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53. 2,5･Dichlorophcnolと cJllomlの揺合物の化学構造および -1lchlorophcl101杓と

chlo-lの縮合物の殺虫殺菌力につし､て♯卿 ヒフエ/,-ルとクロラールの抑細 に附 る研兜 m2
相 沢田El之 ･長沢純夫 (京都大学 化学研死所 大野研兜室)稲沢Ft三郎 (刀(邦大学 瓜邦化学研兜'ii)

32.7.28受:班

2,5-Dichlorophenolと chloralの脱水縮合生成物について化学和迩 を検附して 1,11bi9･(4'･

hydroxy･2′,5'･dichlorophenyl)-2,2,2･trichloroethよneであろことを柿認LT:.EIにこの化州 勿と

1,1-big-(2′･hydroxy･3′,5′･dichloropheny])･2,2,2-trichloroethaneの殺山寺2m力をnt験した処,ilTd一

化合物共イネゴマハガレ捕軌 こ対する殺菌力は pentachlorophenolより侍れているが, イエバエ

等に対する殺虫力は殆ど認められないことを知った.

Polychlorophenol郡と formaHnの縮合物の殺閏

力1)はすでによく知られているが,polychlorophenol

桝と ch7oralの縮合物においても殺虫殺筒力のある

ことが紹告2-1)されている.若者等は 2,4-dichloro･

phenolおよび 2,5･dichloropheムol(BHC無効成分

の加水分矧 こよってえられる)と chloralの縮合生

成物についてまヂ化学構造を検討確定(2,4･dichloro-

phenolの場合は前紗 で報告) した上殺虫殺偶力の

試験を行った.

なお合成依認ならびにヒメマルカツオブシムシによ

るモス.)ン他告防除.試験はgTC田が爪当し,イエバエに

対する殺山.試験は良沢がEl当し,イネゴ マハガレ病菌

に対する投網試験は鴨沢がれ当した.

合 成 と 柵 造 決 定

前野)で 2,4･dichlorophenolと chloralの脱水

折合生域物について化学fJ'.問 を.枚対 した処,さきに

RiemschneiderG)が提案した桐氾と宛った紙諭をえた.

すなわち 2,4･dichlorophenolとchloralの縮合物は

1,1･bis･(2′･hydro.xy-3′,5'･dichlorophenyl)･2,2･21

trichloroethaneで これ をメチル化すると 1,1･hiSl

(2′-methoxy-3',5′-d王chlorophcnyl)･2,2,2･tr王chTo･

roethaneがえ られ るが, 2,4･(1王ch10roanisoTc と

chloratを縮合させると 1,1･bis･(3′-methoxy･4',6′･

d王Chlorophenyl)-2,2,2･tr王chloroetllaneがえられる

ことがわかった.これはさきに R王cmschneiderが示

した弼化公物が同一核m挽矧rtの化合物で何位抑'凹にl
もとず く立体只性休であるという紡油を石;i:した..

しかしながら 2,5･d王chlorophcnolの切合はさきに

chloralと縮合させてえた化合物 (I)をメチル化した

化合物と 2,51dichloroani50le と chloralを崩合さ

せてえ1:化合物は同一のもの (ⅠⅠ)であることがわか

*昭和32年日本員芸化学会大会(32.4.ll)にて訳拭
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つた.つぎに(ⅠⅠ)を朗報と同様に苛性カ1)-dicthy-

