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エ 緒　・論

／．1　備宅

徹媒反たは廊孫．の相が糎甥・」すると，均一系
と不均一系、に分ナられる。イ新府工業製．ゐ35ちで，

均一系、徹媒反六肉＝よる有機イし学製岳の生産額は迩．

第憎しつつ捌、物中で細動性融繍二ついて
の研曳が迩国儀ム／になりつつある。　｛、かし．不均

一下館反；応・よ訓噂工業戴畠の生荏顯・ぽ，均一

　　　　　　　　　　　　　へ系．にようよりも／よるかlrL：巨．塁臭て“蕩リ，イし券・エ’裳で

均一糸底玖媒反たが占あ多べ鉱置は，不内一糸のも・）

とレしへこて．は：ろ〃＼にノ）＼定　㌧へ。

　均一京可容佳・触媒反比は不：均一糸の固4本翻詳記

敵比べて，っ物特長が麹ザられる’）。

（・）主ヒして紺臼で仮たと行う修め・㌻，不均一糸

詞も温度と軸距・申i御がしやす・＼。また不均一
系と比べて露顕う古性徳の母娘を勅果診勺・っ制傑しう

る．し拠か・って生威物の回すδ醒択性が蝕弘な

り，純度よく高邑：牟で自も勺生成物が得られる。ン

のだめに均一朱徽媒反応がエ喋も勺ヒ壕際れる・
　（b＞均一系徽乾反飛・じおける反六ナ＝機構は物埋有檎

化洋のも9縄とんビその鷲適肉で鍋ので，
ここで得た知妄しが不均一奈の固イ本鶴媒に毛応用び

起る。特に固・体・徽媒表面ζお・ケる反六ご集イ牛で・生成

偏金属、蘇は金属化合吻ガ・夜た・の活性矩であ
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る谷倉ト、よ，笑の金属り嚇体ヵ＼らっ知見が固体謝慰某

の夜た樵検解Baつ一助とな　うる。
臥hのように均一系可審性蝕媒・二三する研痴よ，

エ三色勺じ．も甚i，そ楚壱勺1二一もきわあて興閉末G察い毛のて・あ

る．若着は均＿象可容性触媒七二り端派緒ヒk一（，

昏ずべンタシアノコペ1レト（の錯体・と取■）hゲた。

ユ．　2　 ペンマヲアノコ／V・1レト（π）錯イ本じつ

　　　　いて

　コベ，レト⑳旧りフK塞丸つうアン化カリウムを閉

門じ加之ると，　まずコベ旨レト伍）9水知全疹イ本

・・［・・（CN）・H・・1か・生成する。）れば・燃し変化して

K・［cO（CN）6］　k．なる。　しり・し．　こ1れらの2イ西r）〕！V’

ルト金旨イ本は：不安定であり，空気・中の酉隻素によワ宿

扉）に西憂イヒ，辻　れて、　キ定な・3，て西の＝7ノ・ぐ1レト・／金昔イ本に・な

祉とが100年・噛じ報省さ張ている7｝。
　K辱［CQ（C酋）6］　→一　1／2登20　＋　1／402　＝　K　3〔CO（C餌）63　＋　KOH　　　　　（1）

　醍素のイや1にヘキサレアノ金失（瓜）酸力りウへ（森血

塩．），　1、4一ベンゾキノン、ま仁ぱメチレンプノレ

寿によっても額疑イしさ才し，〉心霊1・うような無酸薫摺ぐ鮨

で酸化還＝元が成り立つ3き。

　K“［CO（CN）6】＋K3［Fe（C四）6〕＝K3［CO（CN）6｝＋K躰［Fe（C餌）6｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　款一一少し臥飾破かのぼ・り，室煮雰囲
’三下ガは2、〈西のンアン化コベ”レト儲イ本の》丁丁容う夜
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力悌曾て・，また矯容細前臨る比に劫水
豪訪画して，3伽コ心レト儲イ本に偏玩ヵ“
搬・告ざれている紛。

　　な　　むく　ね　ちコ　ナだ　　ユ　　ヨし　　く　ねうちコ　キ　　だや　エノ　ヨ　　　　　　　　　くヨラ

　月キロ昌鳶毛のは金属イ錯イ本によ一る霧雨虫点訳竣イし置元～乍

爾の石激しで、ラアン化物イオぬtよる砺葛禰と

滅べ’ていると萱に，フk柔雰嵐気下て・塩イヒコバルド⑳

齢一夜とンアン化刀リウムフk㌧塞液とと疾合鈎と．

フk士力吻量にワ鮎父されろ琵と奥川お・した．こつ

水素吸収特性迭もつレアン・化コバルト・砂錯・／本っ比

容液は、CN／・・の匂レ比が貯のときに巖毛履の水

素左吸収晶比，よ・よが畷甚し匂k素によワ痔
融釣塁元が行わ福と報嘉しゼ6♪．
　こ，の止立な金皆イ怠り水、謡う夜ヵ“7k素を岨収し．永象

化反論の掬一三虫媒作用とするとう報告ば，当馬の

イヒ姥にとって誠に懲嘆すべじとであったワ託
9錯体はベンダ：ン・アノつべ、／レト（幻［C。（CN），］・一ヒ呼ば

釈，内外りイ噂老蓬に研究題目ヒして早墨取！ノ
上ザられた、さらにペンダシアノコベ’ルト⑳ヒ：類

似する系，でなわち重り遷移金属左恥・た均一系

の司容性急礁綱する広範師耽へっ端皇国．
た。ペンタシア／コベ’しト（π）は感激性の／錨体であ

3》し，あ・よが襯製が磨島のため・ひ／生寮，ほらが

に直々の有厚物の氷素4し反1沁についてっ努数9研

究緒果か報告されたり少。　このたあに一歳・は研曳し

動ざれた感．於ある。
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！．3　ペンタ1ノアノコベ’ルトση錯べ本に

　　　　8るニト0ベンゼ’ンのi塁元反流’に

　　　蘭する稜紀往の石費晩

　’ペン々ヲアノコベルト（の1二よる：ニトロベンゼ’ン
・）還元反．ホ1、ピンついでつ起・、の二二づWある。　Kwiatek　58）

はあらかじ・め永煮左門賦した水煮化・野幌［C・（C翼），睡

にニトロベ’ンゼツの・量っ・っカ0塙ヒ．反た乱誌る

水素ウ甜父ヵ毒忍められ．アニリンのほかにアゾペンセゴン，

ヒドラソ・ペンセ・ン9生威と報・零して、、b．段々9フκ煮

イ共き合≧原と用い配ペンタンアノコベ’ノしト（π）によるニ

トロペンゼ’ンのi塁壁反1むで1よ，アニリンのほかに

アゾベンゼン，アゾキし・ベンゼン，ヒドラゾベソ
ぜソなどのカッフσリンク“生．成物が函昇ら’れ昆と報告

しているqJ。ほの◎

　以虹の報壱で、浩・険糎、客永素イし金皆体t・・（CN），・〕・一

であ㌧・、アニリン観路と刀ッフ．りンゲ憲を路が幻，

⑭憩尺、詠素1共給源に依存勃と述べるのろで．
二六r機横：1、1よ挙れていない1似lll⊃のために暑老ぱ

へこン9ラア　ノコベ・ルト（正）によろ　ニト〔〕ペンセ”ン‘っ

還元反応乞ネ羊細、二槍1糊した。

ユ．4本研晩の梅要

ペンダラアノコバ’1レト（π）によるニト⊂1べ’ンゼ’ン
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r）還元ノζt穴・は次のニラ7シ玖で・そ千っだ。

（。）あらかC・め儲体に永棄左・桝無せてフk素イじ錯
イ本　　〔CO（CN）5H］3一　　を　　っ　　く　　　り　　！　　フやく、素｛蓼　囲　気下　・ビ　反7池・　一望　　ま、。

（b）糠イ麟伽フくらすウ［・。（CN），1・一9まま窒纏

囲気心で平分する。

　肋結果一・ず輌瑞合もアニリン生叙量院
紀跡程度であワ，主生成1物渉アゾキレベンぜンガ
あっ≠しρ斗父零店弊偲び・）＼辻く、　60σ（⊃イ寸寸．r）｛寡うi獣

的一撮療倒／［・・（⑳，酢と〔・・（CN），】・一b差翼が

ほとんど認められない1η3も

　一杯と鵬・主飲・よカップグング麟と
考調て，漁9反た微横：ま椎略しに。

（1）ペンタし’アノコベ1レト（のか’電ケ，供与や生，ニト

てコベンゼ’ンが電子受容，・隆τあうたあし．電荷勉動

錯体力勾留し．泳舜段誌解麟になる。
（2）ニト臼ベンセ“ンの酸豪原子て個ゲペン9iンア

ノコベルトωに引き衷ヵ・れてニト臼ソベンビンじ

隊る。このニトロ・／ペンぜン1叡ペンダラアノつべ
｝しト（征）から亀子左・侠をとれて托のラジ’刀1しアニオ

ンにほる。

（3）ニトロソペン《3’竃ンラ〕ジ｝カ；レア：ニオンっカッフ。

リンゲPい1アゾキラペンゼンが生成する。一秀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ酉簸原、子・引飯破萱後，あ・よが電ま寄与重りペンθ

シアノコベ”レト叫は不拮性．になソ．凄定．な3∠酌g

コベ’1レト錯イ本になる。

　こり反たキ年輪によ牝ば・、ペン9し・アノつべ・’レト

〔正）にF艮らガノ臨イ也・う2イ面の霜コベ’レド傷若イ本左用いても，
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＝＝トロゼ’ンベ’ン駅“カ　・ソフ0リ　ソク6反1た・してフフソ‘’キシ

ペ’ンぜン£生成ぬ》とが“予到改れる。二のちめ．

廠のコ心し晦壁体にト・べ・ンぜンヒの厩
ど試み乞。その下旬，選択釣にアゾキラベ’ンセ，・、ソ

が／生威寸る）とε謎・めた？3コ4・フ銅8！

　一方．ペンタシアノコベノしトω1ηあ・よび呪っ配

値子9一部を2、2！一ビし。りう“ル（以下BPYと論祝
寄る）で置：零した》アペゼ（・l／ヲ・ル）コペ・ルト（ロ）／幻

のフkう｝馨う夜は7｝ぐ条秀～囲気下／界面≧舌や曳剤亀う浮羽下る

とメタクワノレ酸メチ1レ（以下剛Aヒ田回診己弧）の重

合野崎藷性脚あるしとぎ高橋三ネ見ら魏報老してし、

5。

　箸老は図図A重・詠じうすする1ンア／（ヒ・ピリジ1レ弟

コペ1しト（π臆体のCNとBPY肋比率9彩響・っっ
、．、て異才れた了q）。物結果．、CNとBPY，ヒつ混合

配位子鋭っコベ’1しト肛）錯イ本氏フk素雰囲気下で’

いヵ、なるモル比τ・もポリメタク男レ西門メチ｝レ（以下

　P陥と鵬乾する）乱収率よく生成しk．さらに
CN左含まないBPYらみの単騎己位子り場倉も
P凹凹A御高野葬で生威寸るエとを見いb・しセ．

し9・場念・ば》艮合図zノ立子のヒきヒ喫奪ワ．窒．．素秀ミ囲

気下て・も重繍渦始ラも性．かある。

　BPYは1／金〉属イ：；キン1二西e」入：！しして夕員環キし一ト左

形成する。BPYと同様、に窒素原子と配仕基ヒし．

5噌員王蓑キし一ト乞形成するエチレンヲLアミンε西乙

位．子に用いぢ。この縮果，エチレンジアミンを初

あ、ジェチしントリアミン．　トリエーチしンテドラ



ア

ミン，テトラエチレンペンタミンなビ9脂航族ポ◎
リフフミ7と酋乙’位虜るポリアミンコバ’1しト（1D金糊本乏

同ネ策に窒豪雰囲気下、界一面i右性剤っ；条加により

P醐力、噛収率τ生威。た2．）。

　ペンタンア／コベ’しト（幻吉よび’シアノ（ビヒ。’！iゾ砂

＝コベ3レト（豆）ば晃のフk素イヒ！診皆4本が≧告・准牙重て・ある17’19）。

新しく重合開始壱陛がV見・、ぢされたコバルト叫錯

体は永素の蓄電却必専としな・＼。したがって二ト
ロベ’ンセ“ン9、カップリンゲ反1沁・と同一象に，こ塩ら

・つコ／＼いノしト（π）処体r）電子ぺ共を採よ：っ一て　凹暦A　　璽／含＼

ポ閣々台されゐヒヰ雀定した。

　レ又上・ク煮告果から，　凹凹A　重ノ合・閣ぐ色三毛十生と．もフコベ’

ルトω儲体は，既知の（・）フK気っ重心四千す託9．

のぽかに戴く（b）・k家嬬在左辱砥いもの、つ

2林下あ＆＝とみゾ9目らかになつち。

　本論文に鋲、て、まコ爵い（正）歌体っ電子供捌・

起因する均一冷媒作出。ついて論述．し，反応物の

上一から内壁左）欠92葦に分サる。
（A）　コハごノレト（π）儲イ本と＝ニトロ／＼’ンセゴ’ンヒ・っ反《）。

（・）コベルト僻錯体による凹凹A痩合．

終わ1，に石下党凶刃左名息呈する。
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2 コベ”レト（π）／麗イ本、と二』トロベ’ンゼ’ンとの

鼠証

2。1　緒　茗

　ぺ’ノ勺シアノコベルト（豆）ヒよるニトQベンゼ’ン

らi還元反．についてはつぎ・の；隼艮省御ある。　Kwiatekらη

はあらかeめ水煮と9夜叶父し托フ｝～煮イヒ．禽昔イ本［CO（CN）5珊3一

にイび拳量も爺臥下の少量っニトOベソゼ’ン乞i添加し，

覚温，水・豪雰囲気下で還．ラ下学沁と行。托。そっ儲

果．アゾベンゼンし少’量のじドラ・ズベンぜン左得

乞ピ報絶している。村上．増確らのは永煮七珍下

（3。k・加2），700Cでペン9シ・アノコ心レト鋤憾る
ニト0べ’ソセ“ンの還元1判決・とイ奪っ　た。　ヒド’ラソ“ペ

ンぜン，アゾペンゼ’ンあ・よが少量のア：ニリソが生

成、たと岸艮尊していゐ．窃敦貝ラ門司らのは窒素蓼囲

気下でペンダンア／コベ1レト伍）と壱固製し，二卜0
ベンセニ’ン　をカD九て　70σCにカ（コーン満し，　かきませ・　なヵwら

にドラジン永三口物左滴下して長時間反、穴・し托。そ

の結果，アニソンとアゾキンベンゼンを得た。ま
たヒドラジン永．和物の釈、〉にフk煮左甲いうと．ア

ニゾン生威か忙ん跡程度ピ減少し，アゾキンベン

ゼンが選緬鱗生成、仁と報岩、ている。笠原晃
ら千）は窒素牽囲気下でペンタンアノコベノしト（巧ε

も周製．し，ニトOベンゼンをカ0え．塵う墨でヵ＼窒まぜ

姦から永、素イしホウ素イしナトリウムの永ジ各）夜と滴下



ll

して反応・させ、アニリンとピド’ラゾ’ベンゼン芝得

たと牽艮・告して）、る。

　以L・）憲も果から，アゾベンゼン．ヒードラソ・ベンゼ

ン，ア’／“キンペンゼ’ソなビのアゾ化疹物の収弊が

アニリン9弓ヌ、部よりややまさるように昆彦いプられ

参．二甑らの報告駒て㌧活性種・憲・k素化鋸体
［CO（CN＞5R］3馴 ﾅあり，アニソン毎路ヒカ・ソプリンゲ

経路があり．その選択1さ永∫素・供給ラ隙。依存・ずるヒ

；猴定されて・偽。しかし反成・栂横の誹細は・億ぢ・

臼月らかにさ依ていないので、屠者はペン！ζ7レアノ

コノで’しト｛：圧）によるニトて＝）／＼’ンセいン9）1還九反六ご，っっ

、、で詳細な検討邑行つち。ミらにイ也gコバ・ルト（π）

／錯体によるニトロベ’ンセ”ンら翫反1益につい一ても
＝濃きすし托。



2．2　ペンダラア／コベ1レト（π）によ＆
　　　　ニトロ！へこンゼ’ンの還元二4反＿六し・

2・2・f実験労法

　反ノ益・1装　置、ぎ　Hershberg　Z夕（良型イ本箱う去、才与魚虫、螺．．元』裟」置

と爾い　た。　三／フフンイヒノブブ　リウム25㎜01　とフk80　cm・　と

入れだ500cm　3反1沁纂怨と永懇また1ま油券て・脅「定温

覆に二つセ。反証糸内9空・気芝水煮で置：即したイ裂に、

㌻轟Lイしコ／V，，レト（豆♪・六ブk知物5㎜01　乞ノ告むフKう窓う夜20cm　3

と茶回してペンタラアノコベ’ルト（幻［CO（CN）5ドー左

言周製弐た。　そのまま】所定の最度にイ呆ちな於ら引魚彪

きフk素力璽’ス、　εロ及ヰ又させ・て　フ｝く煮イし儲’｛本［Co（CN）5H33一　と

生成改せる。水素がスら磯取訪M亭止．し托斥須に，ニ

トロへこンセ“ン5㎜・1　左楽加し、永．素零囲ノ門下で反

爽・乞そテっ托。

　所定時鳥反1沁左行っ托復に反斑裳置がら反虎・容・

器を取、｝外し，反！売う夜＆彰温まで速やかに）令やす。

エチルエーテ1レ4Qcガで反心物を抽叙し，工一テ

ノ随蒸発ミせ托後にガス70マトグラ7〔カラム
SE－20、2m）■・分・越しち。エテiレ油甑復、の反．／た・シ夜り

可視郁のワ鮒叙ぺ7いし綿温で’劇定し，コバル
ト堪導として見掛頻匂レ・眠係数て楡嵌。
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2．2。2 震晦嶺告集

（エ）　フトそ白くイヒ／参告4本葺二よ　　る　　反ノ六5A

　7klOOc澱3ヒコバ’ルト5㎜・1を倉・むペン9レアノコベ・

’しト（π）にあらかい・め7k〆素＆ワ及牛ヌ、芝せて7kノ条イし儲イ本

［・・（CN），・｝・誌っQ。水煮吸収力M亭止しちつ塊，

ニトロベ’ンセ葛’ン5㎜Oi左添加し．：水柔蓉囲’気下て・

6・分潮三炭・して、反照譲¢影響左宅臥摂臥
下夢1水素化備体に掃肺ジとそ称す）．比鞍の勧、

・k煮をあらかじめ・三殿せろっとなく調製直復の

ペンタンアノコベ’ルト（の［c・（CN）・｝3一左用い．水素

三囲気下で同磁の反たと七つに（以下’㌧k豪零囲

回申の旧習・ピ称す）。

　詰果を回1馬示す。添う易付近では反1益物脚極め

て微量しカ，得ら札ない．反応温度の虹界とと毛に

アソ・キソペンゼンヵ・、選択も⇔に生成し托。二粥か

し彿（量のアニリン，ニトロソペンゼソ，アゾベン

ゼンなどの生成か観あられた．600c付迩でア・／’キ

ペンぜン牧率が最高に慰した．猟以Lっ高温・。
なるヒ4～し…準ヵゾ逆i二低下した。

　モル比でコバリレト⑦3・倍のフ｝（酸イしカリウムとカ。

先て未薫化金昔体による皮《・左行っ仁・ペン9シア

ノコ凹しト⑳の・k勲父吸一度は箔レ加の鋤Dl・
よll促進される・㌦報告され耐・るが，彰温・旨吉

予婁qに反して二卜。ベンゼンの塁元反沁が仰制ミ

械。しかし畠激ではア1し刀リ非添加の場含ポ／
毛アゾキンベンぜン双隼ヵ惇壱加・ち、



l4

as

g
"
.2S

>
R
"
s rs

s*
?, 'i

srf s

N
ag

'
i
s
eg
v

50

40

30

2e

10

o

'e
×"<e

A

e

   e.--A/" .)KK,,

      "A           NC<i:.

e e

0.5

0.4

0.3

0.2

O.1

o

0'i

O.2

0.3

O.4

0.5

if)`

S
Q
g
-

t
P

iSN

N
eq
･9
NN

<v>i't"t

G
t
s
kNQ
R
x
E
i
l
.

]iil'

           20 30 40 5e 60 70 80 90
                     7Z?mperoture [Oc)

Fig･ 1 Effect of ternperature on the yield of
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フ縢化！半割くよう反応永逝雰囲気魅鮭毘

では次の差異隔る．すなわち夕。．cイ寸瓦の蕨・
では永『素イし・錯イ本による二六yが、フ1く煮雰i脂気，中9反

　　　　　　　　　　　　　　沁よりもアゾキレベ㌧ぜン峡率が穴さ・・。しがレ
60。C以上、て当よ二つ喚序ゐ“逆一転氏セ。

　ペン・9・ンア／コ／＼・，しト（∬）による永：素収、∂、騨垂はイ眠

温ほど多・く，さらに反歳1中にも三審灸いて水素ワ風そ又

がみられお。反1沁ラ乱酸が凹くなるにしたが、つマ三

吟吸収量が減少、た。⑳℃レ人Lτは永素・及収り・・

と劃，逆k面素の径’主か・訊めら敷糺

　・k素雰囲気中の及於に言いて話す’三七浸水
知及収が忌められた．フk六六ザ又量二塁爵とと

毛に噌加3る減磁を虚した・しかし！700cレ㌻止ガ

，詠素謡面恥詞、20・c一丸は鞍のフ嫁
化儲恥くよる反沁の場Aと伺様、㍉水素。憂生が
わす“がなか・ら壱たあられた。　いずれの場、合、も永豪。及

収が停止する反齢鍛以上で・1よアゾキンベンゼツ

下冷が疵少した。

調製二二っペンダンアノコバ・しト〔莇よ緑色であ
うつ寸、，　下記と。侯4又、すう　ヒう；鄭三色，二なソ，　ニト0べ・

ンビン二三るヒ諸緑色になった．反斑壊劉・ら
反応殖巻乞恥／外して塾気に蝕れると，反熊・秀液

ば徐々に赤ネ二色に須イIしした。反1三生．成物乱才由出袴

る配めにエチ1しエーテルをカ0乞て才俵とうすると蜷

未色・綴化し拙こ9二二の・及収ス・曽クト1レと測
定した。　フk素イヒノ錯体または考《華華～囲気中のいす・れ．

の反応に加・、ユ毛，30～ケoo⊂つ範囲で423ゆし



イ寸近．にσ鼠収、種尺を示しセ」。　それL・人上一り高≧盈では楼

赤色と，なり、o及苧父弓取犬は378轍イ寸．通しl＝雑動tた。

コバ嘘ト左基シ隼にしズ求めた毛ルリ鼠光孫数は423

鰍では低温の場心に細Oooで溺が，高最にな
うヒ低．下しf乞。　3ワ8帆　ではいずれの：場含花　200

～300であった．。

　アルカリε発一酉し乞容叛のスペクトルの楓ぱ，

イ鼠温では卒23帆凪であるが、高温にな＆ヒわず、か

ではあるカv啄多勧して県30砺・w・になつに。　またその

と勧モ｝レ吸兆係数は示しく蟷大して．低温のと

窒ぱ2000前後になフた。
　永素イヒ血忌｝二よるニト0ベンゼンの反畑左38、

与7あよが夕9℃で行い、アゾキし・へ’ンゼ’ン収孝ヒ

エーテ1レ油虫4須っ塊賓つP旭光イ系、数との衰齢爵後イヒのを

詰めて図2舜、硫．

　反施初，期u孝、まず430燃イ寸近り吸妬又帯の吸
光イ奈教がい大　き　　く　プ藩　る。　　吃　のP及．光ノ系＼数ヵΨ，〕＼　さ　く　な　る

ヒアゾキンベンセ“ンが生成する。430w肌付近り

吸弓頭；オ，、・1窪く尉，ついに〉肖失筋と，代籾

ヒ390蝋付近，＝吸光嫌数が・200～3QOの新し．・
吸収帯桝王昆れお。　＝めときアゾキ＝ソベンぜン収：隼

が最．ナ（になリ．そ紗鯉恥反応噺簡娠二くしても．

アソキンペンゼン牧率とσ及．収スペクト1しに須化1き

宅窪められなかった，。

　し同上．・）急も果から，，こ，9）反《・はます“ベンダ：レつフノ

コノ＼・ノしト（∬）　とニト⊂コへこ㌧／セ＝、1ソがい　430Y），γしイ寸迫二にρ及
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      of azoxybenzene in the reaction of nitxobGnzene

      wlth [Co(CN)sl3' ±n the hydrogen atmosphere

  Co(I[)= 5mnol, KCN = 25 mmol, Nitrobenzene =
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仔～し極フくを，もつxキフ徐ξまイ本とつくソノ　こし、っ回フ圏イ：本、と畜杢て

アゾキンベ’ンセ：”ン乞生成するしとが治定，ざれる。

諏・及終極一知・・430猟刀・ら390髄’琢多慰した

二と帆反於・が終3し乞うと左示、て、・ると考九
　

り・れる。

（2）　望蒙霧～租気下におげる｝女六ご

　窒素零囲気下でベンダシア／コバノしト（加州臥製

し，　直ち　に　ニトロペンゼ’ン　回避・カGし　て　　6；0　分間風

応と行っ鳥・k煮化骨伽二よる反決儲果・比較す
るために，　イゼ乙っ集イ牛は2、2、2斎Pヒ固し“にしナと（レ敦

下”望素雰囲気，下の反応と麻す）。図3　に示すよ

うに，洋：温イ寸迂でぱ反義・生成物が縁とんど・1尋られ

ない。高温に斥わとアソ“キラペンゼ’ンが選釈白干し

生成し，　670Cイ期近で最大響ヌ＼i準、二喫し．　晃れルメ、＝ピ

っ高ラ孟ブ店逆にイ乞下した。

　水酸化カリウムとコバ’1レトう3焙匂レ量添加し

て同様9反於・£行。た．アルカり添加り影響は商
う易しで多見卜し，　勘考力0のとをに・つフ、ノ“キ三／べ’ンゼ’ン牛父孝…

が低下し感じめる70σじ以上で収部が最大になつ
托。　こり緬果左〔璽3に併宅巳した。

　望煮蓼圏気下の蘇・についても，2，2．2節尺

準¢て∫ヲ．68袖ぴク9℃に覧るアソ噛レベ
ンゼン収率ヒエーテ1し油平須⑦癬シ夜9P艮光イ素数と

り葱亀手・委イしを求めた。図ヰに示すように、さミ9

水嚢化錯体の傷疹・固秣の蘭イ象づ、・得うれち．
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｛3）ニト・ベンゼン／C・のモ眺ヒ9影響

　凍まで吻喫輪にトロペ’ンゼン／c。死1し比薮
fヒしてそ『・つた一もので，あう。　二のレヒをメ〈セ＜、して

二．ト。ベンゼ’ン量：を贈カロし三思果左言鶏べた，。　夜沁

最覆と永豪雰囲気ヰの反応で1朽00c，窒素黎強
気下の：反沁では670Cヒし，　それをれ60．分、閤反

辰・を1行っ托。

　表1　に示．守　よ　う　に　，　：ニ　トロベ’ン！ビン　と瑠一撃　し

橘アゾキシベ’ンセツ生平量が増力回す㌧コ・曽レ

じ対すうしヒはほゴー定ひある。　窒！孝、霧囲気柱の下

洗・で1ポ：ニト0ベンゼ’ンのアソ“キiノペンゼ’ンへ9転

イピ蓬とコベ1レト弓モ’し比は。汐に近い値になった。

ま九アルカリ左添加した場合にフフソ書’キ＝i／ベンゼ’ン

の畏大下地（図3）か得られちが．こ9場合のモレ
比，感○．夕3了て・、ある。

　以hの紬果は，イし洋一量：輪的1ニニトロベ’ンセナ’》弓

・Z・分・子とペンタンアノコバコレト（π）9ヰ・分・子からア

ゾキシベンゼン嗣分子が生成わ》感示峻・
ていう。なおペンタ：レアノつバ’ルト依）のt／位屋の

二ニトて〕〈こ’ンゼ’ンき二，用いてr嚢’凹しちと》ろノ転イヒノ誓≦

78刀・％でアソ1，キしべ・ンゼンが生成し．未蔑心リ

ニトロ〈ごンぜン感回収されなかった．し舜課毛

前記の化陛下が厩立っ）と左支舟す多誘煽・
とか瞬で雪　る。
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Table l Ef£ect o£ the molar ratio of nitxobenzene
       to cobalt on the yield of azoxybenzene in the

       yeaction with [Co(CN)s]3-

  co(xl) = 5XIO ny3 raoi, KcN = 25 XIO M3 molt H20 =

  IOO cra3, Reaction time == 60 min, Reaction terap.

