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和紙原料（桑皮）の酸酵精練について
ⅠⅤ アセトン・ブタノ←ル酸酵細菌に対するビタミンB2
の影響及び好気性細￣酪との混合醗酵について
明，三 野 ■正 浩

梶

On the reitingof plant fibermater−ials（barks of Mulberr・y・trIee）

forIJapanese paper manufacture
IV Theinfluence of vitamin B2and aerobic
bacteria onthefermentation rettinghy
（ ／、、ヾ†い／ごJJ川 ′／∴・／．／′JJ／lJごい〃Jル

By
Akir・乱KAJIand M．as乱hir・O MINO
（LaboratoryofTechnicalMicrohiolog■y）
緒
著者等臥第1報（i）乃至箪3報（2一）（3）に於て、ア・セトン。ブタノー・ル醗酵細菌（K17）による桑皮の

鰹酵精練が成功的であることを儲菖した。こ−れが実用化を者牒するとき、和紙腰逓工業蛛際酵工業と具
わ直に．純粋増蕃を二大放映に英施することば不可白組）状況である。従って或樺鷹の開放幣酵によっても円
滑に腰酵が進行する如き内容を■萌する必要がある。−二かアセトン・ブクノール幣酵細菌はその性質は嫌
気性であわ、こ．れを−純粋増差するに・按排束的の深い液曽をこ有する醗酵坤をこ必要とし、又この細菌の繁殖の
初期に放ては好嵐性細菌の如き確実なる紫殖に比較しでや」その管理に」嵐畳を・期する必要があ．る。か1

る点よれ考慮すれば、醗酵を「或程度好窺的嫉視の■下に於ても碕祐実に遂行せしめるこ．とが要望せられる。
か1る見地よわすれば、醗酵に際して使用■する助成料の選択を／特に考慮する必要がある。第1報（1）
に放て報告・した如く、一・般に・鐙素化合・物に富む物質は助成料として有効なるものであるが、最近片桐

（4．）草）の執督に．よればアセトン。ブタノー・ル矧酵細菌に尉識波をこ作用せしめた薗株け従釆の幣酵と著し
くその状況を儲にし、むしろ好嵐性細菌の挙助を．毒する。この細菌の性質の鮮イヒ即箇高周波を．・照射した
酎株耶民ら丸軌膵液中にどタミン蓋2（以■￣叩望と略記する）がある愚存在すれば徒死の菌殊について卑

同株に・起り得るものであると。著者等は和紙製遁に桑皮を使用するときけ、その表皮をこ予め完全に除去
する必要を儲め、酬拳法に・よ歩この剥皮をこ行うときは約2ま時間の第1次幣彬を笑施して桑皮の表皮を離

険し易くすることが望ましいことをこ確認した。か1る：方法について検討中そ仁廃液をト第2次簡酵に使用
して緻維を瀾施せしめたとき蛙、井水を使用した幣酵より著しく良好なる綽典をこ示す番実を∴見出し、こ
の原因は片桐の発表した内容む参照すれば恐らくKけ号細菌の生産したB2自身が第2次醗酵に於て有効

的忙作用したものと考慮した。こ」に放てB2を漆加して細菌の繁殖が安仝秘実になると共に．その精練
作用が管しく良好になるものとすれば、助成別の選択にも自らB2を合萌する物質を選訳することが好

藍しいのである。従つで以下に放ては二B2の惟酵精練虹及ぼす嘉多響について実験した結果を儲落する一。
且一・方著濱等はKけ号細菌に・よる桑皮の幣酵精練のエ莞化の可能性を∴絵詞する目的を・以て20L内容の
かめに木濫を∴施した開放幣酵の実験中く町々背しく精練効奥の良好怒る結具を：得、その際酵液中には数榎
の好気性．紛議の盤如を認めた故に・この艮結奥は共存する好気性細菌の作用によるものと判断して、有効
共存細菌の分離を：試みた結典以￣下七記するが如き薗株を1分光し得た。偶々中浜（6）控大麻の醗酵作用を

有する嫌気性細論とその共棲磯生物に潤す・る研究練兵を∴中浜、原田（7）ば顔糖をこ原料とするアセトン
・ブタノ−ノレ幣妙に於ける共棲雫蕃忙・ついて発表した。蓉濱等け桑皮に関する実験に於ても浪合取酵を
冥施するとき掟、K17・号細菌の繁殖終着しく容易となむ、厳密なる嫌気的醗酵棺も不畢となお按肇菌株
の畳も管しく少量と放り、蘭憾酵甘容易確実となつでエ莞化を「簡易化し、特に比較的小規模￠和紙製造
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エ場に於てば混合幣好漁を燃用することが望ましいと考慮して−その結果を儲表する。
密

