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く研究・技術発表>

クエン酸マスク化アルミニウム稼製の

コラーゲ、ンへの結合性

畜産科学科副生物利用学講座佐藤昌弘(作物・分析系共同利用班)

1、はじめに

現在の皮革製造業においては、製品の持つ優れた柔軟性、適度な弾力性や、可塑性、高い耐熱

性などの理由により、韓剤としてのクロムの使用が大部分を占めている。しかし、クロムは、人

体や環境に有害であると考えられ、世界的にその排出は、厳しく規制されている。最近、その毒

性および環境汚染の問題から、クロムに代わる鞍剤として、アルミニウムの使用が検討されてい

る。アルミニウム塩の単独使用は、草の耐熱性や充実性において、クロム草に劣るが、他の韓剤

とのコンピネーションやマスキング剤の添加によって、改善を図ることが出来る。アルミニウム

鞍製においては、クエン酸やグルコン酸、フタール酸、あるいはそれらの塩をマスキング剤とし

て添加すると、アルミニウムのコラーゲンへの結合量が増加することは、よく知られている。

本実験では、種々のクエン酸塩マスク化アルミニウム溶液を用いて皮粉を蝶製した。アルミニ

ウムのコラーゲンへの結合量を測定し、アルミニウム鞍製の皮粉へのコラーゲンとの、結合性の

関係を検討した。

2、実験方法

①アルミニウム溶液の調製

塩化アルミニウム溶液は塩化アルミニウムを溶解し、塩基性アルミニウム溶液は塩化アルミニ

ウム溶液に水酸化ナトリウム溶液を添加し、硫酸アルミニウム溶液は硫酸アルミニウムを溶解し

て調製した。

マスク化アルミニウム溶液は、クエン酸ナトリウムをアルミニウムに対するモル比が、 0.3、

0ム 0.7、1.0、となるように所定量添加し、アルミニウム濃度をO.lMAlにして、 1週間以上熟

成して調製した。

②アルミニウム鞍製

皮粉4gを、韓製pHを調製するために、種々の混合割合の過塩素酸ナトリウムと、過塩素酸

溶液40me~こ浸漬し30
0

Cで2時間静置後、アルミニウム溶液80meを添加し塩酸または、水酸化ナト

リウムでpHを3、4、5、に調製し30'Cで24時間諜製した。鞍製後皮粉を水洗いし、空気乾燥したD

③アルミニウムの定量

皮粉へのアルミニウムの、結合量は公定法により測定した。韓製皮粉約19を灰化し、灰化物

をフラスコに移し硫酸(70me)一過塩素酸(230me)混合液15meと硫酸クロム20mgを添加し加熱し

た。変色後、冷却して pH を1~3に塩酸で調整し100meとした。この溶液10meに0.05MCDTAを

25me添加し過剰のCDTAを0.05M塩化亜鉛で、キシノールオレンジを指示薬として適定した。

皮粉のコラーゲン量は、ケルダール法で測定した。
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3、結果及び考察

まず最初に皮粉へのアルミニウムの結合量の時間的変化を調べた(図1)。
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図1 塩化アルミニウム溶液鞍皮粉のアルミニウム結合量

2時間で急激に結合しその後除々に増加し24時間でほぼ一定となった。 24時間以上では変化が

ないので、以下の実験では、韓製時間を24時間として程度の異なる種々のクエン酸塩マスク化ア

ルミニウム溶液と、 pHを変えて鞍製した皮粉の、アルミニウム結合量を測定した。クエン酸塩

添加量の増加と鞍製pHを変えた、クエン酸塩マスク化塩化アルミニウム溶液鞍皮粉のアルミニ

ウム結合量の変化は(図 2)の様になった。
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図 2 クエン酸塩マスク化塩化アルミニウム溶液緩皮粉のアルミニウム結合量

p H:.3、企4、・5

。。
円

L



その変化の様子は、クエン酸塩添加量と鞍製pHによって異なった。最も低いのは非マスク化

溶液での pH3の場合で結合量は、 0.2%酸化 AlIコトゲンで、ほとんど結合していなかった。 pH

3ではマスク化の程度の増加にともなってわずかに増加したが結合量は少なかった。 pH4と5

の非マスク化溶液では、 pH4では極微量、 pH5では微量、 pH5のモjレ比0.5M/MAlでも極

微量の沈澱が生じたが他のマスク化溶液では生じなかった。

pH4では、非マスク化溶液からモル比0.5M/MAlまではあまり変化せず約 4%酸化Al/コテ

ゲンであった。しかしモル比が0.7M/MAlと増加すると顕著に減少し、 2.1%酸化Al/コラ寸eンとな

りモル比1.0M/MAlでは、さらに減少し1.7%酸化AlIコトゲンとなり pH3の場合とほとんど変

わらなかった。 pH5では、 pH4の場合より非マスク化溶液でのアルミニウムの結合量は、 2.9

%酸化 A l/コラーゲンで明かに低かった。モル比0.3~0.5M/M Alでは増加し5%酸化 AUコラーゲン以

上となった。この値は、塩化アルミニウムでは最高の値であった。しかしモル比がO.7M/MAl以

上では、pH4と同様に顕著に減少した。モjレ比が1.0M/MAlでは、 pH3や4の場合より低く

1%以下であった。

クエン酸塩添加量の増加と鞍製pHを変えた 33%塩基性塩化アルミニウム溶液鞍皮粉のアル

ミニウム結合量の変化は(図 3)の様になった。
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図3 クヱン酸塩マスク化33%塩基性塩化アルミニウム溶液韓皮粉のアルミニウム結合量

