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1 緒 甘

大金札のT,/'LL:敏 よ,雌 に適し こ̀tZ=宜をAへ,

チy'化鰍ま舛JTTに脈eh ている｡そして.7Lii'化物の

分析法もGl々 跳 されているが,水に肝 )の荻生筏T

I/'化物の掬作が容易で,約度の良い分析法はみあーこら

fJ.r牒'Cある.今納 まれT=万銭では,T CllrlLuS,

I RISgbmt)は m maSのgf栗分析法により分析を

して いるfJt,R盆地 は 位険であると途-ており,

DerLT)15,1shnzTP らは,叙姐こして沈着せしめ,ニit

を姐化軌 こ変へてZ立至三を用いて一壷よ出来る事を:己述

しているが,77/'1出 はかlなり水沢性を布するので,

緑作の甥縄さのSi.こ(,7風土灯られ1L,.･様である.

洩砧 として11,Curt.tJS,rHSSOm らが.丁,/'化梅
を雅 で分解し.洲 のT,/'化水式rzT -̂カy並定液

中に諮iPL,逆滴定する方法を記している.これはか

TLT)恥 1一二方法であるが.T2/'化水難 は窮鯨でしか

もiZ油発生Iを有し,且つ,鎚めて和せであるので黙拝

を窄する.∫ Martln77ちは環化ヨb亡議定を宇〒ってお

I),RaShld)及び C｡pcmanA)らは,K入浴丘分析

法を妃触している.

今担l.榊 らの行つTこ定JL勤まCopcmanの万】喜

p_何様1.=,7y'化物を所帯恭=七T)サムTソモソlfr'液

'e熊化分併し.その群.鍋 的!=発生する壁栗〝スを

紬舛して妃Atri･行うガス'6枚分 析が､て.そのEiJ肱は11

正己の通 りである.

.Mc､X.)I+2Ce(XO一)㌔H.Ilo.-I2cc(:101)i

+ユlo(.T(Ol))+2XH.hTOJ+3yさ言

書中らは,分析中の¢≡全及び瀦毘向上の-=め,放生

分析法ir･試用し.鮭成分二とえlZ姐軒 並.次だ盛の

脚 をのぞくT=与)に考某ガス氾定には生見等ヨ3rを佼

FFIする乎 こし亡.又,控作屈晶化のTLめ.恭 l琵i=戻

し こ̀滋な鼓覚,>虹立て T=.この洪正はlVIT､'Carsonfl

が Sulhmateの昏馳 こ使用しにも牡からヒンtを符

こ̀もの~さある,

39

2t壬 集

NaXrl 市眼点を 水+TJVコール より2田河RdtJ

L .更に水より】四Fl鈷血LHC'CI=2時ThnCZ煉LTこ｡

Ce(lTi〇一)l･'N'HlNOl 舛葉一決

冗CH.COO 脚 一皮J:f2【司法売TLにもの

5 BBE及び操作法

蓑風 土,キ771の伏澱d大発生3;,反JE容丁と(FF{-,'15

cc),反応試襲Sソク及び鼓ヨ雷r(全長 5亡亡)より'A.ら.

晃生野からの班帯Uまは.王で.鎌軌 =よって水頭

が除かれ.次に乾性打下缶の拭転 リーTで払稽ガスの

除去をう:チ.RiTI:上布のqA化ヵJVシウJ.lC脱水さrtて

反応宕臥こ至る.正広tt繋である撹環七791.Tソ･Er

ン相 中に鮮存する禦芸は,予b)災最〝又,'Z通して除

去する.茨応容器は訂隠可徒にしてある.

L:;- ril i,､

第 1函AのtZl=Lil転KスTt通して,この滞分の苧式

を予め辞儀Kスで丑換して35く.

次に圧EL.i-溶黙中に柵 を 7-IOr口g打T)こJ'̂雅語し

たの-･7国Bの域にOZ阜KスでE{'f笛由の虹 を牡汲す

ら,捷挨完了は監護計･>袋現し穀粒の様7-から判宅さ

れるが苛瓦 5分節足を婆LTこ｡

つシ､で回Cの如 くに脱戯ガスのB:力で氏托､解ゼ註中l=

語感 七JサムアンやソBD,.31..液卵 勺3⊂C注入-T･る.