lcnci;1ycol中で 150?に加熱して加水分脈を行った

処.脱出軌 加水分夙 脱炭酸,脱J.チルの各反応が

･行われて. 中性部からは 1.1･bis･(methoxydichlo･

rophenyt)･2,2･dichloroethytene(Ill,mp169.5-

700)およびbiS･(methoxydichlorophenyl)-methane

(V,mp1461470,放虫)酸性部からは bis-(methoxy･

dichlorophenyl)･aceticacid(ⅠV,mp130O;放虫),

his(hydroxydichlorophenyl)･methaneI(VII, mp

1710), および 1,1lbis･(hydroxydichlorophenyl)･

2,2･dichloroethylene(ⅤⅠ,メチル化して確認)に相

当する元首…分析伯を有する物質がえられた.これらの

化合物の核田政弘の位田はこの段階では図示のように

はWL紹 していない. 一万 2,5･dichlorophenolと

lormalinの硫酸による縮合でえられた bis･(hydroxy･

dichlorophenyl)･methane(mp1720)はさきのアル･

カー)分IBlfでえられた相当化合物(VII)と況融の結果同

一物であることを知った. この縮合生成物の怒換韮位

､ cllart 1.
C1

煎 22 巻-I

田 は大体打と定可能で&.るが,._さ.らIを.紋安中でナトー).

ウムを以て脱城詰…反応 を行 うとbis-.(4:hydroxy-

phenyl)-methane･(mp160･5丁610)がえられるこ-i .

を知った.1したがって脱塩素前の化合物(ⅤⅠⅠ)はbis-

(4-hydroxy-2,51dichlorophenyl)一met!1an?であるこ

とが確定した･更に (Ⅰ)～(yI).の椛出についても反

古JIR途中に核置換位斑に変換が和こらぬIaiりこゝに示し

た椛迫であることが離定した.

1 なお (VIII)に相当する化今物はqi脚長できなかった

が,(ⅠⅤ)(VI)(VII)_が分耶されているので申TLIJ物と

して当然この化合物の生成が考えられる.

1,1:Big-(4'-hydroxy-2';5'-dichlorophenyl)12･2;

21t,ichloroet'hane(I)一抱水クロラール 8gに獅 湖

100ccを加えて氷汚損拝 しなが ら, 2,5･dichloro･

phenol16gを少虫宛添加する.その後 100附近で5

■時間位拝をつ けゞたのち一夜放田し,氷水中に投入す

る.狩られた灰白色の半固体
･Cl
/

＼二/-OCI.一

1cc13CHb Cl lcc13CHO
CI Cl ､ CI Cl

･10-4}-≦千 tr=>｣oH 十 H3CO-p -Tl-tL>1-OCh3

/

cI CC-3 ヽl CI CCl, cl
(I)

CI Cl
/ ＼

HO-≦:ラーCl
/

C-くヨーOH
dci2ヽ1

CI Cl
/ ＼

[一10-i:5-
/

＼ C1

cH-くヨ ーOHI

cooH ヽ l

＼ ｡I i ｡1 (ⅤⅠⅠⅠ'

H｡-と iTCH2-怨 -oH

＼

cl ト ､'lN II)

HO-くヨ ーcHo･-く-=5- o H

(ⅠⅩ )

314

1 (干Ⅰ)
CI Cl
/ ＼

- Hico-･◎一 帯 -(r∋-ocH3

cl cc l2 ヽ l

を蝕め,油分を充分除く,つ .

ぎに n-hexane,CCll泥状か

ら再船を行うとmp170-710

の無色鱗片状結晶を和る.収

虫 6.5g.

Subst.3.814mg

FoundC36.99H 1.84

C14H701'CI7(M :455.5)

Calcd.C36.88H 1.54

1,1-Bis-(4′-methoxy･2′,5′一

dichlorophenyl)-2,2,2･tri･

chloroethane(ⅠⅠ)- (a)(Ⅰ)

0,3gを etherに浴し,dia一

｡l∫｡. (ⅠⅠⅠ' Z(od:::hma,entehTneethkie;㌘芝三ockc
含む)を少虫宛流下する. 5

･---H3C0-i:〉｢7H-く:ラーocH3 時間後さらに同一柑 5ccを

=-こここ三 ~ご~ :-, =i:_-::三 三 Il::
/ ＼ 披 (ll.1)から招結するとmp

- H 3C O - く ヨ ーCH2-くヨ ーOCH3 138･5-390の他 酢 蛸 品
/ ＼ (V) を得る.収丑 0.25g.

