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3･ 搾野 aL;横山佐冬恥 西沢正洋~:九州農菜研究,

ll,掃載予見｡

.-Rdsume '＼

1. Toascertainthetfrect,ofFolidolfor,the

ricenematodとdisease,,rice seeds (valiety-

zuiho)wassowninpdts',andivasinoclllated-

1with thehusksofdiseasedgrains.

2･ Folidolwassprayedordippedthero'otof
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tliericese-edlingsinthechemicals･DippingJ

Ithesc占dlingrootinFolidol'wasmorecLrective

than.th'e･othertreatments(spraying)･

3･ Incomparisonwith aLrectcd ricでplants,I
therootdippir,gtreatedriceplantsare-stzpe-

･･rior-inweightofwhole､plants,strawweight,
_earweight.1003'unhulledgrainweight,1030

unpolished rice weight, culm height..and

numberofears.

On玉lectrolysisofp,pLDDT､WiththeCathodeControlledatConstantPotential.

(Sttldies､on,A即icultpral､Chemicalsby.､t_h8Polarographic 叩ethodVI)yHiTOShi

F叩 ^Mr,MindruN̂ TÊm Î(LaboratoryofAgriculturalCJ-emica]S,.KyotoUniyersity)

.RcceivcdJan･芦7･1953･BoEyu-Kagqhul8,6,1953(､vithF.nglish:resum.69)I

望･ p,p,′-DDTの定電位罷解について (ポ ーラpグテフ法による急 襲の研究 VI)

喝海 拾･中島 稔 (京都大学 '段別 ヒ学研究劉1

p'p'-DDT(p･p'-Dichlorodipheny_1-trichl10rd-

cthnnc) は滴下水銀電極において還元を受けてポー

ラログラ､フ故を7･訳 し･-この が.-ラt7g'ラフ淡は
p,p･-Dr)T分子内b/'ethyl一基に結合している塩試

悦子の水素原子との斑換に起因する所謂-｡ゲン故の

一つと見られてゐる｡(1,2)

p,p'-DDT 分車内の phenyl aSに結合してい

る虹説bI仔 は p･p･-DDT_'･̂のポーラp.Q･ラフ的

道元には本E的には彫野を及ぼSLな＼､O.C･あ るか ら

DipheL)yl-trichlorocthanc､も滴下水銀問掛 こおい

てはp,p'-D,DTと同じ扱楢の馴 弔反応を撃けるものと

推論されるが.この物矧 こ?いては政に･K･Brand¢'

が喧々の条件で電解し,特に問瞳の材料に放って色々

典った物見を得ている｡このようなことからも p,p･･:

DDTの滑下水銀電極における電脈生成物が如何なる~

物㌍であるかjま興味をることであるo我々は滴下水銀 _

'AE柾に拓く掛 ･条件を有 して,両もそ才咋 tjも非常た

大塊蛾でありIそして陰極の官位を常に一定に保っ

て碓解く1) を行ってその生成物の殆ど大部分が二p,p'-

DDD (p.p'-Dichlorodiphcnyl-dichlo_roethane)'