  = 600C under hydrogen, 670C under nitrogeR

Atmosphere Hydrogen .Nitrogen

Moiarratio .Conversion of Moiar .ratio ConversionoE Molar ratio

ofPhN02/Co PhNOz toazoxy. ofPhN02/Co PhN02 toazoxy. of PhNO2/Co

(mmoi) (mmo1)

]
-

1.7e o. 340 2.35 o
. 470

2 l.61 o. 322 2.40 o
. 480

3 1.34 o. 268 2.31 o
. 462

4 l.48 o. 296 2.24 o
. 488



2、2．3　考察

　ペン9シアノコバ’｝レトしπ）にニト0べ’ンセ“・ノをラ泰

加して取収スへ。クトしを測．良、ち。図よに示すよ

ろ1・尺ぺ淋い型か・時吼誌ってA，B，　Cの
3麹類に変イいた．初期じはAのように4政紹．
好。硫帆に三・っ極六群が現れ，　つぎにBoよ
　　　　　　　へうじ41ワ牧艇に馨斥しい極尺がカロわソ，　ぐらにCの

ように41ワ遅徹乞階上とず＆大疑な弔一階帯んなっ

た。：：二トロベ’ンセ，いンのイギわ｝）にニト0ソベ’ンでン

とrン奪トカっしても、図ケと同庵兼のワ及、斗又ヌ、へ37ト1しにな

つ≠く。

　ペンタヲアノコノベルド（幻とニト0ベンゼ’ンヒっ

反応・あ㌦、て2・22猫び2．2．3唄と翼勧，あ
らかじ・め反応鶴夜つ4／7駿航の吸収趣犬課ユ定．

乞後に，工，チ｝しエーテ1しでキ由払してアゾキシベン

ゼ’ン場又率左求めた結果左図6に示す。

　ニトロベンゼン起アル刀ゾ金属また感電気イ噂
納・競獣心3ると，褐色9ニト0ベンゼンラソカノレ

アニオンか生賊する｝とはよく’知ら衷rいる。　）

のうソカ1しアニオン・り’電子ス、へ97ト1しの。及牧イ血置

については，考種尺つ値、が報告されてあ・｝1一至父しな

・・。。。、yana。am。。ら6）はエーテ）レ・中て・ア1しカリ金属・

ら反1惹によ9生成したニト0べ’ンゼンラ・ソカ1レア

ニオンが400～ネ70蝋に吸牧極穴と有し，髪の
忙置は電1子イ共与・べ本のア！レカリ・金・属の種萎褒氏よって



24

Iooe

g
8

£
O. 500

A<

               o
                     4oo qso soo
                       Wavelength (Am)

F±g. 5 Absorption spectra of a m±xtuve of

      n±trobenzene and pentacyanocobalt(XI)
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巽なること左日月らがにしている。　こ一の二子Oべ’ン

セ｝’ンラゾカ齢しアニオンは不明L定，で，　ミらに位）ン殴篁

豪し飢・《つかのアゾ化心残勿か・生成する㌃と乞報
老ほ、、る．二の反《，・樵構としてK。、yana。a㈱ら・）は

アルカリ金ト属による：ニト0ベンゼ’ンの酸豪原子っ

引鱗撫起結冠して・・ゐ。また…rianiら㌔憲2’他
の戯9）Schiff＞盆基金昔イ本、（．〈ん’Vノーエチレンヒノ’スしイナリチリ

デンイミナト）／鉄（且），レ》〈下Fe（salen）と略・記する）とニ

トロベ’ンゼ’ンの風永ご乙よりアゾキこンベ’ンセ．いンと客暑・

ちっと左報告・ている。ご．・・も鉄（ロ）儲体か二卜

Oべ’ンぜンり酸煮原子と引で挫き，酪豪金貸グ生．
威することを堤ロ昌しマいる。

　　　　　Ph層02
Fe（salen）　　　　　　　　Fe（salen＞20　十　PhN（O）＝賛Ph

　Ly気．ピのネ幾木立に從，㌧；ゴ本、反ノ託・に誘・いても

（a）　ペンダヲアノコバ旨しト（π）か3二＝ト0ペンゼ’覧ン

への電子4踏青力じよる二トロベ’ンセ｝’ンラジブフノレア：ニ

オンの佳成．

（b）　ペンタンア／コベ’ノしドα1）による二卜0べ’ンゼ’

ンの酸：素原†の引ミ挨を．

のニフラ名義呈9肩一周か田野寡される。

　V正ekら今）はペンタしアノコバ’ルト（幻と1，4一／Ψゾ

ゾキ／ソ（レ・三下BQと曙肖る）と綾合すると、直
ちにう集赤、色一二なり吃つウ承4又尺ぺ7ト’しば43ケ〃レwし

・・忘八吸杖左示すが，．でぐ軍消婦ンと記報告．
先　い　 る。　　B（；；し　と　そ　の　ノ＼⊂ユ　ケいンイしノ含＼物　は電子　毎乏、秦｝幸生

かあり，　これう没電子パ共事性・物噴aカ（コ菟るとセミ



キ／ンラン“力彪になり．　390～460白帆の頒七義、t

1～2個の極大鋭っ吸収ス響臼レ飾す比
が知ら愁いる10♪。し効・・つて上宅乙の皐3夕一つ
寿命っ突豆い吸妄念血夫は：B（λ9ラソ刀ルァニてン・二

　　　　　　　　　ぎょる毛のガあ・が．高速掃引法ε用し略・撫ぱ諮
謎は因蔓往ずあ3、

　ぺ：ンタシ’アノコバ’ルト（卜う電子供与性と巌言切す

る自白勺で，　B（；しのほかにアトラクロQヨ．4一・N’ンゾ，

キノン（タワラ到レ）あ・よが2，3つノ70の．ダ6一ジシア

ノー1，4一（ぐ’ンゾキノン（以下粍叙掩・PれCA訴よびDDQ

し酪認可る）のエタト虫篭液と〈ぐンダしアノコバ、

・レド（の捷〉民謡ら掃引速度・遅い普及型の包記
／分・光，光虐こ宅やを用い　てワ及一斗又ス／マ・7トルと湯・1定．した。

その紬果は図17労よが21二示すようにCA，　DDQ
ともに回れ絶“れのうこジ穿カルアニ．フ「ンに帰属しうる

・船幅か・存在秘。と左確訊・、た。

　Swanwickら”」2）ぱペンタシアノコペ・んト（幻ヒニトロ

ベ’ンでン　乙の反かもに　ょ　リアソ”キこンベン’ゼンが生成

し、　反1沁中P飼イ本と　し　てニトロソベ’ンでンのうニソ・カ

ルアニオン於生成する）と在E∫Rスへ・7泣レi二よ

　認めたヒ報告・て・・診．・y…・ら’31もこ＿とε

ESRスマ7トルτ確認した。

　以hの結果が・らペンタシアノコ・唱レトωとニト

ロベンでンしとう琵合す吾とノニトOベンゼン感ペ
ンタレア／コバルト肛！から電ぞと・供与されてラジ

辛しアニオ狛・なるが，直ちに酸薫原子1個と儲

体に引き彼かれてニトロ・ノベンゼ’ソっラソカ1しア
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Fig. 7 Absorption spectra of a mixture of

      pentacyanocobalt(IZ) aRd chloranU

  [[Co(CN)s]3-] in H20 = 3×IO-3 mol/dra3, IChloranil]

  in ethanol = l.5 >< 10-3 mol/dm3, AtiRospheye = N2,

  Curves i and 2 are the spectra of [Co(CN)s]3M and

  chloranU, respectively. Curves 3, 4 and 5 are

  vaeasured at 30 secr 10 min and 2 hr respectively,

  after the mixlng.
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Fig. 8 Absorption spectra of a m±xture of
      pentacyanocobalt(ll) and 2,3-dichloro-5,6-dicyano-

      lr4-benzoquinone

  l[Co(CN)s] 3-] in K20 = 3× 10-3 ;nol/drfi3, [2,3-di--

  chloro-5,6-dicyano-lt4-bezoquinone] in ethanol =

  l.5X IO-3mo±/dm3, Atmosphere = Nitrogen,

  Curves ± and 2 are the spectra of [Co(CN)s]3- and

  2,3-dichloro-5,6-dicyano-l,4-benzoquinonet respectively･

  Curves 3, 4 and 5 axe the spectya measured at 30 sec,

  30 ndn and 60 min, respectively, after the wixing.



ニオンと生成す＆。　これば4ア！7屑齢ぐ。双弔ζヰ愈長左

示すことがら，アゾキシペンペン生成二六・に謝ケ

み中間体マ・あろ二とが推定される。

　二五⊂1べ’ンセ＝・・ソとコバ㌧しトとのモル宅ヒ左転とし，

水素イし｛導体にょう反．応あ・よび窒煮雰囲気下iつお、げ

る及沁の中間体の生成速度と求めた．・k素化錯体

の湯合ば20．cで衝彊行。た．反心竃閣粕軽と
すぐにヰフ圏イ本のロ及執か・砺しれて大、ミくなり、　ナ。’分

復i二はつ段光イゑ着（が密勺180Qになった。皇素蓼劉気

下の反六物場合、よ300Cで中結筋本り吸収が観・めら

れるφ寸、．　その。及光イ町回｝よ約1／2であった。賓、壱果と

図9・二示す。

　図i　と図3　9意苔丸き比．鞍す㍗　ヒ，　30へ，60・c　の

下半範囲でアゾキシペンでンの皇成弊は
　　7k意イヒ／錯・て・奉・　〉　ノk素牽囲気kキン　＞　r室素零圃気下

の順序であっ托。　しかし60・C以云にな轟〉しこの

順序収沢つような逆，になる。

　　水気し艦懐く本柔雰圃気中く望豪霧塩気下
　図2と図4に矛・す実賦課から反鳶ン民芸求め
乞．積・分式ぷ参求めると永、素イヒノ錨体，望遠擦窪言

下いず荒の反応毛1一二一二威’1二從って進行し乞。

また徹・分法と黒いて反心沢数と菜掲と水素、化儲

体，平野雰囲気下いず惚っ場野毛1つ3～1，20
つ靴囲の但ヒ得驚。鼠ぬつ七七から両町の反応・は

擬コ決反1謡速度式に從うとみ．なすごとがで、きる。

さらに図2ヒ函4から反た速，蔑定数左求めると
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Fig. 9     Time dependence ofi the yield of

inteymediate ±n the reaction of nitrobenzGne

w±th pentacyanocobalt(!Z)

  O : [Co(CN)sHl3- under hydyogen at 2e Oc

  e : [Co(CN)s]3- under nitrogen at 30 OC



　　・k柔化・錯体による反哀・：

　　　　　37◎C　：　！．42’ン（、ユー0｝3　min一1

　　　　　470C　：　3．65＞（二LO一3　憩in｝1

　　　　　580C　：　IL。02）く10－2　min一1

　　堂素蓉囲気下の反二二

　　　　　590C　：　5。52）〈10－3　min一ユ

　　　　　670C　：　8．75メ．10一3　min騨1

　　　　　780C　：　2．065）く．10一2　隷in榊1

にほった。　こ九らの値とアレニウスフ。ロットする
と両・ラ『とも直志象謁づ系と回した。　こオtよリシ色や生．イヒノエ

ネノしキ㌧として次の笹t碍た。

永素イし金三体孟昌反1売・・79．37K」／膿。・

室素三囲気下。反応：　78．47K。／m。工

　以との結果とまとめると次りようになる・

（。）反心中圏体感ニト0ベンゼン，ニトロソペンゼ
ン⑦v＼ず・れの嘱／含＼もニトロゾベ’ンセ・ンのうヲカ1レ

アニ才ンである。マ圏イ本¢生成量｝よ永豪イし錯イ本に

よ＆ゑ1託・で♂三斜秀～里’気下9場／含・の約2緒である．

中圏体9生成が秦あら些る温劇よ塑煮需盛気下が
島《3・・ご，水気化姥体・・郎臨（2・・C）．

（bげソ・キンペンぐンリ生駿量・制低温蔑で祠礁

化錯体，つよる反！た・が窒煮零i蟄気下塗良応よソも勿

い。嵩温暖ブ感、逆、。重圭蓼囲気の反沁が勿くな

り、佃掌量論的・二ペンタンアノコベルト（π浮分子，

ニトロベンゼン2分子しからアソ・・キンベンぜンi
／分・号っ生山委、・威立つ。
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   [Co (CN) s] 3- + PhON2 - [Co (CN) s] 3- ---. PhN02

   [Co (CN) s] 3----. PhN02 - [Co (CN)s O] 2- + PhNO

   [CG(CN)s]3-+PhNO - [Co(cN)s]3----･PhNO
                                     I

   lco (cN) s] 3----.phNo N [co (cN) s] 2-- ---- phNo:

                                      ll

   [Co (CN) s] 2-- m-- PhNO: - [Co (CN) s ] 2- + PhN07

                       (? H+
   2(PhNO. ) . Ph-N-N-Ph . Ph-N(O)muN-Ph
                         6-

fiiZ. ik: 7tk, 8& B :

   [Co (CN) s] 3- + H2 . 2 [Co (CN)s Hl 3-

   [Co<CN)sH] 3- + PhN02 - [Co(CN)sOH]3rv ---.PhNO
                                       II[[

   [Co <CN>sOK] 3----.PhNO - {Co (cN)soH]2-----PhNOT
                                       N

               2-                 ---. PhNOT ) -   2([Co(CN)sOH]

                   2[Co(CN)sOH2]2-÷ PhN02 + PhNOT
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cD KJijk''

)4S ･l･tLKt

3Z. rt' 2{&

s a<x

+ OH

(i)

(2)

(3)

(4)

(5)

 (6)

(7)

(8)

(9)

(IO)



2（PhNO。 ）
　㌣　　H牽
ア　　　　　　　ぬ　　　　　　 ア　　ぷく　　　がり　　キ　　だ

　　占一　　　　　　　　　（ll）

吸収尺ペクト1レ測定っ初期・て現丸る4詳，郷，
辛70鰍っ吸裾歓群、まω，‘の世事のタ倍階調1，
δ・よひい瓜にノ　また」その斥須に王更，れ31　4／7’γし〃しσ）9及一

膳は（4），（9）両式の内モ第七普ノ体、皿ま・よび・τ▽1↓艇づkを・に

霜等秘と考乞うれう。
　二トロソベンゼ’ンラゾカルアニオンはすぐにカ

ッフ・リン7㌦てアゾキラペンぜンになうしヒが報
告改れている紛。　水素イヒ，・錯’体と三二黎一気下のい

ずれの　玖1｝L・も才疑1次速暖式じ從：う〉℃は，イ雛、体力＼

ら⑦ニトロ・ノペンぜンラジ1カ｝レアニオンの分・観

…珍倒齢び（’o）り両我が，こ鵬の侵たの律速後階
マ“ ?るしとε示峻Ltいる。

　図！に示誇ように永圭イヒ錯’君門よる反1託、，っお紀、

て，う二度が低いほど7k，豪吸ヰヌ、量ぱ大鳶いげれども

アゾ涛シベンゼツ4父隼想敦く心経蔑緬・デるヒ・k
素り及孜量感イ甑下する駅フ7ゾキシベ・ン昇～厚季み・・噌力9し

お・この詩果およが錦帳っ（α）（ωの結果ピ併せ■

角察ずるヒ，Aま・よ次B・の両反心榛構が煎じ㌧1倉』
って「

｢ろ｝げ椎熱電．す舗ちフ嫁歯髄体
にお、する反穴ソにおいで，B祇2瞬のほか，o最度が葛

匁なる乙ペン9：ンアノコベbレト（江）と二トロベ＼ンセ“

ンと窟直寝トに反1沁吉渉A檎構奮混じり倉沢、てくる。

ミらに島温度になると，，辱らA橘；借尺よってつみ



アゾキシベ’ソでンヵ》夘量1っ生成するよ3に黛る。

　長時圏の反1だ復に反ノ詩中間体σ）学30砥〃吻P／蔓収、

が無くほったものま，3ワ9－330筆帆（吸光イ糸数
コ200＿＿300）に吸紋穐尺がΨ舳勧した．H。i．

ら・痔）のざ法、二從うてネ竣蔽酸1素架橋錯イ本

［（CN），C。一。。．C。（CN），］・一を心成し，勃永容疲り吸収

スへσグトレ£測定・ちとこる、370蝋（照光係
数二2ゴ四一又極大8示沸．ま姻・i・卵は
アクア・錯イ本［C・（C崩・OH・］2棚齢っ2風弓ヌ・ス／マクトノレが3夕○

簗鰍（吸光係数二2∫0）に吸三種．六．と示すが、ミ

らにエ依左加熱するかま九ぱ長時閻炊置す3と重
，含体ε生成して．吸引極内が380w・（フ紹父係数

＝2ナσ）に捻回す3｝ヒをゴ殺后一している、　以捗り

害右果」＼ら（2）式っ馬脚引起抜’萱儲伽。・（c翼）・○］2－　1よカ

ッフ。 潟唐V”、て複核酸豪架楕今体【（CN）・C。一・σ・・（㎝）・］6鴨

に斥う。　蓉た（ケ）弍’②電子供：与姥イ本［C・（CN）5］2一感ア

クア錯イ本［Co（C助，OH、］・一にな、♪，　太らに重．合イ本乞生

1式し．　二九らのう民合低勿になつ　てい　るために．　378

～　　370　　γし〃霞，　（ロ」ζiミ、光イ丁数　＝　200一一　300）　i＝ρ及．牛ヌ＼ネ邑塞

ナ、を示す9）である。

2．2．4　葱老宅

　これまでニトロベンゼン9還元反町によ・いて．
ぬ裂性還ヌレではアニリン＆直桜生成する。アルカり



性あ・よび中性塁元ではアゾキンベンゼン，アゾ・ベ

ンセごン．ヒドラソ・ベンゼ’ンなどの斥重々の中間イ本ぎ

皆亀て一斗霊冬生．成物｝ボア：二・ノンにな3と報告掌れてい

る祝　ペン’9ラアノコバ レトω錯4本の水シ倦ラ夜はア

ノレカリ性なので，上一’記の政た経藩各マで反1沁が・アゾ

キン／＼1ンセジンで’イ；1言止した一と考乞ら1れない＝ン、乙1まな

い・　しかしペンダシアノコベノしト（π）の場含・団ま，

錯体・がらの電子秩をむよマバ勢本による：ニトロベン

ゼン・・らの面面原子1個つろ旨才女きを仮定す諄

しにより．反疑中間体としてりニトロ・ノベ’ン磯ごン

ラジかレアニオン9生成が容易蕗兇顔役，｝リ
ラジ刀1レアニオンっ刀ッフ。リングじよっ（アゾキ

・ンベンゼンヵ畦成す納考乞㌃とが極あて至薯
で’ ?る。

　以其リニとからペンタンアノコバ’ノレト（π1に液塗

する）となく．　すべてのコベルト（司礎「イ本は電子イ共

与任と埼ち一儲イ本は電子と赦甑ず。｝とによワ，

より安定な3栖つ魚体にいと考丸るソか・でき
＆。　またニト0ペンでンとのう民合・ヲ蓉ラ夜っ吸4父ス・マ

7節レと劇定ねンヒ侭ソ、混創勿噴の電子秩
チ佐左確＝かめるごとカ。て桟る。

　エ旬の・仮説εミらに確かめるちめに．ベンダう
つフノコノ、芦しト（幻以外のコベワレト（π）儲4本とニト0べ’

ンでン乙の反釦。ついて引ミ縦ぎ検もす偽☆し

し托。



2．3　コバ’ルト（皿）錯体と永素イしホウ素

　　　　ナトりウムによるニトロベンゼ
　　　　ン・7）選専尺ち勺還元

2．3．エ　緒　茗

還元剤，・ある・k翻跡殊すトリウム論いた
フkう碁う夜℃‡＝フに二あ・ける＝＝トロ〈ごンゼ亀こ／つ還元1み困‘三毛≧Eて」

あり，　700ρ（ンイ寸近のr島三豊乙て・・ようやくつ7〕／”メぐ『ン／へこ

ンぜンが霜融る。しかし二物金属塩初職ると
容易己アニリンリマ・得ら湿るが、アゾ・化含・物の生成

・焔脇ら広い恥・・の。エの弐・ま．遷彩金属猛

り添加によって未素化未ウ素ナトリウムら加・k分
’解カザ促i蓬豊さ　　穿しる　カギノ　　痔へ時に　生成　し　声し　7ドウィし金属り

有鳴弧題k素化徽媒1治性一。蕊る毛のとされてい
る軌　　缶藍化〕ノマ1しト（π）て”生成する1†＼ウイし＝コハ1’1しト

もニト（⊃ペンでン左アニリン1っ二元するが．ペソ
9：iンフフノ　コノ＼”しト（π）と耳弓い　吾　とつフ＝．リ　ンの　Fまの・1し

しドラソ・，／＼・ンセ・・ン乞生成誇　る　：：ンヒ　！三笠＝原　 ＼i翼」ら紛フ）w

報告し、いる。勘ことはアニリンへの反鳶紐路
0ほかにヒドラゾベンゼ’ンへの経路も別個に生成

ずるからZ”あるとさ索している。
　レ》化ピリ葛し1往のろ晋究論果から，毛老、ま蓬物禽・馬の

イ価㌧旨畳の’嶽本州いれば・，ニト。べ’ンゼン還

元・の反沁経路！孫う磐義与遮る》とヵマ・で，ミるヒそ慰

臣。それで種的コバりしト⑳錯体ε汗㍉て水豪



化劫気ヤい油妬誌急ニトロベ’ンゼンの還元皮
穴・を竹＼・．夜た後：路に及＿ぼす西ぴ立子9果宛平なビに

ついて検回すしも。

2・3．2　 喫：瞼労法

　500酬蕨蟹訥・協らカ・じめ・k素化ホウ気
す一トリウム5，帆，捗。之ヒ，ニトロへこンセいン0．5－c／M3芝いれ

　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　なてあ・く。蔑沁系内り空魚を窒薫で置換しちの5，コ

ベルト（皿）錯体L67蜘記つナOc〃・・永…魁夜を寛磁

志まぜしい朽痛下漏斗から三囲た．反鳥調車
　　　　　　ユ25’。C。反た時1間60命。　夜1だ今町衰工手1し工！『即し

40伽・τ・抽卸．エー〒’レリ・・季菟吃薇にかス’7

ロ外グラフ《カラ久∫ε一3・，辰さ2帆）で・舛ケ
し偏つハご瞬叫錯添よ徽助ナ広，鰻造酒喉3　

2．3．　3 煮課と考察

〔工）　　　（＝。（頂）一（二＿N一　へ1H3　　ゑ’諾イ本　 芝…　閑、、　≠ヒ，　還ヲ亡ノ反爺へ＿

　しアン化物イオンあ・よぴアンミン左画こ位したコハ“

ノしト（皿〉儲体と篠化勅素ナド♪弘網唄ニト

Oペンぜンの選元反たと行っ儲課左表2、二示す・
比較のおめ1て塩化コベ｝しト（π）とべンダンアノコバ

・しト（E｝錯俸つヒ左硬爾しん結集毛燃記し起・
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Table 2 Products of the reduction of nitrobeRzene

 in the presence o£ cyano-ammine cobalt(llI)

 complexes : NaBH4/Co(M) ratio = 3

                         Azoxy- Hydyazo-
              Aniline                         benzene benzene
                (Wt ig) (Wt&) (Wt rg)

CoCl2･6H20 l7.0
[Co(CN),]3- * 47.0

Co(CN)3(NH3)3 -
[CoCN(NH3)s]Ci2 1.0
[Co(NH3)6]Cl3 7.0
[Co(NH3)6]2(C20lt)3･4H20
                       i9.9

[co(NH3)6](N03)3 trace

  * : Taken £yom reference 4) .

 LO

trace

tacace

l9.0

 4.0

l5.0

37.0



K，［C・（鋤、］τ・店応急応の：ニトロベ’ンゼ’ンが回収ミ

れ托のみで・あっ乞か・，照3で匿：適するとう告や生ヒ示、す

ようになり．〔C。C酬NH・）『5｝Cl・て“’まアソ‘’キラペンセ”ンが

得られ・［Co（NH　3）6】肝ではフニリンとアソ“キヲペンセL“

ンの混合物＆生成した。融七口性1番《獲塩基、。よ
っても景多乏塞きうけ，｛Co（短H3）6HNO3）3　マ・1まう舌性＆rまと

1～ど；丁＼芝なカ＼つた。

（2）　　C。（皿）一〈！o乞一～＞H3系あ・よび・Co（副一（二¢NH3矛・

　　　・錯イ本乞田い托還元，玖六め

　［C・（N細・轡の配隔子と強い猷位子のN・、『と弱い
Cゴに置換しお場・ξ｝の患女寡、と表3レし示ごず。　　NO　2一で置

喚、て和くとフゾキンベンぜンの生成が輝乞られ

て，アニソンのみつで生成するようになる。ミらに
蟹O、一 ﾌ置換厳寒Ψ号すと紡佐オで漁失しお。またCゴ

で一一部ぎ置：喚され，彦ものはアニ㌧・ンとア∵’キンベ

ンでン¢混，告物と生成した。

（3）　C。（孤）一蝋系・雛体と用いた還ヲ己反沁

　これまでの紬果η・ら，しヒ戦白勺弱い配也子ξもつ

舳本，特にアンミン急鱒本禰々篇性嚇すとこ
ろり・ら・アンミンの代わりにエチレンソアミン
乏以下enと田津記する♪色面し位する・錯4本性貸いて突昏祭

と行った．表4に示すようにenを配破覗弐に
よリアニワンっ生辰四神制されて，アゾキンベン

ゼンヵ“・選択曲に生成した。　6個の配イ立座ますTて
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Table 3     Products of the reduction of nitrobenzene

in the presence oE nitro-ammine cobalt(M)

complexes and chloaco-ammine cobalt(M)comptexes :

NaBH"/Co(M) ecatio = 3

                    Aniline Azoxybenzene
                      (wt&) (wtg)

[CoN02(NH3)s]Ci2

tr'ans-[co(N02)2(NK3)u]Cl

ei$,tr,ans-Co(N02)3(NH3)3

ezs-K[Co(N02)"<NH3)2]

K2[Co(N02)sNH3]

Na3[Co(N02)6]

[CoCl(NH3)s]Cl2

eis-[CoCl2(NH3)u]Cl

l2.6

 6.5

 8.3

trace

l2.0

13.0

13.0

i4.0
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Table 4     Pacoducts of the rGduction of

in the presence of ethyXenediamine

complexes : NaBH4/Co(I[[) ratio == 3

                    AnUine
                     (wtg)

nitrobenzene

 cobalt (M)

Azoxybenzene
  (wt&)

[Co(en)3]Cl3

[Co(en)3]Br3･3H20

eis-[CoCl2(en)2]Cl

t2ean$- [CoCl2 (e n) 2]Cl

eis-[Co(N02)2(en)2]Cl

tyans-[Co(N02)2(en)2]N02･2K20

eis-[Co(N02)2(en)2]N03

eis-[Co(SCN)2(en)2]SCN

trace

 3.0

 4.0

 2.0

 ±.o

 2.0

 l.O

24.8

l5.0

30.0

27.0

4X.O

66.0

49.0

48.0



enでおめ垣C・（en）・轡よ・ノも．2祀り配位座lt他
の配庶子をもつC。X、（en）、型の1まうが一計1・強・・沽

性左回、し担。永豪化ホウ素ナトリウムと及於・物生・

威量との鯛係を図10に示す。

　氷素化ホウ素ナトリウムリィ更鍋量に比層・叔てア
ソ1キレベンぜン生成量力wほゾ直奪見も勺じ砲加し托。

ま托伽一［C・脚、）、（・・）、］N・，左用・、てア・ノ“キシ〈eンセ“ソ

・）末素イしと窄了つちが家反涜・のもらか・・回保又さ東たの

みて・，あった，。

2．　3．　4．　受遺　壱

　単な　る　コハ｝’1レ　ト（∬）去盆のみて“は永’素イし・生、｝式ζ吻　と　し

て一Aニリン次客身られる。　これは永，素／ピ融媒ヲお性．φ、・

木血あて8蚤いホウ・化コベ・1しトう生｝式によ3もめとい

わ躯ているつD。

　配位子ともつコパ’1レト（皿）金皆体を用いうと、アニ

ソンのほかにアゾキレペンセ・ツ。生成が・凱められ

で）よう　i二たrつた＿。　こンG）魚も果、ま〉欠のように．整孚里・て・・き

るも

（・）‘‘強い配位子場”う配イ立子cf囚・、輸で中心金属

のδイ固の西己イ動座とすへ・て些しべ五、講るノ金青イ本、赤不う名・γ生で1

ある。

（b）　6‘ろ｛致・＼酌己べ立『計傷〉り　　9）　西己イ立子　 乞　‘‘るる　い酋｛iし4立．ぞ場，，フ

の三位子τ置換つると活性と．『トし．アニワンとア

ソ噂ンへ’ンビンと・痕合物が生成する．
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Fig. 10
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of azoxybenzene in the reduction of nitrobenzene

with ethyienediaminecobait(M) complexes
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（・）“ 繧｢翻立子場’㍉翫4立rγらうちK・O（CoCl・6猟・○）

でばアニリンヵ・生生成物て・あソ，聴、でばアニリ

ンとアゾキシベ’ンゼンヒのラ齢穿伽・・得うれる。

（d）NH　3もキし一ト化しちエチレンジアミンτ・ばアニ

　　　　ヘリン生厳別抑制鉦れて．アゾキシベ’ンゼ’ンが主生

成駒となる。

　普通の西巳位子赴物配位子場の彊・・強存唱並
へこうとン麺のようltなるzzl。

　CN＞蕪02＞聾H　3とアミン＞R20＞F＞C1　＞Br＞工
塩，化コペ・1レト（狂）6フk衆ワ物は［C。（H、O〉、ICI、と考九られ

急ので，弱い秘丘早り・、・・よジk素｛しオ．ウ豪ナトリ

ウム，・轡嘱対して・錯体の形咽べ卑、っコ撫終が
響ニオ、ウ　イし＝ユ　ノベノし　 ト　　乞　生1ラ雪下　 る　　の　　て“ノ　　ブフ　ニニ＿｛ノ　ン　カ、卿’主

匿成物・琳ゐ。NH，は・、・より弓弦い西融争であう

から［CO（NH　3）6］3←　のす・マ・てカV・木ウィ巳コ／▽’レトになろ

ン乏づV・なく．　一老｛3は［CO（NH　3）6］鍵の姥イフ李・ヵwイ界ちれて

いるちめに，アゾキラペンぜンが生成すると考乞
られる。　NH　3蓬キし一ト剤にしぢ工手しン・ソアミ
ンは安定な／潴イ本、を晋落成ずうので・，　ホ、ウィとコ／＼”ルト