漁

‡．K17骨細菌の幣酵忙及ぼすB2の効果
（1）試 料 昭和25年3月採取の桑皮（自乗）
く2）使用細菌 CZ∂5わ宜dわ〟形 捉誠赫巧前川雛に属する菌株で京都大学農学部片桐研究室掟於て分灘
され、教理番号がK】7である。
（3）換 作 幣酵條件は第2報（2）及び第8報（fi）灯報壊した通牒英偏した。即ち約7￠mに．裁断

した桑皮25gをこ予め解熱数億し、一一方内容50ひ￠￠の平底フラスコに井水500eeを∵殺由した後両者む合し、
（a）はB8を■5000r添加し、（b）は無添加のま1pHを7．．0に調節し・、K17骨組濁の，玉筍黎曙養鯉を：按覆
して、480Cに、て9朋寺問醐草した。醗酵時間・48時間及び96時間に於ける繊維の閑職状況をこ観察し、照酵終
了後路二液のp田及び酸度を．・測定した。
分析方法はpHに∴ついては東洋濾紙水素イオン濃安武紛紙忙より、酸変は醇酵液10eeをとぉ煮沸して敦
際ガスを∴追出した後フり−ルフクレインを儲示撃として苛性ソーダ溶液にて中和滴記し、

朗鄭￠

数を以て表示した。

又一L方Speakmar）の準合成増蕃基5OOccを：使用して、（C）にはB2＆・60OO†凝加し、（d）は無添加のまi
K17骨細菌を．■挨捜し、20時間後細菌が充分繁殖したのを．砲認し、これに予め乾瓢穀屈した桑皮を鮎g宛
投入して静記同様臓維の開撼状況む観察し、醗酵液のpH及び酸安を．・測定した。
（4）実 験結 ＝愚
策1来 観酵精練に及ぼすビタミンB2の影埋

：番 号l 培 養 基 の 配 合

閑 絨 状 況
」墾8時間後196時間後

細 菌 数

桑野、井水、ビタミソB2

桑皮、井水
S；）eユ1くman培養竣、B2、桑皮
Speakman培養液、桑皮
（備考）細菌数は乗皮投入前即ち酸酪時間コ0時間に於ける醗酵毅1cc中の数をトー・マー血糟劉を使膚して測定
した。

英験結果常よれば桑皮、井火の配合液に於てはB2を・許加した場合（a）の繊維の開繊度ぼ醗悩舶時間
に親祭すれぼ明らかに無添加（b）よ一りも良好であるが、幣酵時間がより長くなれぼ、即ち96時間後に
ほ両者間に相異を認め得なかった。即ちB2の添加によって桑皮のペクチン分解は脛酵初期に急激に．進行
することが確認された。叉十方Speakmanの準合成培漆芸を∴使用した（e）及び（d）の㌍酵に於て−も同
様の結黒む認め得た。
軋B2む添加した脛酵液に通気を施したときの精練状況

（り 操 作 静記同株の桑皮を使用し、訓伽￠内容の中東フラスコに主竜泉管む施し、予め稀硫酸
繚苛性ソーダ溶液、濃硫酸の順に沈推した基気を鋪濾過希を通して無菌的となしフラスコ申に導入tノ
た。フラスコよわの排出管に・や綿濾過群を附レその後囁をこ水洗ポンプに逸結した。通気畳は1分間180￠￠
であった。

際酵液の配合割合は∴（a）井水500￠￠、桑皮25g、甘藷粉2．5g、B250007・とし、前記同株桑皮ほ乾熱殺菌
した。傭比較のため、（b）けB2無添加の幣酵とした。幣酵湿度㌍1420C∴幣酵時間掟二96時間とした。

（2）実 験 結 具
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第2表醗酵液灯通気を「施したときの精練状況
B2音頭加及び通気の童顔
B25000γ、道気をなす
B2無添加、遮気をなす