であることを砥め得たよこの場合,消托される問子の

数が1分子当り略々2であるこちから屈解反応が主と

して次の如きものであると考へられるo

(cIC6H4)2･CH･CC13+2e+_由20-
(Cl･CCH4)2･CH･CHC12+Cl'+OH′′

この反応は voワStackelberg 等 5̀) bJ､ログy化 一

合物のポーラt,〆ラフイIこ関する一般論や､らも予め推

測されるも?てあるi

異 一飯

I. 位磁化電解p.装怒 :_J.J.LINOANl;'｡が用いた■

ものに似つで Fig･1,･Lに示される回路の装琴を組ん

6

含8.I1/27'受理

だ｡電解槽は Fig･21羊示すものを使用斗た｡設計の当

初は三角フラスコ型の方を陰極とする意図であ.b_たが,

容丑が大きくて馬脚 こ長嶋ri"を必賓とすること及び口

が拭いことから操作の上で色々不便であったので解正一

の小さい円筒型のものを陰極容辞として用ひた｡

陰極には直径約 5cm--の表両を有する水蝕を用ひた｡

='の水銀は電解の聞ブpベラ型の班押棒を阿倍tiて劇

しく飛散 しない程度に捉坪されている̀｡臨極にはtai一耐

抗的ー4cm℡の白金怨づけした白金奴を使用した｡

.陰極側及び陽極側の容器の容丑の夫々は約 150cc

及び 350C.Cであり.それ等は政経的 3cmのガラス･

フィルターの陽路側に塩化加盟飽和の3%等天を約

1cm.の厚さに光現したものを隔膜として分けられ て

いるoこの確率隅源は除樋水銀と同輝に操作執こ新し

く収換へた.控準電磁として用ひた飽和甘東尾梅と除

転を組合せるに(羊塩化加盟飽和一声%等天の bridgさ
を脚=_,その陰極に対する一端を水銀炎両よf)1mm

以内に固定して電位の'.ohmicdrop,を無視出来るよ

うにした｡この甘東電転は数時間続けて任用するので

捜準電接阜_しての生命が短くなる甲ではないかと考へ

られたが,使用申後の運転電位差の測定ではその他こ

変化は認められなかった0

2. p,p'二DDT の Polarogram 及び定電位電

脈装矧 こ放 け る問洗除極馬位曲税 :Fig･3.に示す

p.p'-DDTのポー=}t,グラム及び Fig･4の電洗陰

極電位曲伽 ､ら次の都を結論する羊とが出来る｡即ち;

屈電位電脈装矧 こ於でも物Eの還元電位はボ_-ヲpグ

ラフに於ける場合と時々等しく,p-,p'-DI叫 につい

ては-O.8V位から電弧 主意執 言増大する｡ポ丁ラt7

〆ラムが飽和電流に達するあたりの冠位即ち -I.3V

付近で電解すれば充分な訳であるが,n'g･4に見ら

i = ;



防 虫,科 学 界 18:怨

IFig.1. CircuitdiagramoLapparatusSot
elcctrolisisatcorltrolledpotential.

A;ammeter一(0-150mA)

C;silvereotilometer
G;､galvanometer.
R;resistance
S;SIVitch
S.C.F..',saturatedealomelelectrode_

S.T.D.;Weston'sstaTidardcell

れる通り{比の電位では還元される溶液の洩乾が小さ

くなると僅かの電流しか流れず.従って p;p'二DDT

を全て還元し終るのに非常に長い時間を必要をするこ

とになる.ポーラT,〆ラムにも示される迅り.道元に

供した溶液中には -1.飢′まCには p,p'-DDTの示

す紋を除いては他に還元班はないから,こわ場合屈解

の疲由を総称する剃こ努に掛 唱 位で行ってもよい筈

である｡そこで寄々は陰極を -1.6Vに保って電解す

ることとした｡

3･ 淀PIL;1.7訓字の振作及び電流時間曲税 :予め次の

ような組成の市波を両極州容器に夫 充々たしておく｡

拾騒mIJ桁液;LiCl及び (Clh).NIir を夫々~0.2

M/L及び 0.02M/Lの池唯になるように合ませた70

形 dioxaneを 145cc.

三三Fig.2.ccllforelectrolysisatcontrolled
potential.二

^;mercurycathode
B;anode
C;glass-filter
J);KCl-saturated3%agar
E;I(C1-satt'7mtCd3%agar bridge

betlVeen Cathodetand reteren_ce
electr(一de

F;stirrer

Fig.3.∫.PolarogTam OLlx10-3M p.p'-
DDTin0.2:M-licュand0.Oヨm-(CII3)4NBr
in70% dioxane.

Ir.Polarogr.lm Ofthc昌olutioTlreducedln
･CellofFig.2.

陽極側溶液;0.5M/L-KClaq･solutionを約350cc･

月TiL=試料原液として 709mg-或はその近CELで正椎に押

祝した p,p･-bi)Tを 10ccdioxaneに溶かしたも･.

の,即ちこゐ溶液の 5cc_は l蕪 lirhol･BTE_はその近L

傍の丑の p,p'-DDT を含むものを用意する｡

把持拓を尉しく回転しつ ,ゝ陰極側溶液に水菜を吹

込むと約40分にして軒存する放談は取除かれるが.蛋

に臨梯問1.'I-.を Tl.･6V に作って即 召して被道元性の

不純物を除去する｡その際.･Jfi如､3m^ 程の7.I;流が

流れるが20分もすると lmA 以下に降るので芯解を

7
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lJig.4. Current-cathodepotentialcurve
oE.lrioxgen-freesolutionofp.,p'-DDTin
O.2Al-Licュand0.02M-(CH3)4NBrin70%
dioxanc,obtainedwithcellofFig.2.