になうも9＞φ巴少ない。　エのた，めにアゾキ》べ’ンぜ

　　　　ヘンが主．生一国吻）乙なbO）で，ある。



2．　4　 オぞリアミンコベ・ルト念昔イ本っ存在下

　　　　にお1するフ／《素イしホう素ナトリウム

　　　　によるニトロベ’ンでンの選，才尺¢勺遽

　　　　元

2．4一．　ユ　　葱老　 畜

　繭章の儲果から，エチしンジアミソ£翰し位葛＆

コ・曲レト（瑚志下の存在下剛志煮イし才、ウ家ナトリウ

ムによりニトロベ’ンセびン＆還、元すると，アニリン

の生成か〉押制されてフゾキンペンぜンザ遽：二黒じ
1圭＿成する　こンヒε，冤ノいた、・〈しセレ。

　この選：択性はエチレンジアミンっキレート勧学

戦馬閥三下ると魁ら幅ので，工回しソ
ヲ事フフミンじマ艮らす“、　さらに勿くのイミノ基芝有す

る脂琳族ボリアミンと配イ立子とずるコノ憎レト・鵠イ本

と用いて、禾『案イし三又ウ干す一トリウムによるニト0

べ’ンで“ンっ還元反1蔑’と行った。

2．4，2更瞼ラ∫う去

　5－00ぐ繊3反11ヤ・容悉内にあらかじめ水づkイし才・ウ豪

ナトゾウムよ岨醐認ヒニトロベンゼンα3。卵をい
れて雰く。　反六ソ系肉つ『｝気左望煮で・置換し乞のち、

コベルト’錯体氷う魁夜ε三石姦か豊門ぜしな御ら滴下



う属汁かう加乞た。反た温度．？．ケ℃。反1沁時貸60・分。

反旋，物£エチ1し工一テ・レ40c〃れ3で才由虫しノ　ェー〒’レ

が海図～し三子ごにがス7ロで紅ゲラつ（カラ久5遡弓ρ，

，長受　2帆）　て”分ネ叶した．。　コバつしト・参巷イ本フk，捲う夜は

鉛・扁ラ水に塩北コバりし｝・ω六フk和物1。67徹厩

と祈辱」董：の目旨自六甲ホ0りアミンをカロ之ちもので歯リ，

反溢・直首∫に門門評してイ町育し†ヒ。月旨財族ホ。・｝アミン

は工今レンソアミン、　デエチしソい）アミン、　トリL

チしンテトうミン　卯よひ・　テトラLチレン　へ．ンメ9iミ’／ぐ以

下そM一・れ。。，di。。，・。ien，・。・renと誘記齢）ε田い

た．　赤rllアミンは熟、［三厳尊し叉へ吏窪｝した。

2、4。3　禦瞼・誰5象

〔工）　アゾキラベンぜン生成に対する

　　　太。リアミンとコ／＼ワしト　のモコしじ：ヒ

　　　の易磐
　ラk素イし木　ウ家　う一　ト　、ノ　う∠へ　に　よ　る　　二ニ　ト　ロノ＼ご＝／’セいン　r）

亀ヲ己夜た・じ対陣る〉畠L干しコバ畢ルト（㊤ヒボリらアミンの

匂し比早鐘を調ゲ托。さミの叡2・琢すように．

塩化コベルト岡帖で1よアニリンカ畦賦・．アゾキ

ラベ・ンぜソ鹸ヒんど得られほい．未・呼ミン左加

士うとアニリンっ生成が＝抑制、れてノアゾキラ／ベ

ンゼ冠。生胆するよジ闘った．　enの瘍・昏は

en／Coのモ1し比が・2のと芝にア’／”キ》べ’ン℃嘲”／生



蔵量が鼠大、となソ，アニワンの生成痔隊と《一ど認

められない。さらにen／C・の比蕊犬包くするとア
’ノ“キシペンセゴン生成量か鷺逆に；即しづ・”し，　en／Co騙4て”Uよ

　へ生成量が喚琢と汽！どゼ’⊂｝cなった。　dienの揚オ合感

dien／Co　9レヒが・1のと望にアゾ‘キラベ’ンセ，いン生成量

が霰ナい託り，3で1ま並にゼ℃とな。た。・。ien，

tetrenでは亟ぴ立テ対コノvリレトのじヒカv，2のとセにい

ずれもアソ”キ》べ’ンセ．いン生成量φ覧・最大となり、　そ

蘇以∴ピに比乞1尺飯《するとアゾキレベ’ンセ”ン生成

が・逆じ；坤制ミれセ．。以上、の眠声重図1てに示す。

　ア・ノ“キ『ンペンぜン生野量は）欠り順序ズあった二

　　tetren　＞　trien（ll。0）　＝＞　 dien（8●ユ．0）　・≒　en（4。7）

こ　赤しら　り括や生．り　ll良序　集よ＝‡｛参弓瓜内　rっ丙r・　し　た　キ　し　一一　｝㍉　イヒニ

合物舜定度定数（10gK甑）と勲与蓉関伽・扇よ
うじ思われ．る。

（2）アゾキシベ’ンゼン収無ヒフk図化木ウ奮
　　・ヤト9ウム・（｛起F月量との編イ系、

　ぴ　煎嗅っ鶴果で㌧アゾキレベンぜ霰犬収牟を・峯乞
た。。／C・一2，dien／C・一・，・・i・・／C・一2’・…e・／C。篇2のそ

れ塗れの・二二イ本、左爾い／　永，素す1ウ煮す摩トリウムベ更肉

量とアゾキラペンぜン収率との閥係ε下めて図12

じ示した．
　水豪イヒ庁＼ウ回すトリウ∠ヘイ吏爾量の蟷力。沁從フて

ア〉・キンペンセ・ン収華ヵ磁力・した。しづ・し過熱っ

氷素イし木ウ素ナトソウム邑イ吏爾ずると，アニリン
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ヒフェニ｝しヒードロ下し・ノレアミγの生成か・簾・あら　れ，，

図1エ罰すあ・二一らり三脚嫁目当鵠景ちす
アゾキンベ’ンゼン砺生成が才Φ制される二二Σゑし
托。

2、4，ヰ　考察

　フk豪イしホ、ウ慨す’トリウ∠八感力n水分・員年によリン灸式

の化浮量論に從って永豪左癸生する・
　NaBH軽　一ト　2H20　　　　　　　　NaBO2　率　4R2

加水づ耀速度はコパ1しトシ臣の弗力θによリイ足進さ札

るが，ポゾアミン笥コバ’ルト金三体では日k孝、の考門生が

過くな・た．（細アミン／c．）の匂し比敏董くす

るとと永様発生玖度，よざらに蓮くなつち。アゾキ

うベンゼン生成に最適の（貿リアミン／C。）比以ム

にブ〈：萱くすムヒ氷豪発生はほヒんビ仰制され花。

　キし一ト化／鉢物か〉触媒作用ε葵揮すろちあに、ま，

中心・金〉属の西し位座卵キし一ト面もべ立、号によフて兜全こ

、。満ちされずド，いくつかの空り配位緩と賀し。

祇⊃とが嶋辱巻件とてれtいる23）。したがって
これらの詰果はホごりアミンによって：〕ぺ’ルト原子

萌べての配位座ゐ南められる乞め匹，・k烈しホ
ウ豪ナトリウムっ加フkノ分・解が、阻！しされる》とε示

し｛し＼る、　こrlれらのイ」ぐ表とL・てen，　tetren，二ついて

の葱も果　左　図　13に示す。
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  25 0C, Reaction
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 hydrogen by the hydxosis of NaBUu

mmoi, NaBHk == 5 mmol, Nitro-

, H20 = 50 cm3t Reaction temp.
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　en，　dienの場・昏は，アゾキンペンぜン生成に最
適のen／cO＝2，　dien／Co＝1　の　ときに　それぞれのコハご1レ

　　　　　　　　　　トイ才ンじ塵の西巳イ立座＝が々笑っているので，　ニト0

べ’ンぜンのアゾキシベ’ンぜンへう選択生成ま紀は

氷煮イし木ウ煮ナトリウムの加フ｝＜分餌に対してii告性

を示す。

　エチしンこノアミン四酢酸ニナトリウム（レ李下edta

と略記す初潮い秘弦よに尉ように、コベル
トィズンの西巳イ立座がすべてi満たされδedta／Co諜！

以下では夜六　・生成住勿が・全〉くr昇ら蘇なかった。　また

。d，。／C。＜、ゴ、まアソ・キンペンセ“ン郎等よ・／アニリ

ン㌣又塾が・犬奇い。

　二上のンと、まアゾキレベンゼンの鋤附就に舛

しもぶりアミン櫓乙雨曝櫻を5いいみ★
左り「、していろ。

　なぢtrien，　tetren　の湯・合は，フk崇イヒ，ホウr兼ナトゾウ

ムの加フ｝ぐ’分解にタ解しマシ粘性、左示さない恭リアミン／C◎

二2．・て・も，ニトロベンゼン9選択還元に対して粘性

乞・丁・している。　この↓ヒは永，豪化ホ、ウ素ナトリウ

∠へが噺カ嗜水・分＼解し　て　考巻・生す　る　7k煮　ヒ，よ　ら〉　な　く　て　も　ア

ゾキシベンゼンヵ性成す3こと，すなわちポリア
ミンコバルト（∬）錯イ本その毛のによって毛アゾキン

ペンぜンが生蔵しちものと椎測される。



Table 5 Reduction o£
       attition of NaBHk

       edta-Co coraplexes

CoCl26H20 = l.67 mmol,

= O.5 cra3, H20 = 50 crrt

React±on time = 60 ntn

      edta/Co
    (molar ratio)

                             54

nitrobenzene by the

in the presence of

NaBHu =5 mmolr Nitrobenzene

, React±on temp. = 25 OC,

   Conversion (mol ?)
.---M-HV"V-M-M--V-X
 AnUine Azoxybenzene

o

O.5

1.0

2.0

±l.S

!5.0

 o.e

 o.o

5.

6.

o.

o.

8

5

o

o
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2．、タ　　オぐリアミンコベ’1しト（π）儲イ本と

　　　　　ニトロへこンセごンヒ・う反盆も・

2，5．　1　　煮老　言

延金て∴姻アミンコ、怖離イ本弟在下τ，k

豪化ホウ素ナトリウムによるニトロペンぞ’ンう墨
元三沁ε行うと．アソ・キ》ペンでンが砂粒釣1㌻生

賊するつと威弐疹。t・i・・，・・t・enの賜、伽・．しれ

らの未0りアミン左過剰汐飼い＆ヒ永圭千日＼ウ豪ナー

トリウムの加7K分解は坤制されるカギ、ア・／・キシベ

ンゼンつ生成ヵVl押制されない亭寅を酷いぢし乞。

諦ペンタンアノコペルト（懐紙素雰囲気下τニ
トロベ’ンセ、・ンとアゾキ：／べ・ンセ・ン｝二選訳不等凱い

る．以丈の紬果φ・ら，水端化木ウ素ナトリウムを
用いない瘍1念・かも，望豪雰囲気下で彦周’製弐た本。リ

フミンコベルト（正）儲体はニトロベンゼツ左アゾキ

ラベンぜンに運報蓬鴨る能力8有す＆と予測し．
レ三下っ実瞼を行った．

　　　　　　2．季．　2　　聚冒負’方法

　塩イヒ」＝1ハごノしト（豆）六クk知づ＝勿　ん67　悔い（疋　 あ’よが蘇や勇馬

量の劉アミン貨紐凍飴圃・鯛kに瘡ヵ・レ、
窒『業雰囲気’下マブ》彦とノ昏し　r（　才ぐりつフ　ミンコ♪マノしト（H）・金告



イ二審液齢く8。ニト。ベンゼン醇鰍・を直
ちにりと入し、フk捲まには≧由〉巻上、で所定）蒙灸度じイ界ち

電磁か左まぜした．反抗吻をエチ’ししラ・し如

岬・畑叙し．エーテ・賊駕倦させ二王にカスη

ロマト7・ラフ（カうム∫ε一30，長ミ2机）で今祈

し仁．オ・。1｝アミンじは工手レン：ゾアミン，ジPニチ

しントリアミン，トリエチレンテトラミンあ・よ・び

チトラェ呑しンへ9ン9ミン（以下托れ塗れen’
di・・’t・ien’t・t・e・と酪も乙する）左用いた．太σりア

ミンは…減圧：蔑達もしてイ更｛翁した、。

　ワ及牧ス／マ・7ト1レの狽・1定1し感2個のツンベ・｝レ堵イ寸

緬裳如し闇路1頒）翻・嵌．石炭セル内に
塩化コバりしト（の永う添シ夜，　一労のツンベリレ麿には

恭リアミン永容叛．他ナヒニトロベ’ンぜンメ9ノー
♪しヲ容う夜　　を　　丸＼　　れ　　一（　　　あ、　＜　。　　　糸　内　　（z＞　　空＿　気　　を　　窒素　　と　　置キ卓宴　　し

に後に両表をう民壱Mても式料器i液琶つくり，覚温で

吸収ス砂ドルと痴三訂．静こ料のコ・・：』い濃度

0．8伽詫／〆ガ、外ロベンぜン／C。の匂し武ξエ

しし一色。

2．5．3　 震舅令熊果

　ポ。りアミン／Coのモル比ξ1～ヰとら　亮れそ

れ28・C39寿間，76・C　1崎間，豹よグ760C
6噺圏τ反た・を行。た。表6に矛・すヒ訴リ，い
ず輩の二念、もアゾキラベンでソがづ里界的｝o生成し
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Table 6

Co(XI)

Yield of

= L67

: 50 cm3,

mmolr

azoxybenzene

Atmoshere

Nitrobenzene = O.5 cm3,

rc Mtrogen

H20

(l) 25 OC, 3h
Polyamine/Co

(moiey ratio)
     Yie±d of azoxybenzene (wtg)

en dien trien tetren

l o 2.0 o 5.0

2 3.0 6.6 2.0 IO.6

3 9.2 6.2 3.2 IO.6

4 9.5 6.0 3.7

(2) 76 Oc, lh
Polyamine/Co
(raokar ratio)

     Yield of azoxybenzene (wtg)

en dien trien tetren

l o 4.6 4.3 13.1

2 5.3 ll.4 9.2 24.4

3 l6.3 l4.5 9.1 29.6

4 21.7 U.5 IO.7 29.6

(3) 76 OC, 6h
Polyamine/Co

(molasc acat±o)

     Yield ofi azoxybenzene (wtg)
.ny-mnd-----iVimnv-nv--
en dien trien tetren

l trace 7.2 4.8 l2.0

2 l5.6 l9.8 l3.7 33.9

3 l7.I 46.4 24.2 63.9

4 l7.6 48.0 30.5 65.9
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色。

　　図れ以外の生成物しして，はアニリンが・観められ

セ。しかしアソ1キレベンゼン収部9勿い76℃．6
祷喝っ反於でも表クb示すよろに少・董τ1あ！1，イ也
の1灸六二・で・1きい　す“れも蓼ゑ、4貝，でき　る　ほ．どの繊量ψ・あ　ク

も。

Table　7　　　　Yield　of　anili漁e

　Co（1工）　＝　1．67　mエaQ：L，　　　頂itrobenzene　漏　O。5　cm3，　　　狂20

　＝　50　αn3，　　Atmosphere　讐　NitrOge漁，　　　React土On　ヒemp．

　＝　フ6　。C，　　　Reac¶ヒiOn　ti皿e　漏　6　h

POlya王ni捻e／CO　　　　　　　　　　　　Yield　Of　a漁iline　（wt二竃）

（m61ar　ratio）　　　　　　　　　　　　　　　en　　　　　dien　　　　　tr■en　　　　　tetren

－
点
2
3
4

　O

trace

七race

trace

trace

　2．0

　3．6

　4．8

　〇

七：race

　2．G

　2．0

trace

　2．0

　3。5

　4．0

　　オ9弓アミン／c◎のモルじヒラ増大とともにアゾキ

》ペンぜ’ンの牛乳量も蟷加オるが，モコし比が3以し

ではほぼ・一定，にぼっち。　ボllアミン、分子中の望衆

原子数：ヵv奇数のもr），　すなわちdienとtetrenは特

・つよい収隼を示し控．

　　これうの反二二熟、よみ褐色を呈す。ポりアミン

コベ研叫錯体水麟の・鮒双紹7旧いdま招。
瓦帆イ寸近，に鴫収．滞かない。　しがし．　これにニト⊂〕
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  Fig. I4 Absorption spectra of a mixtuxe of n±tro-

        beRzene and polyamiRecobalt(IX)

    [Co(H)] = O.8 mmol/dm3, Nitrobenzene/Co = l,

    Solvent = H20, Atmosphere = Nityogen, Curves axe

    the spectra measuMed at 2 h, respectively, after the

    mixing; A : tetren, B : tr±ent C : dien, D :
    en, ------- : Polyaminecobalt(XI) complexes
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田able　8　　0a七a　of　abQsrpdOn　spec七ra　Of　a　mixture　Of

　　　　　　nitrObenzene　and　pO：Lyam：Lnecobalt（亙工）

　　［CO（H）｝＝0．8㎜Ol／d瓢3，　Ni七rObenzene／Co謹1，

　　Solvent　＝　H20，　　AtΣnOsphe：re　＝　N：Lt：ぐOgen，

　Wave　length（n凱）　and　ext：iction　coefficie漁t（i箆　paren－

　　theses　af七er　2　h　after　the！nixing）．

P・1y・漁e／C・　　en　dien　t。ien　t。t。en
（molar　ratio）

1

2

3

450

（103）

450

（88）

450

（85＞

450

（154）

435

（205）

435

（工82）

425

（357）

425

（560）

425

（625）

430

（764）

430

（815）

430

（856）

2、5． 4 考

　　ホσリアミンコ’ベノし｝一（Iz）とニト〔｝べ’ンセセ量ンとのう民

含じよ　・｝孫L丸るワ及収、媒；は，　ニトロ・でン・ゼンが電子

骸｝性であるために，オ、・リアミンコ・脚しト（吻・ら

り電子供与・。甚ゲくうヲカルアニ；不ン｝t帰属され

ξう。　し紀カベって4・30硫帆イ寸近、＝ウ及牛父極六1εもフニ

トロベ’ンゼ’ン9ラヲ’カルフニ才ン例アゾキうベン

ゼン圭威9玖応中間体と宅琵あられる・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ

　　以長リニとからアゾキ》ベンセ”ン生成の反たネ須
オ皆は，　さぎの　2．2節　紺述二でちへ9ンタモンアノコハツレト（の



6工

匹ま、ける夜、た細面Aと1司様ヒ考乞てよい。　乞y・し

。及収スペ・7トノレラ則定．の燥｝二中奥称▽ンWの已創が・

宕洛・あら委しないのて㌧　ニトロベ｝ンセごンり一季ミ’条｝乗『夕っ

引え‡皮包（13），電う一・（矢を匹よ為ラジ竜，；ク1レアニー才ン9生し

威α牛捧どの過程・よスへ・ワト1レ⑦上からば区別か・つ

、ナ証し＼。、反た騰1構｝よ〉々の・f．あ・りて・あ3。

CO旗Lエ　　牽　Ph麗02　一一一　　COロLx一一一一　Ph層02

　　　　　　　　　　ロCo以Lx一一一一Ph賢02一一一一一シ　CO　LエO　→一　PhNO

Co5Lx　十PhNO一一Co豆Lx一一一→PhNO

　　　　　　　　　　　　　V
CO皿：Lx一一一←Ph層O一一一一→Co瓜：L　x一一一一PhNO・

　　　　　　　　　　　　　▽工
Co凪Lエ＿＿＿＿PhNOτ一一一一一ψCo瓜Lx　　＋　PhNO7

2（PhNOマ　） 　
N
i
O

　
一

〇
1
蕊

Hヤ

（12）

（13）

〈14）

（15＞

α6）

Ph－N－N－Ph一一炉　Ph－N（O）＝聾一Ph　牽　OH

（17）

　刺アミンコベノレトωは酸素分子を・蔚又ほ複
歓酸素架獅港体IL、C。．。。．C。L、〕・・とつくるしヒが知ら

れてい3机　しちか・フて旧式び生成する酸素原ナ
引回抜’ミ錯’体1ま上一壱乙り複ネ三酉憂豪架橋！雛・体になる）

とかご孝乏ξ；・れる。　また，（∫6）…べで電子・べ共：参窪魚のホ2qア

ミンコハごノレト・（夏）は3イ西っ辱定な：錯体にぼる。

　以」ピのよう匹オ2リアミンコノ▽ルト（◎は．ニト〔｝
べ’ンセ輔ンィ分・『㌃の　｛勇髪ミ素原モ㌃　1イ固　の　ろ1豆才友⊃き！　　才、・よ　び・電

子！侠：寄によソ：ニトロソベ’ンセ1’ンラソカルァニオン

挫蔵し．これのカンプリング冠よソア・ノ・キラベ

ンでンわ・選択生成稲毛のと誌論亨る比組俊



る。

　な缶・徽量な御らアニリンリ生成ε歓yあた。ニト

ロベンゼンよソア：ニリンり生、成1っ閥してぱ）欠の反

鰯繍調知改れてい♂2肱
　PhNO2　＋　6e　牽　6頂十　一一＿＿＿＿レ　PhN猛2　＋　2H20

こ）ガ電ぴ感ホわりーアミンコノV’）レト（㊤よソ4共・斜芝　れ，

る．説7k素イオンじついて、謬．フk軽次中・畜温
へ

度，長崎間〔76・c．6鋳間）の反成・の働ノ㍉
次のよづにコベルトイオン桝才＿1し化（。、。，i醐す

死ヒ・つよリ生成しちと椎定できる。

　　　　　　　　　　　　モデ
　　　　　　　　　　　／＼
　　　　　　　　　　　　CO（H20）“】2＋鱒←　2石［20　牽　2】ヨ【←2［Co（H20）6］2受＿＿＿＿→レ　［（H20）鉢CO

　　　　　　　　　　　＼／
　　　　　　　　　　　○をデ

以1＝のように，アニワン生成毛ぷリアミンコバ’ル

ト④の電号謙を性ε支埼して、局ヒ考九るニヒか0・

て“｛う。



2．6　≡レアノ（エチレンソアミソ）コベリレト（の

　　　　錯イ本とニト⊂コベ’ンセドンとの、斥更成《

2．6．工　諸　言

　永様イし触媒作用をもつペン・9ラアノコバ・｛レ摂の

と爾、、てニトロベンごンリ永煮り／し反爺£行うと．

アゾキこンベンでンパ歯尺白雲・し生威する。　ごの殴詩

機構bついては，ペン9：ンアノコ1憎レ罠のっ電：子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ秣与性とニトロベンゼンっ電子受心性、っ応ずいて．
洪フ簡イ本として＝ニトロソベ’ンセ”ンラジ∫つノし’アニフτソ

　　ヘへ　　　　　　　　　　　　　　　　　

が生紙し．　｝の刀・ソフ。リンゲ’夜恥じよリアゾキヲ

ペンぞ冷僅成鯛二と左22節で鯛らかにした・
　こリカ・ソフ。ソング反応松榛はイ也のコバりしト（∬♪’参昔

／体ヒニトOペンぜンとの反沁っ揚），告にも｝戎1）立フ

比乞予測ほ種グ梅言航鼠2β錦、面心。
その歪壱果，　ラ1（気イヒ，属玄々集作肉芝もちなv・ホごリアミン

づバ’ルト（皿）錯体っ場心ヒも．L宅もうカ》フ・リング反

7｝てこ客第く構力“よく適プkごできるこ＿とぎ更ノ＼、→℃・しす乞（2．5耳飾）。

　ペンタ三ノブフノ　コノN・ノレト（：のの西己イ立．子一ζう一壱β・を：エチ

レンヲつ・ミンで置換しちiンアノ（エチレンジアミン）一

コハごノしト伍）雀昔イ本ぱ・㌣ンタし，アノコバりしド（ωと同ネ差に

永煮炉風収し．底素化働媒作用左毛っヒ。i。in，。。・9

・…ma切らカ、・報告〔て．、＆。

　y引上．¢）しと二がら．　↓りヲ獅巳ぺ立．す胸のっバ’・し・ト（1⇒

儲体によるニドロベン℃ツの還元殴た叱．前記の
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のそれ塗家り単一幌仙狗儲体，賜疹ヒε三門撫
宅守すろ⊃ヒK’じ匠。

2．6．2　・実験二方う去、

（1）　ニトロベンセ’讐’／ヒの反ノ｝ひ

　ブム製セラムキャッフ。付き50c伽3夜液・蓉巻1なあ

らかじめ祈襲りエチレンジアミン（以下£欲ヒ
略箆すう）ノンアン化カリウムみよが水20し扉を

いれておく。反沁容器内の空気左窒素で置換しち

のちし恒揚・k糟に憂して30．Cに保つ信．3c凧3
り太に・容かした四割コパ1しトσ）六水忌物2刺亮

と注射器じょリセラムキャッフ0承ら反益容霧内に

注入・て，所志妨齢＼配位子コパノしト（π二二・略

・半弓三下、し起。二．ト0ペンゼ“ソ8蝋雛し額司じよう

；二：庄豪し，電ろ私かき拳ぜして前言噺編の反応ε行

っ起・　ジェチ1し二一テ｝レ40　c厭3で反／沁物a由弧

し，工一テ｝しぎ二三させセろ笈、てがス・7ロ〈～トク・ラ

フ（：斧久∫ε一3②長さ2帆＼で夜応勿の定屋分
オ㌃きえ寸つち。

　生版物のアゾキンベンぞ’ン担、卑1よ：次のよらん診や

章縦。ペパンアノコ／・ご1い・切どニト。ベンゼ

ンじの夜六ジじよるアゾキンへこンでンつi経キ民生成1さ，

ペン9ンアノーコバ’ルト（幻り率／知子とニトロベンぞ

ンの2・分・子φ、らアゾキし・ベンゼン。！・分・すが生威

鵡と考乞ら猷いる（2．噺）。　本俊鹸やよべ



ンタシアノコ・冑レト（幻9シアン化物イオンリー部

をエチレンソアミン，・置換しち碗條にょっマ毛ア
　　　　　　　　　　　　へ▽‘’キレへごンセジ’ンセい＼／か♂生｝5榎虜　る｝とから．　ペンメヲ

シアノコハごノレト（吟に準じてコバコしト・分1弘数の殉

のアゾキシへこンぜンが生成する毛細仮曳して，

↓れε100％にとりアゾ・キ｝／ペンぜン収葺乞已め
セ。

（2）・錯イ本発勲の電導直

　イゼ表イ糾ヒして：㎝／C。っモ，1レじしがユのう容う夜にラア

ンイし穿勿ノてオンシ窓シ夜蕊ヲ商カロす3湯・含、について述ンベゐ。

2瓶鰍。£／〆／紙3　ら｝豆イしコノVノレト（π）六フk和物血汐良

3今。燃・をシ則定秀、器．じ．入れたりち、容器、内っ空気，

乞窒素で置．心しやし。　60夙撚認／（え融3の工手しンデアミ

ンう容鞍8£照／C。っモコし比、ヵぐゴになるように注説寸器

で注入しセ。ア4鳩認／繭・のシアン兆かウムう容
疲とエ。凪・す・っ心入し、ナ命圏φ・きまぜたのちに

電導：度と測定し杞。焔暖は恒う翻りk樽で2夕・Cl¢膚、

っ杞。瘡媒は塩化コ心しト（江），エチレンヲアミン

ではメタノー、し：永‘1二1（容｛績比ゆ，ンアンイし

ヵリウ如よ・kε甲いた．劇定容番ぱフム畷セラム

ヤヤッフ．っ注射孔乞毛っ100－39ヒ㌧カで，2
本のくヨ金：メッキ’付き　歪。厭3っ《ヨ壕掛腐ズ亟ε2夕瓶帆

喝噺て・庸　九た毛のである。電導誹、告望｝：穿製作ヤκC

図30型．乏用い托。
（3）　ロ絞叶又ス、ペクト｝レの狽4定＿

（・）儲体容甑

　イゼ表樹として。。・CN・伽二1・3・1・・ついて



述べ・る。　コ”ム触セニラ∠ヘキャ　、ソーフ。べ言き　ケ0し蝋3　プラス、

コ丙の空気を四二で置換して窃・く。　（90／騨謎／〆淋3

の　…／ア　ンイヒ．プブ　リ　ウ　∠λラなう夜2，（荊3，　20執、厭。乏／〆、夙・っ

工与しンソアミン容液2（孤3，あすが20襯、乏／・爾

の士盈イと，コ／＼’ノしト　（豆）六：水門ケ勿　2（戯’をそ　れ託いれ，ヲと均寸器

でフラスコ内件入れ，電ろ鑑わ＼ミ容ぜして錯イ本塞ラk

と調毅し杉、◎に春釈のちめメタノ日レ齢勧・
㌧て全量をね爾にした・二四釈容次とあ励・
いめ喧素置換した石英セし（光路ケ轍）に物し．

・糾歓へ・外、バ測定惨。痛々某は縛ノーし・

クk司・1（容積レb）ε用いた。測定詰果・よコペ、レ

岡目ンつ匂レ吸光儲転才嫡・係し糺
　（b）　夜1計中門イ本

　イ）ぐ下弓刻ヒ　して　Co：CM二⑳1：ニトロへいンセいンニ1二

ぎ二！二1　ロついて　述べる。　・ソソ〈ぐノレ培付窒　50Dし／ボ

フラスコ琶三六ゾ容1蕃に導いた。　あらかじめ反沁容

霧・需にシアンイしカリウム60似蜘え，永3し艦3リヲ蓉り・

し化工チしンヲアミン箆執艇記，　凶9ノーしに毒か

L托ニド。べ’ン旧いン！2鰍・琳認．　ツレギ，レ三内に永．

20シバニ秀かした塩♂しコノ∵1しト（氏八永治口吻）12甑側託

左それ掩・れ入気てあ・＜。反1語1弓馬内の空ノ気乞窒柔

r置換、ちの回し．30・c。恒温・ド糟・・浸臣。

ツンベ1地内触齢しコ柏レト（助擁液ε艮た容雪

丸幻鮫て電磁かをまぜして所労の試糾左門畷。

乞．さらに抑試料津液1C航塚殊取し、脚半
劉気下ラ30し晒・k・・饗しπ晦回したのち1ニスペ
クト｝レとi凝1定㌧・ち。



2．6．3
1娑夢話課、

q）シアノ（工手レンプアミン）コ・v・’しトω錯体

　　ヒニトロベ’ンセ．dンヒの反、沁

　窒未払樹1気下が30℃．4噺間9玖拠9詰果を図
1ヶに牙、す。　いす㌧れの毛ルじ七でマrf．た場ソ含・ズもフフ、加

キ『ンベ・ンゼ・ンが選才民¢弓匹生成）し乞。　エううちガ

Co：cNτe侃貿1；3二！（レス下ンうll喰為ひ儲イ本9

追記成を示す）のヒ蔑に最適収．砕を示し拷。フk豪二二

乳下で同様の夜於を石っ九と｝ろ．窒気霧囲気下

9及沁と同繍。アゾキンベンゼン・・趣糊、っ生叔

沌。しかし室薫雰画気毛・あけるよ・）研癖力・・

鵠ψ・1ジ隔ので㌧臥下の潔鎗・は蘇蓉駄下で
すべコ行フた。

　1二3＝1の／象昔イ本；と飼いて30◎cとな夕σCで反．六ン乏

行い．アナキうべ’ンぜン収砕じ及回す夜た’温度り

　彰響を鯛・℃ぢ。ゑ9にデト、すように30・Cでね夜、蔚

哺娼復2時圏，飴℃て・はコ時閣ズ捲れぞ’れり蔑た

癌葭う最糾嫡㌦蓬ゆ、し¢・し沖ら耐癖ゆ
差は葱わめて・〕・さく，反たう三度を褐めち）ヒによ

る身旧弊伺1ピφ・落＆められなかった。　永，酉細しカリウム

の勧・はペンタ》アノつ・N嘘ト（の朔疎・鮎ぐ）ヤ

ニトロベ’ンセ．“ンとの反穴・て・アゾキシベンゼン収葬

つ向上（22謝によ・・勧果左与憎ている。しかし

ユ：3・エ錯・俸の場心は永醸」しカリウAg添加がア

ゾキレベ’ンセ，”ン零、辞とイ色千させち。
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[rable 9 E£fects of ternperature and tirae on the

       yield o£ azoxybenzene pyoduced by the yeaction

       of nitrobenzene with mixed ligand complexes of

       Co(II) with CN and en

 Co(II) = 2 mmolt Nityobenzene =5 mmol, H20 = 25

 cra3, Compos±tion of complex (co/cN/en) = l : 3 : i

 Atraosphence nt N±trogen

                     Yield o£ azoxybenzene (Z)
 Reaction tlme /p--m----pt-!v---
      (h)                       30 0C 55 0C
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（2）、念昔体塞疲っ電尊葭