実験結果に示す如く、幣膵液10伽0に対してB910UOγを■漆加すれば通気を施すも倫円滑なる際酵を：組放
したに反し、B2無添加の場合偵甚だ不良であった。
Ⅱ．混合培番による桑皮の野辟賄鰊
（1）好気性細菌の分凝 学者等酎950年1月桑皮を∴原料とするK17骨組薗による醗酵精練のエ柴化
を槍絆す■る削勺む以て、約20L丹容のカナめを収用して脛酵をこ実施し、常圧及び加圧殴菌を蔑した桑皮を
使用して何れも良好なる結典む得た。第8報（3）に報督した如く、常庄殺薗を二施した桑皮の際酵は加圧
数菌を／施した桑皮よわも精練劾典がや1劣るものであるが、上記戦抄紙験に．於て常圧殺菌醗酵の桑皮の
精練効典は甚だ良好であった。これぼ際膵液中に．共存する好気性細島がK17骨細菌の塞殖に．良好なる結
鼻を．■及ぼし窄ものと推察し、細歯の分離を儲みこ・株め辣菌及びこ株の梓畠を∵得た0この四株をこ使用して
K17骨組薗との混合曙整を∴試験した練糸は何れも有功であったが特に．−・樺菌（畷にD2とする）は二優良な
る威蹟を認めた。従つで以後臥本魔のみをこ使用して実験を二進めた。
（2）

乾熱殺菌し、別忙0．．5％大豆粕液50胸痛・加圧穀薗し∴両者を合して徹一周常庄殴菌を■憺し、pHをて．．0に
調節した後各細菌を：攻め如く移隠し
（a）K17骨細菌の玉筍黍埼蕃液25￠￠
．b）同5￠￠
（￠）K17骨細菌6￠e及びD9細論のブイヨン増番線5￠C

（dJ二K17骨細蔚5ぐe及びβ．5ク ∂JグJ彦」5のブイヨン増蕃液如
（e）K17号細菌5￠￠及びβ．班♂・5錐か滋〟∫のブイヨン増蕃液5￠￠
（f）D9細菌5￠￠
（g） β‖J〝∂∠グJ才，∫5￠￠
（b）β．〝多β5β〝J′∠ お・∫5￠￠

醗酵状況は第8衣に．、叉醗酵後の液のpH、酸憂等の分析結果は第4表に示す通わであった0

筍3教 混合増蕃の醗酵状況
組閣の紫苑状況
癒

酪

状

況

Kユ7】好気性細菌

椎

Kユ7孟偲放

D3

】2寄問後囁い白色度瞑を形成、摂れは沈

月㌧純血抽‰

（りと同株なるもやゝ薄い皮院を形成

jヲ．？？捕8励す￠保守

（g、と同様

冊

（c）と同株なるも猿の涯濁若しからず

降するも何回も形成する

冊 仲

皮妬みる

Kユ7及び鳳・抑鰍彿如c鵬

珊

（c）と全く同様

珊

K】7及び月バ適正協

は果敢な

後形成せず

院携塊

9時間後湧付、ra）同様発泡感、牧の憾濁
著し、1ヱ時間後受院形成、携れぼ汲み以

l一rr−−・−ノ

K17及びD：！

5時間後湧付、発泡少盈

性

う

骨

こユ丁容戯

ユ時間後津村、2冬−・ヰ8時間発泡盛
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第・4表 取酵後の成績

賽除結果に・よれぼ、K17号細宙と好免蛙細菌との混合増
黎によればKけ号細菌の繁殖を・賛しく堰進せしめ従って瀾
練効果も良好である。好気性細菌の程耕一二してはD2細菌が
特に良好なる結果を∴示したが、β．〜〟あノブ∠グ・∫及びβ．郡タ，jβガJ′g∠・〟5

に属する西棟も叉効兵を「示した。
（3）混合増蕃に・よる好免状態の幣i竺渉 内容8Ⅰ．の≡角フ
ラスコを∴使用して瀾記同様2∂gの桑皮及び500e￠の井水を「使

用して、（a）はK17骨組薗蚤独按優した幣酵、（b）は．K17、
D細菌の同株を混合曙茸した幣酵を契灘したさ幣酵液の魔
の直径は19￠m、探さ1．．17〜2．2￠mにして著しく好免的僚件
下に・ある。実験結果ば第5表に示す如くであった。
第5表 好嵐的愕酵の威綺

