
オルガノボランに関する合成化学的研究

　（主としてα一オレフインの合成と

　　α，β一　不飽和カルボニル化合物に対する

　　付加反応）

　昭和47年1月

荒瀬　　　晃



麟
ザ
ー
皇
3

移
0
δ
雛

第／編

第ア葦

ず・／

／・a

試・3

ン’4

／・導

6
γ

4
詳
　
ノ

次
　
・
難

　
鄭
鴇

獲

　
恥

穫、
碧

調
三

廻瞬ン認
ヴ
．

踏
ノ
ドブ野搾

　
鑛
蝋

　
評
へ

　
聖
づ
幽

　
ン

　
ぱ
ノ

　
心

　
レ

ン
慕

う
．
野
蘇

シ
ポ
イ

　
ジ
、

　
　
ノ

聖
叉

規
　

，
締

奮
　
予

㌦
ノ
　
　
　
　

ノ
　
　
　

済

ン
　
　
膿

ダ
耀
お

フ
麟
論

定
議
・
理

外
サ
る

　
紹
な

域
　
こ
　
℃

‘
　
　
　

『
…

薦
勧
飛

よ
挙
試
漏

こ
　

．
｝
　
降

　
盤
　
　
ぴ

　
受

夏
奮
憩

　
♂
べ
　
　
　
〆

熱
篶
嵐

翠煙瓢の皆
♂

欝詩
〆へ卸訳

廉憩
ン
一副

藤

棚
癒
額
軍
聞
験
．
卦
鷲

　
　
　
疑
丁
薫

　
　
　
鱈
ハ
巽

毛
幾

日
．
詞

諏、

T
藷
的胤

〆

副
ツ

ば
一

酬
，
、

℃
．
罫

瓢
ノ鴬ヤ

ノ

副
マ

“
撫

∴
♂

　
・
夜
・

　
ド
ノ

　
地
寮

　
隙
∵

　
、
〆

　
直
撃

　
、
動

　
瓢

　
ぱ
ザ

　
声

　
チ
序

　
　
、

　
ハ
　
鮮
、
響

　
　
ぎ

　
甑
ノ
　
ぬ

ら
メ
や榔

榎
　
　
ぜ

雛
ボ
戸

鶴
・
窺
の

級曝ψ
繁
璽、

ノ
峯ビ欝ヅびば蜜ヘ

ノ
毒ザ

臨
ノ

鑓
認
〆　嘉，

、
嘗纂．

ジ
ー

，
陰へのンツレ瓢

繍
喪 叩

7
皿罫．

臥

ド
，f

へ嶺嚇
ノ

ぜー
レ零，

札
澤前

叩

ン鶯

、
職
．

含の馬
〆

ぜ
拶
、

．
竃繕飛揺デへ

離

騰
臨

ボ
ボ

孫
甑

織
之

ぎ

丁
、

弾

才3

μ～、

～6

／慕

／6

／舜

黛3

烹ぢ

驚＄

31

35

瀦5



纂嚢豪

ア⇔烹

　
孚
謙

2
窺
盆

ひ
隔
藷
2

2・黛・3

驚・謙’4

烹・3

蹴や3◎！

黛・3・窯．

総・3・3

2・3・4．

a・3・5

2・3・6

声＼イド蕪‡ご観一▽．鷺ン毫藩嘘覇し／ヒ2

一　ペ　ン　テ　ンか　ら　7　一　ペ　ン　テ　ンへ鵜喫

雪薫ざし，艇擬，

親愚衡㊨；ざ盆す煮鞍鑑璽

爽慈嚢繰i果鴇薦繋
が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フ購ビレン・の域ゲド欝ざレ～・ン露ン

レリプ諜ビ～払鐸．ぐランに粛鳶黛一くミン

チン燐八ぜド礁ボ碓憂一『ン鶯ン轟・義ひ・

計？一黛｝（3）一べしを痔ボラン
の垂艦巽／葉イ瓢

ペン・チ篤穿ぐ塑ンザ．湊プ壽繋瓢ウレン綜素漏

へ　　　な　　　　　　ぽ
築壊蛇ノ気ノ轍

トリー／一ヘミン畢馬謹ぐ㌘ン鶏、養驚償吟

吋しフ庵ン臨嚇喫霧趣蕨応
へ

実．　験

試　簗

ヅ欝ピレン砕底「 ﾅド難嬬ぐレー・シ欝ン

2一ペンテン群プ礁、ビルボ『汐ン㍍よ：

癬ハ4ド鶯オご観一シ難ン

ベンチ蟻叡㌘ン説合物から丁～へこン

そ接憲＾警ンへの糞・縦∫雛

マ　ーペン華ル躍ぐ予　ンノ》オ　レ㌣ガ　ン類

に誌る挺牽義硬癒

ダイグ予ギム9：薪ズぜ｝へこンゲンの繋甑
靴．

37

3？・

3霧

穿雛

尋登

4鷺

4毒

ぎ“

慕羨

5／

ぎ黛

撃3

3辱

蓄峰



2・3・ワ

2・婆

第3輩

7レ

3・3・峰

3・3・5

3・3・6

3・ヰ

プ麟ビ馬｝ゼラン霧乱下の2一ペンチ

ンの翼性化

総　旙

文　献

ア濾キル諜ぐランの翼牲窟．反．応に齢’す

釜潜娠・影三

災験櫛書釘℃概馨

繕票鷲考察

ダイグライム中み遮て〆繋、溶嫌ヂ講熱

離定懸

種ノそのこ霧畷寧で樽翼難イ‘飛癒

糊系続韓演礁樽跳較

蜜　験

ゴ讐　娠

トワーマーペンチ藩戒予ン覇含威

レソー鷺，　（3♪一へこン手繕ボ季ン

弗奮戦

計ソー丁～ベンテルメぐラン“｝熱騨望
舷

計撃一2，　（3）一ペンチル訳ラン
融勲、安定性

麗々講溶嫉寧櫛製性，．駕殺癒

、総 括

文　献

享

欝慕．

55

ぶア

蓉
慕
會

き鐘

6ぎ

「ゆ

掌ざ

学慕

掌5．

ワ感

亨ワ

マ難

ア黛

学嘩

零嚢



篤4章

　
　
丁
　
鷺

三
盆
2
　
£

4－2・3

4・醗・4

マ
　
象

3
　
3
　
3

4．一穿

簗5毒

義軍誓

26＄

で
a

2
譲

＄
嬬
“

八イド導、ギレーづ璽ン双融逢夢！麟し

吃肉冠霧飛部躍レフイ、ン轟瓢一オレフ

．ぐ　ンへの翼鑑託

喫験如露針嬬、慨奪

結累凝鳶寮

壷転置蟻嚢二反応

笹鎖アル饗馬潅で勝ンの慈謙。オレフィ

ンに菰趣ア藩キ繕碁交梗風応

長鎖オレマイン鷲急搬アルキ痴すごラ

ン紘構アル羨膨纂交檎長癒

ゼデう移ボ華ン跨ア膨飛ル纂交ネ艶浜

応に対悌る懸饗

実　験

試　凝

八イゼ欝ぎ墾一ワ捧ン，翼性紀蔑藤2
瓢轟ひ：交ギ憂夜応

総　慈

丸　蘇

ア紬巽ル竃ランのジメチ接尺ル駅餐

ワド1凱よ喬分解蕉鳶

翼。験虞羅針威摩既要

結果・考察

新ソ㌻ク篇ヘキ　かルポ脅ンの．鋳鋼

豆肉オ与フぞン酷・ら鍔ら筆鋒計り

3窯

8黛

欝4．

雲瞳

暴添

＄搾

守1

爺尋

囎篠

鐘5

9マ

守婁

斡

停會

簿○

惣夢



’5・z・3

5・醗・4

琴・2・5

紫・3

5・3・マ

5・3・2

5・3・3

5・3・ヰ

5・3・5

5・4

篤慕蜜

7
噌

イ
ぎ
2
2

響ル場ルl／ぐ㍗ン講茂飾

トソ御盛，（3）一《ミンチ｝レ淳ぐジン

』の分解鑑緩煮

端叡7ル讐ルーB紘含瓢内鉢ア1誤態
ルー欝絡．含隠事歯性のダ匙二較

ジメチ島スル本衝シド1二聞軍る検討

あ・まび鼠応機・礁について　　　　∬

災　験

試　簗

ト　ソ　シ　プ　朧　へ箸　シ・レ　ボラ　ン鈴風応

卜1ノー7一ペン手ル駅ラン毒よびト

リー烹，（3）一ペン掛ルだぐランの

災鳶

ヴツアミルーマーへこンチル序こ『 Gンの

壽搬℃瓦応

ジシアミ臨ヰぐ脅ンお賦びトリシアミ

ルダ巧ン構葉：｝成と．灰慮

総　括

誕　醜

卦ザア彗・衡罎；ヂラン緯簸性乞含物落

瓶アτの熱分解反応

駕、験ゲ｝潔癖惹概辱

証果鷲鷺察

搬：騰的分解

縫3

縛慕

7夢穿

マ肇蓉

ア14

？1婆

興琴

拶6・

戸7

擬響

マ撞

120

鴛a

／£窯

礁a

laa



6・a・2

6・a・3

穿
2

6・3・3

6・3・4一

5
　
8
　
マ

6
6
4
い
お

第2編

　　　ち繁7馬

丁4

1
9
一
？
一

岬
Y
7
甲

説含トソア1レ衡ルボランの分解反鋼

線含トツア蟻薦ルざランの分．藩辱法罵

し　ての華1響1

爽　験

試　豪

トヲーマーペンチルすごラン，トソー

2｝（3＞一ペンチルボランあよひ“新

リ　一　／　…　．ヘ　デチル痴ラ　ン　紛戻応

卜・ノシ7“へ嶺ウ接ボラ　ンの風応

ジシアミ法一フー〈ミン手ル爪いランあ・

賦｛メジー驚一メチルウ7繍へ澱シ砂

｝丁…ペンチルボランお蕨癒・

ア焦キル塾1気換風応じ鱗璽魯ぜ霧1慕綾

虻㌧／λ手・メ1レダランぬ底鳶

が濫マ鰐でトグラフで一鐙条件

総　揺

叉　献

悪縁がノ謹ぐラン罵賦，β…苓寮二野η

馬駅馬鐵イ鉱含霊鱗乙の反廃・

メチ1しビ硲篇序ケ軒ン謝賦が・羅4｝瀦う導

体瓢オ疹がメポラン縛及．鳶
翼、験び）方熱す瓢季既蓼

轟洩る毒心

メチルビニルケトン℃漣腐縛博！レヵ“

ぎ2露

ず3鐵

ア3？

137

鷲蕪

β鐸

？3舜

14δ

醤1

1尋£

1穿を

縫4

14拶

得霧

砕尋

酔ワ



マ・3・2

7・註・3

マ・薫・4

5
　

言
一
a
3
牛
5

ワ
ワ
ア
γ
ワ
7
マ

7・3・6

マ・3・マ

マ・3・8

マ・3・會

7・4

ノオごラン雛ぜ｝反癒

イソプ購ペニルメ季1ひプ吾ンご1オψ

がノボランの浜急・

藩チソデ’ンア焔トン鷲博ルガ’ノ4ぐラ

ンの烹応

メチルビ篇耀ケトン℃イソずロペ論

ルメチ齢プトンの及鳶性蔀に較
総　括

粟　駿

試　豪

イソプ澱ペニルメチ藩ケ新ンの禽厩

凱チソデンア鷲トン鐙合成

テトうごド繋ア鷺トフ瓢ノ ン鵜金蕨

卜穿プ鷲ビ博〆ダうン鶏メ乎猛ビニ，馬

ゲ野ンのゑ．克・

スチレン韓爪イド鷲摩ぐレ～シ響ンあ

膿｛〆λチソ胤ホ“ラ：／瓢メチルビ論ル

ケ野ンぬ騰及薫？

書壷疋のオル≠ブノボラン紘メチ佑ごニ

ルゲトンの反嵐・

イソプ欄ペニルメチ捗ケトン鶴書ル
ノブノすぐラン跨反斑；

ニチソ．デンア燃レン℃オルガノボラ

ン鐙及心

総’捨

ア4・㌣

151

／53

155

15霧．

／58

篇潔

痔轡

16群

1臼

16獄

163

16尋

照5

1導マ

16轟



第3藁

露
　
8
9
り
8

窮酵塾

丁騨9

209

一
£

a
乞

會
今

7

飛
弓
爺
叢
り
Q
ノ

丈　献．

蝋7β一蓋繋慧和カルぎぐニルぜに合土触ヒ

博癒がノボ’ 宴唐ﾌ藻鳶にあ・けるが’嬉

ビノ菊シル讃効黒

実。験の方郵靴直醸

結粟乙考察

爽　験
直♂

文　献

トヲ…ア晦饗1レ護ぐランて賦2β一不奮乞

灘力島ホ“二ゆイし含物の反鳶に齢’する

藪奪劾泉

鴬験．鱒方針比’簸黎

結票ぬ鳶察．

蔽壽跨影響

ク篇｝・ンアルデじド鷲トソシク買へ

饗シ1レ謹ぐラン轟及鳶におけ為畷難劾
累

ジアノし饗序ボソン蔽のぶ応・

罵言鹸蒙跨影響

靴ノ アル羨ゆ詮ぐ1コン醸鐙及底こ

二番薦のア捗府ル藝の反町・乙轟彗反応

実　験

訳　蒙

ア翻

鐸蓄

7ワ1

哲i

774・

1腎

1ワぎ

ア粍

176

欝響

1瞥

1斡

穆1

拶∫

撫6

1務

1鱒

1勉



●
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　

層
　
　
　
　
“

3
　
3
　
3
　
3
3
呼

弾
鐸
9
轡
騨
秀

路簿秦

ゆ・マ

鱒・黛

D・£・7

砂・2・2

ω・烹・3

／ρ・窯・4

縫’3

ノ＼イド環ホ晒払～シ鴛ン

ジ♂ンアミル謹ぐヲン醸硲・念威

葡ノテ菊・ン1レポ鷲ン猷鵜含・威

笈．

友鳶塊厩物

総　捨

文　献

トソアル饗ル踵ぐラン瓢試，縛一事禽鴬

歪嚢カル求二1レイ乙含．建勿硝及．応におけ辱

戸鷺穿、む◎磯猷豪鐙妨県

裏、験のオ針瓢麺、要

稲隈瓠高察

ク鶯　ト　ンアルデじ　レ　雛　｝・ソ　シク篇へ

懇シル虞ド争ンの反，むに撫歯1丁橋野ε7淫⇔鳩

試嫌嚇劾黒　　　　¢

種々の条搾丁：におげ為わりシク欝へ

叛シル訳ランの、反慮・

7ク繋レン。トソジク繍へ飛ウルボ

ラン綜蹴廃・に許嫉嬰騨轍懲む畿僻毒践豪の勧
果
．

メチルビ・翫ルケト　ン託トリシク鷲へ

菊シル駅’ 宴唐ﾌ裁斎に諏写糊戸購囎じζ》η

試昏眠御町

爽　験

博／

1轡1

ア噌

ノ鐸窯

1ρ3

帰5

1鐸癬

1璽＄

1翰

1鱈

1斡

2鱒

£参4

2薦

窯躍．



10・3・／

1a・3・2

ゆ・3・3

1（）・3・ヰ

障・4

窮日藁

丁

窯
3

マ
凸
鵡
黛
㌘
鰍
窯

　
穿
　
　
窒
　
　

～

一
　

一
　

7
　
～
　
ぎ

／1・3

誓・3・1

μ・3・盆’

質・3・3

7レ3・4・

1卜3・5

猷　薬

Fξ黎むω｝試兼轟調製

野　ソ　うク獄へ舟　ンll。ボラ　ンめ含戚　紘

凝騨〉ク鶯トンアルゲ蕪ド乙の風～溢

アク鶏レンあよびメチルビニ．毎ケト
ンの　あ　ジ　ツ．グ資へ　饗　シルホ　ラ　ン憶　吟

烹鳶

総　犠

文． ｣

ぎ蟹状がr君一率観灘警ルボニ．｝レイこ含

誌讐ぬ計∫メア｝し飛影ボ襖ンの夙説・

実。験．礁露針．瓢．撫。警！

結禦鳳隊繋

η誌オごン碑及薦；調

ヘミソ蒔ア’シデζド斡反癒診

フ鑑フ『ラ…㌧搬まがをンズムア嬉デ

綜ド韓亙応

霞　験

機　器

試　豪

か祐叡唾ン㌶トソ目掛搬ボランの友鳶

、力梼ホン℃卜穿プ膿ビゆボラン鵜及
託

カルダン　る　新　ソ　シク難へ飛　シ　ルボラ

2◎零

盆雪暮

2登窯

段的

2的

2ω

2震

2震

21黛

2マ3

a餌

£21

2黛ワ

£27

2黛蓉

2贈

黛鍵



／レ3・δ

7

8

曜

ρ

3

3

ψ蜜7

●7ぎ

握・3・會

月・3・10

臼・3・11

月・3・震

マ1・3・13

質・4．一

ン鵜漁慮

ペヲルγ拓デ瓢ド乳新ワプ欝ピ｝1〆ボ

ランの風応

ペソ㌣アルデしド・あソシク欄へを
シ㌫彗ぐ予ン⑳友斑：

シンプ蘇ア帳デご．ドおよ：びフルフラ

ー影φ反応

薫臨瓢皿舞のづ霞舎物の瓢ビメリイ乙反応・

藪乱乙藪齢轟づ鍵含物の工ごメワイし反，応

5　一メ　チ　ル　一　2　一　シ　ク　ロ　へ　戒　鷺　ノ　ン

舎．含威

5一メチルー£〔廓ンク縢へ隆憾ノン

駈躍ウギ輪メチ～翫マ7不シウム鳳の。疑
三二

餐一メチ織一£一’ンツ礁へ箸慧ノン

鷲卦ソメチ｝レホラン鱒風鳶

総　描

支　献

本轟刃文の筆繕括　　　・

較論乙鈎碁鋳

雛搬弗
ん

之3£

2＄2

233

£3零

23擁・

23昏

23峰

235

雲鷺亨

2鎌

黛4“

％囎



櫃

序　藁 紬　書

0・り　　オ｝レカ“ノボ’ラ財の庫じ蓼の発・巌

　才ル・ガ’ノボラン織／♂’9年に膚・職金鳥詫潔の・父瓢

も姦め撃て⇔拶戸ド拭パ々ぎ講パ認〆）に羨っ閥。ジアル欝凄レ

整序ヒホウ．酸函スチル乞からぱじめて念鍬された・

ゼの繊オ隷。：ゲノボ噸ランεメ野並ツ鶏群恐覆繊つ試浄が

な潤筆てゑ胤が、矯の帯く緑膚橡・金箔誌含物じホウ

鹸エステル・蕊燕野芝で驚か、あ論い1嵐現菰℃’蝕よ《

廓いられ楼毒広でわ伽がグ覧り瓢や試薬ヒ忌フッ化承

ウ素ε響応ざ《誤塔滅であ驚左。

　陥紡族オルガ“ノぎランぱ。極圏が’非串に小さく、

ぜの物理幻馬脚似寄踊鮨響お族礁釧劾三顧劇
・縛吟誌学的性震ほ疎勲けれ黛極めで騰い承応餓

ど衡等る彬鼠、滋の多くの為撤盆馬比倉物じ比軟し
ズ寧定ぼ・あ・／1申嘘の／Kにヌ寸ひ望慈磁娠9審定窯・あ

ゲ♪、》のたのノニ麺の類耀した下縄可聴篤倉物、響

町ばブリメや試蒙，あ鶉の織ア♪レ㌣1レデルミ瓢ヤム

薯罵比嫉しマ轟磯倉繊へ・）応畢が家・／蒙芝認買物“。

ず、破囎て工業幻な剥絹毒1鷹淑て㌦》挺．

　近穿オ嶽かいノノ窟∵㌘ンの倉頭法が霧／羅さ藪懲移級ツ
．一i、多くの。祷鬼幽〆マの紘蓼幻・1憾濫傘：の解畷、あ嚢9

は瓢ぞ幽蕊刺瑠す勲倉砥’承薦・の鋳発臨行～蒙う菰ウ妊な



黛

撃だ，，

　現幽幽｝レ”“ノボランつ・含巳威シ去恥し…ぐ贔秘虞鴫醗結

‘》義聞U：緊ハ擁ド繋承皆レ’一シ㎡ン賊オレプ4ン滋旗

縛蕊ゲ傷・畜紘ぞあ褒、，嶺単なオレフ4ン殿ゑ溢1房鱗

申∫駕蟹影嘉鉱風肇勧移4獲謹砂黒敵、 よ洗欧窯’・じ鳶ノ鞠謬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レみ不！駕藩裟1詳デレーミン懸嬉むン含甥ご㌧之∂親瑠乱多難義鼠聞昏

蔚も・？曝多難。藩．姦扁孝／Lノ噂ンリ初回ヒ譲〉堤κ

かξ♪野獣ガ’ノ，ズ望ンむ剥瑠3翻：窮機右・猟㌦函ふ乱挨討

薪　燕群

　ズ｝レズ・ノボ’礎ン9轄一学巣瓢蔚．．気霧一篇誇ザウ・計転鈴｛搾

ば、厩ヴ講三門璃膨倉嬬難1瓢1比軟レ煮癒象鳳志ウ憲〈yひ

原誰醸の電気総性。蔑の蕊難攣’小婿鼻ニミ1二び考奇。熊。の

一・Pに権受プ〉紬〆含汎．混演慧威臨気門：三二．の鑑。からジダ〆〉

歳ハ・一鷲ント凄孝ン壷癒紛難洋。毒・燕蓄1晒、　c一～藩謙孫，含・つ

屡イン響嘘1蕊非影じ・わ苛貸ゆ雲疏煮：＝：1・一ぬに緑；綾璽1ひ

表。一歪．庚熱・…盆蕊葡珍野蟹η霊気険舷荻η撮る諺。ぞ

　　　ごヂ　　　　　　デを～心念み一一8 ズ。A～ル撚 擁　オン攣磁ぐ％）

ダ　れな

（一一一し轟

G一…～甑

G　悔
ズハ　　　　ごくぶ

し　…パひ

！、　　　　ピ獣
疑…勘．　 ?〉赫

藁一一欝

∫
解
腕
へ
》
ウ
ヴ
♂

ゆ
　
　
れ
　
　
　
ふ
　
　

の
　
　
　
ゆ
　
　

め

ノ
〆
〆
／
0
の

タ、ジ

3艶

3馬
孫　陥

憾



3

金畠ヒ炭素：の結倉の舗倉勝醸エネルギーの　畿添しだ

が、c一身、傘盛倉の槽漁1憲。－8超結合．ご一’ご縮倉の

艇威に近uイ直であ難雄

巌◎一2．漢素一盆凄結倉の結合餌」離：エネルギー

結倉　結論エネルギ㌧（κ毒認／棚謡）　北合物

C
沸
し
C
G
じ
C
¢
　
し
じ
C
じ

｝
『
一
…
…
　
一
｝
｝
｝
｝

眠
畿
謬
　

二
個
物
錘
し
¢
る

茎
こ
耳
3
3
S
擁
＄
3
5
隅

隅礎

3匙
裁グ

8欝

ク8

ナ4
4騰
¢ク

ノ／

’掛

麺／

ぐご召露♪凝罵羅

ぐ菰馬♪濯こ厩

（ご酪為辱
ぐご梅ル灘

（ご83）鱗、転

ぐ二三ノ騨∫縄

ぐごβ3♪3湧ぶ

（るβぶ）33海

（《）解津ね8心

（ご議酪ノ澱∫遭

ぐ脚下3♪3β瓢

　第二にi譲、ぐ一欝蕪倉の原菩闘距難力や・こ一〇、鰭含
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　トウア堰キルブNランぱ加：勲千1二あ・い｛、舵の漉搬
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こ乙により熱汐潔的婆定化の方．陶濫ば澄粟二立体緯姦

の少なの栄端庚寒象苓じオ、ウ無・歎｝が移動す難ρ驚

　C　　　　　C　　　　　C
　l　　　　　　　　i　　　　　　　l
　C　　　　　C　　　　 C

　じ　　　　（ニーB／　　　c
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出．に記ず、。
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ン誠謹・齢う八イド》控ぐレ”シ獲ン贋応・移讃フマ才》レ護プ覧

ノ！瞳ぐラン薦倉噛戴レ厳ゆ断篇で黛ず’ハ写物齋ボしシーシ

欝ンμ間ぜ欝旧識の縛蝿＆紹隣し、ツぎ鴇藩藩が糖

獄っ蕩八遵ドけボ’レーシ鯉ン三絃1果に燗、｝窯濾べ難

　’夢獲紀前事1嘘、ジ露ぐランぱ獲鹿磁舞薦厨伊野唐墨

と劣曝場金1瓢のみ金載芝誌、てい騰馬：顛で、魯輔倉載

法鳳島欝ぱ二三塵蔽鰺があ馨・が’病概尋紘贈物倉概藩、ヒ剥

購レ偲愚心の1蕊徽かつ鷲・凝め穣3・〃躍解群ら姻ぱ
、蕊7ツ化〆愛、ウ素の瓢＿テル地物潔“・瓢＿テ｝レ寧で・水

無祐’ノチウム瓢霧易に葱応払瓢ジボランが庭劔寧蟄諜・

罷瓢認の澱・凝の鍛あ”認心㌘農〆一両1・よ器厨鷹が種：

畿漁畷来慶が＼βψげ謹ら認♪～試ヅ疹グ’ラがA（ジ瓢チ

レンヅソ調一1レジ〆チレ凱一デ1レノ登㊥乙丸露・蜜馨

〉芝謬噸鼠鳳葺墨瓢水門4菰ナ新1～ウAか協密デ沢・饗ン
が瞬 ロ撃ﾉ選ら颪為鵬慕と毘漁翻た費讃靴この厭馬繋’馬

境載’事懲率承ぐ紅オ、ウ窺プ卸リウA薫搬耕謙響夢鴫禽・

橿ぱ一磯憲易にジノ幻響ンが嘘蟻1｝謬欝二鳩廠麗慮鷺底

海爵罐・ぐ凝℃ジ！1ぐラン臨壌野薮オ鹸料認熱芝の規梗で灘
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搬すうコとが甥能となった。

6／yl久～イ＋8》β馬一一→β繍μ6牽6／戦8～転

2！V《〃　＋　β漏〃6－2！V畿βH妬
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珍二とか匡電三一繰下｝三一によっ一て望薄らガ＼｝二され一（、）る訊の

。普蓮ボ’ヲンは6H3のよウな単量体でなく、3鳥〃6

のよウな二量1本、3なめぢジかぐランの形で’存糊して

・浮・二の二疑体の構遊にツい馴慧月磁騨タら切μ
よって下のよウ¢橘”・、丁櫓蕊霊て・あな二どがr1謎；・め渉颪。

　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　む
でいる・　　。詔A　／一ん3網　　　 馬z溜ノの電
　　　　　1メ＜∴張ぐ・・士鴬・