鋤卿・・却局銘勅組威蝿らゐ、にす諦め
に窒気零囲気下で電導度を測定しセ。⑳し／C。5ゴ

の溶表にラア〉イヒ，カリウム露液が漁下すムと淡竣

色から淡｛徐色に変わワ白渦が生じ托。さらにシア
ンイヒノ穿勿イオン表カロ九てCN／Coのレヒ，・うべ3・二近ゲ・く　と

乞蜀力磁取、再談賛私弥っに．電導厳痛定
曲線，貯ンアン化物イオンi条加量に比イ列してほ〔宏S宣

線き示すが，　乏れ／Co＝1～3のいずれの器ら夜で・も

CN／Coのワしかノ．志「，　3あ・よび5σ）イま近で潅致＝新τ’集、

を示、杞。CひCN捲丸。エチレンゲアミン容液を
滴下す｝と．　CN／C。二準の1容液り瘍含・よ始あ，＝あ

遠忌曲蘇ヒなつちが，⑳／c。瓢1以一ピでは1まぼ直

線医なつ修。　CN／C。二4～6のいぐれり容う夜τ・も

艦／C・り比力・・0丸1，2あ・よが3の付迩で駈杵哀

ε示し疹。　0諭に：蚤＃「裟っあるム形・の曲硯’ま

・i・i・g・ビ％報告ずる［C・、（C・），enlいの生成・急起因寸る

包と隠あれ凱電導度平定曲課の一イラ、涯図76に

示した。
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（う）　　り及西教スへ07　ト1レ／

ごα3　断金体う秀シ改

　乏／γし／Co二t・つじ蓉夷にCN／℃o・＝1から5一，リモ」しレヒ、

でシ・アン化，倖勿イオンξ添カロしたヒ曳のワ旦収ヌ、ペク

ト1しを図17，へ柔す．pi。i。g。。・‘I　T。。am。…らり報告と同

轍，。1・3・1りと箕に％翫・賦に吸光孫数（紛於
1（：）∠み0のロ及収極六ミ左ノテ＼し一二。　1：4二了ていは：）6フ1ま・

かに27h削藷「い・極犬力寸・蜆紘。ゴ・8・f
では2タ8｝）帆のつ門門．かv・煮支て278帆帆のロ鼠蛎しつ

融となった．　Kingら細は！マンダうアノコ！Vlレト｛1りφ、“

278猟鰍蛤3・の…及下弓ずンヒ＆報告し
て・、る．凍よツ1・あエつ場合ぱ、エチレンジ
アミンつ在在、。もり・・わらず／零・○っ礁体，

赫わちペン9ンアノコバ’ルト④が主として生成

する⊃とを示ワ憂している．　またエ：千：1で，は257

γt群し，　2，78孔徹1二二つつオ亟太カベあう⑦マ“，　1：3：1／錯

体とペン’9シアノコバ’ルトのヒ捉井存すうヒ考乞
られる。

　ユ：3：ユ’儲イ本ら238れ厭によ・ケるワ且収オ亟六：り意杢

噺変化を室温・・追跡しち。噺親の経週とともに抜

κ値づ峨少し，1崎間後・＝は’蕃とん砲も・あられな

くなフた。

（名）　反1托・ヰ7目罰4本

　糎にの毛1レレヒうC。一CN－e／托京儲イ本へニトロへこン

ゼ”／ち糸加して吸収又く87臼レと測定し乞。　図
18b示すよ3にCN／Coりイ直＿によってン笈の3才童変颪



の型に・分・すられる。

a型，C・・CN詔悔ニトロベンゼン司・5・α～3）

・！・場創誌，索縁A・・示す茜に始めに桃，
4ぶ3，子70帆艀しり：三つつ才亟メて君羊か・、蕨L丸ンつぎ’loB

のように4π蝋疹新い・枢）くカ、・加わり、さらにC

のように41’7膿肌き丁負上．とするナ災きな9及堤気誇になフ

拓．納将軍リゥハt鋤・屹ヒ㌔よミら・っ極尺
うe斗・／0侃、帆＿ジ移参りしてDになつ修。　エ，斗ニレii諺イ本

の霧疹，よAり三？・a極諌φご多見れちりみで，Bり

吸紋滞り生成・叡認めら纏φ・，彦．

乃型．　C。・創・劔：二卜酒断＼ノぜンニ∫・（卜z／

：q－3♪・！つ場合は始あに乙案課Eつ4山荘．
つぎ・にFり43ケ牲〃しに1負」Lεもつワ及収・滞；が王乳れ’

乞ウ　一魚受に（Lγし／Co　のレピが・大＼きく　CN／Co　のじヒガベ

、〕寝いとき感E、Fo吸牧蒜うザ大、ぎく・上ち乙の比

が逆のときは蝋ら解翻嬬ラ劇・ミがつ糺
　C型ノ　　Co：（二卜」二£帆＝ニトて〕へこンセ・→ン／二　 」：　・3：

ぐ1～3）：！り夢鶏／誉は，石喪国東Gのように4寺（）起電イく：1

廷L厚わず、プメなA、くらみを示すりみで・ga瞭なワ及」＋父硝

が現九塚かつ乞。
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  vespectivelyr after the mixing.



2．6。準　考療

　図／象に添し托反爺マ間体の小型・及転スへ07臼レ

A、B，　Cは，　辻三r）2．2獅の函奮迄示すニト。ベ

ンぜンーペンタンア／コバ1レト（の系吸収スへこ7ト

ルのA，B．　Cと一三（する。　し札バつて1・5：
（i～3）の・錯体9蝪合・は，エチレンゾアミンリ脅

在・嬬づ＼〉わらず主として生威筋錨イ剤ボマンタ

シァノコペ’ルト（豆）で秘ある・

　ニト。べ’ンぜンー〈ぐンワラアノコバ’1レトω・吸

仔又スへこクト’レ覆肇陳し宅式料にあらかじあ永酉島イしヵりウ

ムと秀加してあ・窒、477牝砥リロ及岬、滞ヵ、・十／分に尺

乞くなつち　ヒミ　にコハごノレトーにケ寸して等モ1レのニチ

しンシ“アミンとi条加すると，4－／7航艦の極大が・

剰0仇夙に物品して図12のD｛tなった．⊃れか
らペンタう・アノユバ’1レト位ハよ永酸イし物・てオンの、｛㌻

・転嫁にチレンジアミンが配イ立禍別凹田罐
・二なう㌻ヒが堆毎セれゐ。

　2汐飾び述州たよらにエチレンソアミンコベ’1レ
：＼（E）ノ錯イ本とニトロ／＼ごンて乙　、／とり反，たによっても

アゾ’キ：ンへこンで’ンか・と成吉ゐ．　その。門下又ス、へ『’7卜

、・ ｵ1ま肌／C。＝2。ヒまに460猟／盆／ヒ。
ゴ3らし曳にぱ始めに4夕0質・晩．っ箪“に子3ぎれ・眠

に細動し移。　後者は図19っ鎖憎しE，Fとほゾ
ー致す＆。し乞か・って乃型つ吸収スペクトル，よ主
じしてエチしンう♪レアミン＝コ／＼“；しト乙恥）錯イ本とニトロ



ベンでンとの反骨り中間体て・あると野良で・鋒。

　ニトロベ’ンゼ’ンとの反た中闇イ本0ロ艮収スへ・7ト

1しから存在掛確：訳怠れ渉のは／Yンダiンアノコベ1し

ド（のとエチレンジアミンコハ”1レトの92纏数の・錯

イ本ぴある。　これらは電子一鋭二十生。）ニトロベ’ンゼ’ン

と編〉して働尚移勤・錯伽4ひ1，それそ耀2纏類
の9疫牧節左示す　の　で．9ト苔P／諾イ本と内彩昂〆錯イ本乞稚て

寂1語伽蓮ひと考乞られる・　手ち蓬・論倉勺にぺニズ9ラ

アノコベ’｝レト⊂幻。）4・分＼子ヒニトロベ’ンぜい／g2／分・

子からア・ズキンベ・ン℃qンエ・分・子が生成：つ～る・ンヒ左

脇・秘と、本鈎本についても？．聯の鮫機構

A於よひ・・2汐飾り及沁塔数：構ヒ同一っ搬ジ蔭で反応が

進む・＝とが考乞られる。　すなわち

Co窺Lx　÷　PhNO2－　CoコLx　＿＿＿→，　PhNO2

c♂Lx一一＿PhNO2

Co丑Lx：＋　PhNO

c♂L。＿＿PhNO

C・田Lκ一一のhNO・

2（Ph想0・）

CO避LxO　　十　PhNO

Co驚Lx・＿＿＿＿←PhNO

　　V］ユ
CO1丘ゐx＿＿＿＿＿PhNO・

　　V■I
CoH＝L；〈　＋　PhNO・

　？軸　　H÷
　　　む　　ロ　　　　　　　　　アゑ　　く　　コ　　　　　や　　ド

　　占一

（18）

（19）

（20）

（21）

（22）

（23）

Gθ），θ9夙の素反痴遜く町勢，吸収入ぺ外，レ
〉則疑。のネ刀填qに現れ品α型の準3続　4ま3．4－70ん轍，

三・鮎嚇蝋群と6型ら4知蹴べ紋町端よ（2。拭
の外都儲体可にほしその復に多馳蝿（λ型の4／7鰍



と6型の4討卿つ吸収滞は幽）弍の畑険皆体▽皿に

殉れ塗れ相当育う毛のて・ある。
　R3：i・金昔／本ら場）・会トは反1沁中間イ本によるワ鼠好ヌ不亟～

六一現れなかった。　C◎（豆）．CN一乏・几急混合酒ぴ仁子／錯

体は極あて不下定ズあツ．高濃州釦よ常温て・濾門

生怯今乱し，フk豪乞肇生・三吟魯後イいれるヒ

報験擬いるス6）．本実喩τは錯伽っニトロペン
セいンセ郊カロしてφ＼らズ、へこ！7ト1レ類ll史蝸焔まで約よ

分と辱し托．　ごの簡1っ反六と・が速く進んお・ヒめ（22）

式まちぱ惇3）式の過程でスペ・7ト1レ左遺、1定しちし

とヵ膚乞られる。1・3・エ・館体癒、勧ま叢童色て，あ

るが，ニト・べ’ンゼツ添加の瞬間に童禍色になつ

托。　）の喝合，掃引速記り速い分光光彪計乞田い

卸乙によ・1夜応中四体のスへ・7ドル凋・庭φ呵能

である。

2・　6・　5　　忌壱　　　老；

　c。ωべN一覗系混合酬好一体9・膨化鶴媒う舌性

菖単一晩也子錯体のペン9ラア／つバルトゆヒ同

穐ち、翫矯く」二勲伽旧いるz％褐ニトロ
ベンゼンの・k素化反沁・c爪・（アニリンつ生成を

鰍気織た堵っ仁．しり、しな栃予斯・反し
てアゾ’キシベン¢・ンが選択的に生成ピち。

　アゾキシペン’ヒ“ン収孝1よC。／CN／¢娠瓢1：3：1

のとぎゅ最大z・あった．単一酬好儲体のくぐン9



シアノコペ’ルト（幻ム・よ：〆工乎レンジアミン左杯台め

とするホ。リコフミγコ／▽｝しト（∬）か“共に70。C，付遡航り

菖温ゴアゾキシペンセ“ン収隼が大匙いの。舛して，

漁らの綾瀬配位子のレ3・1錯体・よ望岱寸迩の低
ラ昆ゴ収隼が・尺証い．

　1　：　3　：　！　〆錯イ本のイ隻一ノ自胤　と／召｛≧「参忍；、す　・も　た・め～て二　電導度　　～捺　よ　てズ

ウ及収スペクドノレの唄・i定と行った。　電導度二滴定一う則定

つ淫事は1二3：1ま・よび1：4一；つ．汐のと芝に雇粁「典

ξ示ずのて“．　1：3こ！面体於よび［cO　2（CN）8en］鉢一ら

2猿の儲体づ・確認鷲に．吸亭又スペ外1レ測定に

よ・）1，3；1のヒ美に2ケ曾戦ん叉にロ精神依犬のw映れち。

以1ピの窒息から．　アゾギラベ’ンぜン生成1＝浩性噸
示ず　i；3二1／茗昔／t：本っ存在をノ石宅甦窃もしイ≧。

　アk二丁秀～囲気下で　1：3・！擦音イ本ヒニト、0べ’ンセいンと

の及証左行うとア・／・キシペン℃・ツ双弊・v低下しお。

赫化反た礁あらか掛軸本、二→孫脚病隠秘
哩聾唖り，錯体の中e領置が見嵐」＝醐いれる
の　で酉袋イヒ，も勺イ・寸ヵつ三碧（Oxidative　addiUOn　reaction）2の

kなる。1労．：ニト0ベンで’ンバ錯体ヒ反沁する
托あにぱノ　ニトQべ’ンぜンっ電子受容や生と！銚体r）

電子供与性のにあに反1沁菊間イ本ヒして電荷律多’動・錯

イ本ε勧成すゐ。　しつ・囑含、毛申ぺ金属1よ見才纂よ＿酸イし

さ叡るので㊧冬イし釣イ寸心ロ侵釦9曲舞1二）＼る。　Σのち

めに永．：素雰囲気’下一でニトロへこンゼ・ンの反六：・をスそう

と，水豪ヒニトロペンぜンヒっ酸イ舶9イ勃調製か

競合する．し侃卦・ペンでンの七分容性が
大査いナニめに8麦老の反六こづべ身券る。　したが・っ’てアゾ
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キンペンセノンか主生｝式物’こな｝ガ、　誉冒看の董蔑令＼反

効ために靱率が低下する、しの蝪心のアニリン
生，　式量回しら｝勧逐呈度であり．　確認ず廷なかった。

　！：3・f錯体、丸掃ア・／些・γベンゼン生成の反

成携構氏ペン・9シアノコバルト（のの反応機構Aお

よ釈ポリアミンコ3V’ルト（のの反心松権ヒ同一であ

る．工蘇らの廊ひ隠構儲也の因原｛←他金属儲体と

ニトロ幻昏物ヒっ反杣。あ＼、ても成り立つ毛ので
おる。　さをlt述べ・た．　Flonianiら9）っ；幸艮告す；｝2・〈西の鉄

のシ・ソフ塩L墓錯イ本とニトロペンぜン　ヒの原、応、感．

融然販た無心傷媛・てアソ・キシベツセツ左
生．成する。　「ま紀Kochiら30♪ぱホ．スフづン：ニッケ凄し’（0）

儲イ本とニトロイヒノそ≧卜’才勿ヒつ原．1≧こ・により＝＝．ト0ソイしノ∈≧卜

糊う・・金属、題己征輪詩体が・生成し，ニト0塞がら

引潮液かれ煽酸条原rヒば面体から餌離しも幌位子

のボスフバン編瓠》して兆しボスフインに儲⊃
之乞報告しtいる。

　エチレンジトアミンのイベわりに2，2仁ビげりシ“ン，

フ，ア○一フェナントロリンなど’のイ也のアミン類とシア

ンし弓勿イオンヒのラ民含㊧ぴ立子コバ’；しト（π）毛1こ3・1

耽釦つ永素化う餅魏編比の・報告珈さ額・・
るしとから、蝋らの儲・体もC・②CN一雨系、の場合
と同罪、に，二トロベ・ンゼ’ンヒ夜1誌して還釈的！ピア

ゾキシベンぜンを生成す浸しヒがそ測ざれる。



　柱口昌荒1＝よってペンダシアノコバ・ノしト（1）の永

疹痕か水煮59鼠収し．フk煮イし夜直9癩！回気斥爾

と筋比φ、・鞍託れて以東，磯勿っイし母着づ、・ペ

ンタシァノコベりしト（の起蝸、、てニトロベ’ンペご’ンg

塩夜鳥Σ知2みていう。永素〆択歪趨原畜・よび，反た峰、

．！で牡よソ勾少りた郭橘3φ・し生成物ししてアニ

9ンのほかにアゾキシベ’ンぜン／アゾ’へしツぜン、

ヒ賜・ノ・ベツぜンな吻カッフ・ゾンク池成吻ε得

仁ン㌧色三下しtいる。　｝未らの報1老bあ・砥ては

単じ安喩年慶と逮や》のみ7・あり，夜沁り『箔性糎

断k知鵬体［c。こ。8）招〕3玩・、アニリ派騰ヒ

カ・ソフ。ソンゲ経路かあり、皮た纏告ラ翌釈ね永．脅、

似徳鳳t依存秘と堆定し．夜た鐵詠じは触粗
い象）へ。

　これらっ三二告のうちてウ1くい依尤葬しらはあらかじ

め・蹟と磯収口偏燦化姻加＝、化凝量論以下9

葬量のニドロベンセ・ツを添加し津温．水豪邸圏
気下で・長時間．艮1トと4奪うヒ．　・アゾベ’ンセ・ンヒ少」量

りヒド’うソ“ベヘン℃”ン気《昇悔ヒ轍老し任。　こ．つ孝艮告

じ対して托9・後の瀕尻指蓬」よ1〈い淑撮づ、・アニリ

ンつ生｝デ記ε壱尺・めて　い㍗　づ・の　よう　に述べ’て　いみ。　　ご

航とは一範ニト・ベンぞツ題諏た二様
に　ペンタシアノコ／Ψ1しト（のじよ3永，煮∠ヒ段六ゴに

　ノ舛㌧てもアニリン9生成が豆当プあ3との虎入観

念があるように見受庄られゐ。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82
箸老ぱペンタシアノコ、N、眺ω、＝よるニトロベ

ンゼ・ンの還元当鉦・をネ七三に検笥し柊。　1望元段穴：・は

ン笈の二さ’ジ亥て畷そ．た．．

（のあらかいめ・三体，跳烹ぎ吸収ざ楼て永壽、化姥

稀とっくり、永素零囲気下で蔑た・する。

ω・k素化儲イ趣フくらす℃K〈ぐン刃シア1コ・V・・し

ド（吟のまま室葦零画貸下τ・原加寄る。

　下職課．いず欧の場合もアニリン収亀よしん
脇経度．であり．　着生｝式物はアゾキしべ’ン℃＾ンであ

っ杉。その牧隼は艶温τ・∂・辻いか壁この〉（b♪であ

ワ、6。．c・1廷の高’最㍗よ（α）＜（b）回り喝城
へ

率にほっ捏。　夜た中闇4本としてニトロ▽べ’ンセ，”ン

ラヲかしア＝オンガ・・生成し，その姉糧1よ（の〉

〔b）であっ托。ペンタシアノコ八“ルト（のにべ’ンゾ

キ〆ン類し添加ずると物ラジかレア国王ン鯛生
痴誘き⊃ヒ承ら，　ごの／参皆へ本が電子供与性て一あるン

とか内払められた．夜た半生はζの〔りいすれも‡疑！

〉欠速度ズ1㌻1、乏い，シ吉幸生イししネしギ・一ははほ・等しい．

　》尺ぬの廊壱果蕊考篠すムと，今生｝干物は＠紛い

す＝れの蝪／㌫もアゾヤシベ’ンゼ’ンで畜るし℃から，

主脚熱切，ソフ・リンワ総路て・部として，島温度

にお1すう平家霧囲気下りペンタ》アノコベ、1しドαg

によ3殴た幽確ヘビ町尽イ手近，・二劃↑る水回霧囲気

下。フk壽、∠し錺伽つよゐ夜畑鋤揚B逸遊娼し悔。

　熟らり糖榛ぱ過諺賠吻少9左異隊励が．
漁の＝と頬差尽し窃う：もσ）であ’る。

こi）〈9ンタラアノコバ1レ鼠助、一艶子干与抜、ニト



トロベンゼンが電ぞ受容性であ硫めに．電燐物
一心錯イ本捉夜心中喝A：本として虚成吉る。

位）　＝ニトロベ’ン℃・・ソら函須象除ケ｝イ固君・ペン厚ラア

ノつ即レト①じ彊轍かれてニト。・ノベ＼ンゼンに

なる。　・》⑦ニト0ソベ’ンセ“ンは！マ：ン・9シアノコバ’

ルト側朽電号燃与されて掴ラソ加レアニ才ン
｝二な“る。　し才しが反於中R畠バ本τ・ある。

（3）　ニトロツへ｝’ンゼ’ンラうノ’カ）しアニオンリカ・ソつ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　9ンク㌔よリアゾキンベンぜンヵ畦と威する・一で
珍鰭原子引きキ侵ミえ気．誘・よが・電号X失与∫後のぺ1ノタ

シアノコバ’ルト（のはτ不シ壱蝿ξやなリ，砦L定．蓉3価

らコノ・ぐノレト・鵯4：本1つな1る。

　A，8橘蕨松熟慮嚇，参ってい瓠彰温
。・ Aまフ縣イも姥体・漏る3祇・繍・・励．逓度が画く

なるヒ3とAザう昆じ・り合い，　笠弓に話温に旗与ヒ

奪らAネ雑によってのみア〉・キヲペツぜンで・鞠血

糖圭蔵嶋。

　鳳ヒの絞た橡権糧よれぎ，ペンタラアノコバ・》レ
トα葛、「疎秩3し乏なく・　パ也のユ．4面σ）コベ㍉しト儲4本と

　　　　　　　　　ノ
田いても、ニトロペ＼ンセ余ンのカ・ソフbリン・プ反1塾わい

ノ圭一じ・てアソ“ギシペンセハ／か・生成：する＝とを，そら現す

）♪しと，ゐ、・・マ“・を　るρ

4藪のコ／帖ド⑲矧本腐心蕎ユて％る永熱球

ウ謙虚い轡聴駐＼て⇒ロベツ℃＾ンつ還元反
応£竹フた。　曳瞼っ儲累1よ．単なるコノv・ルト（¢）ケ盗

で嶽水案イし｛諺、媒亮；1冠とつろ臥いポウ、化、コベ・ルトφ譜生威’



あう程あ胤アニー）ンィ・畷辱られう3が｝　つバ・’レノト1叫

錯体ε用＼＼》ピアニリン・うぽかにアゾキシベ・ンぜ

ンつ塩成縮舳られ拓．二り生成軌弓田く立ナリ
峯響諺け！●鮒う硫っ・錆体の二合にア・ノ・キンペ

〉《・ンの生別囎回し．隔をれ一ト化彫ニ
チレンヲ’アミン℃幌位苛う姥イ本四用いムピアニリ

　　　へ　　　　
ン髪編・岬塑ほれて、アゾキンベツゼツか還榊勺
1っノ圭成すも：：，とと舅ノいた・した。

　上記りアゾキシベンゼン選択生前よLチレンヲ
アミン噺し一ト勧果漉毒な閥徐φ．・部誘乞
られうので’．エチレンゾアミンし脈）をはじめ、さら
　　　　　　　サじ勿くの・〈ミノ篭蠣秘二七族ホ・　アミンと配

版裾するコベ，しト錯体蝸・・て、フ躇乱赤ウ奔、
ナトリわムへによるニトロベ・ンセ・ンり還≧天．夜溢・芝イ舌

・楓綱アミン1よヲ’巧しント1炉ミ》（訟の．ト

リェチしンヲトうミンし三二e侃）ぢ・よびテトうエチしン

ペン駿ン（℃応飢／調、沸．いず唄の酬好丘
需い嘱アゾキンペンセ㌧・バ歯尺蜘っ生戯し最
ナく収毎は肱／¢・二2．　（え鍵れ／じ。づ！．eア！、甑／（二〇

　　　　　　　ノ戎，縦隙／c・戎航き1貿昇ら妹。フk蒙、化
木う7イ蒙十　ド　リ　ウ乙へ∠三二」回り　ヶ曽弓馬　にイ半　っ　一てア　ソ・・キモ／

〈ごンセツ収輪囎力・磁．しカ・し過剰にイ繍ずる

とアニリンと，フLニルヒド’（っキンルアミンの減資
も「齪；・き㌧ら才しプヒ。

フκ二化木篠＋トリウ婦加・k分解匹よリフ嫁

亀繕生秘。加永分解二三はつ泊レト塩の添か伽



より促、進されろかv・．　本0リアミンコベ・ノしド儲4本ゴは

遅隔った。〔劉アミン／c。♪躰ヒ綴達殖閃謡
撫く励とフ二言生とアゾキ》べ・ンセ・ツ生賦が
ぼヒκし・才鯵！芝れた。

　しか・し加硫，畝臥・場心は・博イしホウ豪ナ
ト’）わAつ加水今瞬か・構、、ミれている瘍合で1も，

フ》併シベ”ノぜンら生成か一肩鳥・あられて・・る。この

》ヒ、よ汰。！iアミンコベ・」しト’全二皆4本吃つ　毛σ）によって

毛フゾキシ〈＝・’ノゼンが生成亘る＝とか・椎側される。

昆乙誌面課φ・ら、フ心志勅蒙ナ団うA
調唾くて毛，室纏囲六下融融しち劃ア
ミンコ／＼’）しト（】1）錯イ本感ニト・ロベ’ンセハノをア・ノ・キン

ベツでン再選；択還元することづ…τ啄みと予測吃。
　

曜釣り詰果は⊂物アミン／C・）の比とぺ捷し．島
シ匿陵r長時閣反永ご蝋r『もとフソりキシペ’ンヤ，’ツか選

キ納に生成偽比左示した．反た絡液の。衡賂
へθクトル侍43・・燃肩泡㍑・国父趣大奄潔しち。これ

1杯。リアミンコバリレト（内法碗からり電ナ灯船巡

るニトロ’ノベツゼンラジ’かしアニ題画蛮風され

る。しちか・ってア、ノ・キシベ・ンゼ・ン生威’吸た榜構

はミ望の　1マン9ラアノ　コハぐ、ノしト（彰・7）愚意・携1捲Aヒ

！敏でる。

　なお留気塁9ア・二eン姻生成するニヒぎも＆あた。
　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ　へ

：二卜口べ’ンセ”ンよ、1アニ1．｝ンリ生，添い二ついては廃品や生瘍

：忘物蓬版施・彫の窺いる加、勃曝、．
電引贈昧素イオンカ咳辱て協る．ここて・麗㌃



はホOl）フミ〉コ1v・・しト（E）から供与される。フ隊イ

ズンは，フk審判申の懸絶画勘爵四つ良た②黒め
に．，　〕ぺ、1しト／（てンかご六一1レイヒ、する際乙生成した

。）で終る。　し危がってマニ1）ン生威も示0弓アミン
づ’＼いルト（｛L／の伴う｛X崇与一1＝墓チつ“㌧、ていろ。

　シァノ（エチしンジァミン）コ・ベルト（の憎体を1翁い

て：ニトロ〈ごンゼ㌔ンリ墨元1女1b左省つち。　｝のう艮倉

酬好儲イ熱フ野晒触媒作用・四一酬好肉体リ
へこンダシアノコベ㌧しト伍）よリ託るといわ承ている

・うでフk煮、化野六〕・匹よるアニ9ンの生威’を竣q待・した。

しかし予期κ隣してアゾキシベ’ングンが窪報鈎匹
生成しち。　そっ収宰は氷象零再三下さりも窒煮、西

明軒下が・六三い。　CO：CN：のπ諜1：3：！の葱a成比

のほに巖櫓嬉冤示し規単一諏菰テ！錯体のペ
ンタシアノコハ”ルト（のヒエチしンソアミンコバリレ

　　　　　　　　　　　　　　ヘト〔狂b、“いすれ｛，700cイ寸近，り島〉農でアソ“キシベ’ン旺

　　　ンぜン収準が大τ宝いのにタ些して．t艮／樋℃く立う一斗・｛本は

望温イ寸近．っ低温で馬齢がプくきい。干た横構は羊一

西乙べ並子ノ雑バ本のものヒ〔命じ、エ・・ある。

フk薫雰囲下四病t耕ドゾキう／ベン℃・ン収

鰍鰭房働下の琶よ・戸鶴匂フk煮瀦体に
八寸略すると芝ぱ，姥体の・中ぺ嫉φw見協」L面幾化曳

然乃愈菱イしく内イ寸即夜永ごになる。　一允　ニトロへ’ンセ，“

ン毛錯体と反たすう。も引し釣哩・溺ガ、・．ニト。

べ・／セ∴ン9電子受餐、陸φ》穴之いにめに電荷紬勧・錯

体囁成する。このよう1二・k朱零囲気下て・ニトロ



べ㌧ゼン喰敵行うしフk素とニトロベ㌧ゼン
ヒの醍／し的イ寸か0及沁・か・嚇す3。　ここて・・．　ニト【〕

ノベンセ’“ンリ電子・受容艦とづ、・大㊧いちあ乙磯老一か偶券l／，

フゾキシペン浅ごンが圭」生成物ヒなる．　しかし水素

の競含反薦のちあに収率桝望煮1零画下の場念きり

党修下すう。7k素馬庚鉦・によるアニリンの生歳一蓬：

、♂しん跡筆疲で・ある。

以此いくつ劾コノ鴨トω儲体にト。ペン
セ・’ンヒの艮於・ミ客穿つちヒ㌧ろ．，いす・れもア’ズキ ン

・へﾌゼン乞選榊航峯威㌦た．斑らは当ネ取著
惣・堤娼臣カツフ・リンη・の反前祇轟・・よ机と

と示峻陥ものz・ある。
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く
3 コバ㌧レト（の儲イ本Kよるメタクリ1レ一髪≠チ1レ