･---H3C0-i:S｢7H-く

＼
/,I.(ハU

C I Cl
Subst. 3.757mg

FouTldC39.91H2.30

C16HllC2Cl7(M':483.5)

Calcd.C39.71112.20

こゝに示す融点は全部末祁正伯である
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(b)拍水クロラール1.6gにa"lW個 30ccを加PL.て氷

れ投押しつ .ゝ 2,5.(lichloro.Ttnisolc(2,5･(1ichlorfI-

phcnol とデメチル硫相の凪 にで子.Jられる)3.3g を

秩々にだ:S加したのち, 10-150で5帖flrJ批押rl･統け

一校放iElする. つCYに氷水申に投入し, ethcrで抽

出し,水洗筏亡梢で脱水し,エーテルを氾うと貼晶を

析川する (4.2g).このものを cthanol,acetone荘己

牧から巧t.17'すると, mp138.5-39.50の無く色鱗片状

約lTlIJがえられる.

･Subst.4.438mg FoundC39.94H 2.27

C18H)102C17(M :483.5) Calcd.C39.71H 2.20

(a),(b)両法で得たものは況徹しても馳:-.i降下を示

さず,同一化合物である.

I1,1-BiSl･(4′-methoxy･2′,5′･diclllorophenyl)･2,21･

dichloroethyTene(ⅠⅠⅠ)-(ⅠⅠ)0.5g を 5% etllanOl

性苛性カリ25ccと共に1時rEfJ茄抑したのち水を加え.

狩られた沈澱を泊過し, 水洗後 ethano1､から内相す

0.4g..

Subst･6･597mg . FoundC42･93H 2･34

C..Hl｡02C】6(M :447)Cat-cd.C42.95H 2.20

(ⅠⅠ)の芯毘n7ルカ')分脈-(ⅠⅠ)4g を diethy]ene

glyco160ccに浴し,‡経たカ.)6g,水 3ccの桁紋を

加えて 150-600で4時rn]JJn熱投押する.冷後水中に

注ぎ,生成した沈澱 (中性物Ti)を姐過したのち,疏

酸々性とすると#,3包仙状物を狩る. このものをether

に浴して水洗後.巴梢で脱水L etherを追 う. まず

ethanol,水泡液から再貼すると紙uf誠がえられるから.

さらに chloroform,n-hexane の泥状から和紙する

と,mp130-310の13純色プ.)ズム状結ur芯がえられた.

収尻 0.log.

rSubst.6.390mg FouTld.46.90H 2.93

C16Hl204Ch(M :410) Calcd.47.56H 2.92 ･

このものは元宗分析の結采から bis-(4･methoxy･

2,5-dichlorophenyl)-aceticacid(ⅠⅤ)と考えられる.

つぎに (IV)を分別後の油状物を四瓜化炭累から再

約すると mp170-710の如包プ.)ズム状結砧がえら

れ る. この ものは後述す る t;isこ(4･hydroxy･2,5･

dichTorophenyl)-methane(ⅤⅠⅠ)と氾融 して もml':I

rA'F.下せず同一化合物であることを駆認した.

.班に班 りの仙状物を diaとomethane でメチル化す

ると紙lTLTJb,'えられるから.acetone,ethanol混液か

ら印紙すると,mp169.5-1700の結.FlTlがえられた.こ

のものは1,1-big-(4′･methoxyl2',5'-dichlorophenyl)-.

2,2･(lJ'chlorocthyTene(III)と混融の結果同一化合物

であることをqlf.はした.

Subst.5.looms Found43.30H 2.59

郡 22 番-Ⅱ

･cJJIloO2CTG(M :447) Calcd.4台.95･ⅠⅠ2.20

したがって メチル化しないflTLの酸性油状物巾には

1,1･bis･(4'･hy(lroxy･2′,5'･d王chlorophenyl)･2,2-di･

chTorocthylcnc(VI)がthJ戊していることを椛詔した.