反凪 工正'･7E:始まり.内部の圧力が3は るから選択i･

防ぎつつ河Aの状熊にもとし.ft-応で発生し■こ弐責u

ス与完全l=葺煮汁中[=送入する.この1-LLfには脚

要し'L 楓 王冠戎汁のajAに気湿,気圧の補正,空只

f真の護正をおし,下式.=1って押 中の妹 百分半と

して罪出し■こ.

･l/･∠-1等 9 1 (1 25CS,は )(2票 三.Ix10a

r 鮮宗の丑 (ml) , 'C ･､'叩 くms)

0 空相 及び皆必 ｢の沌iE(mL) 】･mmHg

T.If5悪窯計の穏正には.使用状怨:こ出来るll'1近
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アジ'化由の洋軒としては.87t'ェー ･̂Tル7-Jt･て Co81Lng 畑 Ẑ行つ′こものを用

r.･一二.39ビ占-JL.又は,ゼナナンを台村する格合に 王統虚七y

ウ.･Ty ty.三治.こく./1にくく.且つ.i:併する[=つlヽて.荊えI-_くい

泡lJ;発生して,分析連作に支持･'Eき こ̀すおそれがあっ▲二J/I,米酢濃を約 57.

'軌 する半でこの発泡を防ぎうる事が刊つT=.か くして得られ●二法爪がホ2iiである.fLお.シフマン性

消泡7F.上か/LりよI.1効果を戻しに.(C) Ty'化

舟の均分(岱 3讃)ア･/'化苑の

粥軌二はt'クチンが理会していにので,氷細 さ;t'添加しTこ溺酸

tgサム丁ソモyr.‡渋々仕用し一二l･状顔で 和正する T=めl=･陳 仲 に少AのPA収用
革 2 滋KOH S

Cfi漬せ入h,こTLこJH JLの畑 '(加えて tEfI
T･llた dl行って･ロiEの文化をヱJ-Lとり

･これより祷正貨を茶 毘tZt (mg) .T( >'出し一二. この方注.こよれは 脚 gEの t(OIl燕■;

9.162 3640 と C"Jよる古IIJl箆をも含め一二竜正京6･持古ホ{･山菜一二.

4 実 戦 拝 具コ .TIユ1'▲(ソ-F

l･rイr)の411 (書 Ⅰ&)ここで
駄･･= .T(LTI は,予め色tBiを用.･蕊甜鼓望

汝で酢 をffい,VウーF-に括れ●こ脈 畠接から.拡生 絹.7Cガ の世々fg二bのである.

irE l 7そよn Ti7

化y 一 g'- (Xl8NI-9㍍ Ch')稚Jt丑(ml;) N >' iNn.VJL 15.373 3&.50 +=∴つ18.831 36.16

+ C;ら164帥 36.39 -

_Ild.750 36.38 -

亡C211178 3丘.2l - C1

9]2.弓87 3も.Iも1エeaO

3610 +Cニコ).IW さ丘

も4 +しこ1ト 上J 36<O

a:0lこ)姉 3 'Jt 那 4 &

拭ft●T'/'Tt:助 演何 Ty'化糾(C

cJ15t･')iI,以 6<CB 叩.13 頒ti丑 (mg) .N'>' 花ft生 (nlg) lT

i,''J<377 6371

567.糾7 日 79 9…

503.Cd2 6

38ウ 9el〇3937 4

394 ｢,7IJ901 亡37

7 ウ8681-60 6393
98.むj ｢4 郎 lふ っ ZJ

ヰ Bl くさ与ら ずL亡 =:.∠与三村 yス冒t牙放 =上ろ平均のXl.1'.土J=,eb.'