の童合

3．コ　緒言

　メダクりル酋髪メチ1し（し㌻〈下N凹Aと醤各干しする）1客穀．

光．放易鰭泉，．イオン・工期・、ラシ・カiし重’合・などのい

一ず㌧れ．のうr広！つよクて毛篁／｛≧＼包閣零する。重、含＼生成

物は耐傾倒．翻暖，紫外¢鮭透過」率隊じつウし学釣
性質がイ留れtいる上1二電気等色縁佐，そ斬撃強さ兇鋤

く．吸収性づ泳士撃て嶺痘材料賦て適してい

る．この勧に廻連発繍彫，無節ど磁
く組いられる：寸寸脂である。　⊃の唇かにト4凹Aは取

汲い℃容易なぢめに重疹殴1蔦・っ研帆や洋生数玄幻

｝つ広《イ更痢さ★してい8＞。

　M卜4Aのうヲカノレ壷・含・1二ついては．（）ぐ，（図なアゾ，七・ス

ノ（’ノブ’｝チロニトリノレ（AIBN），遥L酸イしべ’ンソ・イ｝し（Bpo）

なビのアゾ化合物系または遇酸化物系鐘：含聞始
剤として使爾する二と力個知されている・）。

　コバ・，レト（五）・金笛イ本、乞蝸娼魯ユヒする　ト4凹A・ゲ重ノ》に．つい

ては、ペンダシアノコ増しト（のがフk霧囲魚下・嘆
合誤々毛3イ乍拝へ　と　も　っ　　二，とを畠橋三視ら3）弔か9蕨L　い≠ジ’し托し。

さらにしの／il溝イ本の亟｝「しイ立子（う一も覧を2，2㌧ヒ”ヒ，。ソシ”

ノしで置キ思し乞ンアノ／’2，2仁し”ヒ。リヲ｝レ）コバ’ナしト（五）も

同季叢じ永煮零下・気下ゴト姻Aり奪！含・閣始作州を示す



二とづ・報告さ枳いゴ。二眠らつコ硝レト（・）錯体

つ，縢化’伽僅合圏紹謝生糎て・，あり，湘A壷含

1まう」ゾカノし白9に進オ奪する。

　前章て・箸着は虹記の，錯イ本諒台めとする糎々のコ

ベ1しト（の壌昔イ本が電子×共与・・｝生．起；有し，　ニトロペンセ“

ン感吃の電『｝乞受1ギ取ってラ：ソかレアニ六ンπな

り、ンれま反沁中圏体としてアゾキラベ’ンぜング

蛾胡反熊閣勧堤喝しち．
以上勉とがら類働ると高橋らが耳徽つた虹

壱乙のつ／vlしト（の塗皆イ本以外じも，図図Aのうゾカ

／嘘合閑始祐性島つコベ嘘トσ）儲体次膚在す
ることが：考九ら，れる。　このため匹糎／ヱのコベ、）しト

（∬）・盆着’体と鴫始剤に爾いて図卜1A重合反鵡・左行っ

た。



3．2　ビス（？、2’一ビヒ．りヲ・のコへ・｝レト④

　　　　儲体じよ∂メタク鴨酸メ争レの隻合

3．2．ユ　循言

語雨止視ら・♪はシアノ（22蜜ヒ・　う・耐コ噛トω

儲体の妬心煮が界面％性剤痴・，・K象霧囲気前で

メタクリ1し酸メチル似下剛Aと酷記すのっ篁合

閣満作肉鋭つ比廷報告、ている。二の真体つ
組成（モ嘘ヒ）ばC・・CN・ごヒ・　物し司つ・3・・あ
δ。　！ラ∫．　三／アノ（22ノーヒ“ヒ。’｝ジりし）コノ＼qノしト（：幻錯

体が・癌化夜釣・じ餓媒作用を示すンヒ乞・i・i・ge訊

Schwabり），7arama齢ら1ま孝艮濾し・乙いるか＼ウ　こ：れらり儲

膝の組成・械も乙っ高橘らの毛の乙票っている。
　虚者はコハごbしト（の錯4本による　図卜4A重合に腐する

石腹の噛解して，まずシアノ（2，2・ゼヒ・リヲ1げ

つ・Wしト（π）・錯体申つ》アン化・物何ンヒ2，2乙じ’ヒ・うゾ

ル（以下bPYと留各宕ε妨う）ヒリヒヒ隼がM図A重含爾

始作用に役ぼす影響、¢ついて高言寸し牝。

3．2．2僕輪うぎ法

　禰Aナ・雇、フk翫屈・．所尊量のb群，界面店性
謝，シアン化カリウムをフ’ム製セラムキヤ・ソプ村き

ナ。（鰍3　のフラ入つに入牡た。　フラスコを・ヒ巨温篁



’童糟、㌦取・｝村げ．反／誌奈内の空気£望煮客ちはフK

煮ヒ置喚氏セ。5詫颪3の水に溶かしち塩化コノドコレ

ト（㊤六永秀G硅勿L5xlO椰4憾硯をう主射器を用、、て℃ラ

ムキャップからプラスつ内し完入し，二のヒ箋を
夜応蝸ず解守とした．　フラ又コはア1しミニウム八・7

で包み．永浴で，30。Cにイ象ち，ウつくリヒ電渇教か歳ま

ぜ、 ｵセ。　！、定θ寿間彩灸．　反六こう民念畔勿εメタノー1しマじ

綾〉。して重留物を沈殿ミせ托。今・幣、托重・含物左

ベンゼツに瘡解し，フk洗い臨のちに≠9ノー・レぐ

じ殺入して勇．沈毅しち。’董，含・物を・匝量鳳塗bまで

望温で減広軋燥し℃童合埣を菜め任。

　界面彪性捌は熊イオン十生の丁ω侵几20（木・、只才キ

㌧エチしソ1・ハレじタン・毛膝レアート）左用い鶴

　生成重含物っ平均分子量（戸の1まへこンでン審〉夜

の？ケQCにお、局＊6度ε割曳して極眠粘葭（〔忽〕）逸

求あ，吹の蘭魚式曾）から誹真した。

　　［忽］一・・7・×・ザ軽X層，o●ワ6

　ス、手レンヒ山内4Aヒっ・宍重．、含イ本中の単量、｛本、魚西成は

CヒHう元導く分赫・値、から宅や重しし．。

3，2．3　結果と考曉

lt）C・沈M』PYのも・レ比環ろ響

・k素剛気回忌は魅零囲気山で種挺の忽成



（匂しヒし／ももつうアノ（ぐヒ・　ヲル）コベ、嵯（の鋤本

の塞1液乞調嚴して30・C．｛夕時間9重含皮託竃行

い，　・錯元本㍉やの　CNと　bp、1／ξ）モ」ししヒヒMMAつ「竈’eト率と

の業態乞右周へこし。　界面ラ色性喬蟻の’τωeeπ90はト楢A

じ対して4融％をう禿零し惨。　瘡ξ集ヒして当ネ刀1よ永．

エ9ノーレ疹娯（容積比の高いた．しかしエタ
ノー・レ略叙・・℃7kのみ要用・・て脚本。り（籾ワ・ル酸

痔1の（以下P脳Aと幡記する）が収弊よく生成
すうのて㌧　本官験では7〕κのみとイ引用した．。　魚吉果ε

表ヱじ禾す。

　う艮．含・配イ立．子の場〉予感，　どのよらな・籠L成の錯・体じも

永奏蓉囲気千ではP凹呂Aが収葬よ《ノ圭．成t彦。　さ

らFc晦含まなし・bPYのみ弾一下こ位r洞窟・体
の殊合τ・もb四／c・呪・し比づべ父～4・・琳1ぎ・

P梱A碓成縮嗣ら締・肋・しbPY／⊂・司
τ・、よ重合ラ舌整と辱、りなかっ玄。

（2）ヒ・ヒ・リソ1レコ／＼・1レト〔R）姥伽嫁る剛A

　　　の重合

　和伽90の添加量ε脳Aに対、て4賦％とし，
bPY／C・托1し比か・2～3のヒ”ヒ。・）ジ’レコ・Y、1レト（D）

錯体，。ようM図Aの重令反六3吃，室内零囲詩業事・よが

永，煮黎囲気下が行っ仁。重心舞ヒ重庵〉噺商の蘭イゑ

巳四丁に，　生成しち1）図図Aの平均／分＼テ量左宏2に

示す。

　の袖果からは・k気窒熱零囲気の鑑喫，あ・
よがbPY／c。の匂しレヒつ芝乳二よ藻響縦、あう
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Table l Poiymerization of mm by thG mixed ligand

       complexes of cobalt(I[I) with cyanide and 2t2'-

       bipyridyl

  [co(ll)] = l.5XIO-" mol, mm = 5 cm3, SolvGnt

  (H20) = le crn3, Sutfactant<Tween 8e) = 4 wtag<based

  on the weight off mm), Reaction ternp. = 30 OCt

  React±on tirae = 5 h

                              Conversion (g)
    co:CN:bpy !----
    (raolax ratio) Undesc hydrogen Under nitrogen

l

l

i

l

1

l

i

[
'

l

1

l

l

l

l

2

3

4

2

3

l

2

3

o

o

o

o

1

l

l

l

2

2

3

3

3

1

2

3

4

83.3

85.6

84.2

84.6

87.5

82.4

26.I

73.7

42.6

 o.o

89.2

91.7

84.4

25.I

l7.4

l6.8

l3.4

l3.0

i2.7

 6.4

 9.5

±4.9

 o.o

80.2

90.3

93.8
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Fig. 1 Time-conversion ucelation in the polyinerization

      of DnjGA by bipyridyicobalt(ll)complex

  [Co(E)] = l.5>( iO-" mo±, mm =S cm3, Solvent(H20)
   == IO dra3, Suyfactant([rween 80) = 4 wtg(based on the

   weight oE mm>, Reaction teiap.= 30 OC

                             Atmospheye       bpy/Co                    ,---------Vv----
     (mOXaY ratiO) under hydrogen Under nitrOgen

2

3

o

e

A
A
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Table　2　　　　　Average　molecular　weight　Of　P1舳4A

　　［CO（n）bl．5Xユ0鰯“mol，　瓶A竺5c類3，　SOユ▽ent（H20）

　　＝　10　cm3，　　Sur：Eactant（Tween　80）　轟　4　wt毛（based　On　the

　　weight　of　趣！A），　　　ReactiO論　t二emp．と　30　0C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Average　撮。ユecu！ar　weight

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（MレXlO－6）

マ辞e　（bpy／COmO：La忽　ratio）　「一門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r一⊥一　　　　、一人＿
　　　　　　　　　At？宝S豊諾H・　賢・　H・　N・

－
幽
3
4

2．26

2．32

2．92

2。59

2．60

2．34

2．57

2．75

2．94

2．44

2．36

2．56

池琢い・　したがって湘Aの重合閣始活性洗もつの
・よ以（ビ劉ジ1レ）つ・v・ルト⑳勢本鏑ソ．（Nと

b酬助混合酬好舵簑喫なってフ嫁の存在
左碇撃℃しない。と卵観込められた。

　　　へ

群霧囲気下でbPY／c・身船体、鳥よ劉m
の董合左行い．τω£娠20う条加量り二二左・二丁彦。

丁い伽90無〉勧。編P梱Aの生成り碓ヒん潔、

められ旗い・2賭％添加オうと図2件示すよ弘．
諺潮Rか・認あられ，反刀り蓬え行ポ遅い．起らに郊

ウ産蠣すヒ野州が叡て鮫・ガ趣．礎話し
泥。
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Fig. 2 ffffect of the concentration of surfactant

     on the polymerization of un by bipyridylcobalt(ll)

     coraplex

  [Co(ll)] = l.5xlo-" raol, bpy/co = 2, mm :s cm3,

  Soivent(H20) = ±O cm3, Reaction terap. = 30 OC,

 Atmosphey6 = Nitrogen

 The concentxation ofi surfactant(Tween 80)(based on the

 we igth of um) == A : 6 wt&, B : 4 wt&, C : 2 wtg,

  D : none
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（3）重含廉・媚獄）

　重合玖湿り形六’蝉勧・めるちあに2，2一ジ万・1レ

！一ヒ。7ワ1レヒ．ド’ラうハレC以下DPPHと鯵彰乙ずう），づキ｛コ

ペツぜン，駿点り本η幽無医べし諏解レンと
ト4図Aヒっ装車’ノ≧＼ぐゴ為・£！ぞrヒっに。　bPY／c。盤2，

丁のぞ％一20㌻添加量6ω丈％．　う時間・う隻・含＼巨沁じお・

い丸つP四をC。・二姑・てモポ比で○汐、ニトロ
ギンぜンα1c♂（c・に吋鍋七・し比ぱ6汐）ε

漸。秘が．駿煮梅α！口論。・・二対穏モ｝し比
1タつ，03）を皮た券う夜中にう主ン＼し乞。　いずれ9場

合もP図呂Aがi手じ久乙一ズ辱う卓すへ二井Φ落唱綜用，　ま

ち赤三三作恥“観められ鶴入チンンと剛A吻
二宍重・告競り系旦成懐旧菜芝図3じ矛・す。　以上一・う鮎果づ＼

ら，玖（ヒ牝・・｝ジ’レ1コ・＼・・しト（助諾体も閣麟二

二ゐト4｝4Ag重ノ三段託・はつソカル白勺じ墜《予言3毛り

く．ρ≧われる。

（3）　　ビヒ。リジ’レ’コバ’1レト（π）！金皆イ本つ電ケ！（共与一申迄と一

　眞の2・2・頑呼いて．ペンダシアノコ酌し
ト（ロ：1廉渚イ本と・7コラニル（2、3，夕、6一デドラク二

三ー1，4一へ1’ンゾキノン、ン民下：（二Aヒ田告ち浸する）

ヒの髭し合・によ・1午30導引とぷ67敏峨匹2イ固っ㌔り肢午又

巧淑、尺芝同もつ7ロラ＝西嶺／『・シ“カ1しフフ三才ン（レ㌧く下

Cハ「　と田各もる回る〕鯉生成することから、ペン9

レアノト」ベルト（幻賭体力・電子供与性ともつことと
ヨ月らカ＼1二し十こ。

　ぺ思しアノコ卿しド妙錯伽よ水素雰画気下・・
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Fig. 3 Copolymer composition curvG foy the copoly-

      merization of un with $tyrene by bipyridyl-

      cobait(U) complex

  Co(II) : l.5× IO'N"mol, bpy/Co = 2,

  Solvent(H20) = 10 cm3, Reaction temp. = 300C,

  Atmosphere = N±trogen, Surfiactant(Tween 80) =

  4 wtig <based on the weigth of MMA>

  Styrene + MMA = s cra3



！02

は永一素祀儲イ本になワ，図MAgラヲヵル’牽／含・群＼髭｝作

閑41をもつ二と別喉口られていむ、　しかし望煮霧團

気下におろペン・9iンア／コバルト（の備’体毛フk豪イし

魚体と比べズ電含逸ゑ■叡勿るφて・，図MAの二合鳴給

作用1梶もつ穴いる．滅はベンダシア／コバ’1し
ト（の’儲体の電子秩をに基ずく毛のピ考奪うれる。

　ビヒ。りソノレとcAうそ蝦噴の容疲ぱ可視諦に

岨収音柚憶く．両癒を混息ほも喰賦スへ07ト
、いっ変化φ醜・・。まんビヒ・　ジ’レコペリレド（ぼ／錯体

幕勧可視軽卿脳備劇・さい．し凪な力帖、
ビし。りヲナレコハごノレト（Eブ’参皆’体、請う諏、に　CAヲ旛液をラξミ・含・

覗ヒ鯛／c。りじヒオ・2あ・よび’あ殴ち図ヰ
漉禾オよらに牟2．3孔帆　と4査0嶺〃　にZ4固弓管鳶口、ネ六

大ともつフつつニ1レラソカノレアニオンの吸収；くべ

／7ト1し翻あらわれた。　し任か・’つてビ’ヒ。りこソ旨レコベ’

ノしト乙の幕昔イ本は電子，！女手士生か・あり、　この電子／共与一つ

よ㌧酬VIAがラジ’刀｝レ重含・国譲零落する、

3．2．4 凹溜

　レ》くhの喫噺図解がら，榊4Aの璽・合・閣始作鍋芝も

つつバ・1いω姥体と覧てビ’ス（ビヒ．　ジル1コ・帖ト

雛謹②繰1二吻」コμ1媛斥璽の化

（の　ビズつ2・ゼヒ・ウ狛レ2コベルトω

　二の錯イ本についてはこれま禎二永仁イヒ鰍媒／禰
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Fig. 4 Absoxption spect]a of a wtxture ofi chloranU

     and bipyridylcobalt(xx) complexes

  Solvent for Co(II) complexes = H20 containing 4wt&

  [iween 80, [co(bpy).2'] = 3.ox lom3moYdm3,

  [chloranU] == l.5XIO-3mol/dm3, Atmospheye :N2

  A : Mixture off 5cra3 cA and 5cm3 co(bpy)2+ (n = o

  B : Mixtuace of Scm3 cA and scrn3 co(bpy)22+ (n = 2)

  c : Mixture of 5cm3 cA and scm3 co(bpy)32" (n == 3)
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ヵベ知られていないことと㌔窒．素薩奪囲気随で毛童4≧卜1編

靭鯛ε示すユから、この・紬本吻瞳化勅が砧
性煙て噛い比は明らかで・ある．助ため㌶9
繍本跡糎舗織雛凱てつ㌢のよう｛t観
られ翫界面冶性剤のフくるミ切レ出て吻威受れ

3ビ叙ビピリジル）コバ、♪レトω・群体は6個9配

他座のうちのヰ個が印『によワめめら札硫りの
フ個にはフk分テか・配位して、・る．この配伽k、今寺

か唱寵し置換し…錯体の電子礁与’性のために中ぺ
金縞がら呂図A酎電『卜左後容してラジかレ董，含．左

閣始する。

　また彫塗／C・二工の霧募含は図尋に示すように7

ロうつしラうノカルアニオンのロ段収、か・ほとんヒ・あら

われないので電子供与性φ・・ない．（紀がつて蘭A

の重合閣総増生鱒い．い入ヒのよ弘t窒瀬細馬
下でト姻Aのうヲカル重名・反応左閣給あるたあに、ま、

コベ’1レトこの儲・｛本ぱ電子河甚与・1’生ブな寧才しは・ぼらなし＼。

向。・／CN／bp監1・1・1の錯イ本
高橋ら％報告鵜！・2・3埋門の儲伽坤

八二・・金〉ノ鼠のコベ、しトヵv・もつ6イ固の西乙ぺ立座ん女寸し過寮／

の琴芝べ：立子乞用いている。　しかしなが・ら表：工F承す

ようにCNと4縛との引例乙位子・紬本揚・勧よ
1二1二t　g言且戯で十・分＼であるこヒぱ9目らη・τ｝あ

＆．こつ・半解つ構造についてはつぎ・9ように置旧

られる。

　界・面ラ名・／生蕎、！9）アω覗候8》○怯み子ヰ・にオぐりエチレ

ン才キンド’と吾っており、　これにコベ’ノしトイオン
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樋融齢して下図のAの鞭儲イ眺形成す砂
ま移は13の如く（二Nによる架鴇錯イ本ε形純汚る。

1・ゴ、1諾体について
あう。

よらくあて楡室すするりこ晦が・

　　CHrCH2
　　　　　b／＼d／

　　、　　　　　　！
　　、、　　！ノ
CN一一一C（）一・一一（）H　2

　　！！　、、
　　ノ　　　　　ヘ
　　　　　へ　N，　　　N

○ ○

○．

ON

　RユO　　CN　　H20

＼1〈1／　CO　　　　　　　Co

／i＼／i＼N
　H20　　CN　H20

NO

○

B

A



、3・3　　オ3りアミンコペ，ノしト（の実音イ本採よる

　　　　メタフリル酪メチル。望壱
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3．3．1

　メタクリ1し西餐メチ1し（以下卜4卜4Aと田各回してる）の篁

含重罰作解き示すシアノ（2，2．」（ノヒ。リジ㌧レ）コベ’タし

ト（H儲体㌔、共綬ソェンと毛ノ等しフイ嚇しフκ豪
／でじす　・…、　’毎賓媒イ乍ε筆述　を，も　つ　　て　L、　る　勢0　　　一づぎ一、　2、2！一　ヒnヒニ。

リジ1しのイやPしエチレンジアミン受以下e臓略記
す記調、吃シア尺エチい／ソアミン）コ附しト叫

至善桐嫌に子壷｝エンと毛ノれフベ／、誠啄イ財

3諏媒へ禰齢っ☆が測れて。、ゾ．篭輸よ
しアパユ・㌘げ切功レ）つベルト切渦熊㌦ヲ
フ∴エチしンヲアミジコ・wしド綱儲体も醐Aの重心

穿孔訊f現左もつ＝ヒ＆予冷・しやし。　喫論っ詰果．、CN

と鰍切ヲ写し蔑し位子コベ・1レ枳助窃棒はさ託のcNヒ

ビ℃∵ソルと㊧鳥告押下子ゑの賜合洞様。図縞
り重さ・禰始伽爾芝示しち．し・、しC忍野ゑ。渦

含低唱っ塩断よ即吟蓉圃気斜脚砺す・鱗雰闘
下でも木。6（メタηワンレ励後メ千弓し）しズF9凹邑Aと伊倦玄己ずδ）

診成し．さ転二C睦冷い托飢のみの単一西己
泣3℃コ・轡レト＠儲体ぐ．窒薫雰劉気FでP甑A芝
生成しち。

韓越純じλ（2、2・七ヒ・、）》・吻コベ眺に蝿

体調棟に．エチしンヲアミンつ噛トぼ錯体づ・・望東
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翻気下z・脳A魂合蘭翻心訴すっ塒秘めて
禦妹が辣）㌧）㌧γ・ある。　本章で・1よ一e奴芝縮あヒ毎る

只繍族齢欠姻アミン晒Z緯苓るコベルト叫悌体
によるト4図Aの重合＼じついて述一ぐる。

3、　3、　2　 璽験方シi亥

　M橿A5鴨し磁3，　永，高し微3、　酋辱量り爪う｛1アミン，　穿ト

面う右・陸一剤およが｝ジ♪辱に1k）・じて＝ンアンイしカI！ウA蕊

コ払製セラAキ々ッフ哨き幸ε、凧・プラスっ獅＼れ
化。反六；・系．内の回気乞永，煮まちは三二ヒ置換しち。

飯献・の太に審かし托塩此コ，’ベルト（皿）大・k知物1汐

メ10幅阜塑ひZを盗射器びセ．う久キ雫、ソフ・からプラスつ内

にう主入し．　このとき左反応遠回鋳滋ち。　フラ入
コ1まつフ1しミニウAノ＼ク「ビ㌧乞しんてd）ヒ左：…遮り，　フ｝く，う’谷で・30

・cに・保ち．峰つくりと電厩か鷲ぜした。一定時

間後．反乱う忌物をメ9／一レ中、紡勤、して重含
物と沈殿させに．分離峨重合物をべ’ンぞンに瘡
餌し．　水ヲ先したψちにメタノー｝レ申に才裂．＼して勇ヲ把

段匙ざせr縁。童心4勿ε重三量1二㌻もまで室温で・減圧競

潔象して童含牟左菜め托。

　ホごりフフミソはエチレンジアミン．　ン“エチレントし｝ア

ミン，　トリェチレンテトラミン、　テトラエチレンへ。ン9ミ

ン（以下凌客塗・れ乏牲．　誌£姓，　オぼe牲，　丈2ズr£／γしと

窃縮乙ずる）を〆更田した，。　界面浩・～生剤1ズ主ヒして非イ

オン量生．つTω乏εγし曾D（フk・り（才キ・ンエチレン）・ノ’しぐ・9ンニ
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づしノ才レアート）と円いた、　二の窪か1っ薮夕に宅己載

の零・達ロ奨；・r壌．看・1とイ吏用！＿在．。

　平均・分子量（M必ポ＼ツセ・’ン；脇門の25℃にあ・ける

蒙巌瀬聴して梅腹粘咳（賜り）莚菜あ，・緬無二
凱’3）から亨や尊し拓、

　［箸ド・・74X・・曽辱〃ワ・。．76

　スチレンと凹MAり族童含・体ヰつ単耀iイ本四且成はCヒ

H・）元素ノ分・4イ4直から玄十算し杉。

3，3．　3 寅験盆象

ω　シアノ（二野ンソアミン／コ・v・レト②儲体

　　　1二よるMMAの壷・合・

　馨面珍・達養・」｛き丁のε之澱．額0をイ吏零し蔦．　丁ω¢之靴20

・霧度εノ，乳編（以下物活性徹つ濃度は永叔寸
でゐ三二％τ・示す）ヒした。　フk豪弄乾．！訟望煮蓉圃

手下で1融A重，｛〉・景紡るC・一C邸飢のモル比り
条禦を鯛べ・哲。表3に示すように．宅弍みたす・寸・て

　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　への歓し比で・ア闇Aが艮い収琴τ・塩成、に。珍儲
象づ・ら臨CN一∈侃・うシ罠合勇もく立『㌃儲イ本と£侃ψみの単一

醜他う一・三体ほよみ差冥，　あ・よてバ水，素ヒ喧豪の雰囲

気淳蓬ずく邊嗅か・齪・め」うれない。　しのちめに単一

臨しく立テ②エチレンヲアミンコノVりしトし巳）・二三による

図図Aの童合について論審寸しち。
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Table 3 Polymerization of un by the mixed !igand

       complexes oE cobalt(II) with cyanide and ethy-

       lenediamine

  co(Ix) == 1.5× IO`hkmo!, basyrA = 5 cm3, Solvent(H20)

  = IO cm3, Surfactant(Tween 80) == 1.9 wtg(based oR

  the weight of H20), Reaction temp. == 30 OC,

  Reaction tirne = 3 h

                              Conversion (g)
  Co : CN : en r-m-H-
  (raoiax ratio) Under hydyogen UndGr nitrogen

1

l

1

1

l

l

l

l

l

]
-

1

l

l

l

l

i

2

3

4

l

2

3

4

l

2

3

4

o

o

o

1

l

1

l

2

2

2

2

3

3

3

3

i

2

3

49.6

86.I

84.6

85.4

85.4

88.2

81.4

76.5

89.9

90.3

87.5

73.9

77.0

85.3

83. i

5e.8

80.6

79.2

79.8

79.8

69.1

74.5

84.9

56.4

84.0

83.7

84.4

76.3

82.4

$2 . mp
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（幻　　エチレン『ジ“アミソコバ1しト（の・儲イ本1＝よる

　　　図MAの壷’1｝

紹で£硫・の匂レレけ2・3励卸聾動
鍛いので’＝の七・眈つ・雑’体・二よ漉駿と麟

時乱り関係を調怯一聾訴すよ被ク嫁と
蟻謬囲気つ遠いによ課曝捌雀駄％砺ら
れ啄い。熟過図でω，℃。一ユヒ3の匂し比
の寒し罵よる累日正出観・めら飯斥い。

　表！て・・劔／c。鷹h・・もア幽Aヵ産成お⑦ガ．

劔／c。《∫と2り姥体調いて心心隼ピ飯認。
の環復ヒの閥イ系乞調ぺ托。丁ωe甑90ゐ毒｛庵加ゴは

ア陥Aか1手ヒ氏乞・，生成しな。＼。㍉蹴80の庵加1二

胡P欄A協・嘘成し，濃俊ろ、・K狙唇3にに鵜
てP湘Aの生蔵鼠度6、速く四馬。同一濃磁お
・するP闘A生面歯面感硫／こ・二！づ・’2のヒきよ

・罵逐い．しかし畏時悶内面うと叢論．6・・

遽く勧，重念第鴨・・等恩なつ托・凍らり
蕪果を図6とr図7に示す．
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F±g･ 5 Tirne-conversion relation in the polymer±-

      zation of mm by ethyleBediamine cobalt(II)

      compiexes

  Co(XI) == 1.5XIO-"rnol, MDvlA = 5 crn3, Soivent(H20)

  = IO cin3, Surfiactant(Tween 80) = 1.9 wt&(based on

  the weight of H20), Reaction terap. = 30 OC

                                Atmosphere       en/Co
    (raoiarratio) r----7L-----x
                             H2 N2

2

3

o

A
e

A



±l2

Amp
v
:
o
-A
ta

k
o
>
:
o
U

IOO

 80

 60

 40

20

o

E

D
c

B

A

                     Tirae (h>

Fig. 6 Etfect of the concentration of sur£actant

     on the polyraGnization of mm by ethylenediamine

     cobait(IX) compiex (No. I)

  Co = 1.5×10M"mol, Ratio of en/Co = 2, mm =5cm3,
  Solvent(H20) = iO cm3, Sunfactant =: [Dween 80,

  React±on temp. -- 30 OC, Atmosphexe = Nitxogenr

  Concentration of suxfaetant = A : O.9 Wtg(based on the

  weight o£ H20)r B: l.9 wtg, C: 2.8 wtg, D: 3.8
  wt2r E : 5.7 wt rg
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Fig. 7 Effect of the conceritration of surfactant

      on the polymerization of mm by ethylenediamine

      cobalt<XI) complex (No. 2)

  Co(MX) = 1.5X10-ij raol, Ratio of en/Co = 1, MMA

  s cm3, Solvent(H2o) = IO cm3, surfactant=[[rween

  Reaction temp. == 30 Ocr Atraosphere = Nitrogen,

  Concentration of surfactant = A ; O.9 wtg(based on

  we±ght of H20), B: l.9 wt?, C: 2.8 wt&

80 r

the
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（3）　て葛ソ硬爪0リアミンコベ、ノしト（π）／錯イ本昌笑よる

　　図MAφ重合

　　伽の厩籾に葛〉燃・　アミン9撮1〃・，茄’ξ・罵お

よが似ダ加戦いて剛A謹行ξ行った。磁加
80り強弓琶7ル理乱，欧イ好／C。のモし比り影

響芝L考鼠・v・修。

　試le！レしギコま図8に示、すようにe帆ヒ｛司楕Lっイ西向を示し1㌔。

すなわラぬ伽／¢・一2ヒ3び1よP醗4Aり生5文’速．度び速

く．　ほぼ同一ぴあった．。　oい倣／Co＝iゴもアMMA

か・生，成’するψw、　謙1ラ旨にレヒT・て恥い。　　しかし著乏崎

賜廊砿粁うと生成速度ザ速億・ク，重鉢弊ヵ喝
ゾ寿しくなクに。

　尤h、孤．　砺セ孤ではε／汽，　（えぐ撫と異辱ソ．壷巳4立

｝対コベbレトの比．加ヱのヒ曳しP図呂Aの生成逮慶が

速く重合秦も煮史い。しり・し比を2、焔、訳猷す
るヒ生馴，速度．篁含」牟が逆」しイ銭下しに。　ズ2ズF2牝

の場・銚図9還す。畑⑳＿・・ても醐乞謹
心ト三民更に・なつ尺。

　生成しrヒP図MAの平均・か予シ竃＝う刻定ので結象ε表4鳳示

す。　ごれ巷が乙幸艮宅トされているへこンタンアノコハ・りしト

（｛L）？　　シアノ（②、2なビ’（二吋rジレ’フ！v’ノレト封　および・3、2，’章の

ビス（221馴し。りヲル｝コベりし野服昌も叱瀦一難
く、106ちつ平均・分ナ量であ’る。
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Fige 8 polyrnerization of un by diethyiene-

      tniamine cobait(IX)compiexes

  Co (ll) m l.5 X IO-" fnoi, MMA = 5 cm3, So lvent (H2 0)

  = IO cra3, Surfactant(Tween 80) = 2.8 wtg(based on

  the weight of H20), Atmosphere ur Nitrogen,

  Reaction temp. = 30 OC,

  Ratio of dien/Co =l: + , 2: + t
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Fig.9 Polyrnerization of ltwLA by tetraethylene-

     pentamine cobalt(2I)compiexes

 Co (II> = 1.5 X IO "'4 mo l, iylMA : 5 cm3, Se lvent (H20)

 " IO cm3, surfactant(Tween so) = 2.8 wt?(based on

 the weight of H20), Atmosphere xe Nitxogenr

 Reaction temp. = 30 Oc,

 Ratio of te tren/Co = 1 : --rtf >r-- f 2 : --< F-- r
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Table 4 Average molecular weight of PevlMA

  co(u) = 1.5xlO-" fnoi, un = 5 cm3, So±vent(H20)

  = IO cra3, Atrnosphere z Nitrogen, Suxfactant(Tween

  80) = 2.8 wtig(based on the we±ght of H20) t * l.9

  wt&r Reaction temp. = 30 OCt Reaction time = 4 h

    Complex Average moleculax weight
  (rnolasc scatio) ( M.x lo -6 )

en/Co = l

en/Co = 2

d±en/Co =

dien/Co ==

tr±en/Co

trien/Co

tetucen/Co

tetren/Co

*

*

l

2

=i
=2
== l

=2

3.8

2.2

2.7

2.9

2.9

2.9

3.2

6.l
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（ヰ）　後々の界面浩性剤の妥多響

　これまで・ぱ舳シ多・陛魯ib非イオンゑのアωε⑳80薮

硬明し信。　丁ω¢名殻象0以タ・トり種反の零’面う舎r生剤9

易タ磐乞言喝〈こ・ち。　7レz鰍90を爾いて宕ヤつち童含反

虎で1き，rω之伽90のラ震後か一大きい豚ど重／毎兎～裂

め・速・・ので、駕漸討㈱り〉馨一眺劔ω翅，民ち。

ノ諺体，太£〆し／C。像2と元£えr之〃し／Co二工　と爾い＃し．｛条ち

果乞毎5ヒ糸す・　丁鯉鉱80，60，よ・晶び’B卜弓35

が，両ナの嚇イ本じ有1劾て・あった」9　また．葵暮イオン系9》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ丁ω｛≧乃・れ，〔之0，4・0，8｝5，　アニオン：糸う勘覧デ駐ン，レ・硫繭亀、ナト

リリム，　ドデう！1レベ’ンゼ’ンス1し水ン西疑ナトリウム．

セ・フ呑ラミンが・一う「r）塚浩イ本ピン肩考力て・あっ～㌧・
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Table 5 Effect of the suyfactant on the polymeri-

       zation of un by poiyamine cobalt(l[I) complexes

  co(ff) ;l.5×IO"mol, mm :5 cm3, Solvent(H20)
  = 10 crn3, surfactant = 3.6 wtg(based on the weoght

  of H20), Atrnosphere = Nitrogen, Reaction tGmp. =

  30 OC, Reactlon t±me == 3h

                                    Conveysion (g)
  Surfactant /.in----vLljim-
                                 en/Co =2 tetacen/Co = l

(A)

Tween

Tween

Tween

Tween

[rwGen

Span

Span

Span

Span

Span

Bri3

Brij

 Noniomc

 80 (Poly(oxyethylene)soxbitan

    monooleate)

 20 (Poly(oxyethylene)sorb±tan
    monoiaurate)

 40 (Poly(oxyethyiene)soyb±tan
    raonopaymitate)

 60 (Poly(oxyethylene)sorbitan

    raonostearate )

 8S (Poiy(oxyethylene)sorbitan

    tristearate)

20 (Soscbkan raonolaurate)

40 (Sorbitan monoparmitate)

60 (Sorbitan monostearate)

80 (Sorhitan raonooleate)

85 (Sorb±tan trlstearate)

35 (Poly<oxyethylenG) dodecyl

    Gther)

58 (Poly(oxyethylene) hexadecyl

    ethex)

     (Continued on the next papey)

83.3

77.0

92.2

97.0

6S.5

o

 l.7

 7.6

o

o

87.9

o

79.3

84.9

42.3

73.3

7.9

3

3

 3

4

5

87

.