一方Ifl他用;分は chlorororm,n-hexanc･況紋から

iTj緋の糾瓜 mp 169･-700の佃色針状紡砧を1fJた.

これは 1,1･b王S-(4′･methoxy･2',5′･dichlorophenyl)-

2,21dichlorocthylcne(III)と況融の結果同一物であ

ることを椛認した (木化合物は反応氾皮がや 低ゝい1m

合に収員が多い).

更に中性部分を分別絡7TIllの結取,少_f達の mp144-

･450の鱗片状紙砧をえ.これは後述の bis-(4･metllOXy-

2,5-dichlorophenyl)-methane(V)と況触試験の結

舛同｣化合物であることを7FA･認した.

また反応山姥が 1800附近であった瑚か ま懲比価か

ら mpl52-530のkJilVIがえられ これは 2,5･dichlo･

rophenolであることを仰.TBした.

Bis-(4lhydroxyl2,5･dJchlorophcnyl)-methane

(ⅤⅠⅠ)-2,5･Dichlorophcno120g.I35,..Iformalin

2.8ccおよび 60% 硫酸 50ccを氾じ 60-650で8時

間把持をつゞける.Frq'応絶水を加えてエーテルでhtlLll
L中性になるまで水洗し,エーテルを追い水苑/A-hi潤

に附して未反応の 2.5･'lichlorophenol(8.0g)を河

ら再紙すると mp172-72.50の).Tl他 プ.)ズム状約品

8.5gをえた.

Subst.5.536mg FoundC-46.26H 2.48

C】3Ⅰ‡802Ch(M .･337)Calcd.C46.15H 2.37

なお前述の ようにこの化合物は (ⅠⅠ)の7.'古氾アルカ

つぎにこのもの 2.0g の.ether浴液に理論出の

1.5-1.7倍の′diazomethan占を含む､ether桁牧40cc

を滴下し,一夜放置後 ether を追い析出する紙瑞を

ethanolまたは ch7oroform,n-hexane況淡からrJ

結すると mp146-470の .big･(4･rncthoxyl2,5･di･

chlorophenyl)･methaneの畑也針状8.1ilTITl1.7gをえた.

′Subst.4.949mg FoundC49.35ⅠⅠ3.21

CJGHl202CIl(M :366)Calcd.C 49.18H 3.28

な紬rU述のようにこの化合物は(ⅠⅠ)の.[古狐アルカT)～

分脈によって1'fJられる化合物(Ⅴ)と同一化合物である.

'/Bis･(4-hydroxypllCnyl)･mcthane(ⅠⅩ)一二 液安

200ccに金田ナト1)ウム1.0gをとかしておき, これ

に (VII)1.0g の ether約枚 (150cc) を徐々に靖

下す,8･その後 15分間放田L/･ 反応液の洪紺色が丁

度消失するまで粉末塩化アンモンを少塁宛添加する.

つぎに常温で摂押してアンモチャを押散させる･つぎ

に城取々性とL ether抽出し,水洗後己梢で脱水し
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etherを追うと結晶がえられる. 水から再結すると

mp160.5-610の無色鱗片状結晶 0.4gをえた.文

献 :mp160-610.

Subst.6.802mg FoundC77.64H 5.94

CJ3t-Il203(M :200) Calcd.C78.00H 6.04

Diacetateは mp690の針状結晶である.文献7);

mp69-700.

生 物 試 験

1948咋 Ha11er2)fま1,1-his-(2′-hydr9Xyl3′,5'-di-

chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane(Ⅹ)がイエイヾ

工に対してかなり強い殺虫力を有することを報告した.

