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≡肘戟テトラグリセリンに就て

(昭 和 24* 6JJ10 rl交 11)

蹄 搬 珊

(加7昇Rl..1,エ鞭方で怒PT欠餅)
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兼RLJL_見防扶TA･7-jLの相 場 紀の研究中,B

fTyNFペッグI Iス事･/トに瓢 のナトタダItlyト

Iナイ h ･- トをfTJた｡日加 ベン′llユタ･/tは

ペンスII/トD石で知られろ松 髄で,その肺

串取合Tz.市価 土にZIナるRt前2枚 とナZ'｡

qBtは .10,(1949)三府政lトtイソブナA,T

p七ワンに汚すもR寛之蔚化JAJ如=出すもR文節
l稚上す｡事洋骨姿旨ffrJ本類Hdl大書JT2ll離

Yi大書 昭和 24年 710に於て■許したもの'e

あ る｡

である･<ypエIAIクトはT 七 E-アJLアヒ [･lt Ji.

に対 し?* ･t▲TJt･r-ヒi'<モJL･以上をTかhlの存

在下にAT'拾せLb.TJL･カーを除去Lf=確に酔 態姉

して古曲化せしめろものである.市だベン クエI入†

プトは地 】わ.I-240'Gir･?糞這:概 を射 し抱

2¢'の轄fIなものは71位血攻はE2撫 一1ナJt-等J)

a]水分秘 こEZ]つて1'1舟いものである｡U_の持回ト1.だ束

はベンgziyスyツトのェーテjL･であるfベンPエサ

スIツトの批准の止と考えられたが生徒の帯食既陣で

は薪からi-テル払合の生成は考えられ1,牢ろナト

クT一七一ンのiR4:を軸 せしめろものがもろ lfべ



ン Pllス Iプト生EhにAlする反正は式称こ仲する
治定である)｡

T tトγA,fヒrと7*ル⊥ TJt.fヒrとの振合ZZ
土 は.lIt:L和lに依れば文のb くにiSt斤 ･rも｡匂ち
CH4CHO+IICH0

--HOCHfCH!CHO I

iEEin :豊 沃 >cHC110 1

TctmglyeerOS･e

+flCHO
- ー lJSE.7> C<cc.詣o" ]

Pent･Z)er)thLZrO竹

三竺 HO'2H空 呂3EHH> C<≡描 ;

+(HO)fCI10日 R

Pcnl.lerythrltOl
r

野相.ZFJr蛸氏は此4)rHiU捜 r'cllLLLeryLLuzTOStL(1日

を分t L軸 牧立夏してiC拝の･､ン′ェpAyI/l1

1._yEiL釣に7gたが, 湖 は杜の方法にJIO tetrngly一

俳 rose(1)を蓮元して tetTコgl〉CCnn(trlmCth)tot

zTy:ttLnne)をruて,下に杜のErZarェ.AナJLrをれした｡

If41の 音

lll ナIタダptタンの合或

特許前 153925(昭 け)の方法にalI)令成 した (評

点!三省路す1J｡碓 水業iW 紬を汝輸し-ソタェ

Iスy'Jトの皿在する鈷瓜をTJt･つ-JL･,ペンy-JL･

で倉B7tf血して地 178■の訪多瓜TA,,-JL･,ナ ト

･‥ 七･y諾 % J>C<Bl'卯 は 3tLの 78

1'の故串で79た｡允のお品をペンPェLAソフトと比

較ナitは斉 )の如くでもろ.

淡 】

チ ト ク ･1'ygエy
グ 1)七1)ン ス リッ ト

な か 】780 2600

ペン′T- ト PfRF化すも 】02-1040

7セ ナー ト 75-780 79･-aDO

ナイ LIL'-ト zj70 日20

(2) ナ トクyp七9ンの抑化

柁化は StetLtnCT･erのJI法に辿った｡ゆち吟噸
挿した此ZEFSlの卿 錬 II5倍丘の小にナトタT

Iセリン払Ahを操◆に加え.一棚 JtのiI触

(他 184)を珪加でろ｡mLL物の分すするのき6:つ

て加 二九i{持fyL蛾 冷水.cooiA軌 の○,

5.'･'h .CO}狩.% 謹乱 冷水と十分StilL鴨 島

はTtlン上I)lIL鈷品を抜出し出社する少Jtの- ン l

ワットと分別する｡

t箕脚 は衣2の如 く'Cもろ｡

tかち挨T?たチークブタtIン l-y ▲~8-5〇･二〇

は V･.1･:3㌢ のものを7:)て米屋事‡1itに伝･-.9子Jti～

定の鈷柴は 243で Clll･qぶ3F2jllこ一計 ｢ろ｡qp

I38-139°の拙〟総 べ>AI-IZ.の大瀞 J_/掛 ･た三

搬 ナトタダItIンで撤 すればe托t烏曲.ニ少丑の

轍 ベン>9-Jヒを含4l-し,入念に和也血をnZiせIf

"1-Z37-8° の粍持な三erl佃チ トタyリセyンに分

別し7ilろ｡抑化時tul,抑 ヒin虻には牧平.三大なるBB休

{=く,駄科出血純度にrtlも彰軌 :大である｡相 と退廷

250C以上ではユ連な鮒 ヒ取打扮方紬:旬ろ｡
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要望 F'(FCT 折箱 弓相 思荘TだJJJ e.罪
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3 20 べ8.3

1 190.-2ZO 25 】5 5占9
5 ]85-2(0 20 23 43,～
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(3) ≡血 ナト?{一七ワンの神性

ttの柵 A井チJL･の火兼巧駒は性は約と-ンスサ･/

T-に近似することが捜査されろ｡活見 lSL.gI名産は

畢生IOmgで不喋亮 14t=m,完鴎 25C1 兄上で安

T3{･もち｡書道LDベン117日.:は相批 生すろも

のでペンスIツr･の安定度に何らか7)彰fを丑.-=すも

.のとE考きれる｡
∴ F7] Lj

T七 rLTA･ft:Fと7*Jt,ムTルfヒ 'J)約台肋を

謀捕殺記して柑たナトタグリセpyを比印巾で机化し

てベンスyツJlに析凹の l妨首伽lェスナ .̂,三好l放テ

トタ〆ワセリン (M .t･L37') を711た｡火q5御 地

は衆知でもろが涼Ct7*ん-TJL･デ t'1tD..;u 所

棚 汁の怖暮伸 男か ら-ンスp-/トに鐘ろ題讃汝と忍

琴されろ｡

起 りに概耶igryASILろLR如EFTf相星三払鼓汝に省議の

昏̀T._/滋す｡
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