気強金・心胆のイ直は、βニニ2、0，ノイ濡2、ノ　Z・・あフマB一β

紬合の双極チ能率ぼ非単1二小さい・ゆジポランの内側

のノK寒の蓬3状麓にっのマば旧説か・あ磐が、現鳶τ・

億口わゆる｛／ベナナ軟蓮ケであ後とミ恵ていうノノ）。



冒

すなめ多一フの爪ウ泰撤｝バ内棚1（二つの軌蓮王癒

ず箏ハ’、：：戯れらじ対してブイ固の電㌻ルぐ蒋薄才る¢

　ジボ’ヲン嫉｛菰距、▽滋♂σ，藩距、一タ£oで、慰い婁・気£ジ角等

う無彦の気イムぼいあうσ5鼠vユ蕩乙短欝乞が畿コ脅す箏，レノ入

土疑塾とほ単墨：乃本の毒（難でザ気・での訂み’り婁是な鋸倉

体法形裁’す夢3幻9ジ’ボ層ランのテ峯うじドロフヲン（

アが戸と昏昏記ヴ多）溶ラ夜においてち単量体として蒋

酒事蒼ニヒか・うξツられての3むの

　DOを彦蝕・一→［かB日・　　（・一・赫）

○・3　ハイドロボレーショソ試桑

　。K素北オ、ウ素ナトリウムがダζイク・ライA呼で三フ

・ソ肱，れウ湊と及薦・しマジ’貯・デン乞生成す嶺ことほ史

i二三べ覧薦。Bヂ0ω卜理ら34・〉感この系、に才レ：：7ノ∫ンが’露荘

す多と容易に才ルがノ爪“ランが’嵯研苓るニヒと轡虫

しを。

　ノZ三戸〃＝ぐβ鐸＋3〈似8θ嬢斗4β戸3：0（ら”≠ル

　　　P骨．一一一→4ぐ尺。〃。乙砺％3＋3陥8海＋40（c詔8ク建

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（0一ノ82
　現在ハイド・ボレーシラン硬応・のを怯とレては、

虹窮し彦nわゆ多肉揮菰ヒ、（○一β♪野駈の早耳
で発生す欝ジ’犀ぐランも7’行芦中に尊さ彦蒼う爽としマあ・
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き 、この盗液を，オレフインと及応さエζ馨外書γ弦とが’

よく用いら幽．てのる◎本四宛に．・当・っマ織ぼヒんピタ》一

部法網旧いた．
［〉：ら日・＋3尺。艀ε冒・一一→師θ・ε昧B＋［〉

ぐ。一挿♪

　その超。煉化リチウAア・レミ三、ラム捌一K素づピ）

チウム承ウ熟副あ噛が水素北ナトリウム3クフに三フツ

姥ホウ素を才レフハンの霧耗千で孜寿さ¢答三弦、が」

報纏ざ必て、♪3ウ求庭アミン7筑”ラン控凝るハづド’ロ

訳・レーシヨゾのも報峯さ淑℃U3。

文　献

ブ♪幻疏融・潮〃砿β・万・卿以・、η咽・侮・3…α・舷・編

　ム£、ダ68（／ぎ62♪．

　　剛堅・戸ド灘旋乙腐ノ縦、1ア’翻遭蝦・900？菰、863ご／詑ゐ濯λ

　　の石・戸娯”庵ご翻4・停0δ・£・夕・∫OC・（∠鋼4鋼♪ノ鼠・／23

　、乙／設‘ζ3ノ．

2）　θメ知翫賦，κ．ε溜酬ρ／£，ぬ・コン鋤．じん沸，ノ．耀一、％、β3

　ご／タ6／2．

3♪のβ’〃・哩鋤沈みノ」：〃・疋・姐鶴エ肱飽牝夕・砺血，

　25」93ぐ／936ノ，

4♪£・1滋Z」撃’（「％8〈仮侃〆どρノ≠舵ごん鋼ゆzβ躍ノピり
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62

ﾌ
の

Co牌ザ琵伽か．隔謬欝．／〉鰍％κ庵　ζ／％o♪　ρ．タ虜．

　ア・る・単婚躍π．扉7擁5’渉μ伊飯4ゾ溺麹一騎30雇”2駁溜1、

浦蝕卿魂記厚召∫9．！～毎〃・）6助庵ぐ／タ」一ぷ）．

　3，〃・3照εγ．の光θ劔04，」じ4綱・磁蝦・島ご7・慮．〃34ぐ／94／九

　〃・ん為〃享、ム0・3ゆ鹸〃解’工沼概碗離・島侮諺．2・露ぐ・館クλ

　∠・〃・石ρδ騨・紀石・・ρ靱望・∫泌£勢麗膚・■習鵬砿鋼3クひノ皿・

　　　／躍36　ぐノ963Lノ、

の　　」㌦だ・乃ん5・0πノ〃・寧・晦0疏！〃破ズア刀辮．傷翻・9ρ07　妙．／講／ぐ／タ28♪，

／〃）　　〃・C。β塑瑚ン　・酵・みブ・〃」話振再〆ノ四壁・ん訪諺ゑ久ノ　エ・弓桝・礁概，5診ひノ

　　理，／・澱4で〃ク／♪。

／／♪の期危r為・工7：”諾ε移ダ・2瓦07・あρ蹴・ニノ／姶3（・タ6の・

　　幻んを〃齢ノ6．σ07認ご島κ疎〃虎∫ノ汐〆鉱ゑド献・κ茄ノα捌認醐♪

　　θ％／ノ．

・の　　ん硫野戦薦・汽β・8翻4ごツ・6ん綱・2誠・ごム絃鋼♪3／壁

　　　ぐ〃6の．

βプ£β激酬∫∫・工吻’鋳一’・磁・η／遅”6鉱

／の　　　沸賦諏いノ蔀。　3・メ～！ら〃磁あんノ　∫磁の瀦．∫比7ご農λ／ゲ　ビ〃6ゲノ．

イ5♪　乙’尾涜・フ＝7：／物／ん馬フンワ乙乙亀α孤一撃ん鼠肥万4痴9函・乃乙ん

　　　ム声κ姻身流みれ．／％’7．，4・ρ66、／3¢・∫フ　　乙4綱．！4窮チ〆．紘．£ク妬9

　　　こ／夕ゐ勘♪，

／6）　　八ケ．ρ瓦昭8£．β．院メ～φ屍ド姦．」π阻隔．∫oご．ノビβノ3〃ピ／〃ヂノ，

・ク♪　ρ訊島∫ち．∫κル・澱．』τ6ん虻ノ；砺勲綴糊．孟らガク／

　　　ご／タ6タ♪・

／調　　母・飢ん為ん漁疏．〃・乙βrρ蝋、浸£解罵観．∫，！％鯉剛賦・／4・容儀だ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竃4

　〃．∫なゑ．7：ノ4競．噺ゼ畷．∫此ソ髭ノ　’7／oご／タク0）・

・の　肱予測〃媚．％ノ4グ・ん臓加隔て凱ん3吻疏綱翫∬麟7

　八／躍xらノ凌　 ζ／タ〆2／　6ん3。

勲♪の〃・〃躍鱈畝・ノ四四磐・κ〃㌢卿≠ン以∫砺セ・エ磁熱

　　じ論ぜ卿・ノ　必．　22ム♂／グ35）．

　　　の　ツく串煙喪，嵯麟イ’チ，　檜ムノ＼雌、毒、翼善一ノェィ亡誌・、

　　グ2　　 ／クク2　 ／ク∂ク　　ζ／タ菱タ♪、
　　酬岬ノ　　　　　　　ノ

2／♪　の　翫鰯頃晃，増田タ鼠、伊藤移》｝響ノイヂ藤：光琵，黄ふ舞．

　　エイど盆ふ、躍ノ　ん）4ご／タク／♪．

　　　の：麗瀬晃，増田タゑし耕藩謬朗’拶藤光臣，／鈴永輩

　　冒イし誌・　　端ツ刷寧．

2欝）　　β．0，βμ）虻毘ノ8，乙∫融ゑム洗！甑0ノフマズ規．乙舜4贈。．ダ◎Oツ。譲∠ノ瀞43ム

　　こ／タ’メ♪。

諾3） @幻紀κ6’∫た・κ．・4撃ε訟・磁鋼・ノ護・ノ33／ζ／タ弼）・

　　　幻！《～・κぬ鳶ダ、　／晦耗。’。躍ノ3／θタめ8ハ

　　　・）β，ε、8・・鯉．3訟∫融。ぬ。訊。瞥磁鍛．ノ鑑卿・．

2の　拶・藤光臣、荒瀬畢ノ鈴水諏：二，黄太琿，ぬ化誌必，

　　／63－3　ご／96ぶ♪、

詔詞　荒う麹髪ノ　ネ．原劇男，躍磁．誠．擢藤光盈，そ鈴ぷ輩，

　　エイと鼠6　 砂　　／／詐ナビ／タクρノ．
　　　　　　㎞…幽噛ノ

之の　努ズラ青一，発ズ五慶詐　潭危辮丈，／卿。坪。茅断奪，

♂の　β・飢∫議彪鋸解鍵．昂ご’画蝕麗．ズ疋げ’・話r戯最．馬匹庵タ・工

　　湧綴．ご姦磁級，∫b‘7皿ノ／タ≠ぐ〃≠2λ

芝甜　尾同勢κ卿μ・ρん万御艀㌢・工伽・（瀧紘砺・’・翅・／躍βご／タ♂鞍
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露タ〉 @β’ん∠吻・ム0・3塑磯鋤爽〆・エ爾・砺鋼・ジ・ご’・雌・わ釧／卿λ

初　 κ〃砥飽ワ・妬∫ゐ脚勧・工謬蜘偽蜘島砺辺・／4髭（ノ卿λ

」ソ♪　　！ぞ。澱優銘，／イ。ア∫爾顧撮鋸、0縄談湧．舷瀞．ピえ躍〆鋼お鼠．／22

　　砂好ノ．

3の　　のκご滅戯野オ・ス騒～澱’殉砺蝕・盆躍ご”鯉九

　　　　の猷エ・∫話縁訂解の～！孔8・βμ饗・孤ん紙話鯉・ゐら認に・淵ρ（／欝醗

詔）　尾0・房0蝋．β・■・泌〃窃δ翠〃・三ご騨ノ鋼’・工ん甑麟蝋’

　　　∫oa．ノ　。魏　　」）2、rぐ／94之，．
　　　　　　　　　ノ

溜　”ご・β脚既・β・乙∫轟函魚・・功7溺鋼’滋，／扉ご・卿ノ・

凝♪　∫・物ど尭・　／砿1臓鷲混・光〃鰯姓・亙伽簿硫¢溜8戸・ズ6）～ン・薇4夙

　　　並ノ　／03弘　ぐ／9∫タ）。

36）　、ア．ヌ之5回転0オ、5♂イ．βρZ〆どるμ0凌．回覧／ρ〃謬4魂．77戸糾．磁鰍．

　　　∫OCワ　　∠滋ノ　ぬρ47ご／9」」識ノ．

3ク♪　謁〃・乙汐脚猟・ρ戸・万群〃解。τμ飢助翻・5玩7麺・ノ∫だ

　　　（　ノ9∫8ノ．

　　　　幻　以工∫説ノ嬬ビ撃砂・以σ’募〃蝋・τ刃飢乙ん一・メしら跳ら

　　　／虜ム　ご／タ『2ノ。

漸ノ　凡κ5しなダ、κ・2歳ノんダ・／砺ノぜガ・扇遭靴ワ過ノ飾θノ≠ク2・
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第　4　編 　熱褒応による奴一オレフインの含

威ご疹嫁の孝鋤に閲する滴下、．

屡　ゴ　章　　本祈乾の蛙礎となる理欝詣噛が争

　　　　　　備酌実鹸

ゴ？マ　ハ曜ドワボンーシヲン友方の立体蜻異性

　　　と配向性

　ハイドロかごレーシ㌢ンは、立体障霧が恵芝い警掛二

才レフィンや直’鍾択のμ1部オレツインガはトリア｝レ

キルπぐランの段ア鷺まで遮行下る（ブーブ♪。ごプー

之♪，が、立づ本障審が天響いオレフインブぱ障幽の凶

きさの程農1てよって反応・のi進出了陛の様㌻が・異なジ、ジ’ア

ル李1レノ搾季♪・ご　ゾ　＿3　♪や巴ノアノレ学㌔レ／罫ご1ラン（グ

ー42のメ三階で液応が停虹し回し裏ラ賜倉η欝、一あ轡

　3じ㍑〃一識＋鉤一一傾・・起〃紘β（ブーフ♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　αゲ3

　　二1＞一じζ篇招砺一一／ll＞θ一翁8亀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（プー4・♪



竃7

こ　れらのイ列で示ざ歳警　ようにこの反応・眩　ホウ素，脅、苓

が炭熱一炭素二蜜壁嬉含の立体庫軽の少ない電に絆鞭穿

響が、「 N加の峨向礁オレフイ　ンの立曜本障薩の綴慶ヒ

よって落テη差異ガあ漁。ふ尺千にメ隙煮例葱添ずゆを

あ二壷｛結倉のアに影しだ値＝縫ホウ階下｝涛ぐイ寸加噸肇

瞭の比奪．ガある　、

6＞〃36〃記ご）／∀＝ご〃認

　　　　ク　　　タ3

ご！ゐ

　＼δ〃農〃＝δβ菰
ご〃β／

　　　　ゐ　　夕4

　ε〃二ε〃認

　澱。　　段。

　　　ごん毎
　　　　　乙β5∂厚蹴乙二じ〃識

　　　／　　タ

　　　　　　　砺。〃夕。〃2

　　　＼酬＿〆
　　　ヂ抑　 κ

助＼6＿じ／偽

ご〃ダ　＼β

　　謁　タ醗

ご）〃》δ～儀砺6瑞ご〃謙罵ご～プ識

　　　　　　6　　グ4

ぐδ梅ノ3（：ごβ＝二ご〃欝

　　　　　6　　墾4

　己～乙ブ識δ召＝ご～晦

　　ノρ　　タ0

　　6！鰯
《》ゐ罵硫
　　か沸¢　 μo

　　　　　　／偽
　　　ご〃＝o厚
　　ノα／協ジ施

　　　タタ　ナ／
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この反応ぱ・・めゆる月読一〃朗緬嗣漉・庁夏・1に起欝

◎
．

　
　
　
　
　
H
　
／

　
　
　
　
　
ご
タ

3

酬
φ
催
9

c君

C月二ひ4鼠　　C日・鶯乙β黛

オζ〉　ヂ0　　 3ナ　68

　この率突：の説鴫ごしてば、第一に1ま寛体認鞍によ

る初果が考窯ら轟導。ゴぐラン1ゲ下層捧、営畷〃6としで

才レア〆ン滋攻撃す誉場倉にぱ、ゼぬ爵身、ま殿ぼ

中間に嘘耳蝉脅と審丸ら訊もプーヱやブーπの立体
簿蕩が赤きい羨めと彦乞ち感ね、鶉21

　尺＼B！＼3／　　潔＼3（／猷・3／R

　尺／＼β／＼〃　　　尺／＼方／＼尺．

　　プー∫　　　　　　　　ブー一∬

　第二には電窪的な鋼果が、・悪鶉ら・妬欝。ρ一槍．換ス

手レジ誘一斗捧のハイド瞭オぐレーシ9ンの禰・．究㌘櫨、

庵歳らの帽専加講・よびμノ寸加にッ・買ノ回船αと

B砂鋤”一〃々認卿ρ7》ウ榔ナ　バよu直線蘭傍ドあ欝欝ど3）

が’美から欺でu答ので電器縫㌻な“動果が票：圏投劉毒六華

し｝払考丸ら癖蒜の

　二幽ら鐙事爽から3糟紛評寒移1ぼ液愈搬構ゑウぎのよ

う1て煮瓦ぞ・）蓼。すなわちオレヅインの二璽結倉む

π電｝ドタすレてぷウ、素諏釜がぶ1ノ立．捗陣彰がタなQ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竃9

側から、ハ善ドラ塚ド導生ま塘篭な水無謙争が’漫汁側

から撫趣：繍畜と言う面寧配型の反薦・議晦播磁堤心して

Q藤。二の屍集ぱパイド齎赤いレーシ撰ン控ぶワ黒じ硫

イで1加吃戚’物が壌萩’す芸と露ツ事爽沙あも芝塘響蕊釜、

《：》一ε〃一ご侮＋β一3（一→（》飛｛俳

　　　　　　　　　　　　　　　ほ　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　l　l　　ぐ／～3つ　　　　　　　　　　　　　　　ざ　　　　　　　　　　　　　　　一欝…・一弩
　　　　　　　　　　　　　　　1

　ふ入下にご乙∫6才ガロのか1裳．示響ゆ

ぐ，，．

　　翻3　　　　　　　　　　　　　こ握3〔）：二」乳一4；1晶．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ブーの
　　o目3　　　　　　　　　0H

プ。Z　 ジ’1だランのテハうむヂ’貿ツラン謬飛の調

鍛

本厨彪κ詣いて慧、ジポラン芝予めrβ吾謬旋に

し畷」ち・ぎ、　二轟に才レツイ ン漫ガジ動てノ＼イド、ツボ’ゾ
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一シヨンε億なツ外部悲畿尋り羽口遊。駄千じ・の

i疹褻の調旗製法蕊言難薩鐙

　まか虚姦究トりウムで乾繰島提エチルエーテル・・

三ツツ姥ぷウ素．ガス鱈濫承♪々f、4余噸ξ二喫ぎ込んで

5ツツ鱒ホウ乗の瓢一テ，レ姥撃勿£碍彦・二心場慮環「

環’亀プ、・プの欝及壁叉量に鷹嚢ま臓“ノ憲完／盆な甥及9筑が・あ’♪・

舵加駄繧慮ゑ轡へaツツ姥，密・ウ豪・・放畝が麹’♪豊気

寧謝“《轡煙乞塗ジ欝のτ｝ゼφ終｛嚢、ぱ難易嫉判幽が濠応・

の一押／蕊承ρず瓢・エチ勘工酬テ翫ク4播メぐ／ρ・蹴瓦ノ醇

クナぼ三ヅ弼跡ヴ承ク勿砂・’鰯θ〆畷孜芝尋確
ウニリダけが騨翻灘減’垂燕髄撚厚よ？噌精製レ、ぞ鐙諒融

羅煮、。ヅこのプイグラ4ム縛謙脚瓦、ノナ％斌丁渉漆’

ま寵しなが・・ら烹難聴下で画一デノレ劇震ゑむ、纂ツ・ソず鳶撤

ヴ：素のダ・プグ蜀ラ4姦比媛拶鑑鶴瀬農

　βμ3十ζoぐぐ潔雌ノ総一一一→亙憂βご。ごぐ潜騰ノ隷　　ぐザー騨♪
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ラス製のアンフ。ル中門ジ爪鴨ランのブ”戸裾1液の一吏
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車軸芝狩及入さ¢慨。フヴ’いズ桝量レ鷲プ貿びレン数
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一溝プ。：液身ズrイ岡田野芝瑚兇をた。
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》へ矛¢ンの・＼イドリ貯レーシ鐸ン㌘賦．0。ごか短

なうとジクリヘマ也ン巳計葺墨の％加之葎ヒニリブ
刃議3〆デと思。わ函警白輩の箇・櫨翫生ジ、ごの凶渉ば芝ら

に磁気のシヴ）ヘキ彦ン三朝ン乞宅移務解嘩箏．ニヒメ搾

なののて・’、ハ4｝譜留7鐙ンーシ拶ン互症密鼓さじ噛彦め

1二1譲4〆じで’潟。跨闇、あるし、はナρoじゼ3爵間濯鰍フて

ゴ～・く：二と：”ギ壕ぐ藩乞い巧る。
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ゴ　・6　ラ昆含アルギルポ’ランの含成

　第5章のジ〆乎｝レスルぷでシドによ3トリアル竿

レ爪“ランの分解及適や第6章のトリ・アルギ霞ボラソ

の分耕法η凝討などの厨雍に謁・、》マ、鳥βR／の型の

ラ昆・診ア，レで1レガでランがノ鎚瑠：．ぴあっ銑の一ご’、　ま｛ダ；麹喫

のラ引合ア，レ雫Wボ’ランの．倉・滅’左鹸討レ芝¢β！・ρ翻ちの

の潮蔓諺に訴れ．ほ“、立珂本障諺の天きい，才レフイン芝・ぼ

憂の障農の程度によッマ、　ジアルキ・レ劇ランの段簸

や毛ノアルキ1レ爪“ヲンの援：響多ム人扉のハイド卿ゾ｝でレー

シ饗ン1ぼ凝慶1二凌くなり　、　ジ’ア1レキ｝レ訳’ラン々毛ノ

アルキ｝レ4ぐヲンの段階ゼ象笈さ・芝イ癬よさ鉱警霊と：カ1“玖

：乗響（ブー／夕♪　ノ　ぐブール♪ρ

　2ひ＆ひ¢←B肩3ム（α麗；L酬　（ブー／夕）

　　CC　　　　　　　　CC　O＿と識と＿C千B日3』烹→ひと℃＿．B目2　ピブ＿／6）

　　　　　　　　　　　　　　と

　フぎ’に立体障曇ノヅ小さのオンツイン乞ガロ動答とう町

尽アルキ｝レポ“ランが嘘威すう（ブー／ク♪　　ζブー拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
〉・

　（（》＆9LB日＋びひ。ご一ごム（oεε短ひGひびご

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐアーノの
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　ひ23B脹2c尋・ご一。＿＿→Gε3BイGσGσご温

　　　C　　　　　　　　　　C
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　θ一増♪

　著老らは立体障懇が轟きい才レフィン凝レて、・

～メチルー £一フいテンノ　聡一メチ1ンー鶏一へ。 ンラ瞬ソ

，ヅー〆チルシクツヘキゼンあ・よが嬢一ピネ　♪と用

・｝ゼラ麗倉プルギ斗レかぐラン叢珍蒜～ン彦。

　実齪怯の一例と、て、ジシアミ｝レ紹．イ．ぺ，チ

｝レかぐランの倉載法ぐイー／爵ノ誌’よび’（プ…／ク♪　にツ

・ドて速べ苔。図イー3の叢置逸無機し、閣操の乎噸

ズ’まず’忽一織手1レ’2　ヅ’テンのハ4ド’拶がぐレーシ

ョン三行なッ跨ゆ愚なあちフラズコに案。メノ。づ　ア惣ウぜ

の震滑3雲煙む丁β連騰1液蕊ご1）、　二塁に沸くノ冷馬力、轡

蒙ザ奪がら2一メチルー畿一プ5テン下郎ノ（勘X／β

彊。オノ古静かに加州、ゼの嬢。亀で4習磯間力・奮審毬’＼ジ

シアミ冷ノすぐラン義倉威’レ声繕ツぎ“3ニツーハごンテン

〃’2ウぐ如×々づ伽君♪芝御手驚比．乏・£雨間疲痴さぜ

てジシ7ミ）レづ一へ◎〉チ撫駅鴨ラン裳地雨’レ箆。彫

ヲ玄にぶツてアルカリ・腔遍愛敬水・激・分餌レ箆蕨’し麗3

一メチルー之一ブク／一1レ必よがづ一へ。ンク　ノー，レ

三コグ’ズク群マトグラツ擁一下ぶフマ定墾レ　、　己一　3

・絃倉の組研蕊調べ杉。閣猟の育ラ玄㌘君携～ピみ視・診ア

　　　ぐC
廼ひしL笈シァミ，。憂炉翫ぎご
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・レキ｝レ粛ランの虜厨結果芝表畷一3ヒ示穿。
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で・7　｛総　祐

　まず＼本遭響r鑑の茎礎爽鹸て・あるノ、デド｝コ承“レーシ饗

ン蒙痴の疑住の〃育薩κッ）｝マ、嚇1《本溺電蔦聞搬曝

の右のす奪わちジ！ボヲンの也滅’ノハ屡ド拶承“レーシ

ヨン㊨諺ゑ本踏屡舜嘘、灘窟・｝’也がフ闇題1二つりて辮諺シ彦。

　っ響“じ懸壱ガザ窮一なフ銑ノ、ゴ｝一し’，ゴァ煮いンーシヨン夜麺

，こづ，りマ翻汀【しだθウ’鴨スジ；ぐオレフ5ンて・’ば．ジ購いラ

ン碧プ．∀戸薦ヲ蓮に尚響・放殊疹して工尋レン奔・詳び’ツガ、コ

げンンま喫き込ん礎い場含厚凝ジポランド淋ひて〆ρ醐

クρ薄。縛アルキ｝レ淳ぐヲ　ンがW嘘薮し安が“、げ一　野　ワン～

ブ呼のデかぐランのプβ戸疹褻1ニプ饗ヅレン乞圧入シ

た賜、ケに渉タグへ’タ溌男のプッζ。｝レ，サぐうンガド穫鍬’》を炉

　液状才レプ〆　ンの璃含κ拶、呼膠定量的にアル坪
，レオぐ『ンンタハ晒艦識レ　簸　α

　9急捗ダの哩の滅，．含ブル牽｝レボラン・疹議’ガ噂、　耀ぽ’

祷足ずへい落純．嶽が“～薯ら訊を．

文　献

の月・じ’β・・醐・‘「 ｬ♂κ・の獅加パ・貼乱β吻灘就∫貯つ刃鋤

　メの凌（／タ5名ノ　ε瓦．7ノノδ，

2） 以0・3〆・幽・威乃疑譲脚ゐ・ジ・3・37脅、工汐厩・伽・島向超．

タクク3（〆タ60♪夢
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3）

4♪

の

の昂0・3〃酬．£・ムyん甲・エβ醒・α蝋・島G．ノ還、翻3ノ（！タ謁ノ．

幻工／f伽・エ07醸卵磁オ・臨轍・ノエ．3ク7（〃6の．

塗3画’μ・βゑ砺瑚〆’乙フ7飴記伽」！紛”め乙・β（ノ紛ノ

ブ）．〆　喚

　万，o．β厚猟ノ

ぐ／タ5ぼ）．

・4・〃・’物感だ々靴μ｝ハ・Z／4瀞L娠。∫ρ雛ワ超ノ／名ク8
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第　Z　藁　・雨ド・ボレーシラン芝矛」閑滅2

　　　　　一く∬ン。デンからイーへ9ンテンへの翼や庄

　　　　　姥．厘応

2・ブ　突綾誘諮・轟声ヒ。概奪

　オ1レ労’』ノ控守ランの4ヒ学のなか斐い非悌に埆ロ東i豪く，

奪鷲壷疇二な・1・壌蜜の一ッ1．ま勲翼・1～生オヒ綬恋：τ・あ釜。4噌乞

織” R一くヤ彦ンのハイ　ト・乃｝プβごレーシ饗　ンに差ッ℃琢選

ら悟る　ト｝｝一3一へ牽シ即ブ冷ラン礒、　ダ”イグ’ライム

申で’／溢ウ・ε1ゴ加1熱璽盟℃げ、ウ兼稗、写臨端東炭搬：承菩

に三移蜘謹馨のぼ

　＝の亙込が瞳・葱寿礁搾が蓮顔意で鷺い曜り庁・ウ乗

橡㌻が炭乗七蓼」移働す難巫クト1ご、他の穫薦・、イ列丸ぼ・炭

毒：一一礎：素縮念、の朔断、授轟1（．イ半ウ異毒嘘塚仁、吃ひ眠薩1

倉厘応なz’が’認・抑ら轟なu膿zかい塘緻¢“、舷の肉磁

蹴扇～払倉酵脅L累癒ウてい鱗黛、顎いあ馨。讃たズ》レ譲，・♪オぐ・

ラン彦ガレプインが）毒轟千ズん懲耀讐鶏ご£一滋）
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ガで”示さ戒3よウなアル千、レ謹i麦1硬殴応・が・麺驚瓢ヒ

