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アカマツ材のパルプに関する研究

温Ⅴ アカマヅ心材の亜硫酸蒸解困難について（其3）
幡 克美・十河柑男
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1緒
新報（−）・で軋 チップの蒸解液の湊痩助成，横脂質の除去，諦機稗匿．よろ前処理等をおこない，それ
らの心材蒸解にたいする効果を試験し，大略を発表した．そのと・き，普通アカマツ心材の蒸解困難が，主
として，その樹脂分中に存するとかんがえられる，特殊成分吃原因していることが，ほゞ確かであった・この
特殊威諒の妨害作用が，蒸癖過程の如何なる段階に．おいて，しかして，如何なる傑件下にり著しく出現するか
む実験的に確め七恕くこと昧，その磯梼を解明す・る、にも，皇た，準解難の対策を講やるにも，必要である
とぉもう．

著者等臥今回，心材を種々條件数変えて∴麗儲酸液で予聯勺に蒸煮処理した後，アルコール●ベンゼ

ン混液にて未反応の蒸癖妨害成分を朝出除去し，・つきた，通常の亜硫酸蒸解を摺こなって，この妨憲反応
の起る條件を「研究し，また，特殊成分の蒸解妨害作用とリグニンのスルネン化反応との関係を実験的に究
明して，その機構について考察をおこなった・なお，あわせて，蒸解妨晋作用が比較的僅少とおもわれる
條件で，蒸解試験むおこない，その成績に・・ついても検討した・以上の大要を報告するゝ
甘 突放並びに考察
1蒸解妨害反應や條件に？いて
アカマツ心材をアセトンまた礎アルコー・・ル・ベンゼン混液にて完全に抽出し，その樹脂分を除去した後
払ほゞ辺財と同様匿正常にパルプ化−され十方その樹脂を∴辺材に添加することにより，心材と同様に蒸
解が妨菩されることば，前報tl）で示し一たところである．ところが，著者等は，心材をあらかじめ髄硫酸
蒸解液で1000C位で約3h工S．加熱処理せる後は，アルコール・ベンゼン混液に．て一徹底約に抽出処理しても，
表1．前蒸発の影響

※ 十：前菜煮を行ったとき
行わないとき
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試料木粉：23g■， 蒸煮液ノノ（童，蘭）：く100GC
煮詰条件
全SQヱ；6・・2％，鷹合SO2；1・2％，

：前志賀と同じ

lOOOC

：1350C

3hr・S…

：さbrs．

前蓮の如き蒸解前における樹脂質除去の効果が重々みられす，従前通り，心材の蒸解が困姓であり，（表1，
NO・1）叉その場合の抽出樹脂軋辺材に添加レても，すでに，パルプ化妨害の作用を示さないことを屈めた・

dil・HCl及びdil・H2SO4等で木材払前もって蒸発すると，、辺材すら以後の語硫酸蒸解が全く阻止さ
れることについても，すでに，著者甲1名（幡）が，前報（1）で指摘したどころであるが，亜硫酸液による
前蒸煮が，かゝる性質のパルプ化妨害作鱒を食く滞しないこと恥辺材を亜硫酸液であらかじめ加熱せる
もの（表1，No・3）が，予備的蒸発なき辺材（表1，鱒0．4）同群，きわめて容易にパルプ化されることによつ
ても明かである．
したがって・心材を図1の如き順序により∵操作し，・−その前蒸煮の條件を種々変えることにより，液彼の蒸

解成礫が痴何に変化するかを検討せばi妨害反応が如何なる條件で惹起するかを，ぼゞ確実に把墟し得る
昧づである．

心材 粉末

アルコー′レ．・′ヾン′・ゼ㌧／

前 菜r 煮

混∴硬で 抽 出

（妨害反応）

蒸解成績
の 拍 討

童：1惹 】畔

（パルプイ疏詣訂

以下，上記の見解によって，妨寄反応の條件を研究した∴
（l） 蒸解妨害反応の温度
妨啓作用の程度と温度との関係を，前蒸煮の湿度60〜1200cについてしらべあ結果は表2を±示す凝り
寮2∴綿蒸煮の湿度と蒸解妨薯作用