このものはその後 Riems.chneider37の追試の結果イ

ェバエを始めとする 2,3の昆虫に対してほとんど効

力を示さなかった.しかしながら一方 Churchilll)は

1,1lbiSI(2′-hydroxy･3′,5′,6′-trichlorophenyl)-T2,2,2-

trichloroethane(ⅩⅠ)が 殺虫殺菌剤として有効であ

るとして米国特許をえている.これらの化合物はそれ

rc'れ 2.4･dichlorophenolおよび 2,4,5-trichloroI

CI CI CI Cl
＼ /

ceay: ccc".:患 l
/ l I

(Ⅹ)

＼ /

､ニ /-?
/ I J
clOH C

phenolと chloralの縮合物である (前者は構造を確

定6)したし,後者の構造は間近いないと考えられる).

著者等は 2,4-dichlorophenolおよび 2,5･dichloro･

phenolを出発物質とした縮合生成物 (Ⅹ)および (I)

についてイエバエに対す早殺虫九 ヒメマルカツオブ

シムシに対するモスT)ン蝕苫防除九 およびイネゴ マ

ハガレ病菌に対する発芽限止力を試映した.

イエバエに対する殺虫力 :供試化合物 Ⅹおよび Ⅰ

を精製石油をもって所定の潰度に稀釈した窮状 0.5cc

を唄渓降下装置8)を用いて供試昆虫体上に唄滅する.

噴霧後30分間薬液の霧滴に曙したのちポットを放りは

ずし24時間後の致死数をかぞえた.その結果は節1衣

の通りである.これをBlissのプロビット法にしたが

って盤理し,その結果を弧皮と致死率の関係にしてボ

したのが第2,3表である.24時間後の供試昆虫の50%

を死滅せしめる氾皮の比をもって毒力の比校をおこな

うと, 9,9'-DDT を 1とした場合Ⅹは0.14であり.

Ⅰは 0.08となり,いずれもp,p'-DDT の毒ii力に退

かにおよばない.なおこれらの致落下仰艦効力もまた

CI Cl
＼ /

H_♂一k■▲~＼=/
l＼

C】3oHCl
(ⅩⅠ)

CI Cl
/ ~ ＼

HO-く:ラ-cH-く:ラ-ol王

cT dc13 も1
(Ⅰ)

Tablel. ＼DosageX(mg/10cc)-mortality Y(%)ofthecommonhousefly,
Muscadomeslt'cavict'naMacq.,forp,p'-DDT,Compound∫,andcompoundX
apさIiedaskeroseneso一ution(Nov.17･20,1955.･200).

ExperimentI
CompoundX?,?I-DDT

Nui?,beecrtsof1M.?tria'N憲sbeec;sofIMl?tria~

ExperimentII
?,?'･DDT CompoundI

NqTsbeec;so‡1M.?tr;a-

65

76

甲

71

1

N芸sbeecrtsoflM.?tria-

Table2. Summeryofdataofexperimentsforth占toxicityofや,?I-DDT.
CompoundI,and compoundX appliedaskerosenesoluton toadutsofthe
commonhousefly,MuscadomeslicavicinaMacq.

ExperimentIToxicant
Regressioneqllation

y-ラ+a(31冨)

Degreesof
freedom

n /

Probability
in∬2-test

Pr

Variance

ofpar㌔
meterγ
V(5;)

Variance
oEpara-
meterb
V(b)

γ-5.74573+1.749(I-0.81505)
γ-4･77985十0･688(E･0･92277) ::::: I::::;:-5.55630十1.447(I-0.91166)

-4.68244+0.638(x-1.13900) oo::::::I.0.I.ol=
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TL'blc3･ Absolutccflcct王vcncSSOE♪,p'･DDT,compoun(IT,nn'lcompoundX,
nn(1rclnt王vccErcctjvcncssoEcomr)ountlIandcornl}011ndX nSCOmpared with

P,f･'-DDT npplic.1王nkcroscncsolutJ'on to れdultsoftheCommonhousef)y,
M"SCLZ,]omesEl'cLZVt'C1't,aMLICq.