.

.

.

.

.

2

3

9

l

7

6

31.8
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(Cont±nued from the pyeceding paper)

Triton X ±oo

Triton X 405

(B) Anionic

Arosol OT (Sodiuai dioctyl sulfo-

           succinate)

Sodium dodecyl sulfate

Sodium dodecylbenzenesulfonate

(C) Cationic

Benzyltriethyiammonium chloride

Hexadecyltrimethylararaonium bromide

N-Hexadecylpyridinium bnco;nide

Capyiquat (Methyltrioctylammomum

           chloride)

Zephiram±ne (Benzyldimethyltetradecyl-
             amaonium chloride)

(Poly (oxyethylene) (9 -vlO) 41.4

p-(1,i,3,3-tetramethy±butyl)phenyl

(Poly(oxyethylene)(40) 42.
p-(l,l,3,3-tetramethylbutyl)phenyl

o

96

88

.

.

o

2

 O.8

76.6

 4.9

 2.9

71.4

      1.3

ether)

     28.5

ether)

tyace

  2.I

 l6.6

o

l2

1

 3

.

.

.

9.

6

3

4

2
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3．3，卒　考駿

（1）扇合夜1記・機構

重薇特集構を権門る扇・も奢す・2，2㌧ヲフ

tン財一しじ・ク脚レじドラデ・レ（PPPのの兆加
勧果乞・凋・で俘。　eれ、〈台帆て・は函ε痘L『㌃／cっ・コ，レピ丘

2，し厭，ズ2ル脈猫！とし．望卸雰倒気下，
勉肌8偽濃慶！ヨω郁梅《曾て・，コバ・しトと

握のDP引起添加して3脅圏つ夏穴左行ク傷
い守れの傷・含もP図凹Aの生成麓薩とんレ坤剃さ

れ払。

　脈／C・ピZの・錯・体左旧いて尺チレン（㈲と湘A
（M黛）の共重，含・反ホ｝・を行㌧＼．　園10り雨下合イ：干魚且成曲

晒しを翼辱ぢ。　単量体校1沁ヤ1とレしば交裏法により　h瓢

O．ろ6，　履二〇．41と：覚めら干た。

　蜜倉＼反六；・，気お・いて，DPP日・）重・含・坤制作用が・観・め

られ．鍾含体組成ヵ通幣っラジかレ糎体っ釣
果ピー致すゐっで・，⊃・れらのホρりつフミンコノ＼’♪レトCの

参皆体、三盆維剤とする璽即夜薦・ぱラソカル的に進：行

畜る。

　2．ケ飾で・述ンでちよらに，　未0リアミンコハCリレト（鴎）錯イ本

、よニトロ・父’ンセ・・ンとの夜ナ㌃1てよリア・ノ“キシへ・・ンセ”ソ左

　　　　　　　ま選キ賄勺ゆ生成裾。七夜瓦・はホ．弓アミンつ・＼・1レトに）

がらつ電ナ供豹。詞生成するニトひノへ・ンセツラゾ

カし・アニオンらカ・ソフ。ワンゲによるもの㍗ある。　以、

虹のしヒから，脳Aのラソかレ皇含は木う・）フミンコバ’

ルト（の儲体の財供与はり閣始さ鳩ヒ惟定勾
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Fig. IC Copolymex cornposition curve for the

      copolymeyization of mm with styrene by

      ethylened±amlne cobalt(Z[) coyRplex

  Co (lx) = l.5 x ±e -" mo l, Ratio of en/Co = 2t

  mm + styrene =5 cm3, solvent(H2o> me lo cm3,

  Surfactant(Tween 80> = l.9 wee(based on the weight

  of H20), Atmosphere = Nitrogenr Reaction temp.

  ---- 3o ec
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工　と75、も塾て，蝿さζ　る。

（2）箆合馬じ及ぼす吻好／c。つじしつ象多雪

　P脳A癬曲eイ好／c・の毛曲しどの卿袖．
（¢れ，d～肌）群と（轍翫．な誉れク群ヒ琳異な

つアいた。しの禰違｝巻界面う毒性着・1による毛のτあ

δ。　⊃才し～と芝らκン・確’夕＼・めうち一め’＝・ノ　オ〈。1、ア・ミ．ンコ

ベりしド⊂砂錯イ本とニトロベ・ンセ・・ンと・う》寄合泌ラ夜のρ及

鵜・暫トい測定して／寄面薦麟降加の塁躍
左’四点．界面謝燐ユはτω顔ヨ○とイ嬬しお．
　べ表としてル、・肌傷ついての颯壕又スへ・7ト・レと

図71n示す。　トリェチレンテトラミンコベ、・レト匹）’参皆

・f本は3ケ。〃レ脇，＝ワ母さ緑《極大ミφ、・・あるご、¢廊集A）。　て二。ト（コ

ベ・ンセノ’ソ乞》瓠カロず占と，　ニトロソベ・ンセゴンラ〉）カ

ルアニオンー帰属抹三下桝亟穴か・440脳に蜆
烈る（蓬9忌粟C，）。ラヲカしフフニオン9！｝と成量感、

440幅にお・いてCオ、ら姥イ本，諒る喚収A燧引
　　へいた高ミhに相即ずる。
　オh・概／Co響ユゴ1ま、丁ω2〃し20条ηoの易噂か・

靴κビ下められ執＼。か淑／C・一2、，〈上，・・よ，

丁の鋤20無掲～カOo＞ヒきにhガ＼・ン貿第，に大ミ冬くな刀、

長蒔三胎免する。丁ω吻80kシ勧・のヒ初期は
hがノ｝、改く，　掩のマ急に黛外’倶9捉危量｝上．φ・いってナミをく

例．揺申依徴励允糊・て蜘㌦謁・トし
て曲款集’Dにを、）、　うん阜0・れ／淋．r）ロ風収1魎六く1よ診死・あられ

㌃くなつ移。・蛯イ本の5ケ。硫航つ接吾父受A）1よ＠疑煮、ε

添力。渉うと歯露（Bのよ3に丈起く斥る。　ン㌧くhの｝
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Kg･ U Absorption spectxa of a mixtuxG of tri-

       ethyienetetramine coba±t(II) and nitrobenzene

  [co(if)] = lo-3moYdm3, Ratio of trien/Co =2r

  Soivent == H20r Surfactant(Tween 80) = 3.8 wt&(based

  on the we±ght of H20), Atmospheye = N±tyogGnr

  A : TtiethylenetGtrara±ne cobalt(U)

  B: AddtioR of 02 to the above A

  C : Mixtuxe of trSen-Co<II) and nityobenzene(rnolar

      rcatio of nitrobenzene/Co = 1)

  D : Addition of surfactant to the above C(ea. 3 h

      aftesc pyeparation of the sample)
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とから．紫外イ則が㌧せウ」二、がって大きくなうのは／

ま・殉らくニトOべ’ンセい、／っ西台」気1辱kす・か・窪4固ヒれて

ニト0ソベ’ンセ，＾ソほ唐リ，’雛’｛本ぱ⊃の「強隻青、を云尋て

穆幾素4港・1本になる修あである．　ラrン“カ・レ・アニオン生

成量疑唄惣京数ぴあらわし、飢あて峯6嫁
す。

　丁ωε鰍曾0気太加でる翻れ、／C。二1と2の3誌上帆

ロ最楓の急雨さ左唄，｝寵するとほy・1司いで、ある。　＝才し

ょ・）ズ困£れ／cσ＝2，びもフ｝丸疹ら夜中で・形・成演る9ぱ

尤レ漣姓／Coζ1り’諾．体で、ある。界・面i右性剤匙う添加

篤るとミセコレが飛’成迂れ，，そのやでラジ・カ｛レ篁行

加趨行寄bゆ）。　か～．e侃／（：。漏2以上㌘1嵐・諾イ本形成

1ン無用な，余・窪qの光晦れもミセレタ巳閉じ込層られ

る。　キし一ト化壱＼物卵鶴七二～乍絹をす3ためにぱ、

略名＼ジ・変属K望の西ひ長座渉や・ある㌧と乱’貯勇ガ’ノと参る

っで）　空．の豹乙位．座痕余・剰りメ戸£ξ帆が西己・位．弓＆とう

ジカ，レアニでン9生漉づ、・’才〔P制さ・れ＆。　また函三位座

｛ソ｛寸着して、・るラ：ソカ1しアニ才ソと・条剰り舟1’£牝

で竃：喚ずればい．子40噴齢畷収の脅命ψw短一《なる。

蔑オ鴨孔は元h・£舵よりも西乙イ立一基が㍗いのて・押制1乍

用はミらに六1きくほる。

　エチレンヲアミンコベbしトに》錯体も35・0暇・卍巴

吸双極改かある。　ω／c。。ブと2のとき93感
吟／机．ρ回収の犬雪起はほ、・同じであうが・．　7ωe加乎○

とソ忌加す3と畜祉老㍉よ復老り約半・タトになう。　＝つ）

と1ぷeノ疑／C。ご工の塀｝・含＼毛ミセル内て・［Co（en）、］・＋ガベ

生成㌧嵐の生蔵量洛蝋／c。。2のと二笠つ半’分℃・
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Table 6 Effect of the addit±on of suMfactant on

      the yield of radicai anion geneyated by the

      m±×±ng of Ritrobenzne with po±yarnlne cobalt(rl)

      complexes

  [co(l[)] = lo-3mol/dm3, Molarc ratio of nitrobenzene

  to Co : i, SolveRt == H20, Surfactant(Tween 80) =

  3.8 wt&(based on the weight of H20), Atmosphere = N2

                Extinction coefEicient o£ radical aion

                            Sur£actaRt
Polyam±ne

(A) Ethylenediainine

  TiraG (h) l

i-in-pm-----tv'L'-vny--'he---x
Non

en/Co (molay ratio)

Addition

             2
f"--ww'-----A-m-nt---inx

(B> DiethyMenetyiamine

 Txrne (h)

  8

 20

 2e

 26

 28

diGn/Co (mOlar

  8

  8

  8

  8

  8

yatio)

l

 8

20

20

26

26

 2

e

l

2

3

20

32

32

32

(Continued on

40

40

40

40

the next paper)

12

32

32

32

40

40

40

40
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(Continued from the precGding paper)

(C) Tyiethylenetet]ramine trien/Co (fnoXasc ratio)
               r---===rr r"A r---7Lim"-r

(D) [VetraethylGnepentamine                                tetren/Co                                          (molar                                                 yatio>
                        -

o

O.5

 1

 2

 3

i6

l6

16

l8

20

24

20

l6

l2

 8

24

l6

IO

l6

l6

16

l8

20

l6

 8

4

20

IO

 8
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ある｝と左禾峻ttいる、し托がつて伽／c＿2
で・は1りと：起よりも重含＼早牛が、1逮文ほる。　（沿£・γし

についても同祷又ヒ考鼓．うれる、

　ミらに↓れ，み帆についても，四体形成に虜嘩L

以払q亟ひ立まか、ミセいレ内乙唐在す3とか泡筑，な丈r2／几

の場心と同秣煙含左坤二筋と予杷、穏る．過
剰の本。リアミンヒよδ重，金〉キΦ制作馴を石弓かめ・う往

めに、西乙位う一／C。のモ｝しレヒと野合孝についてさら，

・っ零す直．図12じ翁お・㍉酋己位子／C・¢比

が過粕二なるといず・れも董鋤Φ制が観められた。
そのt、険勝味木0リアミン分『ゲっ旧び立基数に．ほぼ比拶、1

している6

3．3．ま　能茗

　これまでの孝艮告からM図Aのララ“カル竃’告閣始イ女

絹う・励コベ）しト叫錺体・よ、董疹閣焔の際に（・）水

寺、っ有在乞・幻卑と3るも9（・yd・id・・yp・，・型細辮

稿）。（b）・寄り春穐t腰い奪・・もり（N・・一hyd・id・

typ・’遡と略称筋）の二三熱気伽ケられ＆．

　細ンタラアノコベルドが，ヲア／（2，2しビピり
ヲ㌧レ）コへ当しト（の壌管イ本四はH型に属する。　こ玩う

は永素ε・鼠収して丁丁b’祷俸・露9，＝九わ僅含
賜々お契5畦’生糎で，ある。

N型に二二構℃匿報告ざれて・・るCN／C・
＝3　の　シア　ノ　つハご，レト　（コ）12）　あ・よが・3．2飾ブ逆
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Fig. 12 Effect of the iigand/Co ratio of polyamine-

      cobalt(ll)complexes on the conversion of um

 Co(II) == 1.5×10-" rnol, um = 5 cm3, Solvent(H20)

 = IO cm3, Surtactant(Tween 80) = 2.8 wde(based on the

 weight of H20)t * i.9 wtZt Reaction temp. == 30 OC,

 Reaction time = 3 h

 Ligand == en* :+ , dien : ----e--"

          trien :+ , tetren :+
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へ’セビ’ス（　2、「Zなヒ∴ヒ0り：ゾ1レ）コ／V’ノレト（πク　っ　2

糎っ姥体っほかに．噺しくホ。　アミンコ・帆ドω
全音’体がカ0之ら氷る。　これらの重：心反ブ為・はすべてラ

ゾ机し的に進行する。ビス（つ、？にヒ“ヒ．リジ亀ノレ丹

コペ、ルト（の　洗・よが’木0リアミソコバりしトC功　は電

子／洪与｛・生である。　したがってNMAIよこれらの／錯

イ本本らの電子厭：与によリラジカ｝し重含・左閣始誘る。

　㊧ぴ柾子／C。の毛，竃レ》しが・¢れ．6む肱・z門よ2，ρ・‘’2〃し、

ん虻配〃しかはてり・錯イ本毒曳・重・含・美心・莞浮主公壷である。ノ錯

体形成戚辱以しの木．・げミンと加Uし重含か・
圃制ミれた。’重合反むば界面藷性創り悉加により

進行ね。界面気性剤賦課曲）剛Aり鋭し化（b）
ミセ・レ内に誇する重心反穴・琢ど・ゆwあるり・）。　（たが・

って本夜穴・1よ越し化童心の露悪、っ入る。　客乞虜聾尻

払・二面）アミンぎ添加すうと童含ヵ碑制され3し
乙よ．　ミ也ル断て・重ノ告が畷rドわれること亙禾ワ面して

いおウ

　界面粘性剤のう瞳，｛〉、二有まカなもの・砂・激であ

てた。界面詰性痴り・点滴出島その’分・子中に含著れる

種久の福逝勺鼠子により支出乙ミれ》ので13・．　：本虞

、輪虚心のみから写七珍管制についての紬論を求め
条のは因雛ブある。
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3．くし　し’アノあ・よがアセチルァセトナト

　　　　混合配位rロバbレト㈲儲体による
　　　　メタク　リ1レ酋裂メ乎1レリ璽・告

3．　辛．　1　　烏老　壱

　凍まで著者・記ベノいに）胃体のうち．2，γゼ
と：タ弓シ“ノし歯よひ・エチ・レンヲ毎アミンと々台めヒ閉る，ポ。

リアミン、すなわち窒素原子と酉雛基と誘る

（杭N）哩キし一ト翻好をもつ・雑体熔る輝
クリ）し酸メチ1レ⇔》く下下A囮各乾する）の重合
について検笥＼てセセ。　との備：采，　これらの

（N，N）一型潤び互子贈号イ本はトい望3右性種である＝地を

日戸iらかにした。

　醗煮原う・を蕨ン〈立甚．とする（○．○）一型キし一ト西乙

パ立子と㌔てアセチノレアヒトン（以下αcαしヒ略記

する）が固知さ叡謹いる。アセチ，レァセトナトコ

八、ルト（π）塗巷・体乞鴫始薦qとするト4卜4Ag駒犬重出・

反溢●では木Ol）（メタ7卯レ跡押チノの（以押脳A

と略記する）の収率力嚇劫も1買い’4）。この貸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へに塩化アセ千ルを添加するとア図MAの牧隼が蟷
加お1夕）．瘡媒中で反掬紹稿とヲ、君サンφず
ば㌣父卑カベ大さくなるゆがノバ也り容ぐ某では、、．さい。

しかしベンセ・ン中でム／0一フェナγト0ゾン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
2，《Z仁ヒいヒ。リヲ’」レ，　ピリジンなど’亀力0之う　ヒ芽父率

の糟大粘る16）こヒが・熱壱さ木てし・台。
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　以丈のことから考察するヒ．フフセチ｝レアセ．トナ

ト9みを配位励単一配継馬のコ・ぺ％ト㈲蛯「体
のトつト4A重ノ含＼鴇ξ㌧始・霞巨，プフ、ま，】＼さし・カv・ノ　くfらにイ也・ヲ）酋乙

ぺ立ry毛加九て混合薩ひ立子のつバ、ルト（の儲イ本にす

恢㌧ポ箆疹閥始能力を尺萱く点るニヒがで起ると予
褐しセ．

　本章1二叡・てはア也手ルアセトナトとラアン化
物イオンとの》秩倉複乙位子コ八・bしト（の姥体ドよる

剛Aり重倉救た℃ついて＝槍詩℃小謡色述べう。

3．　4．　2　喫罵添う記法

　一一A5冗瑚3．永，よ（燃5、　あ・よが’ヤκ辱量：のαc久。，

界面ラ告暢踏・1，iンアンィしカリウムεコ“ム、鯉とセラキャ

・ソフ％活き夕0（遡3のフラスコじ入れた。　プラスつ左

恒温：重・告糟じ集り，付1声，反窟ゑ内の空気と永．気ま

ち1よ望柔乙置換し落．　3似3の水一てジ各かしお髪灸化

つ／Vノレト（の六永和ケ勿｝．5・x10顧穿艦認と脇寸器と田い

てセラムキやンプからフラスコ内1二注入しち。祈辱

後の酸素がスξ反磁番パ気相諦へ同様に婆入・ち。

フラスコとアルミニウムハフブ・冠んで光をさ乞ゴ

リ、永，う誉て・30。Cにパ昇、ち，弓bつく、）ヒ電石鉱が之ま

冒し牝．一定碕周彼，反た魁含物εメ4／一し中
、忍〉＼して山詞祉疵殿さ妹。〆切むち奄一物
記べ’ 塔[ン、っ瘡解し，クk痴・したのちにメタノー，レ

痢L稜入、て再沈殿した。重忌物紀恒量瞬るま
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で肉粉・減騨回外て重合葬を束めた．

馬鞭う告性謝は輩イオン性の丁ω2脈8D（木・りαキン

エ．チレン）＼ノ1レヒ・’タンニ毛ノ序しアート）左弔いた．

　スチしンとト・1凹Aヒり・寡ミ愚筆／含、、～卜う・慮豆L成1よCと，｝一一の

ヲし豪’分飾から宅や還しセ。

3．4．　3 急課と考察

　MMAの一寸倉・傷対するCo－CN一（λ願。のモ，｝し比り

影璽1と禰聖乞謡果£表7㈲’驚示す。　dC（zcのみの単

一西ぴ並子ではマ図MAポ豚ヒκ竪生成し縁い。　シア
ンづヒ，カリウムをカ。欠て　αマと　・2c、2ことのシ％≧繭1しべ立子

・な秘とP剛Aの生成か・論められち。塘に知レ比

が。。・CN・αcαc獄1・鋲2（以下⑭順毎で組成
比聞す）の憾に最犬収牟を得ちのて“，二のモノし

じビリ儲イ本について，さらに亀菜しち。

　i・3・2り賭体による再喫鹸こら締：果は、急7

（B）に矛紡ようにP酬Aの収葬、＝べ刎キが掃。

しの凛因の一つとして衝擁納の空気を永豪穿ち
は窒素に置換する操作9不劇全：1。よる｝七が指乏

駄る。しかし置換漫作左慎雀・銘船と、多期・二

反し糾鐸が繊噛する傾母型・牝．この諺か
ら置換操作り不適全のちあに皮忌容霧内に磁卜し
梶微量9酸素がw業体っ重》鴫々⇔拮性・二案ち響も与九

ちと堆賦し乞。しのちめ、二ゑ望事巻内の空気を永

象穿佐は墜素に置換ある操作aナみに省。た彼1・．
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Table 7 Polyrnerization of um by cobalt(I!)

       complexes with CN and acac mixed iigands

  Co(]X) = l.5×IO-" inol, tv!MA = 5 cm3, Solvent(H20)

  = 10 cm3, Surfactant([[XAieen 80) ur 4 wee(ba$ed on

  the weight of mm)t Reaction ternp.= 30 eC,

  Reaction time = 3 h

(A) Pscelirn±nary examination

                             Conversion (2)

Co:CN:aCaC r--------
(MOIar ratiO) undex hyd=ogen under nitrogen

1

l

l

l

l

l

l

1

l

1

1

l

l

l

l

(B)

a)

o

1

2

3

4

o

l

2

3

4

o

1

2

3

4

l

1

l

l

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

Reexainmation

 53.9 20.4

trace

 l.2

27.6

 6.2

 2.4

 o

27.5

2i.3

     a)80.I

 l.8

tyace

 C.9

29.e

 5.5

 5.2

  b) 31.6

o

 2

12

 2

 4

 o

IO

22

79

 x

 o

 o

36

29

21

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

l

3

2

2

l

8

  b)
3

9

7

9

8

2
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反心容霧肉の気相軸＝酸素力・スを注入し．伽MA
の雪笹に及ゆす酸豪の案う乏響：左玄周・vた。補黒乞図13

1㌦系す。

　〉・・よい牧考玩柔しち酸奏、注入量3ひ鶴・り冬
件で）界勧う｛ち性剤二添力。量の影磐乞調べ・ち。図’牛ゆ示

すように界面浩性剤舷ラ蕊加ではP朽MAヵザ虫．放’しな

いカw、姦加比より土蔵が観・あられるよろになつち。

添加弊が・凹図A厚対艮3嵯％レス下ゴはP卜個Aら紋

率か亦さ、・が、4、〃耀三門φ囎κほ．しかし

収二三φ噂、）のべ’ラツヤ・三民られち。6献％妖
上で・叡収率のべうツ舟が・・1・土くなつに。　払賓よリ

ミめ働3で楓率賦ラ・》・ヤ縮砺ら輪嚇，
界面循性．剤シ奉加卑（窪ω灯4♪の不十・分・P墓ずく毛リヒ

思われる。

　P酩A与癖のバラツキォ・＞1・』界面謝麟怖加
計8謀％で酸素盗加胆の影響を再マベ調べ柊。　図ノ5

厚子ξヒ畜・リに永家零鴎気中．酸素う勧。量3一レ8

c扁ブP剛Aら牧率がκ抵．図13と比回してバ
ラツキの減少が訊・められた．　皇飛下回気キびは，

水野新旧気中としヒ型て収率み・低、く，三民東う増加量つ

有勧観，回も狭、い。まち磁・！の酸象契転回畜ポ童念・反犬七

左抑制糺お。

　図／タヅよい収孝ε示し拘來豪雰画気中，蘇熱蚤

加量4c桝3り袈件τ・、一三含速一度に双げす界面透性

謝添加率の影璽乞禰・でち。図161二示すよ3に，県

面浩性．制のシ添ヵ。呼が’〕、柔いと壷，半速葭か・孟いか，

犬きく毒3㌔速一くぼ・、、　P岨『ろ三九でtポ篁彦・皇度



  IOO

   80
<
"E
t
)   60
g
-"va
ko 40
>
g

V 20

    o

o

e

  l i6
/o

I

l

t

i

l

l

'

t

t

/e
X

/N

e

e

N

s

!

s

k

N

 s
N
N

o

eN

   o

   e

   oo
NN
  N   XN     s.   O N..        es

                      Oxygen (cm3)
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Fig. I4 Effect of the concentration of

      surfactant on the polymerization of lwwIA by

      cobait(IX)complexGs with CN and acac mixed

      ligands (No. I)

  Co(U) = l.5XIO-"mol, Ratio of Co/CN/acac =

  l:3: 2, un =5 cm3t Solvent(H2o) = IO cm3,

  Oxygen = 3 cm3, Reaction ternp. = 3o Oc,

  Reaction time = 3 h

  " Surfactant(wtig) -- Tween 80(based on the weight of

  MtvlA )

  Atmosphere

      + :Hydrogen, ----ee--- :Nitrogen
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Fig. I5 Effect of addition of oxygen on the

      polymer±zat±on of ly!MA by cobalt(U) complexes

      wight CN and acac mixed ligands (No. 2)

  Co(if)= l.5XIO-"mol, Ratio of Co/CN/acac =

  l:3: 2, mm :5 crn3, Solvent(H2o) xx IO crn3,

  Surfactant([Vween 80) = 8 wt%(based on the weight o'ntf

  tv!MA), Reaction temp. == 30 OC, Reaction t±me =

  3h

  Atrnosphesce

      + :Hydrogen, ewh-tw.--:Nitrogen
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Fig･ 16 Effect o£ the concentration oE

      surfactant on the polymerization of tvlMA by

      cobalt(U) complexes with CN and acac mixed

      ligands (No. 2)

 Co (II) = l.5 x IO -" mo l, Ratio of Co/CN/acac =

 i : 3 : 2, rmA = 5 cm3, Solvent (H20) = IO cm3,

 Oxygen =4 cm3, Atrnosphere = Hydyogenr Reaction

 temp. = 30 OC,

 Surfactant(Tween 80)

   A -----A----- : 2 wt&(based on the weight of mn)r

   B -`O'- : 4 Weet " : 8 Wt igr
   D -- -at- : 12 wt&
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｛ニデ（迄が喜舟あられ琢くなフた。