が知られ裳い♂）．

　崖／（二β＝ごβ躍十ノ～ご〃δβ6β3芦ゴμご～協ご〃諜十£ごβ二ごβoノイ3

　　　　　　　毒瀞　　　彦
　　　　　　　／＼　　　　　　　　／＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ死～窯♪

　この液薦・に轟・い②ウ異禮生化贋秦・の賜合滋潮厳匹、

ホウ素弗菩上のアル辛財蓮の麦霰が1起るの勢暦、櫨

の副萩応・か覇認・刃ら劇ないホ　レ驚か晒フ℃才｝レか’ノ承鴇ラ1

ンの翼甲生化：綬寿・轟ぶび亀葦：壊反恋・盤謙温み・〆含駝懲づ駈粋

よフて、紐，の方滅輩いば困藁鑑な齢、ガ琢鰐14三三な内悌

才レツイ　ンから不専建な執一才レフインへの翼性に

ガ“訂能i嵐な欝α　ごのよ♪な鰹鼠鞭含苞1（よっ℃直鎭の

以一ノレツ。インま得よウ冨憲盤訊’・サ㌻いぐっ即・三略

　　　　　　，の　　　　　　　、才，レ；グノ広φラン差リザイク，レレマごΣ　承饗　毛｝　秘 グバ

ミ璽罐的拶賦一オレツイン董考辱よう払ぢ審三二慮承疑い

報轡芝幽芝いないゆ

　三遷アσ、回忌　オレフ厚ンから綴一オレツイン藻含

威璽警二a£β的払レ、墾礎爽繍乙シぞ、芝一ぺ・ン

テンから碍ら直懲ベンチ璋βでランの蟹催ぎし雇あ・芝検

言寸レ、ザで’鯵この製率生化シたへゆンチ短！沁ラン芝プ拶

ピレンz笈応ぎぜ乏イーへ。ンテンの倉戯お畝み為，

2・£　爽鹸薙累冨茜集
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　フ＼オ　ド、ゴ1すぐ’レーシヨン芝鋼3用レて、　名一へPンテン

£庚のようなオラ玄にぶツマイーペンテン移翼転生イヒ掌

る二乞か一出蓬3℃考えら彫るσ

　36〃30β＝ご〃謹　十3房一一一→ビご薦ご！たこ〃鵠ナ3β

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（艶一3）
　ぐ（コ酪α義δ～プ2ナ38十30〃3δ～∀＝o〃ご～ゐご〃3

　　　　　等＝＝ゴ（ごβ3ε〃‘／協8β凱」ぬノ3償十3ごぬσ〃＝ご輪
　　　　　　　　　　｝　i
　　　　　　　　　　一ソーノ　　　　　　　　　　（£一み♪

　（創護βごぬ。ぬご〃、／38－4ゴぐ甜3ご紘ご〃。ご抜醒ゴ触B

　　　し↓　　　　　　　　　ご羅す♪

　ぐごβ3δん櫨ご〆ヴ隠」〃露（コ！「／講ナ3渉　十　3ご〃護ごβ＝ご膚属

　　　　　　二（o鳩ごん壕ご〃瀧一チ｝73＋　3ご樫雰ご胃頭ツブ潔ご～ヅ＝・ご〃慧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（謬一話♪

　噛すなわち　、　奪ず”分’ペンチンカ、ら　トリ　一　2．　ζ　3

）一ペンチルノゴぐラン細　芝、含藪’レ（£一4♪　、♪契に二

ぬ鷲熱翼・岐壮二趣慧　トり一イーペンチル承ヤ’ラン’でレ托・

4鍵ぐ£一チ2　、プロ仁σレン2用口ぞ庚硬疲応・ど竹な

のイ　～へ。ンデンへ誘’毒冨餐（；2－5　♪こ Zカw訟豪篠

ノわげであ番。さらに（②一6♪式で’碍盛　トリフσりζσ

　　　　　　　　　　　　へξレかぐ’ラン薮　ご　叢一4）1へのヌデツツσに入颪懲二Zlづ

蕊ッマホウ無z鰍｝掌り∬イウ｝ンする；と；㌘㌔》’溝一窺も｝ニノ駕

ずで　 2轟くρンデン慕ハイ ｝ノしツ爪“瓠／一シ汐　ンレ兜4興り

　れ3　C－C－C－C一ご　ノ　ご一C一ぐ一ご一この混／含膀7蕊指圃．
　　　　　l　　　　　　　　　i
　　　　　B　　　　　　　　8
　　　　　／＼　　　　　　　　　／＼
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丸ら丸夢ρアルギ距ポ’ラン1ず一畷一づ酸煮1ワ赫嫁3殴

応性が強い抑ゼ、濠応はすべ’てオートワレープ’喫・◎

空気zの濃触£さげて有なつ芝Φ謬簸踏嫌凛レて震

ダイグライム心懸い毒⑫

2・2・り　 フ◎翻1ゴφぴンのハゐ｝3’り1ずぐ’V一シ饗ン

　ジ’／ボランのア厚戸廃竣、ρ、ρ之顎ノレにプ”酔ρ劉ン

ρ、／謹婁2レぐ3が蕃券巖）驚瀞び託、室ラ島ガブ時間摂かざ

ぜてトリプ拶ゴ）レ∬ぐランを／合議’レ挺。婆級’物の良墨

ぱ、憲法によ》ぞアル饗リ性濫籔冠水無酸化レ喪後

、棄民嫁》アル声調ルイふ豊か’スクリ璽トゲラプイ～

｝くぶッて馬荷シて葡なひ庭心》の扁果移ぎ讐℃、隈

応ば定壷．飾に忌み、犠戚’痘だフ・りびルボ〃ン融C一
心紬倉の国訳ぱ文献記載4あとあ、弓ρ一ら移4％、8一ごノ

6％ゼあッ7｝。

2・2。2　 トけツ。ゆ‘0ル爪”ランノでよ多黛一くρン

　　　　　デンのハ汚F’ワ万、”レーシヲン誌・よび｝ト

　　　　　ソー窺、（3）一二ぐンチル震’ランの熱

　　　　　屡性化

冬2ρ一（23巖びCLC．3一らはご℃℃芭表す・
　　　　　　l　　　　　　　　　　l
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　（之一タ）武’の贋慈：・曝ご乎衡及ヌ益て∴あ多の芝・・、　トξ1

ヂゆじ・ル、ボランに君シ℃君一〈9ンアン蕊3イ暫壷加乞

　　　　　　　　　　　ゆ葱、〃。びノ2δo。ノ　露8’ゆ労よ〆’ノ。｛）σごの幽娠度で’殴ふ

さぜ、　疲痴・ラ聴路のペンをル訳“ラン毬威移説・よば講罪多

禦！餐誰1べだ轄フ。拶56ル次uラン1ぎ2・£・　｛の塔ワ玄で覧

倉滅’鋲過季‘1のプ留ピン〉ば獄’圧稼ま薪乏矯引た¢ラ威

圧千が罵一へ◎ンデン蕊潅入ひ彦復、二乗にぶフ縄轟

圧浄庚レ窯から石刀・鉦・行なッ銑．　堆規慶ガ2暮奢戸韻贋

菰・残、£・欝・ゴど閥様にレてC一当隷吉／彦の馬飛，駈

奮綱べ・控◎結緊をゑ鶏一マに不寄．

恐く2－7。 2一ペンデン・どトリフ。汐鶴・晦窪ごヲンのア垂レ

　　　キtレ鮭麦塊葱応

雇応・癌震　反寿強のε＿8り擢載賦》

　　　　G℃（｝0（二（ンご一C　G《｝0〈》一ε（ンOGG－C（けの
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ひ移圃収華
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笈応嘱畢灌1　2調〆

フ。ロご¢｝レ爪”ラン　ク汐君弾ρ客、　之一ベンテン　0，／ぶ摺ρご

ω　（　）燐確へφン知めボヲン解澱比率

遣♪、全ご＿穆鋤倉蓼ナ量



42

　表から爾らかなよケに、プロピ申ボランからベン

チルボランへの麦硬σ避勿・cのと芝に搬商黒色元喀

。3ρo％1てな勝ご漏1少講警が’、宏淑｝轡一鳶凧威しだ

ベーンチル1ガランの，鍵東辱」裕力“切断し、K6‘5勧診らの厨

魔のZ・・示寛訳て㌧13よう1つ、工乎レンノブ。切昌。レン

博の才レフイン乙、工手〃ボラン，メチルボラン薯

の炭熊：激の小さいア｝レギ｝レノすぐ’ランじなフ乏た抑と。考

もち嵐芸。二勇謎掛嫉3・毘でエチルア・レコ＿ノレ搬鹿

域量が’逡、激じ増穴す》つ激からわ梨涛芝翫3ガあ㌻

ラ3筆だ2〃ゆσoムん上瓢Vl露、交換反慈・1《ぶッ剛ど誉尋られ

簸ペンチルバぐランのう詩論マタ縫％，が’イーへρン・チ，し・ズラ

ンとなッてい3二と澱・ら、　（躍一4）萩’の麦1馬脚応

瓢闘霞｝にぐ識一ナ2萄（’の熱震・｝昨年漫姦・饗やほしんど’遮

行ひ慧、7叢℃払か脇判曾濯翻震3・前姦濫シ威ぶウに（罵一

4♪域’碧陵，広・’窟平衡幾憲・終いあ多のz“，壌載レ罠プ捻

ピレン薫陶玄復、さらにメ措量の鑑一へ・ンデン撫加

乏、㌶ナρも罵い絹ノ寓し1で墨銀痩1一ず箏写譜に譜ξ）、塗ご一8

の愛ク％藻くρンチ｝レノアぐランと噸盧袈＝：：とか・・註鉄家鷲窃

2，・2・3　ペンチル承“ランのツσゆ二・レンにざ3

　　　　　麦硬承1恋・

　（2一タ）～（£一ナ）筑、の頂応・1（よ♪マ、もを

ちんぺ〉チル君ぐラン毒倉灰・マ警・＝と：か一甑素噛が’：本、
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ノ研雍でばけし”めに（謁一善）域’の凌ふ£検討亨欝こ

と駐審や轟し巌の芝”、〈9ン季｝ぴ∫rぐ’ランZレ置雌、　ザー

パ酵ンヲン護’拶かy蹴一へ3ンヂンのラ昆倉駒芝ジ’ガ、”ラン署”

ハ4ドロ憲“レーシ饗ンひだ4数、加熱異・隆化し，彗一

ペンチ1レかぐラン肇爵17タ諭％　葛誌・もむ懸虚・奇し二轟乞

園い費・零なンわぢこのペンチ｝レノ於’争ン混倉鐙勿拶6借

量の一プ繋ピレン謹加ゑ、〆欝〆ノ〃♂ノ急θo。ノ藷ぷθσ0

の垂下慶で2蒔濾液か芝ぜ荒σ液粛・憂斐魁ξ劃のプ”ピ

レンあ・ぶ払’警鷹野レ銑へ9ン亨ン芝漁り出し、　かいヌク疑

ゼレゲラプィーにぎつマ〆分寵し跳。一傾廃ーレワレ

ーブ肉のアル物レボランは2・2・ゴと閣様にレマ
ノ分・祐レC－8結倉の側廊芝ギめ鷲。｛結果翫叢鳥一点

1て示ず。

　表．から剥明博る二Z蔭、寧叡ず欝ペンデンば耀一

ペンデンみよ〆£一ぺ〉テンか島回り、鹸凝廠ほど
ヴーペンテンの轡！倉が鴨増づく翻、　／6〆翌”｛・まぶ人3％　1ご

蓮・憲。・か薪さらに猛禽をチが驚／鱒・ゼ1釦一へ◎

〉アンの劇倉縫癒Zんゴ寝ら奪いが・て＼¢ンチ即広“ラ

ンのツΦ曽ゴドンに：ぶ答麦換慮《蒙：り違＝鱈翫なくな葛◎

一酋商い授ふ愚説之ツ審安裸；双応・感ぶく違翻心等か鴇、

詔薦〆糞一へ。ンテン・㌻）劇冶がズぎぐな答解るが挙感ッ

拷夢
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表愁一2　トリー弘ベンヂレボラノのツ㌧じ・レ碧二

　　　　ぶ5麦四三；叢・

；蔑亦　如月～〈oンテン／　反回・承褻の。一二の二三

猛蔓櫛韻磁’

（oの　 ブー，艶一

　　　　　　　　　　　　　　　左ご一♂
ひご（トec　6（》c〈鐙G6c（×｝α》じ圃弦準

彦（％♪

／躍ρ　 £／．3　／《乳7　 ／毒建　 ナ．塔　ナ！，ノ　 2．澱

／凶ρ　 愛ノ。3　／ぷ．ツ’　、ρ．ゐ　、富．3　ク君，0　 ρ．9

2ク。　墨／。酔　3津。鑓　 獄．芝　欝．虜　 ク8，7　 4。慶

2ぷρ　ナ4。∂　ナ〃。捻　 ♂。7　爵，4　6ク．£　 塗，汐

39‘3　　 夢3．o

謁／．7　　 参／．譜

／ノ，ナ　　タ3．博

／2，歴　　段亭．診

濠応・饗多間　 鷹んド

トll一〆1一’ペン手彬窪ご脅ンク鍵露趨ρどノッび麗瓢％・ン忍35脚認

畿♪　ご一8幽憲／倉寧ヂ’％がぜ一べひンヂiレ庫亀’ランゼ・蒜移，

菰♪　／盆ぐ一欝が）虐盆ザ蓬二

2’2・斗　トリーイーペンチルボランヒ種マの

　　　　　オレフインとの夜壊及た

　オレフ塚ン麹ρアルギ、レ爪”ランXの麦田夜応芝よ

り詳翻じ審調べ’る銑諭に二、　トll一罐一バンチル1ズラン

ど糟4の才レツ〆ンどの安覆呼応を竹なフ丸．この
場・診1る用d費ハeン手1レノ聡㌔ランは、　タ0ク0　ζηイーへσン
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あレポしランと／o％の2・ぐ3つ爾へ．ンチ・財ぐラン芝

・含沓も　の㌘あ　笛　o　ダ’・イ　ゲラ考　ム溶液z　し、　3オ書量の

オ　レ　フ　イ　ン瀬　£ヵりゑ　／60σ0で・2硝閥反〉な・さ　ぜ　吃　o　麦

，応・4褻の操ろをσ　、　2　・2　・　3　と三曲展に行・なフた。誕；緊芝

叢£　一3　1てホ　ずジ

表又一3．　トり　一　運　一　く9　ン手　｝レ汀ごう　ンの糎々の　ガソ　ツ

　　　　　ゴン戸よ31麦・毒奨漉薦・

∫オ〆アイン 空唾’ノやンデン
　　　（％）

ツー　　　　2一
　　ノ

麦換率ω

　17の

浸方4藁のら一8の鍛威

e（｝・θεC　（3隻£（レC

も（％）も

エチレン

フσロにσレン

イゾブ’ヂレソ

ゴー才クデン

シクリへ噸哲ン

　　　　．δ∂
スチレン

羅一ブ’チルビ’二1レエーチ嬬／

島一ヅチルに“瓢1レエーデ膨

　　　　　　暖♪に、、瓢ノレア琶デー勤

ジープけくρニルブ哲テート

メ4ル／に’㌧拶｝レノプトン

8あ3

夕2，4

4愛．8

凶タ。ひ

∫諾．滋

藷3．9

♂6，醗

5タ，3

多ρ．ナ

33，ク

6／，／

／3、7

／7．6

訂／2

3／。ρ

4ク．掌

／善．ア

33∴2

3捻ノ7

」タ．、ぐ

〆6．3

♂タ3

グ武4

4醗。6

叢ナ，8

／乳3

跳／。／

3’・δ

之6．o

澱¢．磁

ユん∫

£弧3

3ノ，／

ぽ愛、．£

我93

94，β

〃．3

タ9，0

餅愛，¢

理，ナ

ノク，♂

艶欧，／

愛9，♂

タん。

／んぶ

／ρ，ク

6，0

　3，諾

　6．〃

ノノ。遜

／ρ，よ

　愛，、r

／¢．撃

／〃．よ

　ヂ。o

汲応・縛間　　諜ん卸

トη一つ一AOンチ即ボ覧ラン　α02灘」ノ　才レプ〆ン∂・ノ8卿拶

の。βの戦雌／～承．粁6ヂ8
履♪　圃婚1解璽倉物の鹿威’勲”謎・められ轟
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　。表から蟹拷らか億よう1ゴ、安梗：導の穴きな才レプィ

ン、・例乞ぱ’エチ・レンノプ雛夢σレン」ズチレンの零：噸

．場倉にぱ、層れを淑の畷一ペンテンじ悲一へ。ンデソ

再庄戚’rζけ、原糾のづ一へσソチノレボ’季ン瓢欝ノ（3

♪一ペンチ痔ボ’ 宴唐ﾌラ昆倉rし1二近しi4蓮荘膏く檸駅’、箕

燥車の小ざ唇雄の圃錠フ厚ンの賜・念・に縫、謁一ペン

ヲンの劇倉”べ聴《レ斐い釜。ご‘謬塁爽旧事展恩免・陣鰐

｝‘）髪のようにレ喋説明ざ象二臨謬、“戯豪る⑪　蘭内なわウ

・下修示さ承多反薦・エガ｝岱・へ¢〉チル・穴’ラン痢．為が“

葬潔瓢淫い平衡♂）ボ魑κあ後瓢蔭幻ら札昏養㌔つの二

G一（トoG℃＋と＝ひRまご（ン（〉一¢＝ひ。

　　　　　　　　　皿C－C－G一ひ（二十じ＝（ニーR；＝＝≧（〉一ひC一（二＝C

　　　I
　　／＼　〃

十（ンーC－R

　｛
　／＼

十ひ（ン殺
　…
　／＼
　　　（芝…ク♪

とば表鴬・一3｝篇添芝幽聯蕊うに、麦橡華ゆ．匹小｝二閥

’係なく穿べ1マのズレブ蕗ンの寿轟診に、麦蝶：さ冶なか

ッ董残’毒ペンチル憲い傍ン辮のG一呂縮姦一の比寧甥“、

ぱ鍵ののへ9ン手療ノズラン寧のイー〈ρンチ勘爪・’争ンと

之ノ（3♪一ぺ〉チ虚ノ貿ランのう認倉笠L嘘・’あ懇ダジぐ〃

ゆ近執4薩ゴあ蓉：二乙漆・ら～獅謬らかぼ・・あ偽。

　一言、液痴πの塩或）ベンテン閉の獲控イヒ毒メシ蕨ぐ
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議沓べ肇であるカw、ア勘キ・1レ湾ぐランと蒋1狂瓢蛇ず’に

1一ペンアン9欧慧％、　β一へσンテン魂段％　の混倉

物芝、瀞δ心で』z蒔閉伽1熱建戴ガ㌃・’、その澱且騨縫舜ぷ∫％

ノ騒ナ％　瓢斐：らな〃・っ走ウま疫ア｝レキ1レ承噴ラン£霧

在ざ¢℃釦、副承象俘ギで酸づ整かな嚢化レかホざなか

ッ藁の喋い、γダの平衝駁惑・縫非弗に選一㌔ごと、穿なわ

毒、この輿蕨裳い婚ゆ承或菰一ぺ〉テン慮で一ペン孝

ンタバ裏・陛イヒシ鷹滋象簸むの之“感ない二駈バ’彰震爾賀颪．

疫瞬駿・7ぞ嚢黛一3の縮果翫鋭鐸錫曜釜銑抑瓢腱、募

手レンのぶツ露麦渓む・易ロオ“ヅ拶ンの鵬〆曾痔購、

∬講・ぶび’麗のゑ嬉・が●劇糎摩1‘塵の憲め一譲ド，カのク島倉

ダし爵逸い、鮭Lあぐのへσンテン黛墾戯謬懇撫趨酷露応ら誌）

誉。橋厩に君シで、織一ヅチ1レビ膿～レ瓢一テ’レ客瞠

ボラに受・換1卑の｝1、ざな孝レソィンめ鳶易含k｝ま、工儲

脅纏！1聴い激応・菰シて霧滋薩馨訓い、πみぶび“裁凶いぼ

～τ盛む飯響欝・な。ワ訟盤く、購に皿別・転盤けたのに、講一へ9

ンアンの壌載’紘が沸増メ噸灘も溝乙みみらん欝。

　ア1レヂル於ヲン箇勇の翼挫汚ヒ反応・、詣・よび・ア1レキ

1レ爪’もランの才レアイン1ご∫み交渓：厭必1審、魂庇の鳳

勢憂1二〆～∬ρウ訟プ8》裡一慶∬ψ函礁秘轟寧綬構慧い霧覚爾さ諭、鷹P瀞

6）ρ森：蕩一欝の繕塁の彪1孤、一講塾渉堤・陛膨激鳶iゴ熱し

レ畷委硬：双滋一謬癒いつ謙が艇1鹸的匹葵疑ら轟償り箒の

が、ごの轟喫ぱ飾紅鋤承薦・携・霧から言㍗臨矛幽レて

、｝讐よう1‘蟹・あ議愚・す奪めぢ襲・舞生4じ厭惑の喝／含’篇
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ぱ、脱離と君加か・爪ウ素激苓労、’“焚素骨旙の端素と竹

く議で行なわ濃馨のに苅レて、麦酒及薦・芝“は、　麦：換

オレ7イン踊子壽1虚に蒋滋ざ驚一｛あ愚懸糞廉一：慶．の脱

脅麹だ蟻淳署い濠オ・1憲、終3謬る二影｝農なるから、　畢蓼肥厚と殴

丞・のカか・雌くなげ多れは・・奪ら慧㌃｝ばず噛で“あ㍗oご淑に

対轟て、β贈献罵グ）ぱ異亨催紘二二・が！塞いの｝ぎ、遊鱗盤レ

慧毒左蔵ゐ搭一8置旧の濁虫嫉鐸遡1二㌫儲と喜亘函歓て

いる。

　一オ、髭ψπ～辞解3の磁翼4’生肥の穫衝瓢レで（黛一醗

1痢’1て希さ幽誉ぶうな・架薦塞飯魔苓芝辮ッ驚翻噌翻

ん〆卸解斜爵認か鷹ドノ煎の梅構芝提鵡留喋1｝箒・

　ご〃3ひデ潔　　β

　　〃く×メ

　　　β　　o
勉鋤ハこズ》

oぬご磯　　β
　＼／　　じ
β＜：×

鋤〆＼月
ご蹴一愛ノ

　ま諾、崎傭勧・ヂノはア・レ華・レ瓢・ランの興確比に

蘭嘘警壷憐が彦鈎厨発から、マルギ即三ゼランの糎撫匹ぶ

噌畷翼・雌姥鐙機檎バ異々ク、立ギ本擁：噛・η癒響、1プ蹴響

レポ’ワン・イ帽ミン1・ゴ。なβ一プ手ル：ジイソヅ’チル・ノバ季ン

のトリイソヅチ｝レ，ガランへの襲挫，化ぱ葬ず墜緯であ

り・　く詑一学♪拶示さ幽》二二が鷹行ぜ移と駿悉レ

慧、｝巻び掩紙に｝‡ひ嘆ザ厚ソプ篇嫉。1レジ’一冗一デ綴
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蘭一。繊ゐ＝＼詳〉♂鵬
　　　　　　　　　ノじ　　ロ　　　　　　　　91　1　　　　　　　　　i　i
　　　　　　　　　8一…一（）H認

　　　　　　　　　　塵
　　血→欝毒H＋　　　　　　　　　　と・＝己娠
　　　　　　　　　　坊ど

　　　　　　き　　　　　じ　　　　　　自…一…c一ε月3
　　　　　　　　1
　　　　　　　　ε83　　　　　　　　　（翼一タ）

ピ｝レボケンのト弓一牲一プ欝に臼レ群ランへの乱訴菰

の場合1二感冴懸的て“あワ、繭づ列ど1憲翼凌ワ膨験磯か・慮

企に獅断ギ蔭蚤つ岡なく、ぐ急一か）域bび承され署誤

うにフτ：一：コンブ2レ・ソワスをツくり、二畝から翼薪主噂鉱

錠彬環：r≧ぐ寧闇体芝著瞳間違灯慈多瓠結論レ窯い傷。本

＼3＿舘；ゴR＼鍵＿1月｝侮

　　　　　R　　ご段　　　　 穀

　　＿＿＿＼3←目　＿→　＼　　　　　　　　　　　　　　　　移・…一（｝し
　　煙　R／｝釧偽←㎜霞／；；
　　　　　　　H　　　　　　｝身……ゼHイH3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（躍一ρ♪



5⑪

研膨のトU－2．（3）へσンチW許ラソの累性化力
嬢老刃よう1つ彦記られ箏ので、ずレフインの舅荏磯，

難4隻｝二塵る疫壊蚕フさ・ぶり釦襲一｝嘘誌友姦・の秀が’速専力・

1‘麗行．圃3婚ので説爾づ淑3であろウ・

　ム人上の遮う1づ．（：2一ヌ♪～（2一〆♪ま芝“の老

漫．老；・を言朝べ彦吾多果から・2一へρンチン乞プロζσノレボ

ラ〉爾口てハ擁ド’ロオごソーションレだ彼、熱壌㌍張4ヒ

シ、巌獲：にツ。りじ・レンで麦：渓疫応左ずう＝：．と1づぶ　η

，　　1　　一　　へσ　　ン　　ア　　ン　8レク　％　享夏　ノ疑．　の　　も　　の　　｝ゴ　　『更　イ乙　ざ　　¢　　3　　二　　℃　　　ヵ・、

獣家、矛た脅強のステツアで湧凌むたプゆ二・1レ粛’ラ

ン襲リ唾ブイツルフる＝瓢により、之璽縫嬬7κ墨→嫁姥を

進イテさ・σ得る。乙か・判ワ姦。＝のオ法は痢著警不レプ

インカ・ら嬢一がレ7〆ン倉荻のノ喬用な方：菰xなり蝿

響むのと港ゑられる。

2・3　実　駿

2・3・／　奪妖亀　藁

　プ切じ・レンぱ、三養麹4ヒ群盤の物の蕊掩の蓼護剛

P彦。　：＝のツ。、ツ瓢σレン博力・’ヌ：痴弓茅ゲ、譜・ぎかご二か・’ヌク拶

々Fゲラ7イーの、結果、　99％　ム入上切畜も笈の毒萄℃“

あッた。

　ペンテンは、メワ・米〃＿蔽”め濃＿アミ汐プ｝レ瓢＿
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ル乞夢ンギユラシープ’5門戸融媒ヒし、薩1是諏ラ流｝重へ㌔殴