Formu一ation
p.f･'･DDT JCompoundX

ExperimentII

p,?'･DDT 'lCompollndI

Standarddeviationofsusceptibility

EfficiencyoHelhalaction

IndexofO･thorderlethaldose

LD･50(mg/loc°)･

0･thorderdegreeofdi一ution

O･thorderequiva一ent

p,p'･DDTに比べてはるかに劣り,30分後における解

下仰転率はこ にゝ示した紅3度の昭田内では0であった.

ヒメマルカツオブシムシを用いるモス1)ン蝕告試験:

径 5.5cm の無処理純毛モス))ン (大穴紡織製品)7/

枚を1約として,その試爪を 1,600士10mgに調mし

た.モスリンの訳rnの 1/100,1/500に相当する非虫

(16,3.2mg)を含有する酒桁桁牧 4cc (結局孤皮は

0.4,0.08%)を径 6cm のペトリ皿に押収し, モス

1)ン1約を浸訳し,溶状を全部吸収させる.モスJ)ン

の2,4,6枚日を風乾し,それぞれ秤il托したのち1枚拓

に供試虫3と共にペ ト.)皿に入れて追払(15-200)に ,

放但し,10日矧 こ観烈し死出ある場合は祁充し,1ケ

月および2ケ月後に秤ilqする.3枚のモス.)ンの平均

ー減虫百分率 (況皮祁正ずみ)は節4表のとおりである.I

なおp,p'･DDT について同様な試験をするとモス

.I)ン式妃の 1/1000の薬faを吸着させた場合でもほ′と

んど軌告による減員がない,したがって節4表の結果

から両化合物ともヒメマルカツオブシムシの蝕告防除

カはほとんどないものと考えられる.

Table4. Averageweightloss(%)oftreated
woolenfabric res111tillg from thefeedillgOf
AnEhrenusvel･basciL.after1and2months.

Control:afterlmonth.1.6,oi;after2months,
2.5%.

イネゴ マハガレ柄掛 こ対する発非抑制力試験 :京大

凸学部的物納Fl!･tJV<研先端:仰-ll:の イネゴ マハガレ梅園

ophioboltLSmZ'y,7beantLS13白粥の胞子発評抑制力を

試験した. まずtJm 化合物 (I),(Ⅹ)および対.q試

料としてえらんだ pcntnchlorophenolは1.')性ソーダ

を加えてナト')ウム幻としたのち水でlTr花的L4'に柿別
する･つぎに Czapek非天仰 山で 280で2iqrLl'J特苑

して形成せしめた分生胞子をこの水桁淡に,QS汚1せしめ.

田仲なスライ ドグラス3枚にPnHL,た ちゞに氾窮に

納めて 280で増苑し2JIn.fir,.rJ筏の発許碑;をPrl微銭下で

汎定した.調査胞子教はスライドグラス矧 こ200以上.

1氾度について600以上をn'(えた.この糾H!えた発非

率からまず祁正発芽率を卯川した上プロビットに変換

した (i7!5表). つぎに巾隅 枚定法で Lb5.を求めた.

Table5. Fungic王daltcstswithPCP,,

compound Iand compound X against
Oz,hiobolusMl'yabeaTmS.

その結果 (Ⅰ)は26.5mg/L,(Ⅹ)は 3.2mg/Lであっ

て対照試料 PCPは 34･Orpg/Lであった/ この結果

から両化合物は PCPよりも優れた発芽抑制力を有す
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ることがわかったが,特に (Ⅹ)は PCPの約10倍の‥

効力をイJL.極めて優秀な殺菌性化合物であることを

知った.

木研兜を行うに当り御指導,御鞭達を賜った武居,

大野L7T6故投,申白助教授に厚く御礼申上げる･
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/
Resume .