試料木劾：心材23g

前表讃の温度以外の条件は読1と同じ

で，妨賓作用昧600Cにても或程度起るけれども，温度上昇とともに増加し，90〜1000cにおいて汲も蘇着
である・それより高温にてぼ，若干バルブ化反応が進むためれ帯び蒸解威繚は艮好となっている．
（2）蒸解妨害反応の時間

前蒸発の時間を倭えて英験した結果は表3の通りで，前蒸発の湿度が600cでは相当長時間にても妨害反応

昧大して進行しないようノである・（NO・2）混も著しく妨等反応が進む1000Cについても，短時間では妨寄
作用の影響がきわめて少く，（No．4，5）時間の檜加とともに著しく現われ3bI・S．附汲で敢大となり，さら

に長時間では再びサダニン溶出挙が上昇している．（No．7）すなわち，蒸解妨寄の反応は可成り緩慢に進
行するものであることがわかる．
−・56・−
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表3．前蒸発の時間と蒸解妨普作用

（3） 繭蒸泰液の紅放と妨事反応
蒸解液の組成が妨審反応に如何に影響するかを，Naベースにて，結合SO2と遊離SO2との割合恕種々変え
で実験した．（表4）遊離SO2のみの場合が蔵も顕著に妨零され 結合SOヱの割合が増加す■るに従い妨
晋作用妊少くなわ，ノミルプ化が容易となっている・

前蒸発液の組成と蒸廟妨害作用
童 蒸 煮 餃 の 原 質

リグ・エソ溶出率
：J● ニ ン′

％
き在い6

51．2
6S‖6

8飢2
82こ1
92．．9

試料木粉 ‥

前蒸煮堰の顔成・以外の条件ほ表1と同じ

以上の滞結果から，心材の覿解妨害作用扱，1000C開店にて紛3hrs．カ鮒■ることによ努殆んど完結し，
しかも′，蒸解液中の逢隈SO2の割合が大なる俊ど顕著に現われることを知る・

扱お．鰭酸による前蒸煮が，辺材の亜硫酸蒸解を殆んど妨害しない▲ことは，前掛1）でものべたところである−
が，心材を二5％cH8COOH（pH≒2‖釘一で覇蒸煮後，アルコール・ベンゼンにて完全に樹脂分を抽出したも
表5・．酪酸檻よる帝蒸煮と蒸解妨審作尉
亀 未 煮 鎮 め 慮 蛍

酪酸前煮
敬

グダニソ野田率

率 l サダ・土・ニシ

丑8．．4簸

前蒸煮に5％CHさC00H頂を用いたとと以外は表1と同じ条件

のば，蒸解威親が至ってわるく，（．表5，NO．2〕したがって，酪酸による酸度下に恕いても，特殊成分の妨零
度麒は，可成り．著しく進行することが明かである‥
2 蒸解妨害作用の機構について

心材をご酸性液中で加熱する′とき，その蒸解を妨害する僻殊成分は，ザダニンと結合し，．その際結合した特
殊成分比すでに溶剤により分離抽出されないから，以後の抽出樹脂は，辺材に添・加する＼も，蒸解妨寄の機能を
有せず，・一方特殊成分の結合により，リグニン味，其彼の恵硫酸蒸解に際し，スルホン化が妨害されて溶出困
ハ＿ 57．＿
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難となるものであらうl・ノ以上の推察によわ，前歯で記した諸現象軋不白然なく説明が？くとおもうのであ
るが，此場合，特殊成分とリグニンとの結合様式は，大体如何なるものであらうあ、∴鍵来リグニンのスル卒ン
化に関しては多くの研究発表があるが，現在で払最初にその・活性−LCO基に・−SO3H基が結合するとり
うのが多数訟のようである・（2）そこでこの場合の特殊成分も，酸性液中で蒸許される際，リグ・：＝・ンり一−C（）基に
不町逆的に持合するため，以後其箇所に−SO。Hが結合され難くなるものと考えられる．著者等は，これ
を 確める甲時で次の実験をおこなった．
まづ，心材をニ50〜100Meshに細粉状としこの10g宛を各々表6に示す順序にしたがって処理し，A。B・
表6．亜儲酸処理木扮試料の調製條件