庭豪・置ゑ解、，て、300σo鐙蝦し：度で’欝虹ノkン☆毒のも痢・）

簸ρこのペンチンの回議’幕イーバ9ンテン∂｝よ，6フ％ノ

吻、ナ〆酬∫一2一ハρンチン5ぬク％ご’｝，　必一メチ♪レー箔一

ヅデンなビの三門グ撃弓3媛幌体｝婆微量で’あ・を・

幾倉ペンヲン影。・園u3揚倉確勇蔑通・℃か’ 轣A

ま洗£一・《ぐンテンも馨ず3㌻易倉r〈｝沓ざらに耐／マ箇鷲

覇湧滋疹ピぶって縞滋レ、£一・マンテン書墨：ゑタぷ％巫

は二にレ畷痢、｝設露

　アβ戸4少暑・・界翻い♪手ウ・ヘア・レミニウムを伽

鴻マ乾フ課レ爽4無蕪湧ひて梗曙レ簑。

　ダィゲライム博・ん続4二野の・⑳彦少藩の三三

κリチウムアルミ雛秒ム乙・’乾ズ象レゑ強、辣’圧蘇幽レ

て爾u竣。

ジ爪”ランのブ珂万野望躍穿り奪：に諺乙レたぶうkも一（

調製レた。

2・3・2　デ”5。レンの猟6ド0ボ’レーシリン

　ツ。騨ゴレンのハ渥ドロボンーシヨンあ・訴〆嘘峨げ

3ゲ”‘σ｝レポ噺脅ンめ・分哲瀞夢イ牽（イ・尋♪1く記レ

咳｝うK　レて雪生なフ氏力、v1、　ガ聖ズクゆ々トグラ7イー

）くよ3髪一町｝事イーゲクノ　ール・を円抑琢夢三二kして

4でな？表。　ジ’ガマランとア月万かh叛あ・レて　ゴーブ唖クノ
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一｝レめ∫仁ウ湧壌工ス子｝レカ、穂吃歳’し、　こ颪がや靴1ノ払坊麟藩レ

ゼイーブ’タノ＿｝しKな3プのごヒヵぐ報轡さあ乏、ナ3が・

（諾一ブブ）、茗薦ら鱒、“タ了なつ盛（一蓬垂の炭酸のイ募、好千

之“1鷹、　ず一ヅいクノーバ〆の達葛～慮てる勤減親雇，ていあ署峨

で’、ム入タ友《ブ）喫：献z・・1憲すべズ4一ブクノー｝レ芝肉費発茨承

準物一飯とレ簸けが・スク　コ々トグラフづ＿ηづ隊伴悩つ

懸のぶうであ》9カラム、フア浮ケ£0〃ごノゴ％クータ”イぜソ

リ｝ご’酵ノ2猷X4蘇楓ψ♪羅度ノダρ0σC。

6〔フ＋酬6一一2四一∴β　（2一〃）

2。3・3　 2一くρンテンのフジ遅ジζσ，レかぐ’ランiてよ
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　2・3・露のよウ｝ニレてプ篇孤〃レン乞講余去シ簸才

一トツレーーブ肉のフ◎即ピ｝レガマ亀ランのアノづ万澹疲1二，

彦ラムギぞップ垂錘．シ嘆ノρ雇のダ’4グ’ラ塚み、堂鍛L

ハレ・断・ケ簡か響界¢蚤簸強．・塗9窃周ノ〃・脳楓塵の繍

羅アで碑移じごu管プ貿がレン・）諒姦と・ア〃刃の
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のシいかご所ンも轡叡駕｝炎寧隻、オ…トクシーヅ’藺によ鰍ズ
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よウkシ裁σ
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ツぎ’の盆ウかあうQ汐ラムノ犬〃ワラン（ブ！／一ガラ
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だ9

表2一尋。 ダ　イ　グ　ラ　イ　ム　中　で　の　プーペ　ン　テ　ン　の　翼　ナ生・化

7一．へこンテン，（％） 2一ペンテン，ぐ％）

原料
／60。

250。

95“、2

9よ、5

98、0

吼8

45
5、o

2・3・7 　フσ雛とダルオごラン蒋癒千の皇一ペンデ

ンの翼毒ノ生イじ

　ッ。雌瓢”ル湾でラン。，鍵裳　糊θε　／＝之一八σンヂンρ，／2．纏・ぞ

芝〃α莞、 ず一トツレーヅ痢、／60σ済、ぶび葛混ナ9σcのう騒：

痩芝い2蕗輝かけ熱レ翫。意壱果ゑ姦鴻一堂1二京謬。

表2一、夕．　プロピ膨君ぐラソ畜，在下の2’ペンテンの曝彊L

　　　化

ブーへ9ンテン，ご％） 2一ペンテン，ぐ％）

原料
／60。

2よ。σ

3、0

3、ε

／o∂

97、3

ア6、2

90、o

2・4　緩，　．枯

　ノ＼イド’ゆげぐ’シー　シ饗ンゑ潭fj酎レズ熱η学舞㌻k凄

憂な燭獅ズレマ〆ンから茅塵痩な嬢一才レプ写ン芝
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　7絹”様にトリー縄一へ9ン手汽／窪く’吻ンビツσ”菰σレン・乙

のプルキ撫：二二塞爽及二目ノ瀞“ハ・慮♂ゲるの盟度蜷測2・・二
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　口ずれσ）潮合に．ち蘇療磁千の夜応・よりも堤性彬ば

グな興。（X一じ。コ．リソと．ナーコ 章ノジン之・’i”ま藏穫によ

る差樽は障りなく、ま疾温叢の影響か四隅酌ケな・】

・一 禛ﾀ一ζ・ユリンごビワジンで’京伽濃度徽ビ3費

ノ函彊震磁ビ累性ヂとは少なく、噺潔蔑，商癌・後1・な3℃

象：づ・望：4乙メアい窃教 1違ヲさず多：二じか、」・示さ【淑つち。ごσりジ’ソ

｝なアルキ｝レバ∵ラソヒ辱・疑な灘⊃賓L3とノ診需吻をツ〈3二・ご

が短脅歳てD日航・イの、β一ピツリン多習弊の辱曳イや

汐44愚闇フぐ3と愚之らぬう。∫あ”8ルブ紛隊NjM尺の瀞特

異、ガ・ら，ブル貸費’却ランと親挟菰粟がら塵議’筈》配

紅吟声体の専吃驚は、N（σオ3）3＞N（c馬ル・ご詔ナ〉想（・月∂3

＞s（ぐ。馬講義。（ご鵡片ぷ♪2　之・あ蓄コとを報国レて㌧｝魯

σ＝の事爽押下葱冨3と、｛余り卜定マぎるがナ加体滋

ワ＜3よウな疹嫌ぼ翼性化蕊阻態ず審＝難が判蒼．

前疹¢・し淡ように・尉加体の字慶，’陛ゑ薩の珍いぐつかめ

奪眉四一ク呂レて立イ野獣膨が重るらノしるが、隅一ピコ

リンじ8一一ゴワジ㌔ンズ・し確α一紘のメチル蓬の立体”騨レ

霧の銑の配位が・霧のら歳、翼・｝嘘化ピ1翼’辱なあ箏霧農

の配．捜：彩行なう淡釣’襲性に；が’悩めらん菊むのヒ秀ゐ
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が明らか瓦な撃三無　これは＝嚢り纏の沸嫌が’二二に欺

ウ蒸禰｝に藤護菰し・覧。－3ぐ言合を賜攣め遠回馳翫づ足進

ず愚濃め瓠轟蕊ら訊稽韓パオド’捻遮3炉一シ轡ン1て齢
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識乏い券掃）灘ザ、ご轟轟面霧気な事璽慮9£玉響か姦知霞

ない。

3・3　契　鹸
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薯揃激北。水諏蕪の薄鼠麟塵〉轟ザレ｝／ウムで、信蜷器

露雛1審永・嚢嚢艦労1ノヴム窯“、禽ノ＼拶ヴ膳ン霧綴1護暴水

廊1鋤ぐグ’キシウムが範嫌シ殴壷榔赴曙鴇蕨、

ヲ・3・2　 トリー4一く掌ンチル露ぐ塗ンの。令威

　プラヌゴ内＆慶垂勢翻歎｝〈ン寂謬簗篇1れKジボ歩ン

轡ブ旧藩峰彦爽／8ρ醗ノぐ慨0メノ農イ獅認の磐〆な窯奮か）富

み訊、水山千鼠か肇淫ぜな館あ／マンデ〉競命麹紛詞
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翼蛇にも羨・異姓姥俊ご》へゆンチ，レボランの綴謝樗ア

ルカリ性命酒箋イご＊、薫メ分詞にぶつ℃崔．戦’写、アルコー

基2ガ’ヌ：ク”マトグラフィー1て調って・分哲瓢て、イ

＿ら一齢、タβ、♂％， 謁＿ご♂一3，6．昂％，3一二一3ム？％　で帖

憲5誉ご℃が’挙・1 フた。　っ響いに：魁舞’1のノ＼イ　ドリライド芝除

く炎の・一八σンデンノ解α．o瀞補プ厩ノ五玲宮島・・、

逡津鷲いながら力拶乞ノ忽。。ごか’二3時顧及誌さ覧た惣、唖

素虜囲歎ff悩乱ぐ獣湧レ究・浄・鰍ノ0ザO／山回旧記ノの

幽虜42誤琶蝿竣。歳葬掛．〆％・この藻湧に£って蝿

たペン羨ル群ランの組襯は　イー碍一3．，μ．3％，から触

彦、ナ．7％♪3－6∫一β，㌫0％　喋・・あった。
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　3・3・2ご1筑搬1二してジ舜ぐランのブ厚戸ラ塞爽ノノ心

冠＠2メ・グ／冠の酬・£二二♪1・2一八¢ンテン∫㍗

（久！“メ／ρイ曜ρゼ♪七二芝マ記ゆρごて“之4疹存闇ガ・…ぎまぜ・た

復・叢’撃矯く巌濁した・ラ箪・賦クぎ・罫一7タ・詩σご／3禦鋼ウη

懸膚・艀ヂ纏齢山詞ク婦％・・囲・チルW・ン
／）、鰻級’藏、3r3・難×潮撮1二して二世「レ悔一結果、

ツービナーβ，〃、ナ％、z一εダー8、ナあみ％ノ3一魯一二4‘．夕％で・

あう凝。
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　3・3・斗　　ト’，一環一ペンチルボランの熱三三控

　矯秀ノぶ城ズ鋤’｝、三品一トツレーヅをす・分ζ乾為承、

窒薫磐：綴気K墾麹強．、痢獅麓畢免、》減鼠オ墨継、にレてガ

ス外”｝て取ワ1す’げ舜蟹塗鼠謙ぜ・：ノツ。ゑ豊勧マノ0鋼オ

　　　　　　　　　　　　　　　　　コり紛｝・リーイーペ ンチ1レ淳いヲンのダ’イクライム、遡臨旋芝

彦入・葦・汝応強約／ポ分間で掩回し、っギκム癬ゑ

静，γ、κ閣uマ～ゑて回るがズ菰’物霞艶ドライァイズτい

7冷却レ麦トラツツσを亀趣≧墨≦山繭呪水卸嫡’象．ぴ氏。＝

めかx隠主1く鰹煮て・あ誉が’、懸の他歎～ま永素が・毫慧

れ3のみ㍗あ・簸。クぜにドラづアづストラップ芝

麟・て謙閃£……ウリ薮垣にン・分閉係・て磁観・

芦イ細タ峯、改、物芝鰍弓湿し荒。このトラップラ起江先回ト

ラツデし簸誘ミう本も矯ぜ畷がヌ：クが受Fゲラツイー盤鱒

なつ目結撮。彦払レでくごンテンラ洗倉曇吻ズい．あッ謬とρガ｝

ズグゆ4｝’グ’ Aブ4一卿づ壕ざ塗ぱツぎ馬の訟ウ慧いあ箏。

窃亜杯鋳し一πバ哩かも叉ツ雛4計グ・ヲツ、ガラム、

ズクツ予ンごゴtレーガラ姦♪　事ナ膿　◎才ぱ新ク炉諺
ヅ’ �ﾌ露熟ぱツラ業コ｝二簸レ、4グじか3瞬野蔀プル謬

弓・レ壌越毒駿に七番虜辮芝鱒な1｝、　凌銀ン☆毛ノオール

盤シク畷ヘマラ’レア｝レコ＿1レを閃卸橡藥蜘一山星レ瓢

がヌツ拶畷レブラツづ一派ぶツ．究／分町レ慶拶がヌ：ツ

留ぐ｝一グ亀 宴tィーηオ隷握ン’愚つ響い卿ぶうであ欝。汐立

κξムー笈・4型ガスクリ惚←グラフ、汐ラヘノP滋ケ．
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＿1レ麹の糠1承には、！〃。ひεビ’4瞬間ア滅ガリ盤遜酸

イど水滝身爵畢t灘からフゲスク灘螺トゲラツイー薮黄な

》農◎　かいヌ少り響　トヅヲ7イ　～のイ軟雀筆ぱフぎ覧のぎ　ウ

ぜ・轟魯。頭嚢曜脅毒＿罠澱産がメグ幻ぜレゲラプ，ガ拳

ムノア刃。4Pごジレーか夢ム♪篤δ押《♪♪麗震ノノδ・0乞奪

　3・3・5’　トリー2，、　（3）一ペン手ルボヲン
　　　　　　の黙辱良・｝ノ生

1前壇のトり一運一へ・ン千・・ボラン、）場倉・藺搬ヒ

行歪フた．

3・3・6　麹疋の秀嫌申の翼挫化及庵・

　麺硬震ガラス℃繕・盛アンプルぐハり才K一就・．
タトを盈ノ謁劒襯、〆14莞9瑚覇，壽7でタρ粥。鯉ノ三塵灘零｝蟹気にレ

秀4隻メ無多庭聡一瓢ズ彦左注入、封ド．．てかメう哲庭糧度｝二係つ

慶繍浴κツげ． 遂r熱レぬ。液．亦綾痢夢物£フラスグ

｝て移払・4∂。o　ゼ3跨聞アルファ・ノ穫魑酸イと水無庁萬穿

叢ジ『なワ銑多鎚，凌屋文レ彦アレコー｝し・ゑガ亀スグ質頑ト
しロ

ツ．ラフィー’ぐぶッ窯／歩蒼プレ説ウ
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3・4　｛総・　橘

　痢部アルキ｝レボランの端素マルギルポ’ラソへの翼

鞍北船内ζお・げ多疹娠の爾麗正拶的とレてペソ4・レ

ポ’ランを爾。、て昇の齢凄定性、およザ愈々の西園ゆ

の翼性つと反：応遺憾¢ずレ覧。

　ナミン壊電ノケレンi顛〃♪うにマルキ｝レ承’ラソ七夜

応レてレまう画格笈曾のゴ、一鍛K旛船籍て覧は謙膨

媒千の場含1二比堅しマアルヂ）レポランの麺瓦解1す柳

制ざ畝織。翼・｝生に頂応ぼ緯旛媒の湯玉ノエーヲ，レ｛黙

、悪化・粋煮喬、…　べ’ンぜン識の疹螺乞肉U吹一命

のレ、ガ幽1くおい②も適竹穿多力1ド，ノよoo（：〉ノノ60。じの

yじ再嫁ダ暗い筆力ぜい｛ざ疹嫌ド（ぎ移竃ハボ顕箔fあ9，
　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　 ゆ

アニ　V一～レノ　シブ瓢　ゴ，レエーヂ，レノ　グ　切　｝レヘン｛払ン

・o一ワロルトル∫ン，戸　一ヴロ｝レトルエン　ノ∂一　・

ジクリルベ’ンゼン搾易盆ビは挿、廃・媒の場・言一K比レマ

評成り婆挫化，が、h促違：ご鋤｛3㌘鍵ルキ奮の璃倉に｝盛灘

携購の奇態X掌・1蔓らなく　、ヅりデン葱ミの昏昏ヒゆ

裏性繕事祖動ず3穀象が恥泌のら幽た。加灘磁霞蹴0・

σの場倉の嚢轄1じ冨、ジ’ノブン灘の揚含ε｝塚い一‘、｝

ザ小の湯女髭右K。境ぼなく　．塘K邊媛の動輪ぼ誌の

ゆ粛 ほカ・ワ　羨沿

　ブルギ’ル君ぐ㌧ランの褒1咳乃じ．r謁いて、薯通屠いられ

．てω39いメグラメムは腿ず物も最適奪疹礫で諏なく
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、こ れにイ襲》ラ磐媒がV、、く　つが見嵐され残が’、特にア

ユソールが炉弗κ喫潔子猛擁罫媒ゼあ姫㌻℃か馳判っ洗。

支　献

θ　 が藤光臣　ノ　荒顧　 堤，，、聖水猷一ノ鹸木　 奪，

　工臨4と憲も　ノ∠z∠　 ／683ぐ／タ6冷ノ．
　　　　　　　ノ
認）　田甲望勤，　季公田悌μ産，曇　 軸組，擁塁入正」しノ

　ニ・崖誌、　返ノ　μク諾　ごノタ幽夕♪，

の　メ～・κ5δあr・〆・翫診ヲ・珍・瓢鳥海κ脚纏茜ノ酬・ノ璽、／之曜

　（ノダ69ノ．

タ） @ズ・石・臨ご捻姻ぶノムω7・論調・・4・”／ぐノ％子）・

の　〃・6・3紹紛規・‘〆尾辛口ん戸轟が瀕”ノ顧んβ館繊ム仙・／》鍵

　ル履ぐ／％窺♪、6んア・タ．

の　刃・／V・彫欝5・ρ・／乳酪戯3んシκ・ゲ・ゑ施競躍バ・孤0／7・酷瓢・ノ

　82　 仔ρぐ／タ67ノ．
　｛四ノ

ク） @ん貨雁詳献滋一宮・ゑ・繭ルる詳・尺・翫旧藩鰍・工07・轟娩・ノ

　譲星ノ　／♂20ぐ／タ67ノ．

飼　／吃瓦ム轡・〃で・8鍛糟43翻碗〆繭三半四嗣童謡

　4・留瓦乙’〃肥琵群伽、茜ん・め・勉ん∫謝・．蜘εりく〆鰍漉爽

　（・秘7ノ・蹴㍑戯　　（

タ）　瓦鞠／諺だ・3・帰ゆ7・4双・疏彦醒り麺、／タビ〃彰掛，’

／o♪　！プ・工幽。総ド’2・・4勘撃・4艇・娠ワ星ノ翼62α肇’ワノ・

切　翫免κ雌雇・㌻擁。愉繍レ晦愉㍗4β鐸韻”ガ舩卿じ
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　　β’6∬　ム。．．ハ／鍬燈瀬　　ご〆75／ノ　P．タ8・．

／幻 @　ブ・ρ・ら〆遼・κ硫∫～鰍↓・」て4鵬儀猟・防・り超・4・躍で・96ノλ

／の　　”・κ撃↓筏・”・石んぬ、　伽・隅茜綱・β認・ノム淘〃あθ％④・

／卿　　荒凌璽　　屍，擶’藤光童　、雌々叡　　輝，　戯太　　童、琵犬

　　二滲舞珂鷹報．犠．斑ノλ／試　ごβ46ノ，
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第　ヰ　章 　ハ〆ド拶爪“ゾーシヨン寓剥齢した

・長、鑛丙m卸才レフ4ンの一一オレフ〆

ンへの翼性兆

4一・｛　突験のオ畜堂乙概疇

　第乱賊に詣のて　．ペンデン麓用・、メ・レガノ貯ラン

左経由ずる肉詐才レフ厚ンの姻一才ンツづンへの累
性化1（ワい。挨討レ杁一応の諾累か得られ成寮・・、本

妻乳“は茨詞寄が’潟りX逐い寧ノ署デンふ求状ド’デ鷲ン

にツ・・畷其様の検討乞竹なつ銑。ゼードデ肥ン1凱軍

需冶ヂ生録原料なビの工銀絢孝子胴緬ぜ直騨堆い魏の℃・あ

噛・痢獅ドデ厩ンから得ら諏灘獄ア㌧｝・爪等ンから

運一　ドデ虹ン乞ノ分薮馳岬す蓋溜め｝てフぎ’もの孝叡な一下の饗

応芝望事なッ鶏ザ

　　　　　　　　　　　　　　　　かご　　　　まマ3シぱ一α駕砺寧十8〃茎一一一噂（試一ごノ魂梓鍵♪38　　　（壌～θ

（試。ε、。謝鑛＿4。ゆし。。晦♪ガゴ　　　ぐ一罵・

ζゲーδノ湿θ雰♪3霧十　3潔ひ偶訟厚尺’　嘆　　一一

　　　　　　尺／
　　鵠一（尺ご隔と〃ナ誘β＋卜乙渇〃騨朝　　　（郵一3）

　　　ダ
ぐメ～乙β湿α￥秀8　←3隷メーご～叢凶～蕊

　　魏（メー。腐〃落μb欝　十3ノ～δ〃篇ε！プ舟1　　　　（騒一豪ノ
ソ鮮ク赫　＿．＿＿　　　　　　　　　　　 L＿＿．紘惣烹撫．」
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　このノ蓮の及応・の秀地オは癬鳥章で・欝魁レ1ヒ硝ゴ

＝：ζで涼憲紀曙五霧くσ（家一3 ）の灰必・タ奥ぱ舟丙に・

未双応の。繍一8：（，尺じ臨。ノぜ（飛ノー欝（　薮ぶがドデ瓢ン．が

鳶，症博拶ので’＝二；か今ドア5’杉ンと通渉、蕉だ：蓄　簸，のば

減梗曙苓箏麹級げ…　　ン・してσ．，ヲ亭・熱バドデ鶴

こ・ぐ坤／／9防・捌ノよワ遙誰一・・麹く、ま距授鍵・々燭善

がv激簸｝一弓ア1ン艶1レ承いヲン砂ノ畢・薦、が》’ドテ”もン　夢りも

藩けご℃ノバノ響璽で鴫あ磐ρ二～しら鐙「 諱A輩恵癌、レて麦：漫

事レフ／ざ　レ　Lレーてへξ　ンアン乞逓吏｝載　レ銑L9ズゲチ｝レ爪魑

ヲンKッ八一zも劇搬の険奮幸ゑフ・無げレン£乃更粥レ笑

艇ヂ像ッ彬σ ま官海蔑」象トリアル・キルπご毎ンの疑蓼些イ乙険

応，講・よび突有畜痴の磨蝋払シ饗タ“イヅ所メムが著遭．

使絹で熱饗u欝幻が・、，薯議砂爆喫確4じ遵ふηラ藩蝋ヒ

し饗ア篇ソール摩、㌦影干肥、｝難ご襲頭越レて、）聾の副’

32、ア瓢ソー～レぬグイゲワプム£沈’搬難猛グラ硬嗣

沿　銑　9

激で翻一C響厚記”織閃書鐸才レープ、｛ン ノ　心詳一♂汎β£岬掌／一捗破炭

素頗の痢肇欝に煮ヴ、禦奔、．｝が・磁董確餐ダル甲w爪・・季ン

，影一〇艦月にグぎは震泰のz霧一穣に瓢壷纏倉が位騒：．夢急

等レツインノズーご魔渥ゆザ6～βぱ炭衰の篤衛謬．に∫r・ウ

奮衛峯，プが彬櫨ぢ欝プ療噺汐アバラン乞矯婆
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4・・z　結果と考蘇

4・2・4　黙：翼壁乃し改痴

　（4・4♪函’の熱学性鷹満庭εげク手ルボランお
ごがドデ’シ・レざごランにク・，て画革レ竣。

　蜜ず：｛　一碧γ望　津　一ノレ乾モ，レ㌣徴7シー．ヅ’乎《　芝

簸敦徹にレて4ρσ％で’脱悉くして女，得をオクテン混倉物

彪ノ、づ　ドリポレ　一　シぢ　ン　して　不クチ　ルボラ　ン混倉物

色，含成レた。ぐのプクチノレノズランにぱブー0♪一β結・倉と

甜．Cゾβ　結合斌會蓉《ているの℃、・の溶液の轟嫁
と　　7幡　β　　ノ7　　か　　ら　　タ“　イ　　グ　　ラ　　イ　　ム　　1＝　・¢ζ　換　　レ　　て　　か　　ら　　孝　　一　　｝一　7

レーブ中z・・刀σ熱異性化レを、戸必至非法Kぶリア，レ

ガリ，姓過酸ゐ菰ノ｝く灘・分解占　、壌荻事§オクダノーノレの

組威からら一8結玉の房船車調べ　た．結泉を張砕一

で　K示博・

　承ウ巌秀ぞ多の蜘塞．炭譲への翼渡．化門口の訓／銃ガ1納8・欧

％グ競馬鶯あるの一般じ異物～と度羅痔窮荻承z・ク4％

の　斥諏一βの群長蕃Z“下行す蒼司ガ．霧嶺らカ、・行なフ

髪方法厚志醐、蚤であ蓼ので」直覧のrじ級ぱ嵐承な、1。

そ℃で5イー孝クアン三ハづ ｝鴨ジ∫だレ智一シ労ンレτ蝿

ら幽るプーぐ欝一B喜タ3，7％霧£＼才グチルダラン膨、累挫

イと：の轡、仲ゼ知多璽レ旗L二ちイーα一βっ劇倉｝器δ乱。％1て

減ナレ庇。あ人七の轟爽ガ・ら裏性化η嫌陛としてば、
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孜4一プ．オクチルガでランの熱翼ナ隻オし縞馬・（ダ’イグ’ラ

　　　づム攣，　八イドライド、夕。、％逝到）

翼・膨紀の糸搾　　 療獅才クチン　　翼下イし機のレβ結合

駅渡臣）崎間（触〉アプクチン，6砿イクタンκ飾～ゾ彦，厩レε8廟一8

ノ、ダρ

／和

／60

／掛。

／脚

20

／脚

2，　　29．2　 ア。・＄

4　　3』≧．7　673

8　　 4寧、6　 ぶ一よ4

2．　　2ラ、2　 ワ孤愛

タ　　44、6　 ・ナぶ、撃

裳　　／ζρ久ρ　　あ。

建　　 ／グ。己）　　捻ρ

3弘6

詮よ重

量よθ

8ダ汐

33．2

ヲ3、7

38，ρ

／≠、4

／勲♂

／、久。

／5，0

／5、8

5．3

／2．ひ

ノ60σC　、2時鰯が箇当な毒の・秀勤ら訊一入二才グ

手ル1採“ラ　ン拶この縁伴鼠・骨性批強使痢　レを。

　輿イζドデシ・レのグりジ㌧ウム塩蓑熱虜辮・て娼吹

ドデ亀彦ンラ続／含’物露ハイドリ∫驚レー　シヲンレマ F’デ’シ

ル煎ア・も冷荻し島ツぞん讃肉をよ・％．ユー鞠・諏

涯ヂ1てイ昂フてア厚万芝胎uπウ麦，暴澹嫌、タ’昏／ヴグ’ラ

イム疹媒あ・ぶび1アr二・ノー）レ身磐疎の麓双の》男81てツし｝

て異性化2行なフ銑。贋庭鹸の禦喝多里」宴ガグチ〃宏・ラ

ンの♪易倉濫∫訂微で・ある。黄昏乞農峰一£｝てホ寓。

　ダーイグラ〃ムノアニソール濁看鰯ビ叱り笈異は認

ψ砂愚なリガ、／60σごノ£蔚溜り獅・搾¢・ゆ8ノ％ノ

♂3％fあう¢よ人参堅め奨験z・ば＝oづ弗懸字・・環5嘘イじレ吃
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善丁