-0-,ca･6.6×1013M.solutionofp,p'-DDT･,
-㊨-,ca.0･6×1013M solutionofp.p'-DDT.
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Fig･5･CurrenトtimeーCurVe-Obtained′in
reductionofー345.5mgofp,p'-DDTfrom
150ccofoxgenp-free.0･2M LiCland0.02M

(cfI3)4NBrin70%diopneincellofFig･2･-
Irladdition cathode potenti.ll is shown

withcurve -@一一and temperature of
solutioninthecathodevessellyithCurve,

-0-.

8 ヽ

中止 し,試料原液の 5ccをピペットも陰極DIIJ溶液に

注加 し,クー,ロメーターを含む回路に切換へて電脈を

Tlfび鰐始するム勿論電解終了まで絶えず水素を吹込ん

で酸素の溶け込むのを防 く◆｡

-電解の超過は電流債の時間に関する紀みを拾ってゲ

ラ?として知る｡その一例が-F:ig.5;である｡此の

例では電脈の初期の除夜摺 液の p,p'-DDT のめ姥 -

は略k 2/3×10-2M/I,,であり.絵陽両撞問の負荷電

圧が 24Vでは此の装冠を用ひると陰極唱似 ま-1.2V

l壬しかならず, Fig･5に示す通り時間と共に始めは

ゆるやかに筏には速かに負の方へ移動するので,所定 ノ

の二1.6Yに透 して初めて耐趨間の負荷電EEを加淡し

-て陰極電紘 一i･6Vに保つ｡_これまでの問は硯洗位

は 50-60mA で大体一定であるが.伐か乍ら大きく

な ?Doこれは徐利こ上昇する溶液の温皮と図逃がある

ものと考へられる｡

唱流位の時間l土対する図隣は略々eXPOnintia1.で

あり,電解の終 り近くでは電位の変動は梅めて徐々で.

従って笹流の淑少も少く曲娘は長く裾を引く｡

唱流把がImA以下となったとき屯解を打切 り,陰

槌溶液の一部をとってポーラログラムをとEj.1被還元

性物質の残存の有無を卑て問解の完鴇を-Afに碓めるo

そのポーラログラムの二例が約3図の ⅠⅠである｡.陰

極仰溶液と容器の洗液及びボー.ラt,〆ラムをとろのに

使った溶液をも全部併せて.次の電脈生成物の単離の

操作に供する｡

銀 クーt,メーターから正確な消費屯気Ltを求めて 1

分手当りの還元に零 した硯手数を-算出す る｡例えは

345.5mgの p,p'-DDT (0.975millim:1)の電聯 ･

に際して 231二1mgの鈍が折出した｡この立は 179.9 ･

Coulombに相当tj 電子 ､1田を必要とする道元の

場合の消鄭 電気塩の理論掛 まリ4.1Coulomb'である

からこの還元に賓する電子数は 1.9である｡同様な

結果力雅 の実験に放ても村られた.

ご でゝ電子数に端数の生ずることは一見布艶に.Ql.わ

れるが,既に ]ミ.Pasternack(7)が Ca,rbonyl化合

物について抜放し,このような冠解反応はた ir一転桝
■

のもゐではなく磁極未満で中間体として生ずる radi-

calの試合も一部で起り,全体として見た場合は電子

数に端数が生ず るので あ る と説明し,串実数種の ､

carbonyl化合物に関 して夫々相当する重合物を孝紐 ノ

して,こ?ごとを実証 している｡しかし p'p'-DDT

の場合は後述のように.､こP試合物に相当するものを

単難出来ず 1分子の還元に必賓な電子数に端数の生ず

る審実を碇証出来なかった;

･4･ 電解生成物の単離砥認 :問解を終った溶液は次

-のようにして生成物を蝉縦した｡ ､ ～

345･5m立の p,p'-DDT を棚 召して村た愉鍵及び
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m解按の沈卿 Fせ七的 2OOccを 30-400の浴温で約