＋

ABCDRF仙

・十．・＝− （96hr・S、）
＋
＋
＋
＋
十

試料は心材勅荒10g
＋：処理を行ったとき
一
行わないとき

全 SO2：6仙2
※組 成

藤倉SO2 ‥
、

−

C。D・モこ●F各亜泌酸処理木粉試料をト調製した．たとえ．ば，NO．6にては，⑳心材粉末に，他の心材より抽出
探取せ卑瀞脂2小5g・計溶媒とともに添加し，溶媒は飛散させ，②アルコTル・ベンゼン抽出（この場合は
省く），J⑥′、iO％CH3COOR（pH≒20）申で3hrs．逆流下に加熱後，十分水洗して，700Cにて乾燥し，④
ステンレス′J噌望蒸発練を∴用セ1，署硫酸液でiooocにで3hTS．蒸馨したる衡内容は十分汝洗後，再び700C
で乾燥して，⑤アルコール，ベンゼン混汲で，96hrs．抽群して樹脂質を除去し，試料Fと したのである．
こ・れ一ら6種の試料めり〆ニン含盈及硫黄含有盈を測臆し，∴サメニンと繹患せる−・SO3‡iの盈を算出した．
結果ほ表ワの如くであった．．各試料串の硫贋は，McLAt7RIN（3）丈の，いわゆるFestelign桓sulphonsaure
の形て申し1て，、カグニシと結合してV、ると考えるのであるが，′礫賛の舎監隠A′〉蓋＞C及D＞E〉Fあ順
表7・一題蘭酸敗理事粉試料のスルホン化の程度

実扱者葛

試

蔑硫酸処≡哩
衆う扮試料

料
賛・蓼

ソ】琉（b）

A B C D E F

・ノ√｝

27 69
29．08
31．25
23 58
29 95
3172
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序になっている．すなわち，④ の酸性蒸煮時に．おいて，材申に特殊成分の存在なきAにては，、リ
グニンに対する硫黄の恩（も／a）の倍が大約3である．リグニン1単位を840とせば，しかして，ワ
t，1単位につきスルホン基1個人るとしたら，木粉中のリグニンが全部Festeligninsulphons畠ur・e（≒920
）となると，リグニンと硫賓との比は，3．48％となるわけであるから■，試料A中のリグ・ニンの大部分がスル
ホシ化されでいるこ・とがわかる′これに比し，蒸煮処理時に，特殊成分の存凄した場合のち，C等のリグ宣ン中
＿ 5壬ト＿

％

き1
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の硫欝は，′Aよサ少く，米粉申に診ら：かじめ特殊成分傍題癖庭加反‥ねeにおいセ軌将に硫帝が少い．こ√れ軋
特醸成分が附加するだけ′スルホ、ン化されない，すなわち，蘭褒め含ノ粂ないサタ三ンが残ることを．・示しでい
る．D舷耳紅組璃禍福廃酸前処塵（HCl，Ii・的4処理額臥それ自身パルプ化反応を妨げるから，地場合不
適当）によって，重く憩硫酸の作用なき状態で，特殊成分と りク㌔ニンとを∴結合させ，然る後怒硫酸処理む
行って，痍余の活性基の久ルホ、ン化をこおこなづてみたのゼある〃 この場合の疏素食鹿は，1）〉E〉万で，あ
らかじめ心材樹脂む加えて海いた万一の硫黄食感軋睡に少くて，大部分のリグニ，ンも1！晦殊成分が潜合卜し，
二SO3H基匪，殆んど結合されないこと が明かである．叉E隠B凍′り，吏は．Cより， 葡萄合盈少く．醇硫酸液処通商
に溶ける薦酸処理の影響が，明瞭に現われてい為．なお蹄黄の結合少きもの曙ど試料申のリグ・ニン含有率が
大で，そ．れ軋リグニン紅可成り分子最大怒る物質が附加、し￣こし＼ることを「暗示するものである・つ怠り，表7の
数倍及その傾耐は，特殊成分と−・SOsH基とが，リグ・ニンの活性基（多くめ文献に依れば・−CO基）に競
食する・とゝいう，前述の推論を∴支韓・す如こ足為ものきあ為とおもう・
つぎに，心材粉末（50ん100Mesll）各20g㌧を，義8め如く処理して，特殊成分を食まぬ木粉試料Gと，木
襲ち＝ 僧酸処理米粉試料の調製條件