'CJjつて.-ら ;,X'ユX'.として.三 9eL-.に相当する

.この机 上r)当方法が.矢用可静でもろ事1.1やつ こ̀

L7)･C,以下TV'化乱 丁/-化軌 -_つ.･て分

析J{弟用し.に.くb) 丁ブ化絹刀脊合 (恭 2&) 40

)7.∝払 2511 9271 35.55

17I.Td 25.58 956d a

6.4Tz占7-日 2王.37 9258 3



アミ,'化IiD青畳だ丑址 115

用いにと同じ丁,}化17Iの供ffrこついて分析fz･行ってk

にrrr,eC,･3の棚合とIrr姿時仰噂も変化なく.都 4茨の

様な鈷月さが柑ちれに.

(e) fTTL1 度 の 彰 書

1●C,Ld'C.･tB'Cの古温壁に放ける丁ジ化fFfと所

環七9サ_アン･ty汀汚皮くほ,Tt,3:〆) とのBi広遠BZ

申2川 CcHZ15ク言,D堤介∴
= :郁3日 CCい3Cガ の埠合杏,密策Kス先生故 として鞘

芳し一二枯袋lJt部 2.3Eヨ'Cある.これは,

呑nLh:r遊 されに恒良相中J,=.鵡 環 七 9ウムアンJtソ淋拭fz入tl'こ正広笹怨を表ftEし.この申 L二一を丑のT7

/'イヒ預のW ･を'蒲下せしめ,5秒転の世業克生魚i･ビ-I

--1,日 でIJ-LとF)温産･圧力の潤を行つにものであ

る｡ こ11,から,】〇一48'Cでは環転七フサム

15ガの租合にも2分以内に反仏 よ究持する本が胡つ◆こ.乱匠

が花,.･現,BL応連荘が大 きくなるわけであるが.6O'C以上ITは庶鞍･t,p.l･･アンモン浴液 王

姐 に分群し脱 力を失う都が知られて'.

､る.5総 括L) 軒 1回に

-,T,し一二襲筏を用い.所長t リ .)ムアンモれ笥7

7h=上る当色女ガス宕齢 析軌ま'永 二と■7にくい7I/'化封,ア･/'化缶の安全且つ手軽fL

力法として艮･.｣脹崇をJJ･'J=.2) T･

/'化杓とだ魚七フウ･･アンtソ折渡の反応は相当に正広速度

大でT-}化軌 715;化親】5mgに対し沌%潮 空文111

5%'群液を3cc加えるとJ.'う作件では,l●C以上の場合,2

分以内には反瓜が完了する♯がわかつT=

. 文 l妖I)T CtJrlllJSIRlaiSOm ∫PnJktChc

m (2)58(1898)268･2)LM DenrHSllTsham J m̂ C

hemSoc 2g()907)243)I .Wnrtln IAm Chc

m Soc19(1927)2 Z33,)F ltasdllB Chem-Z一宜32(lna)12

C3,Ber48く1915)2Ce55)D.A Copemarl JSol】th.･tlrlぐanChem

Jnst10:ヾ02(】927)186) lV N.Carso

nJr Ann)Chcm a1018-!9.ltll:r(Hlct

crmlnZLtionor ẑJdeSbyYo)Ir°MLZIZShLma

andSeletSuNagayamaA mlCrO･gaSOmCtrlCdctermlnatlOnOf Theezltlr叩 rOCedu

rcrcqulreS30mlnutessmallquELnLzty Of lllSOILlble a2･LくIes as a】1dtheaccuracyoft】

1earLalysISISIVlthmcoprkrOrleadsaltshasbccnpcrlormcd. ±OL 押rCCnLforc

opperand一eada2･ldesAboutlongofaudcISnl､Xedwlth3cc and士03per

centforsodtum azldesof30タメpcTCCntOfccr】ca】11mOnlunlnltmtC Themethodpermz

tsus.1r叩1dal】dsafeunderUlccartx)]1dlo).ldcatmosphereand determlnaと】OI10f

azldesIVZthmLTllmumnltrOge】一gT,lSCVO】vedbythereact】

orLIS ma】11Pu】atlO-】･mcaSurCdbyaT.nZOtOmetel､VhLCh.s L'SCd (GotcrTmlCntChcm

.ぐaHnduBt,ln■HcsenrChfororgamcanalySlSalldof5ccv山lme lnsL'LuLo,Tokyo6thDl､1SLOn)