20ccまで減圧汝抑すると,iZ旅亮の進むにつれて淡;lih

純色に結晶してくるので,これを鞍点別して mp.81-

970の鮮晶を 310mg柑たOとの溶液からくまエーテル

で抽IIIしても何も和られなかった｡

上記?淡讃褐色の絶品はアルコール.工.-テル ･ペ

ソゼy,石油エーテルのいづILにもよく掛 ナるが.舵

中80%アル コ ーブLが朽結晶には紀も迅しているようで

あっちので.これで数回朽結晶を繰返して無色舶 r状

ら mp.109.0-109.50 の結晶 おomg と苛亀田渦

状物Tf20mg とを朽た,前者の観劇まp,p'-DDD

(mp.109.0-109.50)のそれと一致 し宮に況弧試政に

放ても敵良め降下はなか?た｡叉このものの元讃分析

の紡恩は次の述りであったム･

IAllaL.Calcd.forC】JIilOCh:C52.50;lI3.13

LFound:C52.43;lI3.13

従って,.得られた 250mg ゐ結晶は p,p'-DDD で
あり,tその収丑は理論値の 80%.にあたる｡ 史に20

mg の黄色肘附状物質中にもなお p,p'-DDD が含

まれると.Ill.われるが虫が少いため,これ以上の取扱ひ

は出来なかった｡又この中には前述の苅介物茄 しくは

そのように設元に必要な昭子数に端数を与へる囚とな

る和生成物があると想像される｡

′ _ 要 約

.(i)一泊IT:水銀乍綱 紀放ける p.p'-DDT の刊訓窄

生成物を枚討するた軌 それを -i.6V･で起･取付唱

附した'. '

(ii) そのとき,p,p'-DDT･1分子の還元に零す

る電子数は 1.Uであり,'詔脈生成物.'ま少くとも 80%

出上 p,p'-DDD,であることを確認 した｡

太研究を行うにあたって武C:･教授の御隅導と御恨権

を賜ったことにTF.く感謝する/. 叉 p,p'-DDD を分

課された派別昌之氏にぎ郡恥する｡この研究乃ゐ一部は

文部省科学研究PJ)成祁助金に'仰いだことを併記するム
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Rdsumさ

Itisknol'nthatp･p'-DDT(p,p'-dichloro:
IdipllCnyl-trichlorcethane)isredllCibleattll.e

dropping mcrcuJY.Cathodeand prodllCeSa

redllCtionlYal･elVhich･issecmcdtohedueto,

- reductionofanaliphaticthlorJ'hcatom ofA

the'moleculeiOn theotherham(1,1(.tlrand

studl'eaonelectrolysisofdiphc,nyl-triehloro-

ethaneandobtainedafelVdiLrerentsubstances

･▲inresporlSetOthekind ofmatciialof.the

Ielectrode.･

Thesefactsmakeitintcrestjng to点nd out

～ wllat･ispr･oduced from p.))I-DbT atthe

drQPplng merCllry.CIcetro(le･ThusIYe Clecr

､tfOlyzeditata~Iargcsc41lcn-crcury cathodc'
controlledaレl.6VioftlleapparatusaSShown

inFig.1and lTig.2andohtained･p,p'-ODD

(p,p'-dichlorodiphcnyl-tlichloroetha'ne)at80%

yield of theoretical apO-unts and small

amount昌ofyLLllow resinoussubstarlCe aSa

hyproduct.

Thepolarogram (F享g･3)and'the curTent-

cathodcp9tCntia_Icurve(Fig･4)instruct_that

thccathodekepta卜1.6VhaSーSutEcientpotential

fortheelectrolysisofp,p'-DDT.TheCurrent

decreasesexpoi)entially'wiihtimeasshownin

Fig.5andtheareaundertheノCurヽ,eindicates

thecurrentconsumptioninagreemer･twiththe

value･gaincd by a-silvercolllometei･in the.

circuit･Bytheseexperimentalresltslitis

-.Calculatedthatnumbersofelectror,苧requircd

forthereductionoEamolccule■ofp,p'-DDT
are1.9.

Thesedata'rcvealstntthemcchJnism For

一･clcctrolysisofp,p'-DDT'atthe'dropping

mercuTyelectrodeisasLolloIYS;

C】41IDCJS十2C+IT20一･･･一C11Ⅰ110Ch+Cl-+Olr

fJ