ﾌ～三審り叢ウ

張ター鼠．ドデ’シル漁“ランの：麺、翼’1笠’化、夜、亮’（ハ・イドラ

　　　イド／ρ二話遇葉縫）

禦1学峯北の・条搾 翼移詫後の《〉δ緒合

溶媒　温度（効鋳間（酬）’／－cノ之ンゐ∫8，幽ひ。／詮／プ藷ダβ

づη逸洗拶　 ／40

アニソ〆ノレ　 ノ・タ蔚

　〃　　 β8

タイ7ライム　／卒。

　〃　　／拓

63．6

7ρ・0

33，0

66．2

8よ．θ

36、4

3賦6
／7、ρ

33、3

ノ、気8

原擢勢ドデ’鷲ンの、岨践　マードテ竃’燃ンβ「6％ ゑ　　　　　　ロ

　　の濁灘一だテぜン奢瓶タ％

ヰ・2’2 長鍾アル乎斑ボヲンの榔緻才レフ塚

ンシ（エ3プル千・レ蓬麦硬笈応

　（4－3）武の笈遊乞薩矯べ釜簸め｝二乎，’£’｛の

ようk　し貿畢シ生詫二し姜ガ・7イL）レ爪eラン諦・よか“ドデシ

ル1r・“ランのプ｝コじρレン巧・よ《べペン亨ンぬよる・アル乎

ル菱零ξ壊ゑ応芝霧式勘た9険芝一5袈の廼事望拶墨幌搭㊨漏

畜払祠薇Kレた・縮鼠㊧表吟…3声・ぶ・グ導一つκ派
嫁　ク

　才グ乎御デバ脅〉の嘱倉｝（淳．響〔エ舞＝〃）ペンーチルポ
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表4づ． Dズ7チ・“ボ陶ランのプ鐵ビレン1こ《拶7ル饗
　　　ノシ　；塵　　桑　款　，灰　鳥・　ご　ゴ蓉　螺　　ダ’イ　　ゲ　　ラ　　ィ　　A　　♪

ゴ融蝦ダ期復殉一β獺勲簿〉蛾獅ン伽鎚δ馴屡
（℃）　びζ）　7でβ，島かご，一δ　プ吻履カチン　（％）　醸

／50　　よ3、θ

／3δ　♂7汐

93み

3ふ6

ム6

β、タ

ア礁2

7／．8

993

9鮎5’

凍覇脅のシれラン鵜組戒　レ傷一β鉱昭　幽匹ごrβ厩碗
　　　　　　　　　　　　　　　　，
鳳ル比プロピレ≧／の＿呂鵠3

の桑激耐・建威・た御テン媚λ奪，　のご。懲紀、嚇

ランとフ。：コごρレ　ンの賜・合・乙尺差な、｝緬果〃ぐ弼ら黙認

・ドデシルボランの揚合、二度バ商い程麦壌尋が栄

幽く・　彦山ド’デ“匁ン喫の’一　ドデ輩ンのrご率乃、一ツ（ミ

くなり力寸’、 二勲はヲ盈震が商くな3に彼フて乎衡が狛

到｝ζ移勧輩箏℃諺ラ　♂・，｝蕩南・レろず夕艇換ガザ竹なめ

歳31では颯留の鱒甲螺を弊ず3竣”・↓磐諏颪るQ　ご㊧

づ永伴ア乏・・蕩濃、簾卿影磐1ぎ菰り誠3卸ら煮！霧u噸
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乱）　灸綾にぜ。て隻成むた・ドデ¢ン妥）濯又津，
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ノ70％ノ　緬ε一ごμ一8　我賦4％

の　こ8・一β　＋ご蹴一3
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4・92・3 養蜜震ずンブイン瓢〆細趨及アルキ・1レオ1“ラン

とのア》レキ｝レ茎、麦褒殴薦・

　ホウ蒸橡｝芝リザイクノレ封て便用す多耳能・｝生亙検

訂ず多　銑め、才ク　チン刃ぎがドデ磁ソ乙姻級ア，ン呼

ルボランとのアルキ｝レ二恩褒詞無糖旋奮きレ庇。　瓢η

鵬倉出鹸邑簡挙1〈事る銑のプ”が日露∵ランあづびペ
ンチ）レノ喰いラ　ン｝窪　（タ　一3　） 域’2り注凝　レ銑もの謬”なく

　・点々ツ。ガ影”レン護・ン《ペバ～ンテンから蜘雇藍に虜’荻ひ

費達の芝朗覇銑儲　ド彌デ’」暫ン影ハeン・チ♪レかごランの贋応・

2｝窟、巽渓橿震Kあ…　究塵繊ペンテンの両が際丑に

雌雛：餐轟3のぞ霧荻濾胞”孝応岱延吃幻弼懇μなぐ、

ッラスッゆ、憾寝て・疲賛レを。漫薦・鹸の処雲鰻σ搾・

2・　イ藩心血にし詮。、結駅駈巌4〆、夕詳5・5ひ凶タ…6

ノご赤、謹。

　羨チー．夕のズクテン混含靭穿の1一孝クデン（り減

少屋・姦4一滋のドデ鴇ン賜含吻の回忌の爽激卑
κ彦摺蹴ると端津孝ンフ・ダンカ、いτ刈考罫ズレツづンよη毒

壕塔承生が一寒点、｝ごと勲・遡る。この劇評ヒレてば丙詐

オレフ写ンの立体琳露燗藩乏られ秀・しかレ肉御ド
　しも

テ彦ン脅蜘家ドア“鷲ン縄霧勢て一なt｝κひて毛髪鳥影

悔襲締なうので．一蓮の濠応を・片ぴイク・レレて擁さ癒

為ξゴ”肉諺騨ドrヂ彦ン刀・らも｝脇ブう，痴ノす、》’ラン毛控成ざ駕

多薯3ヒ考乞ら拠る。



蘇4一ポ，デ麟ピルボランの寄

　　　　（審・曝ダィゲライム、）

　　　　　　　　　　go

7テン1・¢新交換反応

　　　　　　オクランの組威
温渡時間　　　　　　ブーオケテン（κ）
（ρc）（br）反鳶前瓦癒彼

交豫孝
（％）

洗　生．成ご隅一βの綴双（弘）

1ぜ婁一3，幽汐イ紅8

　　　　抄全ひβ罎収季

　ζ♪の

／60

／60

／30

2　　273　 ／3．2

皇　 44．6　2分3

2　　4仏6　23、3

8皐み

623

78，7

糖ゆ

ウ乱ノ

亨零3

2鹸

ノ、ラ

2．o

9ゲ、o

参7、5

弼、0

御にら一％クチン・勾

の交梗～こよフて生馬したこ饗一β講収三季， 〃♪ら一β＋ご謬一β

般タ陶6，　トリープー〈8ン・チノ〃淳でラン融

　　　　梗及応（ノ撫爲℃）

ドデゼンに¢る交

溶燥瞬間ドテ地・・繊油鼠交襖回心こ・rδ磯鋤全ご禰馨ぜ
　　　（br）プヂ弛z（弘）ドデ％rβ｛霧）プーご、ズ鯛据イ，ズ8　（％）

P♂
ハぜ

ズ

憾ご

ズ

弘
8
曾

／ρρ

ノク。

／3

／〃。

／ジ。 0／

捌3

謬3．5

話汐

蓼7．o

攣。、3

攣肥。

留、蔚

ア3．3

響．夕

饗、ゆ

3、o

灘．o

％．ア

2、8

ムδ

ノδ訊0

停7，／

梶．之

野，芝

攣愛．5’

の交梗’こ♂・窯肇成したε’ズB緯衝収奪，

c）　　ク“イ　クのラィ玖　　，　　　4）　アニ　ソーノレ

のご夕一εナこ腐一8



9奢

4・2・4　 ドヂシル湾ぐランのア〃ギ｝レ菱麦撲1殺

　　　　　オ～｝て君ず欝考鼠

　トりへ9ンチル瓢㌧’塗ンのオひブ写　ン縁ぶ書アル艶擬

蓬麦壌覆応ギ縛ぐ導～ナ）筑旨て嘉、1｝ぞ交峡殺志が・翼

・｝嘘症阪薦・浮》しレ呪，蕩葦転璽㌧）簸め、　トリー罐一ペンチ

ル、ボランから夜濃濠応1くぎッ究f一ペン了ン脚櫨搬

ず書ヒ嗣贈K、工の毅畷二化阪必，笈の奏換険応が’麺

l／、艇のゑめ，原聲のイー‘ゴーβかウむ鳥一ペン亨ンかゾ塵

威ず警乙差元ズ㌔ダアいシルボラン㊨麦換授応｝てツも》

ひ旗。＋¢瓢ご設ζもひび。＝G℃＋争¢認

　　彦　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　π↓／　　　ぐ4イ）エr

ひ（ト（〉（＞c一トじ＝ひ梁；ご（ンひひご＝c　十（｝・（り訳
　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　｝
　　　　8　　　　　　　　　　　　　　　8
て澱悲解の0微一3瓢ド’デ瓢ンのう鳶羨ばダ’4グライ払、

難海嫉鉱シを囑倉、演4－41‘ノ駅芝藏欝試うに、づ一

ごμ一8拶織少羅：濫で…ドデもン吟壌載量が罵涛間・ビ

各離3ム。％ノノ¢、o％，　澄縛瑚でい秀測諭ズ4％ノ浸賦蔚％

で・あって両囑が曽醸ぽ一敏．シ、 一方鄭ノーご／ガβ　む痢卸P・

ヂ老ンの瑠／宮紅1詳、2鋳間で旛々〆謎，鐙％、ノ急。％，

診縛麟饗ノ剃ノ％。／2，0％ゼあフぞこの堪／金力濁幽賎

ほ1琴い一致篤謬。アニソー療の賜今て・荒結粟｝ぎ｝参1様償・・

あち。こ淑らの聯喫から、安瑛及実ひ嘩1‘踏淳・ウ懲徹

｝によ馨撰擦三化淳葱ッ℃⇔ア㌫1｝ご冗賞鰯らがヒグきッ
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沌。

儒）．

／oゆ

ρ

＼

×

ム
！

　一禽

△〆

＼
贈X

愈

　　　　　賦ぎ　 註　　鍵｝間　　 潔　（海り

図タ・一ノ．　C鐵一8あ・磯臨κ’ドデ《ンの痛稜（ダ亀イグライ久Ψ）

　　　　温度〃舜，毛・雌εグ髪。テン・偽

　　　　〉くニ　プーご♂ん一夢　　　 働：己漕♂一‘識一8

　　　　　　　　　，
　　　　△：／一トテ“ゼン，　　臨：8喜βドデ瓢ン

二訊らの論毒衆臨ハ8ンーをル蝋晒ラシ誇ブノレ艶1レ蓬麦：撲凌

滋℃1窟翼な．つた点・芝一あ篇・才グチ｝〉脚ランψσ∫％雑

度搾勲引しμ’認の勘鵬・盆’ヂ渥嚇湧ンη受飛．、
液寅；・絞あ・、）マド’ア”う・）レ：錘；櫛巽ヴ生3払労野遊墨疹な、｝江薩：ツ

事爽簿がゼ内調う籔レ呪言毘饗弩ざ轟3瞥あわウ。
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　適なあ参加懲匠ぎフ宝ド’デ’シル承＾ランカ、輪誤三二彪竃

る・瑠’倉に纏、7一ノ騨πのよう玩して叛，意・カヤ』産ゴ鷺可多力で

、疫頭の簸の熟慮劇のガシツインが脇密画苓苔．鴎倉に

縫よ弓嘘渉障甕㌍，hざU〆麹級オレフ汚ンが霊鳥悔言

が・ブく霊のドデ腎シル茎1でぶ薦’フマ水ウ窯器直結，倉レ℃し

繕い、』ｻ吟、縮果遊雛：む銑ドア・嚢ンば毒はやホウ毒・銘

㌻に漉壇訟訴ザ、　し銑ク・」フて堤纏症〃、一淫ら醜し1墨解

釈芝飢懲。

　　c

　　）忌←宕辺→）β一。＋膏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ろく一6♪

　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き

　只一きC　…　　　　　　：

　駄面、‘4一之）～、‘4一一6，の頂応葛検：参‡レ影

結果、肉獅｝ゴア“肥ン営イーヂデ等琶ン會・量か評醗0％．羅震

謬も鍔に愛動夕辱3二℃か・判伊比。二幽ゆ鵡殺斎の婁勢・

麿、蒙応謙痢の。～鯵密多倉拶纈乙んビ．撮廉が・な、｝勇

で、窪・ウ壽でゑ・1ザづフ｝レひて阪寿ざ蔓急て穏毒葺簿

㌘あ蓼9鱗ミッ究で吟言憾．擁／ぐンデンの潟／台瓢肩様、

才’7テンみふ塾“ドデ’瓢ン1くクu℃も61一孝レフ4ン
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・ノ腎級’の南爾駕す法駈な，1掲3毒の蕩等等ら颪3⑳

千・3　実　鹸

　カ“x7iコぐ｝一グ’ラフィーは、罷3立K《3－L一π湾曳

ヅ’ス7じノーマトグ噂ラフ（万Zρ♪で4ぷなつ疋◎

4・3・耀　霧ガ　竣

　ダ．4ゲライムばズ隅一紀製ノアニ・ノールは明光“

一下”のもの蕊盆属ナトリウムで乾犠の七圏薗し・

シリガ’ゾ，レさ乾繰脅縫zず3デbシケーダー即ノニ娠浮し

悔σ

　才グテン1さ，知光σ一級ηのイー才ククノール芝下

定赤歳濃筑＼η叢E慧ゑ甥い宏レギ腿ラシーブ4携　箪融

崎某払レマ40ゆσδで解麺水、む妥毛の三、癒≧彬ガルシ》ム

汚・5び’姦幽プ新リゥムゼ転醸島てかル屑uた・才ゲ

デンの嫁・宰1雀5榊ρ～60％であ蚤・鷹ら志森孝クアンヲ昆，

倉湖ぼ、エRみ♂が’NMRズへ・グレ・レで1よ炭素鎖に

吻蟻ば蓑冬めら幽な炉ッた。

　ドデ’拶ン1客輿4と1ド㌧ヂ’シル・のジ・・1ゾジウム塩£熱房

解レて参級’レ麹φ座裁’ドデ’江ン曜、　4一ドアい肥ン1蟹

約戸7％芝・しあつ吏。

　ジ爪“ヲンのγ月π跨乗ぼ丈鰍’♪）説薮の野晒ズ翻糠
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し　淡α

4・3・2　ハイビリ，ナ、“レーシぎンノ巽雌北湊応

　　　　　凶参轡い麦．喚殺あ・

　ツσけじ。レンあ’ぶび“へ∬ンアンのハイド1ソ建ごレーシ謬

ンσ葬2奪に託》表山譲L畷審基k竹なつ萩。

　オツデンのハ4ド拶1押V一シ饗ンお・ボび’翼・陛うじ濠

ノ術1．霧，｛罐げて特癒シ争蔑ゲ）麦漢搬ふa藩，慰ψごぐγ，μ

　　リヘギ，鎗爪争ン滋斗酒卸｝（擁《絶戸さないぶラ1＜謬3乏め，

丙懇まρゆ〆罵ず御ポー←ワレーフ”贈が脊なッを。寧なρ

参壁灘勝纏1煮にレ萩才一レワレーツ・・耀じずツアンゑ

どり、権渉・の滅圧杖触にレてダρ％1置郵ぐ＞3一月1〈レ署〉

のデノrごゲン碧アβπ庸液歯記入島、墜黙が粥飛κ風

ひ《曵ナ¢び　て“ド蕗1噺島回ぎゼ靴。フでKザーレヴ鮎・

一ヅ閃詮卿一州ノカの瑚圧姻腿μ3・ケ謝塚ち・題譲・し・，

メノズ脅ン講・溝〆デβ高覧沖序ぎ、κ・｝｝ニブイヅフ厚ム

距R一β耀震ザ’♂ゆ欝ぜ／凛～¢慧＆ポ》に卿ゐ黒かむ

癌”彪拶承諜イ争鳳’熔が緋繋、ン洗雪二幾薦・4翼鴻磐物翫手ば’・くケくプ

ジメび麺拶レ、鵬葱｝二ぶフズア絡ブ劉辱控愚鴎忙木無

有涌事払、雰槻襲四丁ゲマノール認ズノい週ク蔚ぜ計ゲ塗

ツ4一によフ嘆・曾群ヂレ翫瑠がスダ尉ゼ｝一ヅ；ヲツィー

縛嫌締けタぎ“のぶラ℃“あ燈。 ガ季A／P冴◎諾0〃（

ゴレーガr欝ム），∫ρ照潔蹴戯耕桝，凝蔑ρ⇔℃ノ　丙獅繍
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事鋤ノ・蜜ブ・藩ソアミ｝レプル響一ル．

　才・ノ手んボ巧ンのプかびレン民ぶ3変換頂鳶隠、

云審乞のぶう耗レて異、1櫨4ζレ殺才ツ≠ル爪“季ン，二げ一

ト〃レーダ寧で㌣の寡憲フ9ゆじ。ンン碧齊斥建羅翫肥．入

レ伽猷レて今『なフ翫。演ノさ・獲勇毒藩液の徽も萎蟹購翼繧認：

、ダ〉爵砺倉L繍療饗・bあうウ

　づ譜欝じ鼻ル爪ψランのガザチン臥ボ｝麦換藻1癒｝よ膨鴬

．毒竈）プ拶乙・｝レノrぐラン罵ペンデンめ漬応融賜。含議1鋸様

1‘行礒㌧｝、所応亨糞の藩｛礎ごア1》麺メ纏博襲・建比の》鋳禽之圃

室暴罫く竹なッ桑。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　ドア翼》 のノ、。．∫ ド享づ。ボ馬レーシヨ　ンはウきのよシ｝ぐ

播なクた。肇｛蕊ノ霧1：糾｛気拶レ戎ツラ．ス欝拶望“ドデ’肥ンじ・

ノ∫％溢棄畷のヅ沫“季ン‘多）ブノづ汚声藩漣藻が鐸丸、ざ謄．閣、

罵。～£ナ90κ・鰍慣をぐ裳4ρ％《い学慕毒階1疲粛｝・ざぜた貸ッぎい

に窯照嘱・ムゾ拝の減圧ヂ抑澄〃δで．癒剥のデボランあ’ぶびア

酵石芝凪ぎ、残’ッ菱ドデシ撤ホいヲン芝．壁熱露麟気〆

と／簸 フフスメ1て琢多し　毒蒙1浮、レたρ

　　　　　　　　　　　　　　　しね　．霧亨瞳着む濠応・｝よア所ス窪㍗汐、ドテ》1レ惇ぐランのご隅一欝

壌度〆洗∫蝋グぎ／ノ1ζな釜藩う｝〈ア篇・・ノーノレ蓼擾熔ヂ“汚
　　　　　　！
ヅラ・1訊薫獄コ之哲デ稟㊨イ1激イ事瓢い及斎・さ緩飛。及応・ジ亥ラ懲

液ゑ鵜煎1くぶ填逗滅4乙熊意δ粥離弼、毬籔甥灘βデ

鰯このドデシ｝レylぐうし〆ヒばば属艦縛工手ルアル膨＿

1レ滋町鳶、過二醸轟と永懲永ての嬉湧髪芝宅嶺ビ蒙争膿馨

ゲあ3。
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吻ノー1レ芝がズ’ク汐ゼトゲ・ラ7バーによって．足罷レ

疫）労“ス．ニアゆ々｝一／ブラン汚一の4県ざヰt客、ガラム，万

π遠P（ノ♂施）｛ダチヤソ弓ド轡・∴∫顧》島プ・糾飢’温

．曼露03ウこてい勘な　◎

　ドヂシル1罫ごランのくごンアンに次驚麦凄象険応．一憲プン

プル甲で’竹な。た・閑ゆ編1‘ゼラムヤやツプ蕊舛し

鳶ガ・争スヅンプル（ハ、｝才；て一欝ナ0）閃邑餐潅勇麟：数

Kしたイ奥、注射器乞嗣」ぞ巽壷主4とシ誕ド覧テう｝レボ季

ン踏褻あ・ぶびペンアンの前廻壷五入領、封ジ悔露、

露デ縫磁蔑の才馬引バス申で噂振ごう診軒丈…・さ盛運ゆ刃薦、

窪無アンガ¢申芝．�ｫ、　季岐“ψ《｝嵐1誉証ツラスゾに轡レ

霧癌紘グ）鵡．含L瞬．／巣1‘饗多量レ影。

　へ穫ン畢撤瓢“ケンのドヂ鷺ンKよ蟄麦換及滋・ば、第

之舞の場令払講．儀5シて勝珠野リペンチルボ季ンη

　　　　　　　　　　　　　　　　　き》詮ぞ庭“二｝画幅重鉢蕊ブ揮芦拶、畜）アごソーノレ織し｝譲グ’4ゲラ

イ訊に．LIL《炉らダデ’セ：ン靴ゴ之鯛熱レ支鯵霧・飛の庸

重寛iぎ翼・1主4しの賜。合己／夢1ぜ蒙k：し為．

4・・尋　 灘心　名鎗

　蘇｝鮒でンブ4ン．り。ヂルが’～ボラン乱轟塗滋4曝翼一

ぎレマィンへの翼控．嘘蕊1ヨ的rとレ望、オゲテンあ・ぎ
もへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しへ

鳳人ドア《乙ン謝ら麓財才ゲを1レ〆バラ》あ・訳がドアシ1レ

，1ぐワン診．鋤義’レ、ヤ、ξ監響1くフ．、ノて異“畷4熈ゑふズプ｝藍／
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ギ｝レ三冠瑛，疲応乏二言‡シ麟（肇謄が♪赫果拶・1ミば’躍一ド’

デ・ゼン17％ゑ禽媛）・ヂア”Zン3毘倉瞬芝｝よ’デ’シ1レボrご季ン

漏し・嚢綾ペンゲン1・溌ッ突疫換豪応£ぴ薮場禽、イ

ードデ磁ン、感量泡汐3％鼠滋K緬のう二瓢が・嶽東翫．

一偽殴応寧｝く（1－13禽占倉の逢国衆騨露毫・めら毒㌃がッた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、のマ”ごの蔽心・込l／婁r・プ7｝レひマイード’アい磁ン艶’倫職

す添てと：も冨能であ拳。むが寧4フ蹴ρ

　富嚢演織鍼の短ガ・」ぐンチ～レ承晒ランて西痔、友摸及

滋・1二伴っズ臨写化凌泌・爵、㍉予知ザ、農懲繊ヅ農llダプ“

・シ，レゴバランの髭勤含にび薫瑛桑ふ騨起箒のみで’襲控イし

凛芯；・ば言振、詳ノられながフ羨，やの瑠演払レ篭ドアシル／

甚の立1渉野離覇乞秀海薮．

θ　ザ’藤一陀猛，響しラ頼　晃，鉾庭敬孤，鈴！藍　麟ノ

　工謎謎・ノ。ご煮乙ノ ノふ5了ぐ！ノ6藷♪，

幻　β・ご」舜鐸紗・趣厚〆〆。の雌磁パ㌦晒ん画覧〆惣漏短・〆〃5之ら

　孤．デノ就．ノ。．

の　荒ク澱　晃、三寸齢霧ノ薦繊　菰，拶藤一．紘譲ノ輿

　木　章、急霰謎・ノ玄■ノ〆ノ∫許ご轡70，．

4♪　石幡正、雄，裁x工灘即倉蔵’ダむ学エ隠密1：学業奮繍更

　％初4応摯．
の　命・夢肺魚ノ・訊乙β耀吟ぜ／0ツ・£撚三白3先沙・乙ノ3，乃繰耽触

　良9酬0為ゆ。、σ9診卸。凡プ．
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第よ 牽　ブ1レキ紗オく’ランのジメチ♪レス｝レ7r・董

　シド’（よう・分塀反た・

∫・で　実鹸跨オ廓壷嵐溜乏嚢

　アψギ1レポ・ラン綜三熱丁て・・襲性比孜応ゼ）　、育レマ

インとのア》レキ）レ廃麦換漫応、£）、才レフイン2獲雛

レ1と強｝づ葱ぜ環応攻応3）なゴと雪転蓉ウニとカv’知ら出

て口う。第3寧ξくおいて糎々の薩鎌申で・の熱異，電化

及応にッのて挨討レ勾．　裏重生イピ反応は踏嫌の二重ヒ

芸・て落しい影響芝綬1丁苓・む㊧毘べ変。ア並トフ

ェノンやジ／ヂルズ痘法キシF’（ム人ヂ淫心SOと曄》
三寸う♪芝疹曝F嘱けた場ア倉1くは、ホウ素一，茨灘縮念

の嚢・性化ばほ乙んど麺らなく、一蕗彦マ｝レギ｝レ甚：の

％1て相夢ず㌻（：一移縮倉の減少一バ霧名・のら歳鷲。誹議

らの化含物1謹＞cコ。ノ〉＄≦’oの蕊ウな・塗極，嵯が訳ぎ

い官能山州薦レているので電㌻激、震が謁》》酸素厨、苓

や淳、ヴ素・豫筆の拝屑が亀上感4）ぶ♪な忌寸芝生ジ曲舞、

因滋隠のれ懲、著秀巌アルデ’鋲ドLプル呼、レ鰐ラン

の叛応にツいZ隠、！》瞳α紺観擢海，犬串らρの報噛剃

あ蓼の＝の場含才レツ。ギン例薩雌す働ど獄薦K、勇

ル永いゴ｝レ蓬の醒元力v起りアルフー｝レ擁～カ1“峻叡す3寿

のと さ激②口る◎

　ワ紹90がアゆキ霞ボ所ン差筏応蜜墨場倉μ細オ
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レフインの塵威とP哲90σ）畷元剛及応ガ“紀ること溜一

予翼でれる　。またκ55蔑κわのばト弓メチルアミソズ

キシドやピ弓ジン才牽シゾがア「 泣L｝レボランとゑ応

ずる賜倉移ぐ夕一ヅ）、ぐナー2ノ病’芝・言・されるよ

うなC－8縮念への鹸牽の囲う入反薦・抑嘘ることち

認力てい嶺。

　3（o晦）3Nラ○＋8穐一一→β（OR♪3＋3（c〃詞／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（♂一〆）
　〈⊃め。＋3尺・…一…尺・BO尺＋〈⊃〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（よ一z）

　P習30切瑞’含に診（よ一／ク試’のよウな藪承諏、

手のソラ〉＼笈応が起番舜能4∠生参．膨鳥今東多。ジ肩9

0ば、逝二卑酸菰詞♂レて．享彦極性略嫁乙レて・壁甲

ミ飢乏い》カザノP層3（）申Z”のアルギ｝レ於嫡巧ン0度

痴に2レ｝芝1饗いまズ報嶺がなむ、c，承奪で博9阿∫〈）

蒋掩千《いア｝レキ1レプ拶ラン蟹加灘勧形場壌7の、蓼払レ

てアルギ、レボランの整｝（蕊3’δ辮濠爵の薩・い詣ぶび

ア痔乎、v蓬の愛性みO匹つのて惣髪すシ彫．

y・2　悉毒果に憲巌

ポ・2・窪　　トリシクゆへ費シレボランの頂酌

ます’●1フM90とトリアルギ｝レrズランの浸粛・の概辱
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　芝知蓄蕩絢で，ジボラン鱒ブ”汐露嚢ヒシグサヘキ