pH:・3、企4、・5

その変化の様子は、非塩基性塩化アルミニウム溶液の場合と同様にクエン酸塩添加量と、鞍製

pHによって異なった。最も結合量の高いのは、 pH5のモル比0.3M/MAlの5.7%酸化AUコト

ゲンであった。 pH3では非マスク化溶液の結合量は1.2%酸化 AlIコラ寸・ンであり、非塩基性塩化

アルミニウム溶液に比べやや高かった。クエン酸塩添加量が0~0 .5M/MAlの範囲ではアルミニ

ウム結合量は、ほとんど変化はなかったがモル比がO.5M/MAIを越えるとわずかに増加しモル比

1.0M/M Alでは、1.8%酸化AlIコトゲンと少し増加した。 pH4の場合非マスク化溶液は非塩基

性塩化アルミニウムの時の様に沈澱は見られなかったが、 pH5の非マスク化溶液では微量の沈
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澱が生じ、モル比0.5Mでも極微量の沈澱が生じた。

pH4では、クエン酸塩添加量の増加にともなって結合量はわずかに増加しモル比0.5M/MAl 

で最大となった。さらに添加量を増やすとかなり減少しモル比1.0M/MAlでは、1.7%酸化AU

コラ寸e ンとなり pH3よりやや低くなった。 pH5では非マスク化溶液でのアルミ ニウムの結合量

は、 4.0%酸化Al/コラ寸'ンとなり pH4の2倍近くになった。モル比0.3M/MAlにクエン酸塩添

加量を増やすと塩基性塩化アルミニウムでは、最高の値となった。モル比が0.5M/MAlを越える

と顕著に減少し1.0M/MAlでは、 pH3や4より低い約 1%の結合量となった。

クエン酸塩添加量の増加と鞍製pHを変えた硫酸アルミニウム溶液鞍製皮粉のアルミニウム結

合量の変化は(図 4)の様になった。
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図4 クエン酸塩マスク化硫酸アルミニウム溶液稜皮粉のアルミニウム結合量

p H:・3，A4、.5

その変化の様子は、他のアルミニウム溶液と同様に韓製条件により異なった。硫酸アルミニウ

ム溶液も塩化アルミニウム溶液と同様に pH3の非マスク化溶液では、結合量は0.3%酸化AU

コラ寸・ンと低く、 pH5のモル比が1.0M/MAlでも結合量が0.3%と硫酸アルミニウ溶液では最も

低かった。 pH3ではクエン酸塩添加量が増加しでもアルミニウム結合量は、わずかしか増加し

なかった。モjレ比1.0M/MAlでは1.1%酸化Al/コラ寸eンであり塩化アルミニウムの場合よりも低

かった。 pH4の非マスク化溶液では、極微量の沈澱が生じ、 pH5の非マスク化溶液では微量

のモjレ比0.3M/MAlでも極微量の沈澱が生じた。 pH4の非マスク化溶液では、アルミニウムの

結合量は4%酸化AUコトゲンを越え塩化アルミニウムの場合と同様に pH5より高かった。 33 

%塩基性塩化アルミニウムだけがpH5の方が高かった。 pH4では、クエン酸塩添加量の増加

にともなってわずかに減少しモル比0.5M/MAlを越えるとやや顕著に減少した。モル比1.0M/M

Alでは、1.1%酸化AUコラ寸'ンとなった。この値は pH3よりやや低くなった。 pH5の場合非

マスク化溶液でのアルミニウムの結合量は2.8%酸化 Al/コラーゲンであり低かったがクエン酸添加

によってアルミ ニウム結合量は顕著に増加した。モル比0.3M/MAlでは5.8%酸化AUコラ寸'ンと
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最大になった。この値は硫酸アルミニウムでは、最高の値であった。しかしモル比がO.7M/MAl 

を越えると顕著に減少した。

4、まとめ

アルミニウムのコラーゲンへの結合性は、アルミニウム溶液の種類、並びにクエン酸塩添加

量、韓製pHによって大きく異なった。クエン酸塩の添加により微量あるいは極微量の沈澱が生

じた場合がわず、かにあったが結合量にはあまり影響はしなかった。全体的に pH3では、結合量

は低かった。非マスク化溶液では塩化アルミニウムと硫酸アルミニウムの pH4がかなり結合量

が高かった。

マスキングの程度がモル比O.3~O.5M/MAtの範囲では塩化アルミニウムや、塩基性塩化アル

ミニウム、硫酸アルミニウムの鞍製pH5のすべて溶液において結合量が非常に高かった。しか

しモル比O.7M/MAiを越えると結合量の顕著な低下が見られた。 pH3では逆にマスク化の程度

にともなって結合量は増加したがその程度はわず、かであった。しかしモル比1.0M/MAiでは、 pH

3の方がわずかではあるが結合量は高かった。
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