」L

＿＿▼▼．▼，．．．．

アルコール・01ベ
心ポ樹脂（5g■り）

添

ンゼソ細川
加l

96hrS．

1P％C打3COqH
液㌧ 処
（100〇C3hrs．■）

、デルコ【・ル○ベ 転酸処理木粉
試料の旨2号
ン・ゼ■ ソ∵据】仕
96 hr・5．

暫岸壁処理本筋

…試料軒のり′ダ
ニン（塩酸法）
￣−

ラ
28小47

＋

30 85
試淘ほ心材激発20g

＋：処理な行ったとき

− ：−一行わないとき

街中のトリグ・ニンが大部分・特殊成分と終合せ名状態の討料Hとをパ洞製し，これより，、いわゆる∴凱tanoト

iignin（4）を抽周し，その分子量む測定した．まづ，各紙料10gに対：し，nqButano150cc氷50とcLNaOH2g
を「加え，ユ即Ocで蝕‡・S．蒸煮し 抽出液は避退採取し，王城庄下に執ItanOlを発生に飛散させ，母液に
HClを加え．でリグニンを・沈澱せしめ，dil．N争0王壬とdil．HClとで，3回溶膠。冴澱を二反復して精製した後，
ゼ00cで乾燥した．牧量は表9に示す通り，何れも木材ヰのりグニンにたいし約50％であり，執ユta、nOト

1igbin抽出彼の木粉申のリグ・ご・ンは，紆10％であるから，妨審物質と潜合していると考えられるリグニン
も，容易に抽出されてきたことがわかる．試料Gより得たButanoト1ignin払細粉状にて淡贋色で，試
料Hから得たものは，淡褐色であづた．何れも冷氷顧酸には僅かに可溶で，加熱せば溶解する．酪酸溶液の

氷点降下は偉かで，測定に困難であつたから，BEdKMANN微温度計を用い，KARL RAST氏法を連用
した．結果は表9の如く，NOい2のリグご＝・ンがNO．1のタグニンより分子盈が大で，特殊成分の綜食による分
手盈増加が東われる．
表9．ブタノールリグニシの収監とその分子量

※ Kai・1Rast法

以上特殊成分のパルプ化反応妨審作用の機構把つき，木材そのまゝをこ試料に用い英数したのであるが；
妨専横樺の細部拉致っては，今後鈍物質を分離して研究を進める予定である・
冨 心材めパルプ化を容易とする蒸煮榛件
蒸解妨害反應匿関する既述の事実凌勘案し，此奴的妨害作用の影醸が少い擦件で蒸煮する方法鹿脅えた．
く1）蒸発温度を急奏させあ方韓
−59・−
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一榔こ㌢亜硫酸パルプエ場もマ．おける蒸解曲線をみ・るノと，いわゆる遼透蒸質草る時間を潜りている・すなわ
ち，チッ・プ円部えの，ノ讃解液，ことに、，結合酸の十分なる溶透を目的とし，蒸煮適度が1POOc附屯に・達した
とき，2〜3hTS．温度の上昇を∵停止し．しかる後，漸次最高通産に逢せノしめて，主蒸解を患こなうのである・
法透蒸発の主旨は，心材の蒸潜む容易とすること，並びに・，チップ内部の黒煮【を儲けるごとにあるよう二で
ある．心材の蒸解離が馴二葉蔽の膣透難広原因するものでないこと払青白報（1）で明かとしたところである
が，心材内部に遊離酵が比較的多く漆透しており，結合酸の溶透鉄不十分なま1の状態で蒸層した場合，
駄逮の如く潮音作用は遊離酸の割合が大なる程鰐著な故，聞及的に，心材チップ内部の蒸解威鎗が一層惑
くなるわけである．湊透蒸煮轢，上記の意・味においてその価