　嚢ン笈伽瓦　、ハイド饗寧ごレーシ拶　ン双磨・にぎフマ　ト

　　リシクリへ葉シ痔ボヲン甑倉威誓、γ丹万£隙い鷲
　からρ解£o謹弱之纏認の5弗仲下z・・授磨・さ慧荒ゆ汲遜・

　強澹液滋プ｝レ愛り確麟酸詫水象β解診マ蝿ら激移シ

　クしゴ八ギシ｝レア；レ＝コーノレ乞ガ”ズグ1ジ礎　｝一ダ’ラ7，4～

　によ・ッ・zタ廷量レアル能ル：甚渦垂2翼卸費ρ鷲果箕表8“

　　曜プκ亦“ず◎
1

　叢」…ヅ，　1一；シグ拶へ学シ津層ヲンの9紹欝0じ

　　　　　　譲慧．穿辮灰落奪

力欝勲う高麗　 毛、レ炉L

（・の朗 ｽ／1；際努
〃げ蒸蒔耐　高明9一菖⑳慮

ぐん♪
尺一灘1二対ず3蜘倉

　（％♪

20
ク∂

／28
／4：0

／〆∂

20
クρ

／之∫

／4ρ

／詑。

／6ρ

／誤。

／なρ

鴬
宅
ヅ

0
6
ゲ
ナ
の
⇔
醗
／
鼠
3
ナ
ぷ
3

　
　
！
之
ノ
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　200◇の笈ズき・ヲ掻度ゼu”饗友た・1穣走葬らな楠が攣’、　ク0σ0

では砺ミノ7～てトりシクが八キシ；レβマランの・分礪琴がし麺り

シグリ〈ギ舷ングや雌鹸さ轟糞ジ／み〆己　芝・・は虜解ぱ顕

薦r起り、虚寂一8縮倉の％量κ謝妾す蓄ア’・物レ
蓬か一掃逆、櫓農ず馨憲二三雪書写移。叛応タ昆ノ畷王／60ρゆ　1㌻上，

堺さぜz毒、さらに二言一図長1Σ¢℃も、達洗P河3

0量崖増／勉さゼz鷲ノ。痂解量麟必滋葱’乞奪卿・ッ麹・こ

の事爽｝霧トリシクゆへをシル’声ぐヲンβ｝の3磁のシ

クゆヘギシ，レ甚のウぢデ画のシクゆへ堺シル塾ゆみ

が醗：離す儀こと芝意疎圃磐◎

　一職隻K：ト・1｝アル墾）レ1『ぐヲン碧及あ・凱“は3ブ画のアル

斯1レ塾のウち・一階謬のアル干｝レ垂が最☆簗漁レ易

く，二番習の聴歳傷彦手ノ鱈り、三脚農藏ン極めて凝庵

申生に乏、レしきごとか・知ら淑てい蓼が’紅、　＝の贋応に誘・

対　捌記｝ボ新リアルキル粛’ランとヨウ煮の震丞、て・・1爆

　普・通ゆ探紳鷲ηぶ下域’のぶうにで趨のダル単》レ甚ガ、界

　暫嘉島訊る。鳥8嚇ち→鳥β工嚇町　怠・みμ撃．」認フ

　孤磁翻．ズ。砺ノ乃ど、〃経‘／難3♪ゴ

　　レノひ〃厭隔、線摩舎・ばクぎいのぶう炉z偲のプ｝レ羊

　ル甚バ置壊さ既悉ρ

　P38←2呼エ馨＋2陥。！晦→2疋■＿2／v飯∫＋Rβご。倫ノ3

　でノブ、乙3r∂岬ノ。ノ必ワ」；・4・明0ん鍬，∫齢7匁．ノ8ρ3欝

　（／タ〆3クフ
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い乞物圃レ辱纏向があ霧ものと毘われ3・

　5・2・2　譲鑛孝シブインから粥ら眠⇒据｝ア
　　　　　　ル千ル∫煮いランの覆ヌる・

　つ　ゲ　k　　達　一　ぺ　♪　デ　ン　評　ぶ　6べ’．2　一　へd　ン　デ　　ン　の　（　ノ∫　ド

リポレーシツン1でよッて褥ら轟3　トリご4一！ぐンチ

ルバぐラン諏ぶ払｝亀｝一り一2♪（3クーへ“ンチル∬ぐ一ラン

｝てワ～1てレリシクロへ晦ラ山ノずごランの場／二四高高に

レて検討レ乏。諺象豊奮々・姦5’一日、森ナー3’る示

ず。

表8－2、　済一り一η一パンづレ1レ達ぐう　ンの 1フ戸901ご

　　　　ぎる・分解反応

ガロ熱ラ匿フ蔓　影｝レrと

ぐ・り躍∫汐／
　　　　掬燕蒔藺
トリーイーAσンチル

　　　　　（㌫）素”ラン

β餌黛一8の虚R－3

にナすす3劇倉ご％♪

ケ。

／謁ナ

ノタ0

／6ρ

／60

z

／ρ

♂4

3⇔

34

　レリーイーペンチ四七ラン勿←り一謁ノ（ら）一
ペンチル広’監ラン・も トリ　シク ワ〈・キ’シル’」て馬ヲ　ンの場イ含
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ヒ圃撮の纏伺を示虜。すなあ疹／φ0％Z・は庄裁一霧

の乃が脱離マ多か、そ挙状上の彪離｝・継融抗が麹め

ら幽3。

　こ躍、皆客・オ壷討レ素三種のア〃学｝㌃・rラソ、考なわ

弓←リシク㌶ヘギ鳶ルボ’ランノ｝り一〃一ペソ尋ル／

ボラ　ンわよが’トリー鷹、（3）一ぞンチルボ’ランη

結果芝γじ載：事3巴、内部アルキル訳・ヲンの煮が　端

未アルキ由訳竃ランよりφδ解ガw夢易な二る欝・り弱らカ》

ゴあっ。τの摂寿性のイ趨廟ξ慧、アノシ彰｝レ才、“ランの撚

房僻の爾向と閥ゲz・あるβム♪が、プルキ1レ訳ランのガ

ルポ塾ン叢匹訴際プゆト．孝一シ署ン”・釣の擁1飼滋は逆

ガあ橋。

ノ長、聖一3．　トリー£」 （　3♪一ペンチル爪｝’ランの｝♪〆1

　　　＄o｝てよ§・分解：友鳶

職、予習度　七ルジご　　　　加熱噺藺　、ケ鱗尺一琶潟左脳蔀

②）酬∫9／勃詳1勢ペン（£・）　麟ず廟含㈱

グ∂

／£ナ

／ゑ。

／6∂

£

／’

3ナ

3碁

　一方、二議らの／分辮授．あ1二あので琶酸つど水素酸～む

嘘陸物中にへσンタンジォールが臨めら幽ないの℃…
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オレソィンガ“説離鋲殺あ乙普湧の熱虜り鰐及応に詣・の

て讃…・卿ら翫駕環つと液”応感起らなの凱乙わ堀ッ銑．

（三三侃ご月。酬魂9ゑ（ε8、。鵬骸創謝議酬＋隔チ・紺

（ご月3幽。c翫αもσお無機H一一一一→

　　　　　　　　　　　　μ一喚
　　　　　ご偽ご厚謁ごβ箆6βンびプ議一3　　　　　　　　　　　　　　0ぬ　 十　ぬ
　　　　　　　　　　　　＼　　／　　　　　　　　　　　　ご～輪＿イ施

　　　　　　　　　　　　柘。気
　　　　　　　　　　　↓
　　　　　ご孫ごノブンじβ畿α九Gヲ凱。／プ十／》oo協ご／ヲぼご／磁ごβ3（w隷。θ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご♂一了）

5・：2・3　 トリー之、（3♪一ペンチゆボラン
　　　　　の・分解也繊物

　内部ブルキル粛ランぱ鞄熱Kぶ・てより立体蝉繕

のザなの端末アル掌ルボランへ嚢姓症事う　。二幽蒙

ガの喫鹸轟ぶツ奮比脅的濯一目糧穫て’咤博トリー2，（

3　）一ペンチルボラ〉σ嚢性化はす舜が、吻屠脱離

『反疋一に君シ乞1ま量定て・あうみρ涛イ∫o疹托下の．分解

阪あ彦アルキ影干の展性止あ・審び鐸絶維ず1，フ巧　ンの

組城の二粟｝てフいマ検討ず愚ゑめ、トリーz，（3
2一ペンチー｝レrバ〃ゾ差用、きで言銅べ、この結果と兵蒋物

2轍鮒ざぜな、，賜診おまび辱アニゾール五鴫野ざセニ銑
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賜倉の緒果と比較も淡’。嚢織方磁擁二漱讃℃“瓠藏様

である；測＼漢応申ぱ激丙に乾繰髭敷芝簿かに流し或

ρ麹率三物五約一％ρ◇ガ痩卸トラツプレ飛4下汐いス貯

みに尋の裁ゆ　トラップさ組π1爽∫本ぱカ・スクリ受ト

ヅラプィーに蕊ッて！ケ霜シ萩。結果芝表毒一一嚇に添

ず・

農よ一4，トリー鳥，（ヌ）一ペンチルボランの房解

　　　生載吻

芙琢物　 ：残筆蒋08－B（％♪ オレフィン（吻）

ノーペンチノシノ2パの一べγチ勘　　　全　 量　　　ブー〈。ンラ：ン　　之一く3ンデン

猛レ　　 5膚タ

つクゴソーーレ　　タ／

P哲30　　　 3

㊧
ダ
／

3
　
　
6

9’7

タ6

64

0　　　0

0　　　 0

ρ　　39

孫力綴慶／6σ。oノ　及三三謝ゐんダ

　P肖＄oが腎存葎蓄る℃き壌、アルギ『ル菱が才レブ

インとなって脱話するが、二の場含オレブイン1桝零

バて2一ペンチンである。一オポウ素諏多払に蟹移
ずるアルチ｝レ差にフいて滅厭こんど製承生イこが言港めら

説なの二む⑳“縛徴的z“あ拶・ま簸トラツフ◎ヂにほ遡

轡せる豊のジ〆ヂレズレフ巧ドカ晦在し、三三がス

申1濃ぼ水野切みが三脚れ℃い凌が．攣の壌萩量臆鱗

ら幽簸Z一ペンデン墨（34％）に近：のZ6％　て、・あっ
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た。

5・2・4’　端求ア1レキルーβ＆毒倉℃内暑騨ア｝レキ

　　　　　ルー三密吉，倉・の及／さ・寸生の比・歓

　内部アルキ1レボランが嫡れア〃キゆ綻ランよりゑ

分爾：か・内含ぼ・・あうこ乙がヂ・」フたか’㌧＼つぎに圃一が、ウ

豪原菩しに筋来アノシ千悪筆．ど凶・葬ア’レ学ル甚ε飾《

・もつ←’ノアル牽・ル’71ぐランにつ9てて欧らのアル卑ル！

基の及応・陛を比軟／ノ簸。イのよウなト・ノアルキ｝レ爪1腎

ランとして　ぐ・ダー6♪ノ　ぐ夕　6ノ玖’の及応’劉事〆倉成

　　　　　　　藩3シー費ジ’シマミル＿イーへこンチ’屠、搾」ランま曙㌔』裂の。

結果を煮か一ナ菖学界◎

　ジシアミ〃一イー八。ンチルポ’ラン右鳥0ρ乙では瞬く

蔓化εホごな・、が、／6♂6．Z爵胴の妹搾で・鳳全R

一β滋渚／曾の無量解櫓婁講誓シアミル藝船・2一メチル・

一露一プテン乙蓉フτ脱離．努葱。この場・含、イーペ

ンチル厳の脱雑ぼ全く謎ηられなカ・つた。またトリ

ー潟．　ζ3）一ペンチルボランの回診と痢【搬にオレ

フインの聖戦と同蒔・ニジ〆チ〃ス1レフイドのを厳『が・

鹿冠のあ廼を。

　駅との事裟かり・膚却アル噸｝レ菱のオガゾ蜘末プル

β　三門
　　o〃∫o〃イ〃一蟹捲可。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑08

2。湯気＋錦解ゆ（。砺僧一離L3肩
　　　　　　　　　ぴこ，浄ムヒ
　　　　　　　　　　　　　　　　よ一工　　ぐナー3）擁1焦蹴酬＋鷹イκ脇ごメか

　　　　　　　　　　　碗砺
　　　　　　　　　1δ砺2〃嘉義βじ脳吃〃。6ぬ乙β、

　　　　　　　　　　　　　　　　　5＿迂　 （∫一4♪

羨5一よ．デシァミルー て一ペンチ1レ建ぐ厨ンのPMS

　　　　Oによ馨・分解反た・

加灘湛度

（。ご）

織㌧移尺・一δ（％） 才レフ厚ン（％♪

プー八。ンチル’　　シアミ）ゾ　　全鐘　　　イーペンデン　，2一メ≠’レーβヲヲ・ン

の

£o

／60

33

3記

3／

6ク

6∫

33

／ジθ

ゲ7

　ゐ4 0
◎

o

／z

　頂応蜻闇£喘げ，　毛ル比（囲∫ご／尺冶）瓢〆

　幻　憎憎・前ρメミ～移の、隔晩

キゆ護ぶり参電離し易いこと、ふぶが劇一得ウ素森
㌻1この端禾アル￥1レ『：：垂ヒ湾轡βアル苧｝レ蓬磁・・ぱ選択的

に内勧アル乎ル差糾曜．維響恐こ二とが噂甥フた。ま彦
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113

　すう◎
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索三三の朔断はホウ素原手に赫マるルイス塩菱の配

ノ位が・あち場・壱’に．疹考1二な勢二じ．が’多いひρ轡∫0か・・

霧在すう場／言に、普蓮｛ま翼1三三〆パ起懸のみでノ分解が’

走江らなし」湿農て・図る／2∫oじかも・分解が・顕蕃で・あるこ
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傘鐸に伴ッマ蕉磨塗議’物ゆv』縛られ厳が、詳細｝瓢ツい

蔑霞獄下換蓄や寧芝・あ嶺ゆ

　6・2・2　混念・トリアルギゆボ’㍗ンの・分解及応

　畷レホウ譲厭峯上め端末アルギ・v塾ヒ瞬郷ア・レ瀞

｝レ蓬の及応・｝嘘翫、漏念・トリア｝レキルβマ』ランヒ払τ　ジ

シアミ｝レ＿｛一ペン手》レ訳ラン（臨一工）あ・ぶ。ぐジ

記2一メチ1レシグ欝ヘマレ1レーザーペンチル1鐸ラン

〈ゐ一だ）芝生戚’レ、エ幽旧物、，縄此鼓レた・6…一

瓢濡、霧び’ふ一鉱越8ρ砂凝ら3，の方法L考乃民レー（状

下のぶウに》一℃倉滅’レ簸。謙滋累ゑゑ6一£のノ払ノ

2ひ9乏＋酬、詫ξr（G鋤τ3H

（露ε測＋一GC鍔π（じll委β一墾ラ，

2（雪＋一考㌔戸（（湿田
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奮2聾

嚢6一露．麺姓此倉物．薄在下の混倉アルキ・レポ夢ン

　　　　の撚分解

爽♪　：ジシアミル…準…ペン千ル∫バ傍ン

極／嘘此合物 残｝蒋R－8（％）　遊羅才レアン（吻♪、
プー！ぐンチ，レ　　5アミノレ　　　　ヅーへ。ンテン　　悲一メケ｝レー名一ツいテン

ク／》30

ア瓢トフ謁ノン

P阿戸

ぺ｝ンズごデルテいヒ｝ご

3　／

3　濃

3　／

3　ノ

3　4

3　3
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一　ぜ一一　．べ1　ンチ　1レ

帰亟・瞳化含靭 残存9－8（％♪　藤魏オ疑ア蓬ン《％）
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穏のず廉を懸ぽ溺搬の偽果・が群の議た◎す喬め移プ
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養蓬でる瓢とか・判っノ三ゆ　嚢憲・べ1ンズアハ／デ瓢ドの場・含

には、2樹の再三アル牽ル茎がい鳩幽も端禾アル華
｝レ蔓に礁先レて耽躯ず㌻丁瓢がい言還；めら擬彦・

　二．廉塞での演討夢）三等判絹レ銑事爽とま乙めるご

ム人下のよウ蒙康㌣徽ずべ’あうゆ

の　 0阿5’0　 酬プ喧Zトプエノ　ンゐ・ぎひ：’ε7朽戸の舞症
　　　　　　’
　下が感、34薗のアルギ｝レ墓ザ｝ηちア燈∫ガマし脱羅ぢ浄。

名，　ベンズア癒デ●じド茜・ぶび圏フ｝レヅラ…一）レの移莚下

　そむ’σ転3個のア｝〆軒｝レ』種鱒う弓渇づ樹が窮兇覆噂渉．

の　醐〆、ヤ・ウ蒸原｝池K嬬承ブル筆、レ甚と吟卸ア｝レ

　ギw塾が共浮圃蒼℃暫感、θ♪ユ♪の場含払も簿飾ア

　ル羊1レ薩が爆究シ嘆脱離”夢誉、二の場含酉都アル

　ギル：蓬が・らは丙獅オレプィンのみバ豪成一す薮の

4）　命癬シな口ぜ・・残’，浮謬》アノレぞゆ董に嫉巽・｝磁6こガV・

　疹若抑ウあなv、 ♪

　この参うな奨鹸事畷彦．紹鰍博慮感い磯承．不陣誕’霧診で・あ

っ乏爵昆／含一トりアル・筆1レ1ナぐランの・分’麗rが”訂翁色鷹“あ猿．

6・2・3 　ジ観ン倉ト　リマルギ1し”丁ごランの’分’厨1法

としての馨弓用

　　　　　　　　　　げ　メ’ルプブ～∫ドヲンの・旧事亨ラ玄乙し…ぐ3箆底知ら幽て口菊

もののウち主なもの感、の矛1レが’ノ淳ぐ’ラン筆薩機が

スグ”々トヅラフに窪氷檸蚤方瓶ぷノ、勾ヂルカリ性
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鍛酸化水黙命解κポつ笑座威響るア、レ・＿。嬉乞命

哲す馨オ法5）、のアミン才乎シド鶏の殴応饗・生域ず
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反回・三三　／押も，　浸鳶崎閤　2，勘
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働。＝轟らの禽多票iぎ、蕩看ら汐ノカf翁なつプ～トリスヂ
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ガ㍉（，一εぬ翫4∴，．63ぐ。．ωご2毒、よガ（。．ω、ガ・のみ
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z刷撮η方憲f霧絶率レ曙欝麟轍レ読蓼

　欝河汐0ノγゼトヅ鶴ノンノρ層万ノベンズプル
ダごド沸・よ瓢ズツルフラ＿ナレは、掬一光㌧綴’のもの蓼蕪

渤嬢、葡レ黄禍季シーヅ∫熟で’乾メ典ひぜ綻薦訟た、

　ゲ・ボ所ンのプ〃π羅液耀・07・ル紀た餌38）鎚訳抑煮

礁丸い豪雪擁藁轟旋夢

6・3・2　トリー謹一ペンチル尋び艇ン、Fり一
　　　　　之ノ　（32一ペンチ・ルノぎ、聴換ン誌・孟むべト

　　　　　リー　禰一 ヘツα・乎ル広’し 茶唐ﾌ及応

　夢運輩図尾一3の叢置£函い、κ鋼ノフラヌゴ凶

御産唖議でナ虜置硬．し彦峻、ジ1ガランのブ〃／写鵬漣

欝鋼ノ（40メ／ρづ謂ρぜめ虚厚3ノ　狂と11、こ議にメく遽fじ

才レツイン（ん駆ノグ㍉卿の駈吻之、㌶℃でZ麟閣か



璽3轡

窓雀ぜ’反癒・さ琶レリプル学ル承睾’ラン赴、含載’シ濃Φ

　トリー4㎡へゆンチ’｝レ承“ラン湾・ぶψベトリー叢ノ（3

ノー〈ρンチ・，レ1ズ塗ン講及応・ば、渓あ・甲門内に3描《ン禦憾

／ルの鰹1灘艶疲レ慧ダら行なし壱、この躯巻甑5 緕ﾅゼ
ラィア〆スで㌧凄却レ裂蛇諺乞蓮1。究蜘嘩惑、晦蕊繍象

島姦・液応歪口引1餐廉確3μ一ノ紅妻穣イ菰ゲ｝一亨ツム本旛

凌あ滋御ズノノρ％一碧簸ぶど素饗ミ水ん掛帆ぐ　藻♪令押下ξ‘灘

記、あ人物＝ぶがび燈が二陣1聞声ぎ諮¢い験惑ごぜ吏びッぎ伽もぐ

齋褻薮震職躍り秒ム鷺・癌緯し、虹澱爽｝てぎ乳1獅裸摩脚

壷義灘之鷹か今がズグ拶ぜ1一ヅひツぜ＿ざポフ窯蹴
脚’

ﾞ撫アルンール体蚤鑑羅1レ、残存震～鯵量菰憲1め

災。

6。3・3　 髭リシグゆへ・マヤ｝レ1ボランの隊応

　β・3　・2に％レ竣伊州L嗣様．に　レて　、ケグゆ．ヘ

キ哲ン℃ジ、薮’勝ンの1τβ戸呪う夜℃・ひら、づψ％，諾ρ略

簡の毛帯て“Fリシクゆ　ヘギ　シレポラ　ン　も・鋭叙レ震．

趨聖確イご・分胸との濠遊乙瀬寿町の濾礎の！か締｝認繭三一‘

多乞〃費言閉じ面孝誕冨レ庇，

6　　・　　3　　’　4・　　　　ジ’　シ　ァ　　ミ　｝レ　　一　　｛　一　　へ0　ン　チ　　痴　示い　ラ　　ン　　蕊・

　　　　　よ　がジー之一　メチノレシクリへ搾　》，レー

　　　　　づ一／ぐ〉チ｝レ’飛ぐランの承、恋、
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　シいシアミ事レー蓬一べ｝〉チ｝ソ淳ぐラン1ぎつきいの試う厚

レマ倉・嫉’レをσ略なわぢジ’ぜごラン碧ブβ戸：澹褒2卿ど

（衣・・／グ3聯認”鵡ハ・躍6βビ抄ノ戸調ノ）・・一メチ

ルー黛一ヅテン葱静かに加託、ooδ　で呼鱒闇か響ま

ぜ喝汲海・ざ蔦、一ヅシプミルポランとし、℃拶’ら・ブ｝

増〉テンジ譲ダノピ4、oメ／ρり趨メ♪瀬瀬瓦露〆じ㌘芝崎ア劇タハき

夢礁£倉成ゾ窺σ綾1嘘窺心身勿℃の頂応・麻6・3・みに

毒払レ簸書彊x癒1ノ張にシ食拶

　シ 一碧一メチ・ノン鳶　ツ鐸八ヤ｝tレー　4一べ’ンチ2レ塞’覧

ヲンぽ，ジシアミ・レー　ぜ一ベンチ汐竃㌧》　ンど輯搬捗

払　て　ジボヲ　ン　償　ブ揮　万ヌ響歳κ　ゲ　一　メ　弄　ルシ　ク　胃　へで

琶ン，つヅ、｝てで一ペンテンZが欝鳥て珍域’レ武ゆ極

控彬倉靭濫の承寿とノ分拷ぱ6・3・2菰痢櫨じ擁詐な

♪簸ゆ

6・3・5　アルキル笹夜覆夜回に吋蚤る撰：勝γ

　ブーベンデンλ錘夢ぐ尼X・・弓槻ノ）・ジ腎ノバワ・の

ブ回1・ア藩液駕卿ノ（40メ／グむ脚どのβ〃・　〉か弓倉成した

トリーイーへ潔ンチ〃∫yぐラン務喪に、3、5・×／扮蹴槻設。《η

趨1・｝嘘5と．。熱気ど噂毎池翌ガ・り面擁≧1ニレて2一ペンデンカ、

ら．高聴レ箕レリー之，　（3）一ペンチ1レ潔『季ン番壷

一網瓢・まザ∫00c・躍。蘇粥ウ・フ三時ヂにノ8・分癩保

フてr押ノ汚乏除玄燕麦、桝定ラ農疲ゼ殺応さ篭轟ρ7更太・



響轟領

ゆ、液応獲の操搾1ぼ6・3・肇～二記シ彦言法瓢蘭襟

にむ罫～ρ

　誤の液応悔い確、よ．4x〆δ“謬剣蔚ぜの・魎弛オと倉絢κ崎

由聴’鵯漁慰囎認のジ’～ボ播ンのγ月刃溶蔦愛がや含・叡’転たト

リー イーハ竃ンチル遵ぐ乎ン（乏う櫓3・鴬1二讃ししたオラ去

で㌧禽篤1ギ舞鷲）ノジシアミルー・1一ペンチ’レ承”糖ン（

ら・3・4狐記駈た熾諺、徽・』傘戚レ泌）かよび辱髭リシ

ツミル’ボ’季ンぐ叢轡認のジずご艇ン砂γ厚滞鵬乗．鷲翻鍵亭

夕の之一メチノレー3醐ヅチン鴇から、露〆（ン、諾が鰭欄

仔砂反応ぜい命威レ嚢　）滋瑚幾次が・ぎ麓《いな灘wら渉拶瓦、　轟

・3・黛の場、禽菰下様に反応、分・納’駈たゆ

ら’3・6　 ト凄ノスチリルボ篭季ンの：狽爽，

　ジボランのγ今戸藩疲黛粥オ（劒メノグ即騨記の酬3♪

にス手レンん露5誹（ん£×／8一避鵜詫）芝習え、欝0ρC

で：3時覆ボ下下ざ・ぜマ倉、成翻たあリス手サルポラン瓢

，ノ．3棚濯　の3／∀一水鰯ミ駕ザ勤リウA水．海嶺≠．灘孕糧£瓠

30驚一麺馨劇化水工永て・・分鱒準転、慮糊口撫アル繋一♪レ

蜜本図；ヅスグび饗トゲ糖プ．ゴーダこ訟欝業ケ劾“レて叛応

燐磯R一・欝の紺載聴求の鷲瀞つか1‘耀藩数に豪ズ愈威

払灘計り罫チリルポ乃ン1ご／、ぷx／蔚欄駕聯厩碧欝四声ノ

或鴇ぱベンズア庫暦日乱読が雛瓦、礁・3・慧の賜，分

と噺操1爵レ響終一撚の綴蕨’芝穿ξめ鷲ゆ
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6・3・7　がスグ癬マトゲラプィーの聯孝ヰ

　叢置ぱ膨立κ一夕3覆ガスツ卿マトク・ラツ（汚■齢

Σ£バ吏爾£・薦。ず一くごンアン、怠一ペンテン轟・菰が腎

艶一メ畢ルー畿一ブしテンのソブスグ瀞マトグ’ラフィ～

ぼ、ウぎ’の縁4幣が行なったびかラムノジ’メ季1レス擢

　　　　　　　　もしポランぐ／♂％♪…μノ》ソ重ノド締♪4捌x詠ヂ〆梱・鵬ノ

髭慶3♂（ン．

　畷　一　〆　手　ルシワ　卿へ　牽弧　ン　、　3　一　メ　チ　ルシツ　蝦八

キ穆ンの霊“スワむフマトゲラツ厚一ぱ、フざ”の弱象ギヰ完”