実験結果に．よれば、好嵐的條件下に於

ても混合堵蕃忙よれば順調なる照輝経過
蹟 種 し た 細 菌

酸 膵l開鰍沢況 を「示し、繊維の開撼状況もK17号細菌笹
独接種濫比較して管しく良好であった。
（4）混合培養による稼働蓼琶の節減

Ki7一容虚

什

K17孟溶射D2志容塩

拙 内容1Lの平底フラスコをト使用して絡記同
株25gの桑皮、5（〉00￠の井水及び助成畳と

して0・5％の大豆粕をこ使用して次の如く稜々の量のK17骨細菌の蕊萄黍膠を：接燈した。錦D嫡帽憎何れ
も5ec宛のブイヨン増蕃液を∴接種した。
K17号細菌の接慣畳
（乱）5￠￠（b）針．5￠￠（￠）1cc（d）（〉‖苫OC

究除籍果は第6表に示す連座であった。
第6表 接種細菌最と醗酵・成綺

実験結果に．よれば、混合増車に．よりK

−7号細菌の按硬畳を働摘の品各最に
駿皮l閥状況減少しても傭96時間後細煩配る開繊
，

K17写経菌の接種盈cc

C

邪神榊榊

b
d

O rO O ．4一
−む の〃 1 0

公

状況を．・示し、120時間の鮒堵によれば
忘容・最以下の接笹郎て街充分なる開

絨状況をこ示した。
総

括

（備考）（a）及び（b）は硬変時間96時吼（c）及び（d）はユ20時間
（り 桑皮の将酵蘭蘭沌実権するに当
わ、液中に．ビタミンB2をニ】000γ（液100c￠当り）添加した幣酵に於■でけ初期に明確なる好影塾≡をこ認めた0
（2）ビタミンB2をこ添加すれば酒気を．施すが如き管しい好気性下に於ても葡桑皮の精練状況軋良好
であわ、片桐がァセl、ン／・ブタノ・−・ル幣酵に於て発見したと同顆の練兵が幣酵精練に・於ても観察出奔

た。
（3）ァ・セトン・ブタノール醗酵細崖K17骨と−好気性細菌D望との混合増蕃によればKけ骨組薗の繁
殖極めて良好であり、従って桑皮の蹄練教具も良好であった。
再）混合醗酵をこ行う好気性細菌は特にD2細菌に於て優良なる効典を認めたが、β．」5〟∂J払及び
β．〝毎け夙玖わ■グ ％5等の薗林濫て−も充分潮見を「認め得た。

（5）混合増登によれば、K17骨組薗の按穆膠畳を＼管しく少食となし得、又好束的際酵條件下に・放て
もK17骨細菌の繁殖酬臍調であわ、従って梓締効具も展好であった。
（6）これ等の葵験結果よれ考慮すれば、桑皮のアセトン・ブタノ・−ル幣酵軒路Kけ号による醗酵精
練をエ業化する場合に路、助成料の選択に当わ第1報（1）に於て報壊した如く窒素痴をこ含有する上に∵街
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且ビタミンB望を∴共に含む如き物質を選択すれば確実なる幣酵が途行されるべく∴簡叉D9細菌の如き好
免性細菌とむ芭会増蕃すれば、披作甚だ簡箪となり、しかも極安の嫌気状態をこ選択する必畢もなく、確実
に囁酵が途行される。
終りに本実験中終始御懇囁なる御指導をこ賜わった、京都大学農学部片桐英郎教授に深甚の謝意を／表す
る。
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Rるsumる

We have stlユdied the effect of vitaてnin土き2and aerobic bacterIia on the fermentation
Tett；ng ofthe barks of Mulberry−・tr ee by Clostridiu7n aCetOblLtγricum（K17）．
The results summatized as fo1lows：

1・When1000γB9WaS addedinto100cc medium，Separation of fibers was very
much a．dv払出ced

2．We obser・ved that refined fiber・was obtaine（lby anaerIObic bacteria Cl．ace10川
∂utγTi．cu771under aerobicぐOnditioninthe pr・eSenCe Of軋．
3・・The fermentation r・etting proceeded nor・mallvin the mixed culture of Cl．
acetobutγrZCZ〟〝and a strain of aerobic bacteria
1n these mixed cultur・eS，COmplete fer血entation occur・ed with s皿Ch a smallamount
Ofinoculalion asl／10000f Cl・aCetObutLyT i？um
4．ft was found that by these mixed cultur・eS，Satisfiable separation of fiherS WaS

attained aerobically as we11as anaerobica11y．