一図2 未詳湿度曲餅

伯が認められるのであるが，1一方，特殊成分とリグニンとの

lぢO

結合も，1000cで最も顛著に進むから，此野間に妨寄反応も
l馳

十分完結されることが明かである「そこで，この影響な少く
するため，あらかじめ妾腹で40hTS．位蒸解液を魔透して

1瑚

おき，しかるのち蒸解温度を急昇して，特殊成分とリグニ
1〜n

ンとの結合反応が，未熟の中に，最高温度に到達させて，リグ
ニン溶出の主薄解に入らしめる要錬にて，蒸解を試みね．

100

（因2ノチップ及蒸解液は，小型ステ1／レス蒸煮管に．密如し，

80

前もって1500C他に加熱せる油浴中に投入しで，重体の温度

仰

をニ1350Cに保って蒸解した．結果をま表10の通りで，従来の
蒸煮法で昧凍蒸解分90％位であったものが，25％位迄に減

ln

ずることが出来たのである・たゞこの方法は理論的には興
rn

味があると思うが，最初の低温における隆透期間甲短縮紅
∩

】

タ

さ

￠

6

時 間 − ；＝

￠

7

8！1J

何等かの考案を必要とし，また，エ業規模の恭煮釜にて〜
かくの如き温度の急昇は殆んど望めないにもかゝわらす，

表ユ0．蒸解温度をこ急昇したときの威揖

チップ：23g

兼解液
全SO2：6．2％
煮解…硬組成 結合SO2：1．2タ6

おase ：CaO

100cc
蒸煮湿度及時間：図2参照
従来の100つC，1hr・の蓼透兼煮をなくした鱒、ら最高泣壁蒸煮時
間を7分延長した．

その効果が決定的でなかいら，この皇1落ち妊二根菜上取入れることは困難とぬもう．

（2） 高結合酸液を用いる方法
最近，遊離SO2の高い蒸解液で，L・かも，仝SO26％或確それ以上にて急速蒸発をおこなう傾向がある．
蒸解液の仝SO2盈が同じとき，遊離SO2が多い場合け，結合SO2多き場合に此レ〈ルブ化反応の速度が
大なることは従来著者等が実験艦より認めてきたところであるが，既述の如く，遊離SO2多き蒸解放では
蒸解妨害反応が麟曹なのもまた事実である・そこで，N王子4ベースにて，結合SO2の割合を多くし，反応
速度の低下は，政商蒸煮温度を高めて（1550C）これを−補って，蒸解読除を・恕こなった．結果練表Hゐ
如ぐであり，辺材パルプ化と同條件で，心材も殆んど完全に繊維が解離せられるま でに蒸解できた．辺材よ
り淡黄白色の芙しい繊碓が捲られ，心材からは淡褐色の畷クラフトパルプ棟のものが得られた・普通の蒸解
液（全SOヱ6・2％結合SO21・2％ ）を凧、た場合液高蒸常温慶1400C以上では黒煮と獲るのであるが瀞合
・−・60・−
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表11・結合酸を多く含む蒸解液を用いたときの威痍

チップ：23g

薫解液：100cc
全SO塵：6い2％

蒸煮温度及時間：図2彦照

蒸解液組成・ 結合SO2：3．0％ B
ase ：NH4

SO2の割合多普この場合においては，1550cにても，重く黒発現象はみられ丸 したがって，尿応凌螢の
偲下を湿度め上昇底よ汐補い得られたわけである・鹿来の如く，逸材パルプ申のリグテン豆％故に琴草す

に臥さらに茶寮時間を延長する必要があるが，其程度に蒸煮ゃば，心材パルプも・一層瀧化学れ燐色となる
とおもう・すなわち卿2報（5）に思いてものべ離日く，自的とす卑，心材と辺由一と町蒸轡成績の接近が∴或程
度巽現できたのである・得られたパルプ臥その繊維の性質より推し，製紙離しては嘩当と考え・られ挙．も

つとも，Caベ∵スのみにて十分解合酸を高めるととはできな噂れども，Mg或匪，N長4等の
もヰ後搾択の見込があゃからく，（6）此力鱒かッ顛ゐ亜硫琴嶽煮をおこなうには興味軌、・
なお，高符合酸蒸熱二細る蒸癖傭件，並び転，得られるヤレプの勧用等に周し・醸，即に研究を二郎冒す卑予
定であろ．

∬総

括

アカマツ心材の亜硫酸蒸解を妨零する反応が，如何なる状態の下で，敢も顕著仕出現するかを：検討し更
に，心材蒸解困難の機構につき，木材その皇1を試料として，賓験的に解明した．なお，可及的に心材のパルプ
化を容易とすや未解決をこ考えて，蒸解試験を庵こなった・