イ無＝な，．左；9カラム、ブCρ（／∫’％）一タ’㌧イYソリF’

煙ノz廻×2！ノ摺畷　．ラ鼠2護：ゲ。ゆG．
　　　　　　　ノ
　アルツー；レ類の，分耕障ぼ、嚢．ゐ一ゐ緯様なつ叡イ牛で行

なつ鳶・
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表6－6 トリアルキルボランがラ馨孝’壊る7ルフーノシ奏負ゆカ“スク、コ之トヅラ7〆一勇・条イ牛

トワアノンそ～シズぐラン ・クデム温ノ隻　　（θ乙） 長ミ（軌） 蒜詐棟孝物質

ぐ←c－c一ご一。ゐB

ぐごイ統一？一の3β

　　ぐτ

（（泌一と送B4びび。ご

　　oこ
（ご一ざのき3

（（ン（ン（ン（ト（ンひご乗｝8

　　（：昇3

（σ）三艮ひひび乙

（《｝ξ一ρ38

　　　婦

／こa

／2ひ

〆2．ρ

／20

　　　／4ひ

6一ご一「（ン。一ご一クβに

封しこ　　／2ρ

　　ひ毒

σ酬に

対し芝　　／グジ

／7タ

ユ

ユ

2

3

3

7ニソール

7ニソーノシ

アニソーノシ

アかソーノレ

ノフタソン

7ニソ濯ノシ

プフタソン

所トラソン

芳ラシ、　　7夢今　勿層　（人ダ％） ノイゼソノ声，　　〆　2．7物殉
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6・4・　編　枯

　緬確に倉麹の謬蕊千、トリア．，レキ1レボラン拶）熱・ケ

酵叢硬誹毅獲。ノ箔。⇔oム人上のク羅慶て”は、アルキ2レ：箆

がすレフイン芒掻って脱離：3多ことが認絢ら鵡搬が

・D層∫0ノア豊トツエノンあ・よが’ρ酵アのの霧燕

下で’1まトリアル艶｝レずぐランの3つ團のアルキ｝ン簸のう

ちでイ國織1・’、べ’ンス“ア1レデとド満・ぎひ・“ツルフラーノレη

再耗下瓢“確34圃のウろ24團が茅紀凹し喪。潔班蘭一示

ウ藤搬多云にあ働憾購来プル学｝レ薩影r刈獅プ，レギ｝レ：蓬

ビ芝“｝護、譲諺が櫻究的1二響莞融一ず警二罵が判ッたρざ

らκ、分辮シ獄㌧｝響“残’浮謬馨アルギ～レ蓬の轟控ろ払殴応

、説・ぶびプル墾；レンすぐ笹ン、分餐獅のプル墾ル甚麦：譲蔑

応感審茎め勘淑なかフ彦ゆ

　ご淑らの羅釈赫フ、メ彙瑠鋳，ケ鱒葎笈痴滋棄弓爾姦て トリ

ス乎リル’1薮’℃ 宴悼ﾃ’藩〆ト，タペンチル承“ラン》の翼率磯

体の組孤’の禽三菱鉱∫み銑払瓢ち斎粛瑚な・分哲ラ玄で・あ葱

。とガサむ癬酵ちか、となフ廠・け

文　献

ブ）　紙瀬　晃，水撫翻鰐，躍田　菰，耀藤光翫，鈴

　本　章，　工化謎、駕ノ〃3∫ぐ〃ゲρノ．

幻　勘纏3侮・瓢ぬ油7・翫叫砺薩牌姻茜／伽り翻3・露〃



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竃45

c／タ6．ナ♪・

　〃．乙β摺妙”ノ　凶・犀．”ρ露〆5々0ヂ護アノブ；沼摺。じん”・9∂0・ノ遅、

／4グ醗　（〆96£），

　薪’3メ。税戯ヲ・だ・κ55島らρ・馬砺翻ム虚7・z’朗雇〆・

じ湾群野ξ．ノ　．戴♪　2愛‘　ごノ六ダ9♪、

　げ・ヌ甜引鉾／・〃・ぴ3rOけη・α0ワ・£認。麗。〃31ノ偽乙／3

ご〆ダ63　／　　P，プ，

　P．κ5∫亡脚ハノ　〉〆・〃〃戸」滋ノ〆窮摺・ノ　蟹ノ　ゲ0　θ96ゲ）・

　ア㌔ρ，島〆30”S・ノ　P・河．～ぞ乙ガゐrノ　ブな刃綱，娠ん．∫0ぐ，ノ無一ノ

〆／7／ごひ　ぐ／タ♂タ＝♪．

　・4・∫撃4愈・んル認ε・”・／恥彪脚『0・～緒・∬あ瓦・尾乙βκ0紛れ

∫．ノ4姻．じん躍。∫0乱ノ諺ノ　♂グ0ま　ご〃鉤7ノ．

　裁瀬　 堤ノ噌田　漏，　四隅管粥，下町表喫、験編廉．

　　‘’07餅蔦◇舷・三訂齢♪㍉ご・μ・眠・ちぐ／タ86ノ・ρ・ノ虜3・
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第　2　編わレがノボランと的β一不馳和ガ
　　　　　ルぜぐづル’みと倉鍵幻鷲の；反7竃・

篤　　7　　孝　　　メチルビニルケトンおよびぞの誘

　　　　　　導β本と才ルノゲノゴぐランの反丸

7・／　　実蕊焚のオ倉ナL概馨

　第2童においマ才ルかノ広“ランと∫瞳望の千飽犀貿必

念物とのアル辛｝レ茎交浜反応θぎ検討したカ¢ぐこの

実旧記にあ・いてメ≠ル1ゴ’ニルげトンどオ｝レがノポ＾ラン

の浜応でβ顧・アル獅レ勘噂。＼さ丸た型であるタ

ーアル苧｝レー之一ブヌノンが空あ～つ脇ること二言思め1乏

Φブ｝レズ7”ノπぐラン払ガル擁ぐ二〉レイと：｝壱、雰勿の：夜回としマ

ば本1研麗，三二に，疏麗〃7砂。　ら衿によも商叢商二千り

一酸化炭系ごの反応，〃0妙猛。配8ら3♪ノてよ噛ベンゾ㌧マ

ノン払の及内，き凌〃％r献6碗ら丞みて瓢隆ベンズアルヂ

しドのオルガ・ノ煮ラン汽よ㌻選元友沌が報惨さ承て
、玉脅　の　み　で　あ　る　，

　本毒で鳳この及応の適嗣範囲Σ矢・禽二とに童衷ε

置Q叉、メチルビニルケトン，およ駆’鳳〆立1ニメチル

蓬と有写う・1ソア曽ぺ拶ルメナルケトン声β厩にメ
チル蓬を膚する　エナ　リデ’ン　ア凱　ト　ンK　つQて按討し

芝鳶
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》ア・2　結果払葱察

暫
ア ・2　。／　　メ・チ）レご’蕊ルオァ｝一ンと率璽撰の才｝レツブ

　　　　　　ノガマ’ラン払の及；癒

　ガレフィンεハイド汐訳レーシ汐ンしで懲煮トウ・

ア｝レ干ル爪“ランのテトラ乙ド紅ッフラン（あ人山ア〃刃

と略記、ず勢ク菱茎液じメチ，レに“ニルゲトン（」入下／∀レ／

κと称言己”ず拶）芝加え，、室外でマ時闇呼応建紘た復

、　虜0掛乙一ご㌧アμノk、ケ薄畢伽ず禽乙ゲーア｝レヤ｝レー鶏｝ブ㌧ダ

ノンがい主。或護う（クープ〉ρこの及ヌさ・3享強ア：萄び診と

尺諮＋C亀驚CH記ε0αイ3一∠ご滋L｝尺乙〃之α為GOαイ3．ナー鳥80〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7－7）

1種／受の：オレフ謬ンがら飽ヌμケトン扇合威謬ゐ二ごかい

玖家・蚤。吏藩叢：慈累£熊ゾープ釣くオ、亨、

6佑δ〆庵ご〃二ひノ諺　”盤→一イ簗鵜　δ〃3ぐC亀♪よじ0εノブ3

　　　　　　　　　　抜。
ジ橘〃三二昭躍3一慮→帯δ佑じ砺6／ブ1ゐ♪隔」！義し。（wノ

¢％ノ認ごζ6尾一曵→慨話鮎¢薦♪瀞乙〆だ碗ノ、乙。ぴ毒

乙薦ビ。薦ル〃ゲ記／義遭L→雛→　ご茄に隔み乙。嶋

ぐ》　一・琵L→夢合δ〃之6疏ω砺
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｡
【

教7一ア　ズレフィンから導力・轟るオルガノボラン巳メチルビニルケトンの友応にぜるターアルキルー2一デタノソむ毫高’

オレ7イ・ 生残物 収　　薙 （％）女ゆ

エチレン

プロヒρレン

1一ブテン

2一グテン

イソグチレン

ノーオクテン

ス≠レン

シクロベンテン

シクロヘキゼン

2一ヘキプノン

2一ヘデタノン

勃爺二又フ鋤鵬｝

5一メチルー2一ヘプタノン

6一メ4ルー2一ヘプアノン

1：院∵7二∴二忍二＿3μ｝

ケーシ7ロペン〃ル’一2！プタノン

午一シクロヘキシルー2一ブンノン

99

／oo

99（3の

30（70）

6よぐよ。）

99ピ8、3）

93

99ぐ86）

　　　　　o／oo（88）

のガスク酔二二噸牽蜘・ぜ・碇量民。　わ）（）8・数曽・二二賦・二二峡塚碑

0）友応ツ最、度40℃（1んの

及鳶温度12碗（／みの，加・k分解温痩如ちこ鋤の，　毛ル死（ノ鞭％38）鷲／ず
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　　この蕊痴で’1議、　トリアルキルポ“ランの3欄のア

ルギ）レ甚のうろ〆棚つデルギル捷〃P・反力1て斜かるの

みで・あ夢謝、浸寿イ歎夕1、がしぎわヵてタ｛釜和凱㌦ある乙「姦ツ

柔・！療、1よ二有3畿。壱・威民学此広く罰点ふ癖値と冠すうあの瓢

冠わ戒る。

　直鑛の端家才レ7・1ン£ハイドヅ潔’レーシ饗ンし

て嘱ウれるトリアルキル！すぐラ〉には・μκ顔一アル㌣

ル。＿3歯占倉が弼ぐ一一タゐ％，。麗ε一アルキ・ルー一β縮倉汐、聴

6・一4％含まれ験．　ブーオグアンがら得ら既る才7
チルポ’ランでば、。認じ一アルキ、レー一芝3｛結・含一ガ．全アルキ

ル＿1ヲ締含申のム％芝占めて、）今か、＼三二庫萩物穿

｝＜認£δ一アルギ》レーBカ・ら算か承竣と藩之られなよ一

　　　　　　　　　　　　　　　　牽4メ　チ　ルー　之　一　ウ　ンデ’ズ　ノ　ンが　／丈％　　　　　　　　　　　　　　　　　　生菰レ減，　よ

芝ズチレンψ・ウ遇今颪苔トり又チリル∬ぐヲンと〃〆

κの反証ε鱒一釦ム呂ゲどタ3〆励碑で．、∫一三チル

ー汝一フエニニ1レー電一ハeンタノンご∬〉ノ1“タ3％、

ゐ“フ∫二1レー叢祠フ“ ^ノン（∬ノ沸械ぷク多η茅じ薄慣“

庄記し声。夜漏づ麦未及お・のアル㌣ルノ賞ラン左アルカ

リ挫一湿1駿〆ご水滝分解む慶と二ち、賦一フェニノレェチ

コレアルコーノレ／o％毒も／θ一フェニルエチ｝レアルフー

オア　この漉は最初に霧鳶，するブ紗ヤレ蜷《　量£ノ∂o％

　とレ乏zr芝のイ直である。



笠50

《：yc嚥
　　　と娠β。ω嶋α♪

ル／82％が生減した籍　琢更っぞこの場含の物・蜜：吹支鳳

（タ3＋／〇＋／8之）／ノ〃一ρ・タよ之磯・彪の及肉｝よほと

んど妻Nらない、もり乙這えち承むゆところでスチレン

のハイ｝？冒ボレーシヨンに関して減二三の報覆のか怖

あ⑳が、嬉潜らのの行砺た面恥：釦撫r、ウ煮原チか”ス

チレンの帆イ鉦に霜囲ぜ夢喜の／ダ％　、／＜9イ立に討加謬

る右の8・／％　であるひご蟻やのアル干ルーB織合の

組み倉εによって、賦β率礼帳83淵，dBβノ㌔墜β野

の凹フの型のアルキルβぐランが象可能，ゼ“あう抄、“、藷ゐ

らク！ウ畷発した混合殉ほ獅ゼランの一雨て・調べ㌘

と、輪ガ㌔％、的証・2回忌d8劣33％、挙y5筋

のぞ義心’て“ある。 lは賦と”μ八との友二爽一主滅：物で’あ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をぎり生教’物甲タ3％三占のるか＼この櫨鳳眺玖8の2
　　　　　　　　　　　　　ヲ　ぼイ薗の以のクち7請し、αBβλの臥の含計4ダ％　に非

常に近の埴ガろ後。また∬ばβが付加し托生成物て”

あウ、をの劇合’が∫ク％を占めるが・この檀ばB／β艘

のナ∫％　よりもイ蔓がに派r！いゑ童ごあゆρこれらの事

凝z
　　（》雫鵬四，〈｝e磯之をβで瓢



15篭

実｝鼠、ての及応で、説乙＿ア2レキ》レ茎の凍応か“ρダ吻一アル

キル蓬の友応に対しマ愛：／鐙と1義毒えなt＞まぞ“もほヒ

んど’ a失的で’あること色オ＼して㌧）盗。このような殴

爽i・｝生の差．翼藏殺ワー　1の楓乙り場〉食にあ・、〉巳も認・めら’

東る。

7　・　2　・2　　　づ　ソ　プiフ〈ミニ　1レメチノレゲ　ト　ンと　才1レ

　　　　　が’ノホ“ランの反応

　賦イ立に置。輿墨とし・てメチル蓬！有するイソプ”ぺ

二｝レメチ♪レゲトンごトリァルキ｝レ、r、”フンの及．穴｝ε検

毒寸レた。及元・感厚1／べの》添含乙覆レ嶽の班、娃下で行慧

？た澄船、／弓レ汽の場・禽乙｝司率寒にβ版＝に．アルギル蓬か凶

事入く！嵐た8一メ十ノレーターア｝レキ1レー之一　．ブ’タノ

ン讃べ認yり叉率剛ζい碍ら議ん（7一之♪o紬累ε表7一記

k爪“護・

　　αイ3　　　　　　　　　　　　 5召3

α㌔識とCOαイ3＋R3　B　8・o→黛乙H2乙日じ0じ83＋に謬08

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7一蟻）

この場金も麗レアル知峰・〉うがρ廟一アル知レ

菱｝（君レてイ菱菟的じ及寿す警て乙讃r判る。第㊧輩で

述べるが、ての賦、β一不飽和わレ∬ぐリレ彬倉物ヒ

トリ　アルギ　1レポ’ラ　ンの及痴が“ラジガ　1レリ　：乙一ン機構で



N
諭
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表ワー2　オレフ・ン二心魏砺ルカ“ノボラン切ソプ日ペニルメチ・レケトンの友応

甘レフィソ 劇詩’物 双　率　（％）

プロヒ。レン

1二；：：鷺1勲

アーペンテン

1一ヘキゼン

1一才クテソ

シクロペンテン

シクロムキゼン

3一メ手ル・一2一ヘプタノン

瓢雰∵∴二聴感）／

謡徴∴1二1二誤謬）／

∵∴㌃エ今∵鷲）｝

∵ζ㌻∴鷲傷1二∴）／

3一メチルー4一シクロペンチルー2一一フタノン

3一メチルー4一シクロへそシ〃一2一グアノン

ラ8

75騨

96

78

77

88

／ρo

友応温度：20rごノ　反応蒔間　2hr，

毛ノ”比（τPM猛β）・／・5麟

刀β永♂分解　 タ0℃，：2静
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漉行ずる＝：とが最近曙らかとなったζ♪　この橡楢ゼ

ばアルキ｝レノ押ランの7ルヂ影婁が’ラジ；カ1レとなッて

脱難し、こ訊がβ擁：ε攻曝蔭》魯のと考之ルれ㌻。

従っ芝隣し一アルキ｝レ甚の：夜薦、、1生が’・人芝、き二との一一つ

の馬蝿とし斐嬉、語麓G－7ルギルラジガル◎秀がア鶏綴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り一ブ｝レ学ルラジカ♪レぷ9磨天：きな凄乙史・／生叢廃怠灘忌

めと孝える二と卵’出末るウ

7・2・3　エづ・リデンア鶴トンZ才1レガ“ノポラ

　　　　　ンの及痢

　層〆1てのβ菰に置換菱としてメチ1レ蓬左有ぢるエ

ーチリデンア江新ンとトりド）レ学ルボランの承充，と挨

討レ森。

　エチリデ’ンア猛トンの場参に絃、〃茎／κや塚ソプ

ロペニ｝レメチルヴトンの場倉z毒i梯イ睾下一£’旨よ及力生

成物ε蕃えなかフたので＼盛媒とし識ゑ内にあ多ア
β戸の鑑流猛摩：（6ボ。♪一裳”3蒔蘭：友痢芝ゼ声結粟、

βイ鉱1（アル干｝レ豊が“ノ4濯りした4一アルキ｝レー潟調ペ

ンタノン左得る二と騨“公家ん（7－3）ρ結果を表

7二31二示軍。

　　　　　　　　　　　　尺
断3甜瓢じノソε0αも＋3尺3嬉0〃記〃δ1プ記0酬3＋＆80ノ？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7－3♪



　
弓　

7

曽
ゆ
｝

オレフィンかつ導か蝦るオルガノボラン吃ニチソデンア℃トン（石ハ）の及応

：オレフイン 生成物 涙率　ぐ％）

プロヒ。レン

ブーペンラン

プーヘキ《ン

7’オクテン

シクロへ9ンテン

シ7ロヘキ¢ン

4一メチルー2一ヘプタノン

4・一メチルー2一ノナノン

4一メチノレー2一デガノン

4一メチルー2一ドデカノン

4一メチル’一4一シクロペンチルー2漕ブタノン

4一メチル’一4一シクロヘキシ〃／一2漕プタノン

88

6タ

ラ8

62

ラ7

／00

反応温度

毛ル比

660じ 　　反応蒔間l12hrノノ

（乙％，8）・／・8

カロノk！分騨解　　タ。‘し，2ゐ｝ρ．
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　強．に二の糎の及応がラジガルづ”エーン緻携で違竹

謬うニヒが知，ら威の、エチ1ノデ∵ンアセ・計ンのよう1二

容易に三二・し灘．の場台も、小鼠ノ）酸章琶添㌍す三二

とにぶり反応が藩しく促建芝淑喬二とμ報毒5れ塗
〆のが従フてエチワデンアで．トンラ溶爽芝還胤下及飛べぎ

鷲翌～｝夢蘭に、回しくは頂応ダ翼び）三水二三久鎚理の絶

麗一ゴ系内に唯致が“ラ昆入レ爽左ヵ表7一メの蕊うな壌

三富と事えたことも孝剛ウれな。い3㌦れにしろエチ

リデ’ンア鷲トンから絃ダーノノレマ1レー：2一ペンタノ

ンが・嘘るズずる二とが嫡瞬らがと．な？三農

7・2・4・　メチノレビLニルケレンとイゾフσロペニ

　　　　　ルメチルヴトンの承爽い陣の見・較

　〃〆κあ・よが’イソプ拶・受蕩／レメチ｝レケトンが闘様

の及応を謬る二乙が’判っ托が、トリプ欝ピル爪〕’ラン

の：反鳥、につ9嘆脚診の桐；交応逮裏と比較した。結累と

図ワー7に：示ゴ拶

　的ジちと奢ρジ％近一｝張率蕊ホ・ぢ讃1へ承応の：初期じ

はイゾプ汐ペニルメチノレケトンの考が遊が’・蓮寧か

じ二二～・するρ層レレ〈と巧・ノプロペニ1レメチルケレン

の：夜応性じ影響ゑあ・墨げ’ぢ右のしし翌感、賦伍のメ

手｝レ擾の立体障甑カルボニ）畷牽捻がβ麺の・晦

末．メチレン1グ対び夢誘迄麦〃果が憲えら乳ゐ、突醸紬
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イoρ

＾　5’σ

）

嚇
　
導

◎

×

X

一X一　　 メ乎ルむ’≧ルケトン

ー〈〉一　　イソデ欝ぺ瓢ルメチ1シケレン

　　　　　　　　　30　　　　　　6◎　　　　　　go　　　　　　／謬。

　　　　　　　　　　　及海麟蘭　 ぐ・購齢）

醐7一ブ．　メチルビ’ニルケ｝ψン　罵イソプ瓢く3ニルメ。乎ルケトン

　　　　　のト弓デリピルボ獅ランに対謬る疫芯・1嘘の膨攣後

叛応ラ猛度　　¢o㍗）

諺ル就 （伽詑ルゐ紛桝％3／躍／・5
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粟ぞ’はイソプワペニルメチルケトンのカ〃1“及ふし影

いので’あるから鼠窺のメチル甚の霊づ本障寓の景3響嶋

ぼヒんど・なζ、てのメチル蔓の電チ、摂夢性鎮ぶつマ

πに添ミ山隠ように功レ∬ぐ’勾畷素の磁チ塞度〆磨

くな》ためトジアル学影ノγぐひンのジr・ウ窺原｝との及

で・が容瀦鉛二な夢し彦｛しられ釜．
　　グや
　8－9ゑ～3　　　　　　 。　窮め
で麓・こε　　　　一乙坊一一→㌘＼砺　→　　　》

　　　　　　　　　　　尾β一〇るβoボー

　　∬　　　　　　　　　　　 ア

　　〃む　　　　　　　　　乙／む
ρ砒が÷イ／右…滋2一一今粛。孤∠〃憂躍・＋鳥βo〃

　　　0　　　　　　　　　　　 0

　　　　　　　βだ講　　　　’　　W　　　 （・7－4♪

　7

㌔

　エチリテ“ンア乞トンがメチルグ。二）レゲトンじ癒被

して及薬・控に乞レのじ毒う事輿｝よ、β魔のメチル暴

の喪鼻障薯訓㌧獄囚払藩瓦ら一歳伽。18撹にメチル茎ゑ

芝鰯：箱謬るメジ㌧をル才キシド’ぐπ♪ばr〃刃の選ヨ翫巌

度1くの・13zも7更丈1、崔滅’物懇夢えなメかツ薦が、二の事

実から噛β6江の立1本悪心の影響と犬芝く髭げ袈二℃

バ’畷らかごあ葱》◎

　ま淡2一シク貿へ饗肥ノンぐ解♪　あ・よが1テトラ影

ド’汐ア必トブエノン（フアつ　の愈愈に感、洞イ礪浮キ下で

盆く及ズ三・可成身心し参鳥なかンをひ



158

CH3　？
　＼（〉ε月一。℃月3

c溝

　　可

。
｛
）

π

ク・Z・5　、総雑

○蚤C〆0馬

区

　ム人よ．の実、験夢心を総才告すると〉笈のよ．ラ｝二奉者毒翁’ずる

こと，が出衆る．

1）　トリアルそル不ごラン乙くメ、、／3一不能和ケト

　ンとの反応で4位にアル埼ル基が轟♪＼ご点κ舵

和ケトンが住放すな。

紛　下位のメ今ル墓ぱ反ン煽ぎ促進する、

3）　β位のメ今ル、基ぱ反《を裏P制ずる。

の　 トリアノレキルポラン〆）ノ）江規一アル・論ル纂より

　も．次し一フル茨〃基の古が容場浜反応ずる。

・7・3　喫験

ク・3・ノ　試薬

　エ今レン感、三；菱：油化孝工製のもの盤、すく〉ベガろ一

度が尺貯幽に水ム捕噛しで用いた。

　プロぴレン藤，三養油化祉製のものを工身レンの

場含と周様にしで用いた。
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　イ　一　へ◎　ン　『F　ン　、　シ　ツ　ロ　・マ　ン　テ　ン　あ、蕊　び魯イ　一　へ　墾　ぜ

ンは．ブイワツデ祉鍍のものεそのまま爾U彦。

　1一才クアン1ぼ索京イし議’尉の常の色ぞが）漁塞1碧U

だ心

　シツ・ヘキ杉ンば。ワ．5’声〆渉ど鱈記麟の育菰／βで’舎

威シ走σ

　イーブンデンと2一ブ”テンのミ屍。合・物ぼ、つぎ’のよう

にして，倉滅’し彦。檸なあぢイーヅダノール葱壌レギ

エラシーヅ網　 蕊融曝．とレτ麟定床液通耀装置慨曙

　　　ホD。タ拶～抄ゲじの綴疫で脱本し℃躍たプアン濁書

1叡率よよ％／厳準、蕪覆しノで一ヅ折ン善ダ・ゐ％ノ裁一

一ブテン34、4％　のク護．禽嚇7芝癖泌翻

　メチ｝レ駕ゴ黒ルヴ｝一．ンぱ、ア趣ド’り・ソチケ》ミガル君

犠のもの在ハ4ドリキノン存涯ヂ1てい纂、萄しぜ渉1、）ル

　〆ジチルオキ脳ドげ、和・光ρ一、級刀の療のゐ蕪、滋

し…てゆ、ら用の濃ρ

「7・3・2　 ．イソプPへ。蔦；レメチルゲヒンの分灘餌

　4・ノブ6リへこニルメチ汐ゲトンの倉城’紹つぎ’のぎウ

にシ裂9葺礪わち2ノ㊨煮虚三つゆブラスガノて冷却
幽、癌度誹毒・よび’漁チ雛一ト芝取・／君げ、メ手メレエ

チルケ←・塑㍗ぐ／・卿のと・＼筋広ルムブルデζド
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／醗。メ（謁，o例ρぜ）菱入淑で・4バ～タポそ）で’摩’きまぜ雛懸