　重合侵益の形試廷魂かあるため・。ユ2しソフ。ニ

ノレレピの、hレヒドラヲ’ル（以下DP酬と略記初）
の添かα劾果、　ま・よが’スチレンとトィ西1！4とう共重含反

六｝・乞ス了つら。永麦零～囲気下．　界面シ制・掛」9の応％，

三二4¢㌍シ山雨無件ではし三寸悶の蔑たで図／6
ρ系すように約20％の佳父弊が得られる呪　コベ
1しトと穿モコレ・っPPPHミシ征カロして／汐鋳悶　古・よてバ

3藤げ昂っ7支六ごε妊ドい．　』そをし窄れ1・3％　豹よび4。5隔

％の孜1季日昇セ。．失董含反1沁色行い図rワの係且成曲

線ぎ碍し。童合反杣っあ・いてつP四1るよる璽含の

キ聯嘘爾か・認められ、糎含体但痴亜駕のラソ

か隊重合ら篤果と一i鴫るのビ，＝の二二ε鴫
影翻七する璽翌夜溢・はうジカ・レ鈎に蔓記しtい3
ち・ろヒ結も偽しぢ。

3，　4．　4・　葱養　一コ

口　　　へ　さ美lt『三三1雰團気下で〕八・ノしト（E）イオン9永ジ蓉

夜に（N，N）一型西ヒイ立子のエチしンジしアミン上記ぱ？．

艶ビピうヲルの添加、感・）生成み3鵜俸がン界
　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　ノ電うむ陸剤鳶在下て・は凹図A力噸渦に七三回るΣと左
見い事ケ1している。　＝っ》ヒプ・ら水監桑て‡する等等凄，

粛ひビピリ脚レい汐〆1吻幻碩わ1序、
㌧れ匿り毛溶解廻が・ヤ・犬宏、〈（o，o）一型．飢佐1ケの

久。召。左用いても，　上．診しと1司徴にPM図Aφや・生威方る
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Fig･ !7 copolyraer corRposition curve fosc the

       copolyrnerization of styrene and MMA by cobalt(r[)

       complexes with CN and acac mixed ligands

  Co(II) = l.5x10ptkfftol, Rat±o of Co/CN/acac =

  1:3: 2t Monomeac (styvenen ÷ un) = io cva3,

  Solvent(H20) = IO cm3, Surfactant(Tween 80) == 4 wtg

   (based on the weight of rRonoraer), oxygen = 4 cva3,

  Atmosphere == Hydrogen, Reaction temp. = 30 OC
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エとε期矯一しちが・、　・ンっ儲体俵重令鴫帽浩十宅乞牙、

ミ斥い。

　しかし、　さら匹シアン化、ノプリウム乞添力0しち

Co二cN：αc〈λc二1二3二2のモコしししのう民令酉乙位子

・轟イ本ば水麦秀Z囲気中，　界面う色性剤っヲ＄の。，　訴よが

徹量の酸素の添加卸｝とによ・）P酬A琶双隼よ
4主成した。　窒’素1霧團’気、キで毛PM図Aき生成すゐ

が繭老よリ昂父率づ・・イ銭かった。　＝り重、含・風だ・はラジ

かレ的霞隻竹禍⊃とε認めた。

　i：3・2備伽コバノしト④イオンの酬鰹
以起’噛し位子朔戯られて畜・ソ．〉魁榊に、存／同
る真eδ右・i・生なイし・薯争種｝㌻ついて滋・不9目督ある。

　なあ・玉山A重・鼠戸ぐ旧作絹をもつコバ’ノしト（E）Z錯4本は，

從来のH型あぱZ・商型ら；蕃加二，徽景り融業の秀

加犀睾とずるもの（・xyg…yp・’・型紙疹称⇔）削
存、在誇るンτε謀湯玉精う㌧しが・が寂る。



3．、∫一　％し面う｛ち性宥ユま含む水ら旛う夜中1（ま・ける

　　　　ビ’ス（アセ今ル’アセトナト）コノV’，レト（艮）

　　　　によるメメ77り｛し／酵メチ1レの一重・合・
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3．よ、エ　緒言

　さ　き　9）　3、4一領ヤ｝二　ま・い　て　，　界面三二ヤ・生魯ユ怠う条力0　し　た．

永瘡シ夜中，フk素まには望紫ら雰圏気下ビ．　うアン

・泓カリウム、アセチルアゼトンあ・ζが塩イしつバ’ル

ト（H）六水知物り蝦ン勧諮りも騨拠た／籍体は．c。・
CN：（λ〈：久。二f：3；2の揚ヲ／合・にえ救～量っ酉疑考：を論訪O

すムヒ、　メ・9く7リ1し酉後メ手｝し（以下卜4恒Aと潟各宕乙ずみ）

のラジカル重．念・するニヒ蕊逆，Tた一。　この反応窮次

、中に有在するう含・陸田．と鴫らかにする目的で．　ビスー

（一アセチルアセトナト）コ・v・ルト（の・錯イ本と1ンアンイヒ，カ

リウムの混含・k容液中で照Aの重合泣面蕗畑た。

　これま鳩ニビλ（マセ痴レアセトナのコベルト（の
4渚体は，永，器液中でM凹A⑦重含・賄・始作爾がな、〈f4ク

ど報なれ砺る．しかし老老は助錯体φ堺面
箔性謝を郊加あみ＝ヒによ・）一篁含鴫絶作飼左示す

北芝見、、拶し転。さらn亡樋叱夙（アセ励レ
アセけト）デアワアコ姻レトω儲イ本綱様・鋼畝
一重令・閣く彪イ乍爾かあろこヒΣ．更．いち♪・しち。　二八らの

・錯脇は前老が六強三位り瓦屋イ本四なつでECO（α（αc）・〕4

後老恥C。（α・α・）、旺の。⊃て・示し，これら＆まとめ

てアセ今1レアセトナトコ八“1レト但）・錯イ本ヒ忽処称する
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Σとにす翻

3．3．　2　　震瞼労法

　〔c・（αc・、）。ω。・）日は文面だ’％芳凱で製造依もつ

左用・濃。［C，（・鵬。）、弘は前記鯛本つ輯鄭短k’の

によザ製造したもの，あ・よびドータイト試癸を兇

れ塗れ彪回し予知二子いた。

　アセチ！レアセナトコバhしト（の／錯体1汐x1ザ弓・泌，

三図A蚕鰍3，フk10似3ホ・よび営門量う界ご面活性．剤

と夕。こ願3フラスニコ・二．＼れた，。　フラスコ髪ナ箆う量．一重合

穐・恥穂㌔蘇源内逸気を・購はちは望煮
・墨書普しち，フラスコをアルミニウム八クズ！包幻

で派銭勤，・k賂び30・C一町ち，ウつくり
滝野貿まぜとした。一定噺間そ二二齢昆壱物
をメタノーノし／索に⇒灸，＼して董！｛》物左ヲ£殿さ《に．

・糖魚梶重合物とベンゼン・、凹角下し，永痴ち復

じメダノール中に二割して再沈殿し任。重含物左

恒例儲まて藏騨引して銅鉾泡求めち、
　界面浩！生剤は主一として非イオン・二つ丁ω2之帆20

（ホ・　財キンエ手レン〉，㌦ヒ・タンつUズしアード左

鶉いた。　この紹づ・に一表1／1つ壱色誠の累面沽・陸智1ぎ

使爾した。

　単》勾’分・i㌃量（！く死♪は！＼’ンセ覧’㌧／ヲ容ラ鼓っ　25σC！＝よ・げ昌

粘度左測’定して極恨粘蔑α7〕）を求め，次の閲係

試：9）栃誹算吃．
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　惚］＝0・74XlO備与X躍，。・フ6

スチレンとMMAヒの状童体物忌量イ本組成はC
とHの元，豪・分・体斥べ直から玄十算した。

3．ま．3　　詩聚ピ考媒

　U）LCo（α（α92］千1気よる右図Aの重含・

（α）　（二Nシ悉カロ・う累多響

　水煮巷紀は窒象つ零湿気下，界面浩性創となて

非曾ン性つ丁＿認h畑Q・彦・幡細てい
［cO　6（λ（ac）の4によ3卜姻A重含反於じ回すbラアン

ィし力弓ウムら痴～加まつ果左禰ギ落・≧ノァン疋’だリウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ〃・はフラヌミコ内にあらかじあカロ妃てあ’いた。　未9
・㌻チ郵さように｛二Co（（λ（改。）2コ4のみ1＝よって・もオマリ（メ’ダ

クリ1し西妊メチノし）（以下P凹凹Aヒ¢各沈ずる）の生成〃¢

も鳥あられ．、　シァンイしカ1ノゥムリ兆、クG感？M凹Ag生

成左抑制毒る∠碩く句ゑ赤した．　これからごCo乙α，4奴ノ・舛

りうltよるく個A重創つついて楡言ヤ、た。

㈲丁麗照曾。の濃蔑曙3響二
　界面う告性．剤丁レ）ε額20つむ駿なり累多響乏言周くこち。

丁呪猟9Qの無郊加．葦κは太加、ても1ω部似下
三面1浩・性各qのヲ餓はフkにセまするω走瓢て・示す：びは6

略圏反沁＼てもアMMAラ生湿押観、められ癒い、／．9

謎％以との濾為．び？図屈Aが生駿’しあ．

　七転気誌って飽気匪細つ完駒、・襯めうれた．
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Table 8 Effect of the addition off KCN on the

      polymerizat±on of mm by [Co(acac)2]k

 Co(II) = l.5× 10pa4mol, Mma = 5 cm3, so±vent

  (H20) = ±O cm3, Surfactant(Tween 80) = O.380 g,

 Reaction temp. = 30 OC, Reaction tirne = 3 h

                         ConversioR (g)  CN/Co

                Under hydrogen Under nitrogen

o

l

2

3

4

5

90.0

79.0

 8.8

24.9

ll.8

IO.2

69.0

65.0

6.i

8.l

7.3

5.0

7k15Ill va･ek, xF (" is@ ls i= m' i s s f= >kig 1.gtv 2.g

 wt% c7> t itt f= "ejl iE>Nen {G a t" 3,9 4o ifSxe iiilLsLt5Zbx"ISIt"-L{t.

 ). o> E.Iil}.{is2{LE';g,y;;tll]{ ,Es >illll,.2Illt..() iyalt; 7`<< ,- ,g ･,} -Ef{J{{1-i;ai>E;iL ti, ,i.Iilw;.sz{..

Za¥M b" i:s- tys -t-E2i,･2};× E Pti71 {tei.;f L -ti r･1･.iilz. ts ({si ta" the.;iLop t: k.

Ikt bt- ls:.k L E. glZ -1. [ilge rliE) fiik "Fny z- t-EeliE)Neel ee, a z- ,<

rll 4iiv r:F afil. !cftlE.3ei(a tptSX ,}v･ 2, &. L e)x L 71g-iik g a?gls/2> t gg( TEk

 };. EiZl /9 i= .J{El. -I Ss ,= '{Etb E. iE#ilwaL t:; 2)ft. i-- -{, L

 (3･"s i. b s NN IEv' jE;kiX:N bs-,NgX¥} v, ft q> fk i= h,..-- iSl, i- sSZ

I['T 5 'H: $. j t= 1;･ &.

(C) ik¢&3#
   71NX. Sli.ii en 'Z?K 1(" z" lkaJ)e t:z Ss3g k igSl ･v･ tz. MMA E
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F±g. Is The polyinerization of D"IMA by [Co(acac)2]4

       undeir hydrogen atmosphere

  Co (][!) = !.5 × IO -" mo X, Nllwa = 5 cm3, Solvent (H20)

  = lo cra3, surfactant = [vween 80, Reaction temp･

  = 30 Oc,

  Concentration oE sutfactant :

     e ; 1.9 wtg(based on the weight oE H20),

     A ;2.swtg, o ;3.swtag
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Fig. i9 The poiymerization of mn by [Co(acac)2]4

       under nitrogen atmosphere

  Co(II) = 1.5xlO-""mol, mn == 5 cm3, Solvent(H20)

  " iO cm3, surfactant == Tween 80, Reaction temp.

  = 30 Oc

  ConceRtration of surfactant :

      pt ; 1.9 wtg(based on the weight of H20)

      A ; 2.8 wtig, O ; 3.8 wtg
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10鰍5，丁の甑80ぎ。コ擁ヒ・・フk訓。倣3詞
う辰或らしてゆくヒ．　2c崩3までは’P屈図Aが生．成すbか㌧

絶煮．レ底下でぱ生成オゼ言1むめら才しほい。　）々1二M図Aをよ

。・凱3，　フKξ2c・威3として丁の£幻ん8℃引力。量の晃多≦撃左

回固・v，仁とエう，　図図Aにうすしてよレオ％以hて・？MMA

か生一成tし。詰1果乞茎とめて図20に示す。以上」り

二二ま［C・（・噸の己4が脳A重心芝閣絶ね汽伽。

侍，永と界面し告性謝の存在臼嘱戦事る》ヒと示
レ

ワ侵して．　いる。

（2）Lc。（αごα（り之（翫○渥］による凹凹Aり重・含・

　［c。（轍。）。コ4・に・k知物〔c。（促・・二三ω・コ・乾燥

離．永ノ9）によって生，威する。　しに6べ・って丁ω¢e・汽20左

添加し杉永審う夜中ブはεC。‘αしocみコヰが反涜・中にラ碁角序

して弟勧札。・（娘φコヒ恥），七ら切k知口も
とのう覧フクァ儲体に戻・るンとが推定芝れる．吻

移ぬ、別途工舘”㌦たεC。（α・α・）・ω・砧ユ蠣いて

図図Aっ重・含・ε吉雀みち。　丁ω¢四．20漁う泰ηoではP凹MA

牲成か駅・あら縛・・帆ゐ加ずると図2比穂
よう　に一P巴ド1Aゐvソと成する。

　［C。（㈹小㍉撰なって，室素霧圏知図心賜
1合謹脚撫凱ち復の癬シ意図19豚撫くなつ掲
回りちあに丁恥舵侃90分シ箆蔑ヵΨi司一では雰囲気り影

響礁く靭，フk豪窒素の両労9零囲気下の重含
速記感同一と訊・あられち。　穿ち下畝魚8Q3療度ε

吻κ筋と重念閣樹で・の艇咽6・・轍剃れ，
反1袷閑銘ズ笈たちこちじ・重合φ、・閣始され在。
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Fig. 20 Effect of water and surfactant on

       polyinenc±zat±on ofi MMA by [Co(acac)2]4

  Co(XV = l.5XIO-"rr}ol, Surfactant == Tween

  Atmosphere = Hydrogen, Reaction temp. = 30

  Reaction time = 3 h

     O : mm = IO cin3r Sutfactant xx O.755 g,

     e : un =5 cm3, Ho ue 2 cm3,

     X : Based on the weight of Mma.

the

80,

 oC t
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Fig. 21 The polymerization of mm

       [Co(acac)2(H20)2]

  co (Ix) = 1.s × lo -" mol, evEMA = s cm

  = le cm3, $uscffactant == [Vween 80,

  30 Oc

  Surfactant Under
    (wtig*) hydrogen

by

3, Solvent(H20)

 Reactton temp.

 Undey
nxtrogen

   3.8

   5.0

* : Based on the

    o

    A

weight of H20.

e
A
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･t2k- i:ilil, 5ii2 /2)N･iLZI;, g J7 i'i{) /ii)x 3- -`ilr x- .pt( 9 f--. i"'i< 3' . f{;"l - icft. kirv

5ik(4-i", cil -/?lli<Jig E EI;} ,s s t.. 7k 4k }ZE-kL ti8; en 'ik. g

gvx i-- 6N os ib p.> v`' i-- (}. Iii 6 & 'PMMA d) "[F-tgi<Sx EY-¥ik ij"

t31i' L vo ->f'             ")2t. <b ca 21 -c" -Eilll/il>L}SII,.J'llLi-..flrKi- 'E¥ ii} !iillllil EiE]l ';it, cz>

Z3Z4iS lv･?IZNe,V
) lp- Jtt 4 .N ]v t t foh.u, (, -gZ/e}>PSk2lS

!Y¥{iZ ziv･ >"777/gg(M t gMfll sak L ¢ v ko

   Table 9 Average rRolecular weights of Pmm

     Co(U) = l.5XiO-" inol, un =5 cm3, Solvent(H20)

     = io cm3, Suxfactant(Tween 80) = 5 wteg(based on

     the weight of H20)r Reactlon temp. = 30 eC,

                              Average molGculay weights

                                     ( Mv × 10 -6)
                    Reaction r---VK

       Complexes tirae Undex Undex
                      (h) hydecogen nitrogen

[Co(acac)2]k

[Co(acac)2(H20)2]

3

2

1.97

2.32

L97

2.35
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（3）　重！含＼玖海・り勘式

重倉反於の粥域門魔かめる色朗、ラヴ・かレ重含
図上魚1・・う！，∠←一べ’ンソ・キノン，　2〆2一『ジ’フェっ1レー1．（：。ク

リ1レしド’ラうノ“1レ（以下PPP目細各言乙子う）誘・よず畷

孝：っ泰加勧果を襯・じおとしう．表10うよタじ四一A

嘩廊・禁止鉢ち．まちスチしン川と剛A醐
っ芙重倉殴一覧行っ牝。［c。（鯨。♪、］4じ。いて函22

の峡童創本組成由斎縦を得に。　εC。（α畝の2（Hユ0万コにつ

いても同様9組成曲線左得知単耀体蔑細批bよ
艇菓広粋ぷソ［C。位（α¢渥コ千匿ついてはレ仔αケ！／紘二

α4乏｝ノ　〔二Coこαごα乙／2（：H20）23｛＝っ　いて，γ》繋0．千8，　レ黛二

　　　　　　　　　し　へ0．ケ6と，そ叡．そ」れ束められた。　鼠ヒ、の襟ヲ界．からエ

の重含陥・はラプかし松構τ釦う筋洗が鴫ら
かτ’あ　る。

（4）　り及牛ヌスペ7トノレ

（α）　アセチ1し一アセ．ト十トコペ’ルト（R）儲体フ騰煮

　　の。皮収スへ。クド1レ
　［C。（（λcαc＞zコ4．EC◎（αc4c蜂（巌。）皇コはと：もに→くに跨り容

て協う附和ε猟曾○り岬山ち永・紬容易に捲
回る。　T脚ω4伽90　ケレえ％q永こ容煮を甫い一ち

［c。（簸⇔日勧LC・（α・“・｝、ω。O／、コのそ績一れのフk旛

液っ可視吸収スへ・7トル・と図2うに示す。両老とも

460X働ヒ496轍にρ＆収極κがあり，ワ趣収．燐数も

旧いのでこれ樋同一イ勝種のフ段収スへ・クいレ

とみ耀しヒ例z習う。この》ヒは丁似獅80。添
加した・誘液中ビは脇（・、雄あが容脇㌻
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Table IO Ef£Gct ofi the add±t±on of ±nh±biters on

        the polymerization of mm by acetylacetonato-

        cobalt(ll)

  co<U) -- l.5xle-4mol, bi!MA -- S cm3, Solvent<H20)

  ur IO cm3, surfactant([Vween 80) = 3.8 wt&(based on

  the weight o£ H20)r lr4-Benzoquinone = O.75xlO-U

  molr DPPK = O.75xlO-k raoi, Oxygen = 2 cm3,

  React±on temp. ur 30 OC, Reaction tirne = 3 h

                             Conversion (&)

                     Under hydrigen Under nitxogen

(A) [Co(acac)2]g

 non

 l.4-Benzoquinone

 DPPH

 Oxygen

(B) [Co(acac)2(H20)2]

 non

 1,4-Benzoquinone

 DPPit

 OxygGn

90.0

 o

 o

o

87.6

o

o

o

79.0

o

o

o

82.0

o

o

o
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Fig. 22 Copolymer composition curve for the

       copolyvaerization of styrene and mm by

       [Co(acac)2]g

  Co(XI) = l.5Xle-gmol, Monomer(styrene + um)

  =5 gr Solvent(H20) x 10 em3, Sutfactant

   (Tween 80) == 3.8 wt&(based on the weight oE H20)t

  Reaction te!ap. = 30 OCr Atmosphere = Hydrogen
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Mg. 23 Absoyption spectra of acetylacetonato-

       cobalt(ll)

  Solvent = H20 containing 5 wtg Tween 80,

  Atmospheve -- Nitrogen

  A : [[Co (acac) 2] if] = 2 × lo '" mo lXdm3

  B : [[Co(acac)2(H20)2]] = 2×le-"fno!Xdm3
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〔C。（αこ¢ぐ）2ω2（））akなると9さ悔の才往定乞二二し

ユいるむ

（b）7・ラニ1の霊告二二卿肺玖へ・外・レ
　1，4一一へψンソ“キノン　とそのへてコケ・ン化合ノ物は電3一

騰性φ回る．凍ら縄邪気性物恥力鼓る
と電街菊重力儲イ本丘生8ミして子易）、ニセ．ミキノンラう・

カ1レに㌻う．3弓。～460胚帆の領域、，！へ2個の

’強大をもつ可殺ρ秩収スへ・クいし左禾す娚＝と加知

ちrれτい3。　こつう　ちて“2，3、洗6一テトラクロ。一夕準一

べ・レ・ノ・キノン（ゾペドクロラニ，tレと滲各ち沸すb）づ冨亀テ

儒挫島っペソタヲアノ刻〉ルトCの溶溶k容液
ヒし冒ヒメ≧・寄うヒノ　　4・30仇〃依と　467琳ノwしに才領六二を毛っノブ0

ラニ1レラソカ1しアニオン〔以下CAτヒ霊各ち巳苛る）じ

輪．本道繭・ラソ加レ樵構で撫子あるのは，さ

きにビ’ヒ。り：ジ、レコバ、ジしト侮）函よ・びポ篭）フミンコ

、N・｝しト〔∬）の電子イ兵与により図凹A　ヵ、・ラこジ’カ’し一童．

合を年始し托のヒ同類に，アセチルアセトナトコ
ベ・んトゆり・らっ電子供射t基づ、く毛のと考九ら

れる。　こ・・0）ことを石漆かめるたあにクロラニル乙っ

混合瘡痕の・即父スペ7ト1レを劇1飛し五．

　（1）　フk譲嶽葭を汗｝いた，押合＼

　桃色のアセチ1レアセトナトつ、Vルトω・錯体永海

激（秘ε肱8。）二色リクロう訓レ三二ノ司レ湯疲

左加禍と直ちに赤褐色に養イいた．最昏直門に
t下戻一し祝可ネ見吸キ父、尺へρ・7ト1レ昏図2卒に示、ずよう1二

教6椴献ど労2玖・一極六が・あう＿ワロラづレ左
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Fig. 24 Absorption spectra of a mixtuxe of

       chloranil and acetylacetonatocobait(U)

  Soivent for Co(rE) corapiexes = H20 containing 5 wtig

  TXAieen 8e, [[Co (acac) 2] 4] = 6 x 10 '4 mol/dm ,

   [[Co(acac)2(H20)2]]= 1 × iO-"mol/dm3, [chloranil]

  in ethanol soiution = 2X 10-"vaol/dra3,

  A : Chioranil, B : ICo(acac)2(H20)2]t

  c : Mixture of 5 cm3 CA and 5 cm3 [Co(acac)2]kr

  D : Mixture of 10 em3 CA and 5 cre3 [Co(acac)2(H20)21

  * : Calculated frora the amount o£ chloranU.
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疹駿、て吸惣ゑ逆賊め3と／0・○以昂儲．
　　　　　　　　　　　ηロラコレ憩ノ列レ秀灸珂視ち号景域・貿餌曲
面締い．まち図229［c．（姻‘）氏〔G（爆傷（μ、◎）。コ

の・脳噛勲位橡吸矯数と毛喫砺ている．
し初％て暴観よフ覗厩撫父軌CA7癖
面一．し卸融出庫庶あ市島／η栃っ’レ9伽，

大包・幡ビ夫狂鮒．耗時喝か色つヒ噺載し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨毎。

的蜘k路媒翻いち瘍合
繍貝てAツぜン，砂小柄，ジオ轡Z

クロロホルム．アセトγ，て4ノーレ左曳いてア
セ：斗1しアセトナト〕ペソしト（正／一ワロラニ．1レミ歯噛1蓉

　　　　　　　　　　　　　ノ施・細双へ・7ド・し劇画ゆ．

　ベンセ“ン．四塩、イヒ騰落を溶媒ヒ昇る場・含＼は

£C・（（κ4（）・］4一クロラ：二1レう民，含＼踏う夜っロ及牧、スへF・7ト

ノしにCAτ’怠り426，鯉瓶9吸収極六が・覗祠，

手ちコ八・’し匝；蓬心惑て吸光イゑ数跡～鵬と
しG（α・a・）・コ4の劇父入ペクト’しと一孜、毎∴厩

φや’ってベンセ：“ン，匹渉盗化段！象の場・含・、ホLG，伝頓づ、コ4

しクロラニ｝しめ喝・っ霜互維絹φ“依い。

　シ“ブ「キ：サンノ　7ロロオ1・’しム．　アセ　ト　ン感

ロコ・（α‘次‘）・コ千と［二（：・（αこ晩。）z（翫OIJり両膝ε瘡解する。

ジオキサン陣容媒とする蝪，勧クロラニ・レ疹煮芝

燕叡｛毛CA㍉剰父が現血なかっ糺クロワ永
’レ久の正心はつロラニ1レ1容～夜蕊う民合すうヒ図2L4

ヒ同心に勢2梱比極札秘鰍・滴儲つ吸収
滞が弁韓．諌らの吸収椒寄りべ躍，眺曳の園
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つL3　と　一ゑ兆す　る。　　　し　1り、　し　ウ艇芝，イヲトうk套さ旨曇ヨ　300　　～“「詳～老　よ

・｝払ようつ・に’、直くCA7の生；式量は少躰い。アセ

トンの嘱創よ好8・一（κづ6ω～800）じ・糾父権

ナくが多見れも。　｝4し感’アセ今、＼／アセ．トナトコバ“3しト（司，

ク。うつ1レのい誘・れに毛馬芝下し、うでCAτによる

物ビ嚥属され3。工引，｝レ疋潅腺と扇
ECo（αぐ久。／2と出○）2トク0うンレし裂雪国液では図25

gAgよう｝＝42．6〆4ζ・2泌に襖大．（．κ雲禽ケoo♪が

ムう⑦τ，、　｝のフ及収節はCATし塁壁鳥iれる。

ぐC）　水，の太加斗力家

　ノ7丁丁オ・ルム．　アヒトンリ傷／銚じCAマスへ。！7ト

ルの爪光勲数を比軌庵ると，怯皆“れの下溝吃
　　　LC◎（（繊92こHユ0）2コ〉近（。（αc姥‘lzコ4

瑚ソ，まちエタノー’しつ場制覇老眈べ・て吸
光イ紮教騨やヤナ〈1巳v＼．　＝れらはいギれも儲，f本・分ラ・

中に水も観位して・偽）kによ硫殖搬られ
る．強お伽tと泌容媒つらち窃kと痕含司直な
毛つ1酬よフkを胆力σしてや及収・スへ9クト1レξ副定しち。

　［c。伽嫁cHρMエ桝一レ臓勧解量の永左兼
搬・ち嘱1つク0う二1し鱒ノーレ輸観銑合し
仁。図25のβ．　C．　Dりように水う太呼量にほ

i宇比拶・1してCATのり絞三又ス、へρ7トノレリ“ナ〈、萱く斥り，

貧のフk綴っ蕩合（図24）に匹敵するt穿どにな
つぢ．

　し〉オキサンの名倉・にし。。（α（α幽ユヂクロうつ｝し．

LC。（砒4c）a（馬Oお〕一7ロラニ1レっ両ラyりう閉合野薮，っ永

を漸。赫とCAτの吸収鮪毒測れた。し凹し繍



16l

ec

v
¢

w
･H
O
･d

keq
e
o
o
s
co
･H
#
{t'
S
-
4o
m
A<

I500

IOOO

500

             o
                  4oo soo 6oe
                      Wavelength (nm)

Fig. 25 Effect of the addition of water oR the

      absorcptioR spectra of a raixture of chloranil

      and [Co(acac)2(H20)2]

  So lvent = Ethano l, {[Co <acac)2 (H20) 2]l = 2 X ±O pt2

 mol/dm3, [Chloranil] = 3xlo-2rnoYdn3,

 Atreosphere == Nitrogen

                          Mxxture

Curve CA
(Cm3)

([Co(acac)2(H20)2] +
   (Cm3)

H20)
(Cm3)

A

B

c

D

            5

            5

            5

            5

k : Calculated fyora the

   5

   5

   5

   5

amount of

        o

       O.05

       O.3

        ±

chloxanil.
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ら幻量。添加芝嬉し，水とコベ）しト弓モ、し胸・・

2000以ヒ．て一CAマう穿寺性年収かようや《ち匙・あうれ

移。

　アセトンリ場壱琳クロうニル審制二永£添加，

儲扉アセ痴レアセトナトコ帥しトに陣鉦蜘九
セ。往縫。永を工撃力。するしとによワCAτり畷光イ矛、
敬か“2．DOO～　ユワ○○　とフ＜浅く　な　っ　に。　ナくき　ざ　の叫更

醜クσロ荊レム．アセトンの蝪含ヒ向様て・ある。
　　　［c。（碇d‘♪2（i→20／λコ〉εc◎⊂久（αこ）っ1弾

　非．、配位性の非水器、媒中ではLCo（αc氏。）2］4つ、・：単量

体．に解離して，っギの平衡が成り土って・・ガワ♪。

　　　［Co（（λ（（瓦。）2コ4　　　4［Co⊂（んαえq）2］

　にCoごα乙αc．）ユコ4．　乙（：o（促叱）乞］と畜に電ラ㍉（共与・性か

ないので，こAT吸収ス〈3クドルら生成か・靴んヒ・
宅尾・あられない．　一却．　フ｝く審・媒（丁ω刎30苞！憲＼：む），

ま往は＊永容媒でも永む増加によ・，CAτワ細又スペ

ワト・レが灯れち。エれは単量棒に永か配位。して斐

らにしC・（にα・）・（翫○♪・コ1・なり、エのソアクア・錯・体ヵ“

電嶽快宅内で・扇ためにCAτが生威’流と椎定

ミれる。

　一鯉とにキし一トィヒ念・物が・触媒作：£三誉：峰するた

め俘は，kヤiじ・金・縞ら翫、位：座か・キし一ト曹色イ立子・・つよ

って叱心に滴任されず，いくつがの1空の叢る位座9

ある雲が心辱買れて、・る“）。ビス（’アセ勃フ
セ．トナト）コハごノしト（正）次四量・て本ま㌧感単履’｛本ら囑・含・

にい馴れも四面体急造ノワ）をとるので痴り慨位座が

ない。　一方●、ソアクア・錯イ本では弱）・配位ラーり幸く・分・
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子桝MMAと容島に置換で逝る。　ここでし，アン、化力