（1）心材蒸解妨害反応は，90′・−1000Cにおいて最も速かに・進み，その温度にて3hIS．位で完結するよ
うである．

（2） 蒸解液の金SO2の盈が同じであれば，遊離SO2の割合が大なるほど，蒸解妨害作用は著し・く現
われる．

（．3）．態硫酸液で1000Cで処理した後，心材中のリグニンの硫黄含有量と，ニアルコーJレ≠ベンゼン
で抽出した心材中のリグニンのそれとを比較すると，前者が後者より〃、である．したがつて，ノ心材蒸解困難
は，その樹脂分ヰの特殊成分が，リグニンの活性基に結合し，以後のスルホン化が阻止されることに原因す・る
ようである．

（4） あらかじめ室温にて蒸解液をこ迭透させた後，最高蒸煮温度まで急激に温度を上昇し，以後普通の
蒸煮を・おこなつで，心材パルプ中の未蒸解物を「滅ずることができね
（5） 仝SO2盈は，通常の場合と同じとし，結合SO2の多い蒸解液を用いて，最高蒸薦湿度を．・高くし
て蒸発し，心材が容易にパルプ化された．
終りに．臨み，この研究を連行するに当って，御懇切な御指導を賜った，京都大学数段農学博士館勇先生
に洗謝申上げます−。

文

献

（1）幡克夷．195†岬 日本林学会春季大会岩沢特酔号（印刷中）．
（2）八浜義和，上代昌．1946．リク㍉ニンの化学．259
（3）上代昌．19阻 繊維素工業，19，−9，254小
（4）Bailey A．．．柑49．The paperindustry and paper worIld，for may，4．
（S）幡克美．1951．香川県立農科大学学術報告さ，1，16．
−・61：−

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
／

＝ご；

（6）郎NSON K・H・・19軌Pulpandpap甲■，朝岡い刊・
R占sum占

Judgin畠1rom／thepracticalpointofviewin corrsiderhgacounteI−meaSureinorderto conqu？r
the diffi6ulty of the sulphite pulpingr of pine、hearトwood，itisimportant to know about the
t：Onditionsofthe鱒LCtion whichi占retardingthe pulping reaction・Namely，、We Should be well
acquainted・WiththetemPaILatureOf cookingand−the compositionofthe dig■estingliquor bywhich
thepulpingIreaCtionisretardedmostremarkably，andwith

the

dilrati血Of time七も占retarding

reactionlasts．

Inthiswork，the conditionsand rpeGhanic，Of the retarding action weIe Studied，and besides，
仇ehearトwoodwas6Ⅹperim占ntallypul如dbythe、SpeCialcoqkingcOnditioninwhichthe retarding
Seei五色drto b色rcomparatively small・
A畠the、coIi61usi6ns from the results ol）転ihed；

で1）1hefetaia中宮 adtion蛮地ヰ如Iping、proceeds rapdily at′t長etempalature Of、90〜1000C，
and：itlastslor左bout3 hoursaもthistempar
（2）、Whenthe′totala元0平ntOf
七草geOffIeeSO2is，

themo羊ere血arkably、theretardingreactionc叩eSOut・

て3｝ A＝ft＆）、the畠dlphite七r・tat血色読t atlOd。C；thelig・nin−rema払ingiふ the hearトWOddよs
comparedwith that remaininginthehearトWOOdextractedwith alcoholand benzene，islowiil
itsper・Centage＼of−SO3H．So，thedifficultyof｝thellpulpingof the pine hearトWOOd may be
causedby地e血ctthat the：？PeCial・COmpOnent■in the heart⊥WbodieSinlreac七S、′with aetive
grOuplnリ1igrnin，、抑dconseque叫y，・Sulphonationof、1ignlnくis retarded・
（4） when the woodis cooked rapidly at firstLSO aS tOノreadh 山江Ⅹimum．1CO6kingいte叫par・atur寧
てa苧SOOnaSpOSSible，andthen†isCOOkedaslt＊ぬ1，thesCteeningsin the、hea・fトWOOd pulp are
decreased．Butin this case，the chips had been pre−SOaked enough with digeSting1iquor at
room temparature．

（5
w，iththeこdiges血g1iquofJLinwhich、OnLy＼the：per6emagp6fconibi舵dSO2is high a岳compared
W、ith蝕e′uS漉1、1iquqr andtotalamolint6f SO2risiequalto：it．
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