「カ・”ら。、5脚く〆一アル蒙一ルカ「9一一メチル工畢・ノレげトン癖唖

ラ縫ワ・飢ぜ詮漁チ、ハ“ラ路ルムブルブ孤ドヅ癖解し一こ々、

ら戯び編ノ箋でヅ麟謝アブ、響謬が殴ノ瀞さぜ震姫ザぎ’1く£

ノ▽一下酸一一メ畢嶽瓢チル釣プ←ン繕褻で耀鎮欝、三野糊1と

ハイド’穏率ノン春托下ゼ懸剥のメーチル瓢チノレケレン

蕊滋玄レ喪俊、濃溺嚢醸も網之て蒸滋レ，を8％砂◎。o

の韻〆爾£激り訟レ腹が　¢の融撚ラ麗芝塩つむゲレ弓かム

で廉跡レ曙憾濠麹櫓申iく｛粛、帰㌫鍵透u劇壌級＼糊勲ザ

濡ゑ入ン《い嚢勲ズガスゲ｝認喋～｝一ゲラフづ一κよフマ

6ソプ騨ペニルメヂル・ゲトン薦・分敏レ叢蔚婦叉量～毒0

少認ノがスグ」婆トグラ＝閉イー一の謙でチ，結ッゴのぶうで峯

あ愚Oカラム33石ノ8ぐノ8％）一ダ犀ぞソ弓ド紹ノタ磁
．贋ノ之βoご．

　　　　0　　　　　　　　　　αイ30　ご月。一ε虚ど・o目3＋痴りゴ望→α旗乙5．尚（7－8）、

♪ア・3・3　 工手リデ’ンプ銘トンの．含・厳〕

　エチリテ“ンァ翼←ン1ぴア猷トンとア乞トア1レデ’に

ドかわつぎの痢うに凹凹レた。つなわち22の繋馬、

　　0　　　　　　　　　　0β　 0
　躍3．δご〃3＋o〃3ε〃。蝿δβ3とθoβ2と。β3

　　　　　　　　　　0　　　一馬し→ε／かδ〆プ＝6序ど．oθ3　　　　　砂一6＞
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並ッロツラス饗1てラ幽下環一トノ蕊慶露サ謝と葺xリツけ，

ノ．タ％一水酸イしザ新リウム水・1藩液3戯ン微！＆入歌、黙

剥でツラスコ一一ノδ¢Cに〉奄養ド振、か轡塞が礁が聴感

ア雛一Fからヅ整トン潔8・ρ戴ズ芝養嫁閥に伽乞簸。撃解・・

にツラズツ轡肉懲翫一疋継一一8宅）に4黙フマ、ア魁トアル

ヂ瓢避議。詳と水／43姻ズの麗倉凌・蕊静か1二漁ヂレた・

瀬ヂ4致6欝脅1蟹嘱ヅ’瀞穫群域獣穆か餐暴・ゼ残穣、愚度訟

／蔚％にイ激ッて／ぼ醇藺が・雪憲鳩φ薮。　ッぎ’1〈∫！》一酢酸

で申馨雛レた纏1、麓・癌で’癌瀞ぎγレこの瞬層と水磁鍔工一

ヂル麟蘇嵐液漫4轡ぜ徽護穫ぜグ’窄シウム輩も竃摩薦繰レ霞窃ツ

鷹トン記愚姦、〃’番～／瀞ρ寧¢の膨分滋取り轟翻た雌こ

碧渤分1く購鳳乎リデンア艦計ン拶轟泓Kメジ’チ樹寧キ

シド跳・ボがも盆一ヅ予ヂー醇が’灘癒薪て乱｝翫瀞諜承融

藩）議’潔懸璽、｝に麟畢、臨がい逝い碧一ぐ穐ガ’業ヴ贈ゼ勤ゲ傍フ

、1一にぶフ嘆・分取編梨シ獲。収…羅砂仰認ノ慨びん輔4嘱

（支叙磁運潔／．事380）9ガ・’スゲ疑ぜトグ・ラヅ噂一の

標．紳ぱザギのぶうであ・盤9ガラム∫歴3《㍗（んr％♪一ダイ

ヤソリド騨ノラ巖．蔓ノ3ゆゆご

ワ・3・準　 アレラ㌶ド鍵ダ豊←ツ瓢ノン砂倉議’

晦㏄C

8十盤蜘 →

ン

脚十

　
α

0
鷲
C

　
施

　
ご

ζ7－72



i62
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で’一庭。韓繰レ乏。　二み銑搭鍵畿翫湧去ぴた綾：、2｛？o◎ご
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　プテン混声籾がらの魔成建夢ら　3一メ4㌧一鳥一ボ寧

グダノ　ンあ・ぶび3，∫　一ジメ協ルーZ一ヘヂヲノ　ン
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3ノよ一シメチルー裳一才クタノン。　工1ミ，ノ73ρ編一ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ｝ご職響く別一あ夢。　　卸遍欝　 82。02（ε、一じく二／方）　の畷
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、藤樋1∂ノ％．ナ3二〃、漠．齢．んナずんタ躍4乏◎
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賄る。N肩だ，∫霧．跨ぐ3＿三脚もノ．あ露（譲，
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の　月・”潔γ躍6認・季・”演ノ・拶・陥ノε彦ノβ・夕姦動，ア・序戯光



♪
　

）
ノ
　
♪
　

）
’

♪0／

♪ヅブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葉70

0毒君槻　．　ぜノユ詑み　（／㌢3ゑ♪，
　　　ノ
　然ε．β増岬、・・．β〆塑歩・γ諾副・一払刃・3羅γ一漏ム・，．

〈ん趣くンも卸愛　ご／ダ6謝♪，　嶽．7・

　5つの玄献の診齊，！ア，

　荒顧　 晃、　増田　菰ノ　拶藤謬帽ノ伊藤・光臣、鈴

湊庫　，　環牽ダじ准盆諺あ・夢評。翻申．

　を。〃，陥諏ノ如，声ブ。ご。3ズの辮，訊ぬ艶激。∫．〆ん・・幽鼠、凶．

ノダ鯉ぶ遭ノ　μ．∫あ羨，工～み曜、賦婦．∫配ッ雲盆ノ　ゲ／〃θジ伽）・

　泓刃・序〆継・“所撹だ勲砒メぶ’し続命・紗弓否誕＆睡。・’

〈〆轟〃凡メργ庵　（／タ6を》ノ　／ρ．　〆3、

　β，じ．∂κ4ガ遡ノゲ．銭乙〆必講。ぞ走譲ノエ／4照，‘ノ伽蘇．∫、ρ‘ソ。忽。・7μ

ご／身ク3♪，

　ボ〆
　07μ魂じ3紹♂痴ノ鱈ノ㌧あ誕・齢ぎ・ろビノタ♂φノP・伊3・



η量
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嶺．θざ蟻ている。トリアルキルノ慰ラン払類〆紙しβ理じ

学1狩雌賓£：照すみし忍えむれなブリニぞ山回の蛾ノ

β一点．飽軍ロノアトンに対す嶺／，タ44加ゑ寿之・・感ラジ’
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7ロヘキ己ノン左、炭ゑ一嵩薫二壷結／含が他の二璽

訟壱／含と芙4支ゑ£なし宴1定化しても）多もの漏してシン

ナムアルヂ’ヒド　フルフラールど還ガトりブル羊｝レ
　　　　　　　ノ
∫汽’ランと．の及；さ・蕊試みノ…σ

7γ・2　論戦果と君纂

ボランのデトラζP’ロフラン溶多夜；ニオレフィン芝
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カσ：えて言闘畷したト1｝アルキ・｝レがぐランに小壷のメくと嬢

・β藩館和カル訳ニル此倉物芝加えた穣謡鰭蕊ボ
ひ　ンkヌずして3つ％1（な騒よう1二吹ぎ込み、　48じで及

応でぜたρ、結累．駐表鱈一4に♪『r博，

，農44＿イ　（幻β＿不慮露茅ロヵル志“ニル嘱じ倉物とレリア，レキル訳渉ンの反必・

叡，β棚飽痴編“窮
乃じ合物

ζと成物

冷。月3

　　0
只｝c日・
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“・〃・
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》び。日・

　収年　（％）

島3偏β（〈竣B
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　　0〃6亀乙〃0

！γし0残¢

ナ5・域　κ菰　翼訟

63ご 70じ

oc　翫£

0¢ 0ご

渓応湿度4グじ・　モル比R沼／嬬β千館知伽彫ルル疹物瓢侵’

酸系沸り量，2．OX／0づ）螂4ご翌無試3ダ槻巴畿プ蒔樹ご〃ロ之泥）

の奔～38芝蓬準払ず磐，　ゑ）浸応崎闘　μんダ，　の潔寿蒔劇謁チ紳

民）構蓬の塗櫛磁尿Gない、

マイ・2・で カルかぐンの反；応

スペアミント油がら精号し左4一カルボン襲用しき
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てト11エチルポ’ラン，　トリー4脚プロじρルボラン謁、

よびドリシク”へ薫シ｝レボランとの及ふε拭孝た・

及痴庄垂物は、ど’の窮理じもがスクリ受トグラプづ

一，葬層ク譲受トグラフイーゴぱ彪全な分麓旛鍬で

きなも）・主事埋物〃、h二放分ごメ磁に一遇のは軍威ノ分の宕震

量芭會み毒のゼあフ彦。主生の1’物ば二；級㌧分混念・の談

演■R，N轡Rの劇定，π議命耕芝循鶴たと二ち，（

ガーブク域’じホざれ珍ように、駈｝す昏れもβ乃九1ニア）レ

キル蔓が導入芝飢た形の4一メチルー率一イソプロ

ペニルー6一エチルシプリへ・マヴン　一£一才ンご∫）
ノ　ブ　「　メ　チ　ノレ　一　4　一　バ　ソ　フ。貿　／く　チ　）レ　一　あ　一　yし　一　フ。リ

ピ）レシグヴへ雫サンー躍オソ（π）あ・よか，”ブーメを｝レ

ー4一イソプリペニルー6～シクワへ饗シ）レシクロ

ヘギザンー2一オン（皿クであう二乙が判った。
　じ馬　　　　 ε月3

　　　　　　　　　　　　1ら瓦；R瓢一α琵。β3

　　　　　　　　　　　　五久ノπ《3尺二＝一〇維研羅α毒

皿・・銑二尺＝〈）

　鮎子で’主，庄滅’物のか’スクtソマトグ’ラム、の分離ガベ比

戴的良畷㌻獄πにブリズぞの凝性体の検』討と巷式みんρ

軒灯一義に喫性イ本の、紐成詣よがり又率直ホした・里性

体πに塩・よガπ《丈の比は浜寿の初瑚〃・ら〃｝3タぞ・・生
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祝し、二の比ぱ巌畠の蝋率蕊ホした涛裏ヒ志・、マも

璽駕し嚢かった・　こ吟渡の友応｝議　誘鼠東の添菰の他

へ
獣
隔

繊
寒

5つ

　　　　　　　　一　　　　　　　、～　　　　／／
　　　〆

　　　　　　　　　　　　　　　　　＿翻一一噴　
　　　　　　　　　　　！盛／
　　　　　　　／／／〆　＿＿＿一…裏一一一蟹一
　　　　　な認／　　　　／1艇〆
　　　　／評　／〆！
　　／／！減／
14〆　　　／

　　乱一＿＿脚　　＿一目＿＿＿＿＿一＿漏＿＿＿聯騨一
　　　　／　　　潟　　　∫　　　4　　　淀　　　〆　　　ク
　　　　　　　　縛碍σげ）

図d擁．酸ゑ洛加千の駒レボンとトリジクψへ死シ駈欝ランの及薦

麟湿度初○こ，伽ボン跡／β鷹・4、ドノシ脚噌脚六’殉郷ノ〆属
（ア〃ρ謬漉足碇£〃選♪ノ　穣ゑ加り墨ゼψパグ傭ど塞黛鹸傷認£〆鱒薗

望い汐り之，姦♪。

く》皿疏ナπ孤　 ム等価　　　x　∬ム
　　　　　ノ　　　　　　　　　，

に擦タト・線の照射にぶッでや促違芝れうてどが認めら

淑ての》幻・　この承に高彦永銀灯芝縄Qて蕉外鍍芝

蕪射し叢と，エう麟習一£の三下離“’婚ら淑ソ…，　この場

命皿飛ヒ菰義の沈巖ク3“2グであっノ3◇

　つゼ’i二2π次ぐ6／％♪ノ皿’拭ビ3タ％）のタ昆，含物三ナレリウ

A一鞭一プじ7沢キシドのγ1一フ。ツゆσルプ｝レコノノレ濃液摩
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3つ

へ
求
）

　　　　　　＿x＿一一一一一一一議一
／凝　翼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　る　　　　ン　　　　ユ　　　　ぷ　　　　ム
　　　　　　靖　闘　（ん勤）

廊了銘．痴ト線眠射下卿｝レボンヒト・♪シゲ恥キシ助膨バ猫

頭応混髪彊％ノ加ボン融肋づ雇ノ　臼シ知咽シ煽ラ淋み・・づ
沸認ぐブ〃誓書磨笈と振ビ／ρ幽認ノ

光漁　 鍔エ矛士製ノ勘w姦才永、銀叉r

（）皿蹴や皿煮ノ　　ム∬薩ノ　》ζ．広孟♪

ズ“ S000一で加熱しエピメリ乃ヒ承応輩試み匹。結累を森

ガブー2　 にネび。

　皿疏，δ、一7寧％ノ躍膿か一謁〆％の乎獲了競／含鰍アかい繕ら眠薮

が、　双広㌧の前疲ε歯し”て源7武L澱孟つ倉疹ナ遭ll二爽化ヵ、圃

誕力ら畝な・・のぞ・島ヒ魚の間でエご．メりイヒグ蓼っ

てし）》二z汐v判っ芝心・従フて2π駅、叢峨の立1本北挙は

イ・ノザ∀ペニル茎払シクジヘマシル蓬の立体擁麗が

閣ド毒ので’、、脅庵・はメヰル蓬の鉱体配置か’畷な審の
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みである二とが謂乃かとなつを。すなめぢシクリへ

震脅一名．　カル憲・’ン光トりシヴロへ糞シルボ’ランの及必の注写物のエピ

　　　　メ12イヒ漫応ご4000）

ラ％
遮

（
亙

窟紐
ろ

周
）

　
勘

踏
乙

摩秒壷壕叉支ぐ％♪

簾敬や遮．．．．瓜

ρ　　6／　39
／　　ク£　　之8

2　　ク4　　識忌

3　 ク4　　議滋

4　 ク4　　瀞ゐ

／瀞ぷ

ノρβ

ダ掛

／爵ρ

タテ

薫醜埜薫感二2、oメ／〃翻4沸認

ρ、／／〉一．ナトリ珍姦噸プ卿縛キシド＿鞠プβダルアルンづ1！灘：疲ρ・ブ礎双！

響一プ㌃卸⑬ノレアル：7”♪レブ、塗辮ゑ

キシル毎1磁ガルボンのシツジヘキゼノン撮じ対レマ

ほとんど一方向力・ら工叉馨し…て㌧｝る。

　トワアル干ルボランZ畷状賦，β一三難和ガルポ’
ニルろヒ、｛》，物の；夜応・の・立1本ろヒ零芝謬月ら治・｝くずる遊めに

よ一メ手ルー忽…シグワへを琶ノン払トリメ手ル爪”
ランの濠応・駐薩隻康存乾下で竹奮い庄萩’物と綬言争レた

。酸ゑの畷き込み申移メチルァ搾ランの翅L・叡ガ、・あ勤の

＝ご’大画季1のメ．チル！に’ラン歪拶0ゑて燈応一芝《鷹ヒニう

原料♂一メチルーZ一》グロヘキゼノン1二計して裾

％の9丈車で主嘘数吻一薮47乙・卜董の一議㌧分（又％♪

メハド4署一ら・抗たG玄～乞諏こ好勿芝’分取力いスり7㌔コ’で　｝一クラフによ．
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つマ単離：し、その工罵NM尺スペクト｝レあ・ぶび’β．ター

ジニレジフ∫ニルど　ドラ・／ンの融浜2藩爽尉レ簸とこ

凸トランスー3．∫一ジメチルシクリヘキガノソ型
あ多二とが判った（実献3）釦戴’の馳歳／ρタ・6～／ノ〃・3死，

爽験樋・ノρぎ．0一ノ0タ：・〆　♪　○　ず　な　わ　ぢ　ト　リ　メ　チ　ルポ’ラ　ンの「

　π　　　　　　　　　 ア’ぐ鰍糾の　　τπ（画）

メチル墓の《諦珍はよ一メチル蓬に対レてトラン又
側かウ多叉馨ず蚤二払力、”単1っ1た窃

　〃μ躍ちのねナー薄手ルー2一シクロへ噸己ノン

とヨウ4ヒメチ1レ々グネシウム主ヲウ疹ヒ葬一襲1の，移症

千・ゼ友威Fさ江、及応・生滅噛物断99％狂占める、〆、4∫寸

ガヴ体のラ弔の93％，が’ナーメチノレ茎｝二対レ嘆トランス

鯉！ガ・ら〆チル蓬が’尊入さ承萩ものである義手嶺レて

い笛。妓フでト｝）アル㌣申ズズランとグ’リニマル誠簾、

とで’はi畷状の4ノβ一禿廉包和ガ1レゴぐチ、レ誌・合物じ対

謬る内応の立体／じ珍はよく・献羨ものて・あうシ払ナ窪廻

さ恵為Φ

　Tr一勉面諭壼二→滋→　π†π
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〃一3♪　　　　　　　　　　　　タノ％　 ク％

　つぎにカ、レボ’ソ転身此シツリへ雫シルぐグネラウ

ム芝奥比案一鋼の蕗託ヂビ夜寿芝乞、掩の純票払ガ
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ルホ“ンヒ卦リシク貿ヘキシ｝レボランの反応の舗果左

比較レ疋9》の、結果、図層一3久　のガ’スクゆぜトゲ、

ラム｝．二示さ鵡磐ようじ主嘘滅物どレ受甑、　訟鋤二繊

分、猶壁注概物Lレ聞δ、踊の二丁命から成懲’ ｬ診
絢が碍ら志慌。この裁ノ景ノα函〃一3ゑ～二三レ芝カ

ル爪“ソとトリシクロヘギシルノ亨ぐランの及ジる・で、弼ら八

魯諏轟ノ皿蓋と係埼時閣が’全・＜一数し、ニグ♪ものと／分：取

力“フζフ貿受トゲラフにぎっ｛αノ菰のラ昆倉物の菰嵐

、ケ取レ、やの1尺，NMRスペクト1レ註鹸：討レ澱とご

ろπ畿、麗ゑと選び化倉物之一あ理博乙ぴ列っ乏。

　こ点ろの結果から鵡之で、トリシツロへをシゆボ’

ランとガルボ’ンのゑ粛・ヒ劣・D吃嶺シクψヘキシ｝レ盛

が、イソプ貿ぺ5ル延1ζ鷲レ畷ほとんど’か・トヲンズ側

から辱入さ淑野禽のと港乏ら下る．ごの平倉メチル

塾しシ7授ヘヤシル星煽重の立体降輕翫写染謬履と
π薩，皿べん対レてぼ下のような立下階乙蜜か㌦禽」当とみ芝

廷；o ^”『o
　　　　　　　　　　　　　ll　　　　ぐプブー家）
　　　　　　　　　　　／やε一乙一（⊃一
　　　　　　　　　　　　　il録　　　　　　　　　　　　　〃0
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　　ガレボソ〆ゾ

π煮

。 ／8響 3ク ξ幽♪

図工一タ氏吻レズンピ甦化シフロ八や瀦パグ序シウムΣの原応
　　　　　　注型物⑳カ“ズ・ツΨマトグヲム

　　　　　累、カルボ’ンとレリシク留ヘマシ｝レ〆tぐう♪の及必踊主威’1物のカ’，

　彦　　　　　ヌグ㌃ク畷トグ“ラム

　ガラム　　　／フ∫ゲ2θ〃ぐ／ナ％）一　ダィ》ソソドん．　2鮒，議，ク廻航．

　濯穫　 君25側ρじ、
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第謹輩に轟・9てこの。廼の飛応がラゲヴ’レ橡携芝・違行

一ず箪こし芝謂らかにレ疫が、。極めマ立蕊本｝持翼殉で’あ

馨瓢とは、α、β一不・飽和ガ｝レ∫拶ニル荏含物のβ痘ド

対す警ア1レ：匂レ蓬の攻馨力船究愈なツリーラジ〃ルの

諦3て・樹由職方向力・ら4量念・われ馨のτ見懸なく、 （ププー

4♪筑1の岬て“示ご淑》試クなかルメご誕ル酸家とノ聖・ウ

搬諏多ヒの配他動黒が・浮彪了う二乙をぷ万ものと解

釈され蚤◎二の推妻命意女埼する事1爽とレ凪、　落壱ら

は、この種の孫応ではトリアルギ、レノボランとカル沢

ニル巌素間の立体障彰力vヤ天きくな多乙頂応・は極震じ

函簸にな愚が’、二の場倉麟にプ、涛でル・ラジ’ガル・での

ものの立ぜふ嘩霧でなくトリアル学ルボラン、全4本払レ

マの弦体韓彰が、蒙因払な接二Lを毘戴レ翌り蓉”。

フゴ・2・2　 ヘヲηルア｝レデじドの及薦・

　才一・べり由ア1レヂにド乙｝一l／　一・で一フ。貿瓢ゆ1レ1rぐ㍗

ンのゑさ芝煮念ッ塩・尊浦謝の授応で’継％・・）蝋津

で塵めぐ麹ノρr粥ウ・払爽ゆこの住磨ぐ拶勿博ガルポ’ンの場〆盆一

と闘撤盈く『の挙養縫が匪1蔓鐘念二載’諭から鳳各力・“、が尺

グ疑マレグ’ラアィー鈴よ｛メ＼葬層ク貿マト・グr野プィー

の緒寮ガ・ら4夙搾ぶ藩遊の壱のと液定芝織疋のて＼ゴ為

タ毘倉の慶蕊エメ～ノノ〉〃尺の型！建．あ・よ・び㌦元森茄厨ぎ擁フ彦

’φ凝の、絃緊、狐奢にβ厩にプ切じ7｝レ菱が二八芝飢澱
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2一領一プ汐ピ♪レー4一イソフ。質・ぺ．二1レシグ曽へ飛

げソーブーガレぎ賀ヤサア｝レデレド（研甑．η肱）で・あ

る二とが’判っ表。

　トりシクロヘキシルボラン乙の及応芝綱嶽レレて

4貯なつ乏と：二ろ園ぞ4－4のガ”スク汐マ｝一グ’ラムに矛・ざ

躍て象よウし、な峨ノ函誤誌・よガxの生孤’物が懲ち颪彦。

　　　　　　　　　　　　　　　　　
ヒ

　　　　　　／之《〉　　　　　　　　　／40　　　　　（：帆犠w㌔）

園ブ／－4，ペリ｝レアルデζドLトリシグリヘギう紡ガランの夜応壌謡物

　　　のガ“ズクジゼトグヲムの一評

　刀ラムブピーゾン殉一スんぐが％♪一グイヤソソF’M。’麗メ，フ纏侃

　凝蔑　潔ρ％

図〃一ナに眠戯，広ムふよ。ご’又の庄戯の橿｝を示すσ1鴎説・

よか“凶の各度芝旧離講う二とは印添可能マいあつたが奪、

：二，轟の混倉物と，シ爬のZ尺，ハ！層三又くぐグ｝一1レふよび’柔
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ナ0

／／　←

一一一
?
?

　　　　　　　　民間　ごん∂

慶レ〃一f．　簾激。添加7ヂのべ1り｝レア｝レデ’じドヒトソシクロヘギシルポ争

　　　　ンの歯応

菱応彪麗タ〆乙1　パリルアルデ’じP8、OXノδヅ物認ノ　トリシグ買

へ薫シル爪“ラン奏OX／o一ノ灘ノ薫7：ガ万漆嘘吐〃業転癖霧ノ

酸東盃ガロ畢：　2、oメ／ρづ例護ぐ璽戴3弐φ鋼ε馨ノ酵閥ご》び乞裁）

素・分前の結果力・ゆ、（〃一6）氏で示芝れるよツなβ

紘にシグツヘキシル撞が藤入ミれ庭2一シク貿ヘギ
シル　一4　一一　イ　ソ　フρ歓；7へρ　二　｝レシグ　胃　ヘマ　ザ　ンー　フ～カ　ノレ

がご薫ザア2しデ’鋲ド㌧ぞ輪あ伽つ乙繋ぐ畢乱1一？ゑ9　ま7三x：ば2

一　シグ瓢7ヘキシ｝レー4一イソツα瞭ハぐ5ノレ／シクゆへぞ

サ／ソマいあ後転どノブ牽ゴッ彪。特に酸訳三添がロレ奪、2

で夜応芭塞め簸場～含に、添カリレ姦場含と樹ろ界イず下で’

〃0蒔間嬢k／又躍と／X惹　の倉審ナ墨がグρ％に逮す答i二

φ麹窮ぢ“メの膨笏～が驚く謎、めらぬ濁二滋かゆ、Xば
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反勾ノ轟が二二ざ漁マ庄砺レ炎ものと撞定芝嵐る。掻

＝で’酸イご高高が莚ら蓉いつ菰イ率として謁二水、綴：灯蕊廟

ので醸ダト線の照：西下で矯樵の攻ふ蕊鱈噸。簸とこ箏、

偽と臨が肇顧ず悉がXの膨卿愚塗《なか，下札該

竣この溶液K畷ゑ蕊添加レ薮と凱う』、配薮、μ窺の多威少
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ぞ粥蕗墾蕊藩鳶簸騨、こ講・囑君ラ屍参之淘響の喋＿ジプ・
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斑舞オレヅヂン謬）嬢一薯㌢ヴぜAの螺確姥襲繰｝｝題蓉
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卸馨かゆ、ノ滋〆鞠／8〆ビか1噛、ρ／輝懲。♪ア都トツ瓢ノン

霧・ぶか・o縛ズの賜倉に1・藩5デ紺のγルギル譲の．う参ず
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るごヒ滋・ぶか・・石毒搬ず華が警めマタ欝卸㌘毒り礎餓擁澤

歩下灘慧瓢℃から、濟下冷威彬零L看函な灘斎・かあ

響駕～濫瓦ら癖蕊の

　第r章にあ・い吃は、アクロレソわぶひ“メ乎ルビ㌧

｝レケレシ鶏トリL’ルボタンの液力が強か璽ラゾ”

レ繍’従二等あ箏がルゲノ華シルの再托∫で圏麹らな
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旧いヴμ←ンアルテ1’濫避の鵬・今に｝譲雇必嘘阪鱒のま七回
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癒認影響・稔窺纈へ響ご憾ほ・塾雛津藩e軒輿撫あ撫．

　壌イ肇r舞κ；霧・い曜露、こ灘殴応齢寿痢ヒ・池4詰み轄瞳の

綬奮寸灘綴褻笠菰シ慣摂綬喉㌔舗声燃一｝’飽弗蓑摩｝レ謹ぐ瓢申詫
　　　　　　　　　　　　’
倉絢鳳卦liフ’起キ撫∫掌・喚ランつ’綾む靴少了なつ翫欝　饗藷レ
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・アジヤ劾癒》，本縄饗郎（症六瓢・巴弩毒鷹縄灘

），蜘論菰雌ミ紘丸瓢・芸準鼠此滋罪潔’建奪），拡ぶ

へ昨㍍蝿x瓢・ミ・ぜ膿紘轡）潜ぶび藩杯憲光く誰紅晃

瓢寒・鰯諏幾繊）の鋤鍬ノ騨協が麺ぎ掌望織藤ぬ戴亀

の㌘あな。　講簸爾魔懸鴛露嬬磁愚壌（慌翼瓢勤轡）

，轡ぐ醸照多（甚紫瓢減鵜）淘禽｝ご多武の助育蕊い簸

ボい薮、こ漁う吟露鐸1で脈く霧嚇鰍奮・翫象難審毒、