りウムき添加すみと、3嫉）・配位rトのシアン化，物イ

オン加永と置換するφでMMAは西ぴ立で鷹なくなる。

輪もCN／c。＝2の捷ば中時金属のすべ・てみ配

位一時ミあ畷る②で，姦曾のようヒ剛Aの重
ノ含がva止ミれる。

（ま）　下り界面造性剤9劾衆

　一rω猷20回外9界面門門剤禰・・て亀令麟崎
信ギみ伝。　｝れ蓉で↑ω働80のラ悉力詠が多・、1rRプ

？図図Ag生成量と速．度〃“ナく歪いので．界面播性制

ゲ勧ワ蜀よ釦嬬1鵠た．・教f琵示麻もにP朋A
加生成し拓の1よ．＊イオン性ではすギての丁ωe殊矛、

℃BblJ　3洗　アニオン性びはド’デシ1レベン’ヒ・’ンス，レ

太ン湧養ナトリウムであり、／也の罫面浩性剤でば

？幽Aが1靴紀ど生成・なかった。
　界・面発性剤り劾果はノ（久江（：。（4くαd司4ら疹解．

水伽によ吾留ケ依与性ソアクア／雛イ本の生威’oほψ＼

伶ノ　Cら）Mハ4Aっ働しイし，（c）ミセ｝レに由1ナみ一重含反

応’o）な蹄ある．憤にτ戚脈8Qの下弓り累躍
ε鵜｝窄（～豫ンに、1ωオr　ζて・ば6晦商皮たして毛P柳イA

の生成ガ「読・あう航ケかっち。　；の：Lヒは昇面i老や生

剤の岬町ミセ1レ濃暖IC扱C）レ・ペドび1回忌．合皮応φ・一蓬

平しないこと左承峻してい吾。、乞二って重令夙
痴茎ミセル内貿移れる。

　しかしミ如レ形繍。＋分な・徽左唱い任じも〃、
かわら・ず，有劾な界’面～老性制1ま少数て・あった．界
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Table U Effect of the sur£actant on the polymexi-
        zation ofi un by [Co (acac) 2 (H20) 2]

  co(xx)= 1.5XIOny"moi, um == 5 cra3, solvent(H20) ==

  5 cm3, Sunfactant = 5 wtZ(based onthe weightof H20)r

  Atraosphere = Hydxogenr Reaction terap. = 30 OC,

  Reaction t±me = 3 h

    Surfactant Conersion (g)
(A) Nonionic

[[Ween 80 (Poly<oxyethylene)sorb±tan
        monooleate)

urween 20 (Poiy(oxyethyiene)sorb±tan
         monolauyate)

Tween 40 (Poly(oxyethyieRe)sorbitan

         monoparmitate)

Tween 60 (Poly(oxyethylene)sorbitan

         monostearate)

Tween 85 (Poly(oxyethylene)sorbitan

         tr±stearate)

Span 20 (Sorbitan monolaurate)

Span 40 (SorbStan monoparnttate)

Span 6e (SorbStan monostearate)

Span 80 (Sorbitan rnonooleate)

Span 85 (Sorbitan tristeaacate)

Brij 35 (Poly(oxyethylene)dodecyX ether)

Brij 58 (Poly(oxyethylene) hexadecyl ethex)

Triton X iOO (Poly(oxyetbylene)(9tvlO)

             P-(lrlr3r3-tetramethylbuty1)
             phenyl ethex)

97.0

87.e

88.0

92.0

93.0

 o

trace

trace

 o

 o

89.5

 o

 e

(Continued on the next paperc)
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        (Continued from the preceding paper)

Triton X 450 (Poiy(oxyethylene)(4e)

              p-- (l,i,3,3-tetramethylbutyl)

              phenyl ether

<B) Anionic

Arosol OT (Sodium dioctyk sulfosuccinate)

Sodium dodecyl su!fate

Sodium dodecylbenzenesuifonate

(C) Cationic

Benzyltriethylammonium chloncide

Hexadecyltrimethylammonium bromide

N-Hexadecylpyridinium bromide

Capriguat (Methyltrioctylarmonium chloride)

Zephiramine (Benzyldimethyltetradecyi--

             ammonium chZoride)

o

o

o

94.0

o

o

o

o

o
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面浩性剤の性罷ばそり・分予に含・書れう種復の構造．

も咽3隔により気態さ搬る・3）ので，この結果ワみか

ら界面旛性剤について磁も論を痕め溌とは困羅

である。

3．季．　4　　詰　　老

　現在までにビ’ス（アセ手1レアセ．トナト）コベ’ル

ト（の嫡イ本によるM執A角童／告についていくつか

つ報告齢）16愉あみ．これ瞬翻纏倉男丸儲
体とト4図Aの双うfに可瘡な癒二士での董心反沁，

ま托は水中でめ董含反応で掃り寸’、いずれの場合

もP凹図Aの牧率が小さい。

　しかしなか鴨本喫喩娠課．界面冶性剤芝添加
俵臓藪中，窒素雰囲気下でP剛A塙収率
で生成した。こ，・ワ童／告反応ばラジ’カル松構：で進行

し托。永に簗雀癒な［C・（杁。4c）・コ4ヵマ界面藷性剤の黍

加により容易に下下．透彰和して電子・供与性の≧ノア

クア・鎗・体［Co（二㏄αc海（H20）日ヒなる、　：二のソアクア

字体氏弱い配位子リブ紛子6・融Aと鵬に置
換かきるので・．重倉・閣・始浩性種になるニヒ6べて・き

乱重合反沁閣始の際，こ水素の有在を痩卑ヒしな
いσ）で’、　この・金昔イ本感3、3｛蘇・の分萎玖rしょ脅し｛ポN型．

じ慰する。

　童各反託に有勧な界面佑性蕎い凱非イオン性で
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はすべ’てらT舳ω¢②孔系㌧ヒBp；」3εr・アニオン性で催

ド’デこン1レベ’ンセ“ンスーしオ・ン西裂ナトリウムであった。

界齢雛剤赦裸ぱしC。（α（・C♪，〕4の容解，赫・によ

るソアワア緒体〔C。（αcαc）2（塩○湯の生成引まかに，

凹呂Aり吼化献がミ匂レ脚蔵して重倉孜斑・9
場を《乍るこヒτ，あb．

　［c◎（敏）、］4姻い纏倉・殿・でば図θ訟が

図19に尉おにブ練．窒素っ蓼画気φ違いに
よってPMMAり生威速俊に差累棚フち。
〔c・（剛凸の単量体へう・辮確，永和によるソアワ

ア全音体の生成に対’して零圏気力V影響覧ていみヒ考

妨れうか“．そっ詳細は明ら秀・で『ない．
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：3．6 蓋も論

　現在までに報1告さ・れているト4邑Aラヲカ，レ董・含

閣始イ乍爾をもつコ／マノレト　（∬）・錨体には：．フk豪り存

在芝嘆：．卑とするペン・9ラアノコバ・！レト伍）金町本お

よびラアノ（2，2’ゼヒ・りヲ｝1レ）コベ1しト（丸儲体

があb・これらは水、豪左り及収覧て永ご素イし儲イ本にな

ソ．　これが重・含ま閣始う各・陸糎となるからで、ある。

　本図晩によって，重・含・閣始に際して未素9）存在．

と心卑どせず，窒煮雰囲気下でも図図Aりうヲカ
／瞳七道始浩性を示すつバ’1レト〔幻錯体の有在が、
ぢaらか1二’なつ≠ヒ。

　以上っ詩感がら，これらのコベ1レト⑳・錯イ本・謬

重合閣始つ際して雰圖切り相違によ・／二つ二・議長
にプ＜別言う　＝ヒカ、・、でぎう。

ωア縢き吸収してタk素イヒ三体｝鳶る三型

　　ω3〃｝虎鰍£）・

　N型つ錯体として1丸れまて逮べ唯よらにビスー
Q2’一ビピり顔のコベ1ルト（πλ木・リアミンコバ

♪しト④，よ・よが美酬一ビス（アセチ1しアセけト〉

ジアクアコパルトα0ヵ〉ある。泳ら⑦・籍体はい
ずれも電子／丁丁、レ生左コ有し、　MMA　に電子をノ（共感す

う：⊃とによってラジ’カル重合・乞絹始する。

　N型＝コペ、）レト〔π）錯体っ噺景は窒．・素雰囲気、す

なわち酸素の存在しないところで，界面う餅蜘差．
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添加し長永瘡嚢申で図MAの重含・閣始…透性を示す

醸である酒閉り存在・よラヲ伽レ董禽蝶止す
急こヒがい矢ロら　；れている。

　界面あ性剤繭飢馳以ヒて・・まミ匂レを砺成し．

ミセニ｝レ内で童・合＼夜丸・ヵぐ才子われる　こヒガw矢ロられてお

り、ホ◎りアミンコバbしト（π）の場）含・1ニニ九を支払

病る結果ち旨昇た。界面発ラ性剤を梗、下する童合・反六め

は蜘隣合の範疇に判る・こ九1まうジヵ謹合
の特一撃り一つであり、さ起の酸素の「禁止作爾レ併

せて，N型コバルト切三体によるMMA董含反
痴よラジかし潮干である誌左示記して、、る．

　これらのN型コ・轡レド②姥体は・＼ずれも中℃・

金属に塵の配寸座えもっか，あるいは弱い配仕子

の・k分子を配平する構造をとって、哨．めため
にMトノ～Aは痙．の西乙べ四座に酉1ン位するか，　あるいは㊧乙

入立Lマいる永分子・と置；記すうしヒによってヰ・バ療

砺噛乙也し，中lc愈属φ・らの電子釈与によリラン

かレ璽合を閣始すみ比がマ、で鴨る．

　ビス（ア也豹レ・アセトナト）コ・V，ノレトαり隠れ

身は栖融．9四量体型丁丁とるのて・，空の酬雌

か無い．ごのために箆合閣腔内が啄い。しかし
ながら界｛動浩性券1左・含・むフk…下弓申でギよ単量イ本に解

離．フk和tてゲアワア・錯体｝。なる⊃地によリ電昏

朗始珍性理ヒなりうるので・ある。

　界面浩性剤の勧果はよ惰己のと六・り1＝図MA蕊’乳

イしし，　ミセ1しと刑成して重・含＼反当ハ9）場）とつくうエ

ヒのほか尺，ヒス（アセ狛レァセトナト）コ・申レ
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ト（τ〔♪・うジ容角耳、フk索っ・くヤ爾ヵ、uあ「る。

使爾嵌界面活性翔のうちて重合辰沁K肩勧な
毛のば熊イオン性つ丁ωe猷系．Bガゑ．アニ
オン性のド’デシ1レへ’ンセ’ンス1レホン酪ナト1）ウム

なビ、であフた。界面悲佐剤例舶乞・謡造菌因㌃
支配てれるので．本石汁喚．詰果り＼ら詑言俺・と最）め難く，

今綴の嬬ギ課題である。
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本紐免誘いては．ペンタラアノコバルトω左
はじめ　と寄　b珪素の　＝コバ’ノしト・（巳）／≧巷イ本によるニト0

べ’ンーセゴ’ンの　還元／i気ガで・，　　　渉，・よびメ・9クゾ　1レ莚穿疑メチ

ル魂心三脚＝閥す編老齢述鷲．本禰曳擁
老つ馬脚二級も知見・欲のとあ・・2である．

ペン傷アノ川りしト②脇ご。冠）ヶP構砧う二
トてコベ’ンゼ’ンり永奔：イし掻く六ナの存生げズ物はアゾ’キン

ベ’ン℃“ンであり、アニリンは極あてゆ屋℃か得ら
・れ善かった．ρ　夜氏・申閣イ本ヒして＝ニトロソベ’ンセいン

ラソかしア：二才ンの生成ピ訊・めた。↓の反下中閣

体の生成量は，水都鵬体rc。ごe砺甫3㍉とミが
望奏雰囲気下の錯イ本しC◎（cのダヨレのヒを・）約2彪で

あろ起アソ・キンベンゼツ生成は，薦忌寸迩では

EC・（c砺助㌦よ3も卵・勿い．高融二婦と
tCo（ひのヶP一によみ・ものりv・勾く旗み。高温に才・い

て、LC・（CN），〕3’4分ナ．二トロベ’ンぜン2分子か

らフゾキシベ’ンぜソ1・分テが生成’する化厚量冷力e

塗り立つ一鈍り儲象、蓬づ・いて措老は

（A）［Co（とめワユ3一によ急もの

（B）LCo（（二卜」）ぎ1→］3ヴ｛一＝よ：う毛り

の二つの夜野帳職ε三晃し伝二つうちて覧’アゾキ
》〈ぐ・ン・ゼン生｝式・量戴高モ晟ブ六識いところから，

L（・（cN）9ア騨による校1沁ネ知捲Aが主蔑た径路であ

る。　江（ゐ（CN渥〕レか“ニト0へ”ンゼ’ンっ函髪家原ケ／べ固
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ぎ弓巨坂いてニトロ・ノベ’ンぜンが生成撚．エれ
づいイ也。）・〔C。（CN）5〕3｝づ・≧、電弓一っ／〈キ髪与一をう、覧て＝二＿トロ

ヲペンλごン『ズゾかレアニ才ンになる。　しつラジ吻

ルアニ才ンの，カ・ソフ。ソンゲによりア・ズキンベ’ンゼ

ンが生．成すみのであるゆ

　ペン弓レア／コハつレト岡とニトロベンゼ’ンヒリ

反叙・翫よリアゾキシベンぜソ6唯成するh祝の反
訳榔翫、紀のコ川いω”瀦体と二迫ベンゼン
ヒの反、六ごによ・い一（二成り立つヒ考乞た。

　上診乙の反六とフ薫じ購ま魂露愁すろ目く殉でつぎり石升唆，を

行っにまず，既知のコ心レト叫姥体ヒフ暁化ホ
ウ素ナドソウAと用いてニトロベ’ンビンっ墨元凶

万でと究そっ｝乞。　｝そっ結象．アニリンとア・ズキンペン

ぞンヒの混合物と得しが，エチゼ／ソアミンε配
イ立み＆コペ㌧しト（皿）錯体を用いろ　とアソ〃キンベ’ン

ぜンが幽｝＜＜内ド生．成した・

　この結果は喧素二子を配位麸賜るキし一ト化
珍吻のLチしンジマミンも夙志四つ・＼’・しト姥体

がア・ノ”キンベツぜンっ違択生成じ肩勧な）とを示

している。　しfしがってつぼ’にエチし、／モノアミン
（£！比）ε始めとすb・ジ：ニチレトリアミン（〃ひ℃γし．），

トソエチしン聖ン9ミンぐ；右h’¢孔）於よがテトラェ

チレペンタ≧ンぐ綴吻♪の脂川下島γ矯。リアミ

ン晒乙位掃コバ’・レト！襯本とフ嫁化ホ憾ナ回
e7　A　と左用いてニト〔コベ’ンゼ｝ンの墨元二時・ε．行フ

セ。そつ三下、フゾ’キシ〈Cンセ：’ンが逼聾民的匹生成
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し．そつ収．卑藩つき・・の1峻序τ・あっ≠し．

　　ズセ寿，0れ＞tθ飯〉ぬ、肌（≧毛／γし

それぞれの細アミンでアゾキレペンセ㌻→蜂か・
犬闘いのばぞ舵／（・唱2．凶’甑／C。雛∫，

大←厭／C＿2．犬eか軌／C。二2て1あっだ。さ

らにアゾキソベンゼ・ンの収弊が・甲子いたド1・乏孔、／Co

二2林び隷噸ん＿2のヒ蔑1＝水薫化紡
蔚トリウ助広庇解力岬制される歌購い
疹・しセ。　二つ能果は、’水煮イヒホウ煮ナド㌧・ウ似の

加・水今・解によりろiも生する永煮じよらなくてもフゾ

キ》べ・ンゼ’ンが生成するしと．すなわち爪。リアミ

ンっバ’）レト姥イ本とニト・ロベ・ンゼ、ンヒの亘毒の反別・

Fよっ4もアゾキシベ・ンゼ’ン加生．成ずる㌧ヒ左宗

畷するものと考乏九。

　この砂毛を確・認する乞あに、窒煮雰囲気下τホ。

リアミンと塩化コベ，しト（の・k疹疲を言合丸て床・

りアミン＝ユバ㌧レトCの錯イ本ブkう膿ヲ俊と玄周畷㌧1巨のち，
ヨ

亘ちにニトロベ’ンゼ、ン左シ慈晒して夜、た£ス『fつち。

ホ09アミン嬉つベりしドうもルしヒ左大変し．；葛温

で長時間の夜た庖行うと，フk煮供給う凍か博くても

フ・ノリキシベツぜレφ・・劇陥勺に生蔵町残と粛め

た。の場心に欧熊謄液の・則父スペ7ドレはニト

σ・ノベンゼツラジかレアニ才瀕二帰属す汐糾腿
；K誘すのでし志・りアミ・／コペ、ルト（の・彿体ヒニ

トロへい／セノンヒの冷雨i〈よリアソ”キシ’べ・ンゼ’ンでw生

威蝸廊職構はさ笥ペン9シアノコ、Vルド＠
とニト⊂）・＼㌧・ゼ’ンヒの反1福繊構Aヒ「司一ブあるし
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とを右滝・めた．

　シアノ（エ4レンソアミガコ哨レト（幻儲イ野
田いてニト｛コベー／セ∴ン・う還ヲ己反71で費え苛フた． ブk素

零画岡三κわ！＋う水素イヒ反1沁・由・よが’窒素・｝雰囲気下

｝二才～・・す’る夜加うるも果1よ，　いず’オしもアソ・キrン／℃ンセ，“

ンか主生威ケ勿であうか・．そ9｝収隼は前功か4知老に

1劣っ在．　Co：（二N：eれ｛1：3二fの毛ルレと．のと

ミに撮フく隔年を示しセ。この鋸体・まベンタシアノ

コベ’しド（の，ボリアミンコ・＼“’しド（のヒ異な・

梯量イ寸迩糾癖諭敵く、高温，斌ても牧葬が

向上・なかった。こ釈よりこの儲体はペンタうア
ノコバ’｝しト（豆），　ホ0りつフミンコノN㌧しト　（の　よ　りも

殴穴◎知性＝が喜｝いぞぐり｝二不必定思川体ヒい乞る。ン

アノ（ニチしン1ン橘’アミン）コノ＼門レト（π）儲・体とニ

ト0べ’ンセ“ンとの夜たによソア・ブキンへ∵ンセ“ソかい

生成す狐爺檎構は、ペンタンアノつバ’・レト⑱

の肺野犠Aぷ・よび六〇　アミンフバ’ノレト佃吸
憲祇槍と同一であみ。

　繍化徽媒イ禰鋭つペンタラアノコ・鴨ト（江）

ホ・よ’び三ノアノ（工手レンジ篭アミン♪コベ，’レト（のを

田いで水素雰囲気下でニトロベンゼ、ンっ・k煮化反

軍・を行って住生成物はフゾキシベ’ンぜンで協る

が．その一町感窒豪蓉囲気下の4父葬よt）甥っ仁。

水素内皮沁ではフk夫が・雛体・・そめ付伽する曜浮力・’

ある。このときに騰体の申心金属刀べ見掛L酸化さ
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編西数的イ勅Q反沁・（・xid・・i▽e　addi・i・n・eac・i・・）であ

る。　一つr，　ニト　O　べ’ンセ’｝ン　と！ii港体乞の　侵六⊃’毛西蔑イし

や勺イ寸力0反7赴：・で　ある　7うい，　ニト　ロペンセ∫・ンつ　電春日達之秀

’唯とコペ・）レト（兀）錯体の電子供与性の乞めに電磁

纏ヵ母体左励成する。助よづに・k画調油女で
ニト0べ’ンゼ’ンの皮歯・ま．行うと．金旨体に対でる水

煮じトロベ・ンぜンとの霜融鰍寸加欧施顔、錫
わ。ここで二戸0ペンでンの電子後容・性オペ大豊い
托めにゴ後．老が・只券り、　アソ“キシペンゼ・ンの住．貯父が主．

蘇呪なる．しかし水素う妓疹反応の紀ぬアゾ
鱈べ・ンぞ凋鉾鳳窒素零血気下の風帆よ・）も低

桐る。（たが防てコ酬レ鼠の錯体左用・嵌フK
豪化壷焼によるアニリン生成1よ主反義・となり得ボ，

晃の生戯量空事乱闘・雑蔑で、ある．

　コベ’1しト（π）／盒皆体呈露『’々⇔着’ユとするメタクリ財西哲

メチ1し（M図A）の董合反論境ついて庄・曽ンタ

：レアノコベ’1しト（匂，および’シアノ（2，2なビヒ∂リジ

’し）コ／〉ルト（τり　による　ラジ，カ1し”重心がこれまで・

に報告ミれていた。これらの錯伽よ水素化徽繍乍

丸き毛っことガベ知ら水てあ・り，フk素豫囲論壇．界

面冶性剤を郊虚し匂k溶命中て重心圏翻禰湿
す。　したか、ってこれわの金盃イ本は誌面を吸収して→く

二化錯・伽てな、1，Σれか“脳Aつラジかし素面鴫
弗箔・1生訟訴で・ある。

　本研曳によって、重壱閣・始に二三て永家の存在

と嵯畢と池ず1に窒素零囲気，下風い図図Aのうソカ1レ
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重含閣始活性左祠コ川しト㈹金皆体づ旧い蜘
れセ。

　｝敦ムの係吉果づ＼ら、　図卜4A　ラジ’プフ1レー重／昏尊属イや田

さ　もつ　コハご1レト（幻・錯イ本感一重．小風歳・の霧～囲気によ　っ

てつぎ、の：二糎に／分＼けることが、で・・きう。

q）フκ麦左吸収して・k豪化錯イ本に儲H型

　　（惚〃rae解）・
（2）水素薄型体にならなし・N’型、（ハ／o帆一勉寿la4

　　》¢）・
N型ヒしてはビ久（？，2ノービヒ円）ヲ・1レ⊃コ・嘉しト㈲，

オ＼σりア　ミンコノ▽ノしト（五）　　注・・よび’≠わ（勉必一ヒ：’ス　（　つフセ

チ1レァセトナト）ゾァりアコバ｝1レト（万）φWある。

こ血らの錯体はいずれも電号・供．与性びあり，図MA

に電子を供与するこヒによってラソカ1し重含糊
丁半う。

　N型コベルト（幻・緒体は窒素雰塗下、すなわち酸

素の存在、急いところ誘よび界面沽・麟ユ乞郊尽

し祀フk容期中で鉦繍始イ禰ε示ち酸条の存在
1まつソ加レ重含乱賛止柄。

　琳面尭締着1は！定の霧ノ乏以しではミセ．iし乞形蔵

し，ミセ｝し内で適合・反1詩が行われることが知うれ

ていb。　ホごリアミンつバ・）しト（「の　の喝合に　こ倣を

支臥する着果と得た。界面砧馬事、】を便鍋する雀合

反袖心し化箆合で、ラジかし雀疹の將長の一つヒ

梱ていb。捜の酸煮の禁止作用と併せて，N
型コノwしト（π）錨体による凹図A重合反太・はラソカ

ノし祇嶺で斜行すみOヒε支埼していゐ。



179

　N型．コベ｝）レトζπ）金昔イ本感し・ずれも申1℃・壌〉属に壁の

配位裡左もつか、あb・憾弱い配位子の等分r擁
動己弾弓る構造ととっている、

　ビス（アセチ1レアゼトナト）コベ弓レト（幻ほ六魯ぴ五

の四二。イ本；構造一をヒみので，空．の西ひ丘裡かない。二

の鋤イ本が凹MA沈丁・閑始作肉ヵやないビ報告ミカズ

いるの1さよ＝ち己の三里．由によるもので・ある、　しかしな

がらこり儲体は界面浩性剤9添加したフk瘡徽中で
‘ま単量イ本に角二二，永珠。して容易にンアクア金蓋イ本

（吾α・妬賦ご・尺じアセチ1レアセ．トナト）ソァクァコ

ノN’1しハ（πク）になろ二とに，よワ憩がイAリラシ”カ1し重二

合閣’始透性糎に存リ得る。

　以上、の研襲蜻告粟感つぎ・のよらにま・とめるこヒゆ、・

で起るニ

　コベルド（■）錯体の徽媒糊生は二の臆体つ電号

依与性に；墓ゲく右のである。こホ1（よって：二卜0

ベンゼンからアゾキレベンゼンと選択釣匹生厳し，
メタノ7り’レ酉須メチん・σ）ラジプフ，し重／㌫を閣・下するこ

とか“で’きil）。

　まだ以上の二野課から，っギの嶺知吟回り
’凸型言果顯として斥、ワ須ミれる。

ωc・・乙M吻ユ伺・1のコ・幌（麟
イ本か三型のM卜4A一重・含・閣始作田左毛っこヒが見、、

診されセ。　この儲体は界面浩性剤・）有在下で由成

声るものと鴛はれ開A皇合の1勧・にフ膨化及、
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沁の触媒作爾を示すことが期府されゐ．
（襲）　　Co－CN一（：し。αc　系／金旨イ本書く一よ　る　ト・｛図A　重合＼反六1・

儲・いて，徽量の瞬と条加すること儲り童合
反1沁がズ足進《れた．　これよリ日型．N型のほかに

○型（そ牧量酌隻づk添加型）っ存在が柱喉されb。

　以七逮でて萱ちょらに，コノVルト（の儲体の触媒

浩佐と研脆するナ法の一つとしてMMA重心を毛
ラ・りし反六ンとして行う・しとによりさらに払く・勲媒乍

田と言平イ西するしとが可瑠乞じなつち。

㈲　界齢告蹄勤知果はエ越のと洗つ1二図図A
摩し化し．ミゼ・レの砺成1細り重合反沁の場左つ

くる託釧勧・に．コバ，ルト⑳錯棒の容餌、フ勝・

の作恥・分る。しかしながら本研究で硬悪しち主
面う名性翻のうちで歯応夜、六r℃心血な毛のは少・数の

毛のにや艮ら依た。界面ら舌性剤の性名乞は構造．釣因『㌃

に支配さ虚ろので！本繍院の儲果力・ら熊論』碍る

＝blま困難であり、鋼笈毛引歪晩ミ鱗くrを醇すb宅果
題で・ある．
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寸べ 壱乙

本論如ま喫の報ノ考£まヒあちもの℃・ある。

〔η　つぺ’ルト（の〆鴇峰ヒニトロベ’ンセ亀’ンとの反ナい

工．　…ノアンバ七穿勿イ才ンヒエチレン「ジ’アミ　ンヒ・う

　　混囚≧〉碓豪く立『yっ／Vワレト（の／i誤参イ本ヒニトロベ’ンペ乙”

　　ンヒ0反沁
　　　　劾埼心素．昆陣葦錫．五＋風淑沸

　　　　　　日が化蜜豆宅為．　680．ハ／・．8．12引。

2、　iンアノコベbしト（の／諺イ本フkう；謡う夜によう＝．トロ

　　ベ’ン¢ツリフフゾキラベ’ンセ”ン～り還一デ己

　　　　劾斧義≠＜，西陣章錫，

　　　　　　此夏L点穴悸乃耽報告2、37∠

　　　　　　θ969）．

3・　1Ψン9『ンアノつノや｝レト（のによるコト、ロ／寸’・／

　　セ“ンの俗話

　　　　新皆義長．見回葦彦，

　　　　　　↓ヒ更し業大♪考乙石吾尻六二，　7．1’9

　　　　　　（回7勺．

4．かT’ン・／“キノン類とシアノコノ＼“）レトの吻

　　殴於・、＝よbセ．ミキノンイオン。）生｝成

　　　　劾ヰ燧～夫．見三章錫．寿詳　考h



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　182

　　　　　　　　　ぎヒ見諜大洋．研就報告，9。97

　　　　　　　　　（1弓76）．

　　至　コバリレト（π）・診昔払農とフ｝く豪イヒ’ホウ青ナトつうムへ

　　　　によ＆ニドロベ’ンゼンら選報的，隣、化夏沁

　　　　　　劾鵬兎知韓彦，叡正直．
　　　　　　大須田勉
　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　ヨ本化跨会鍵．・4ワ1，〃・4ノ四，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　6．s・1ecti▽・・educti・n・hit・・b・n・e・・by・・dium

　　　　bOrOhydよride　in　the　presence　Of　polyamine－cObalt

　　　　COmplexes

　　　　　　YOshiO　A：rai，　Akih土ko　匙！：tji捻，　Yukio　Takahashi，

　　　　　　　　　Chemistry　Letter，　1972，　743．

　7ニト・ベツ℃㌧と／罰アミンコ心しドω）
　　　　・雑体り言詞

　　　　　　射蟻夫，翼陣鶴．

　　　　　　　　　口本イ腱会築1桝、痘。既222引

〔2ココ・曲ゆ錯体によるメタ刎・レ眺紡
　　　の重合

　　曾，非イオン界郵活性剤の為雇和隻あ吋るヒ・λ・

　　　　傷γ一じ’ヒ◎リヲル）つ・vりし民の・麹本に晶

　　　　杓クリ1レ激梧♪レの重含、

　　　　　　　獅麹張，見三章老，松田弘喜．
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ζ≧蓼つ挙「寸イ、弩7ニノ

　　ロ本嘱し膝会宅も， ｛（含ε0．《／o．夕．　783．

9．　シアノ齢よびアセチ’レアセトγD臥合晩位

　　号コ！寸・ルト（の倉旨4本1鳥よδ）た9クリ1レゆ後みチ

　　1し・）童合

　　　　劾坪義た．私田弘喜．蒲訳光瑛．

　　　　　　　日埣／ヒ二会宅だ．　1780，ハ／o．9，　杵ぼ．

10．編］う窃性剤を倉む永i熔町中1で畜・咋bビλ一

　　（マセ4，レアセト七ト）コ・＼・ルト（幻によ3メ

　　タクリル鵬メ申レの重合．
　　　　噺坪義　k，赦唄弘蒼．

　　　　　　　弓手／汐紫・門々階2、》確．236。

ノノ、　・木0弓つフミンコノv㌧レト（∬♪・参告イ本1、よる　凶9・7り1レ

　　薩州4’1し⑦童心

　　　　劾坪数夫，訟田弘喜

　　　　　　　躰化二会祷，1曾22，Mα71，1812・



輪痴港老醐吻39年にナヒ見エ無醐犬学
適仕して襯耀始し，引観、、く規工燦縛
においてク子っ移・窃予孝しり放集をまヒ、y）たものて“ある。

　筋瞭乞貨うにあ初御憶切輔え卸キ瞬ピ御鞭
廊賜・障し拶晦蓬犬学鱒絶彩誉散柵啄
す弊先曳およが菅赫知ソく散搬，索火夫学・工昨堵段9ッ稗

権夫敏後，ならがに北見エ業大学，佑誉教才勧公本

敏男牝色，佐々木嫡鮭完生およが・ト弛象一扉導長

に深笹つ・謝重噛表し騎．

　まお研呪乙隣して絶フくなる御覇力ε、、たちいた
見陣璋賜氏歯よび・松、田駄毎氏にづ聚く応こ謝甚表しま

す。