Tlle COmpOund obtained by methylating the

coǹlcnsationproduc′t(Ⅰ).of2,5･dichld,ophenoI

w王tlLChloralwasidenticalwiththe乍ondensation

pioductof2,51didhloroanisole with chloral,

diEEcringfrom thecaseーOf2,4･dichlorophenol.

22 巻∵Ⅱ

To amixtureofcompoundlLaIlddiethylene

glycol was added a concentrated potassium

hydroxideso一ution.andtilemixturewasheated

at150-600for4hours.Iǹthisreaction,compounds

III(mp･169･5-700),王Ⅴ (mp･130-30･50), Ⅴ

(mp.146-470),VIandVII(mp.172-72･50)

were obtained. A一ternative method､for the

preparationofVIIwasfoundintIleCOndensation

of 2,5-dichlorophenol with formalin. TheA

compoundVIIwasdechlorinatedto1,1･bis･(P･

hydroxyphenyl)-methane･with sodium in liquid

ammonia.From theabove,itisconfirmed that

thestructuresofcompoundsI-ⅤⅠIare.assl10Wn

inCIlart1.

I1,1-Bis･(4'･hydroxy-2',5'-dichlor,ophenyI)12･2･',

21trichloroethane(I)and1,1･bis-(2'-hydroxy-3',

5'-dichlorophenyl)-2,2,2-trichloroethanc(Ⅹ)werq

ex?minedforinsecticidalactivityby･contacttest

onadu一tsofthecommon housef一yinkerosene

solution.Inthistest,compoundsIandX were

o.08and0.14timesaseffectiveasP,P'･DDT,･

respectively(Tables1-3).Inthefabricprotection

testwith carpetbeetlelarvae,bothcompounds

werealmostineffective.(Table4).Ontheother

hand,thefungiCidalactivitiesofthesecompounds

against･the germination of the conidia of

Ophiobolusmiyabeanusweresuperiortopen-

tachlorophenol,especially,compoundX wasten

timesaseffectiveaspentachlorophenol(Table5).

0-1theFormationofEuteclicMIxturc､withDDT and㍗-BIIC･StudiesontheInsecticidal
iEEfectofCamphorDerivative主.V.Kaoru dhta(LaboratoryofFood,KyotoWomen～sUniversity,

Ⅰくyoto)rand Yasinos｡keJk｡da(TakamineResea,ch Laboratory,SankyoCo.Ltd.,Yasu, .I
shiか Pr占f.).Re占eivedJuly29,1957.Bolyu･Kogaku22,318,1957(withEng一ishresumを322)

54. dDT,γ-BiIC との共融混合物生成につし､て *梓脳誘導体の殺虫効力に関する研死 斑5相

太田慰 (京都女子大学 食品学教室)･池田安之助 (三共株式会社 高峰研究所)32･7･29受理 t
ヽ l

DDT 又は γ-BHC に a′･chlorocampho'r, α-bromocamphor等の別 送誘導体を各種割合に氾合

L,てゆく時は有機化合物 t.t制 約 混合してゆく場合と同様に,.ある割合において著しい融点降下の ■
現象申>'見られ,特にDDT:a'･chlorocamphor-35:65(1モル :3･5モル)の時 110の最低融点

共融況合物が得られる.又混合物の殺虫試畝を行った紙凪 DDT,γ-BHC斗皇剤又はDDT+梯脳,

γ-PHC+削 肖混合物よりも高い効力を示し,一別 肖誘苛体を DDT 叉は γ･BHC に組合することに '

より ,.強力な苗氾度乳剤原液が得られることを知った.

終脳と種々の有機化合物とを混合するときは,ある 知られている]). Rast!)はこの現象を応用して群脳を

割合において融点が甚だ低い共融混合物を作ることが 溶脱として各様有機化合物の分子良測定を行い好結果

キ本報告の概要は昭和32年4月27日El本損芸化学会関西支部例会節139回訴拭会にて発衣.
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