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(57)【要約】
　本発明は、医薬有効成分ダビガトランエトキシラート
の合成において有用な中間体である、式１の化合物の製
造方法に関する。
【化１】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸付加塩の形態であってもよい式１で表される化合物の製造方法であって、
【化１】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　第１の工程で、好適なカップリング剤の存在下、式２のジアミンをカルボン酸３で反応
させ、

【化２】

　　　　　　　　　　　2
【化３】

　　　　　　　　　　　3
　式４で表される化合物を形成し、 
【化４】

　　　　　　　　　　　　　　　　　4
　前記式４の化合物を単離せずに式4-Brで表される臭化水素酸塩に変換し、
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【化５】

　　　　　　　　　　　　　　　　　4-Br
　最後に、前記式4-Brの化合物を式１で表されるアミジンに変換することを特徴とする製
造方法。
【請求項２】
　前記ジアミン２とカルボン酸３との反応が、塩化メチレン、ジメチルホルムアミド、ベ
ンゼン、トルエン、クロロベンゼン、テトラヒドロフラン、ジオキサン及びこれらの混合
物から選択される溶媒中で行われる、請求項１記載の製造方法。
【請求項３】
　前記カップリング試薬が、N,N'-ジシクロヘキシルカルボジイミド、N,N'-カルボニルジ
イミダゾール及びカルボニル-ジ-(1,2,4-トリアゾール)から選択されることを特徴とする
、請求項１又は２記載の製造方法。
【請求項４】
　前記式４の化合物を調製するために酢酸を添加することを特徴とする、請求項１～３の
いずれか１項記載の製造方法。
【請求項５】
　前記式4-Brの化合物が、臭化水素酸水溶液の添加により前記式４の化合物から得られる
ことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項記載の製造方法。
【請求項６】
　前記式4-Brの化合物からp-トルエンスルホン酸による酸付加塩の形態である式１のアミ
ジンへの変換が、p-トルエンスルホン酸を添加しながら前記式4-Brの化合物を酸含有アル
コールに加えた後、アンモニア溶液を添加することによって行うことを特徴とする、p-ト
ルエンスルホン酸による酸付加塩の形態の式１の化合物を調製するための、請求項１～５
のいずれか１項記載の製造方法。
【請求項７】
　前記式4-Brの化合物と前記酸含有アルコールとの反応を開始するときに、p-トルエンス
ルホン酸の全量を添加することを特徴とする、請求項６記載の製造方法。
【請求項８】
　前記酸含有アルコールが塩酸含有エタノールであることを特徴とする、請求項６又は７
のいずれか１項記載の製造方法。
【請求項９】
　式4-Brで表される化合物。
【化６】
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　　　　　　　　　　　　　　　　　4-Br
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医薬有効成分ダビガトランエトキシラートの合成において有用な中間体であ
る、式１の化合物の製造方法に関する。
【０００２】

【化１】

　　　　　　　　　　　　　　　　　1
【背景技術】
【０００３】
　ダビガトランエトキシラートは従来技術において公知であり、最初の開示は国際特許出
願ＷＯ98/37075である。ダビガトランエトキシラートの製造方法もＷＯ2006/000353又はH
auel等（J. Med. Chem., 2002, 45, 1757 ff）から公知である。
　ＷＯ2006/000353からわかるように、式１の化合物は、ダビガトランエトキシラートの
合成における中間体として特に重要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、式１の化合物の工業的規模での合成を改良することができる製造方法
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、式１で表される化合物の工業的規模での製造方法に関する。
【０００６】
【化２】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
【０００７】
　該化合物は酸付加塩の形態であってもよく、パラトルエンスルホン酸塩の形態が好まし
い。前記製造方法は、第１の工程で好適なカップリング剤の存在下、式２のジアミンをカ
ルボン酸３で反応させ、
【０００８】
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【化３】

　　　　　　　　　　　2
【０００９】
【化４】

　　　　　　　　　　　3
【００１０】
　式４で表される化合物を形成し、
【００１１】

【化５】

　　　　　　　　　　　　　　　　　4
【００１２】
　この式４の化合物を単離せずに式4-Brで表される臭化水素酸塩に変換し、
【００１３】
【化６】

　　　　　　　　　　　　　　　　　4-Br
【００１４】
　最後に、式4-Brの化合物を式１で表されるアミジンに変換することを特徴とする。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　式２の化合物を反応させて式４の化合物を形成するには、本発明では以下の手順が好ま
しくは適用される。
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　まず最初に、式２の化合物を適切な溶媒に溶解させる。本発明による適切な溶媒とは、
塩化メチレン、ジメチルホルムアミド、ベンゼン、トルエン、クロロベンゼン、テトラヒ
ドロフラン、ジオキサン及びこれらの混合物からなる群から選択される溶媒であることが
好ましく、なかでもジメチルホルムアミドとテトラヒドロフランが好適である。本発明に
よると、テトラヒドロフランがこの点において溶媒としてとりわけ重要である。
　式２の化合物１モルに対して、好ましくは0.5 ～1リットル、さらに好ましくは0.65～0
.85リットル、より好ましくは0.7～0.8リットルの上記溶媒を使用するとよい。
　この溶液のほかに、式３で表されるカルボン酸と前述のカップリング剤とを含む別の溶
液を調製する。この調製には、カップリング試薬を最初に溶媒に溶解させておくことが本
発明では好ましく、この場合の溶媒は前述の溶媒の群から選択することが好ましい。式２
の化合物の溶解に使用するのと同じ溶媒の使用が好ましい。カップリング試薬は、N,N'-
ジシクロヘキシルカルボジイミド、N,N'-カルボニルジイミダゾール及びカルボニル-ジ-(
1,2,4-トリアゾール)から選択されることが好ましく、本発明ではN,N'-カルボニルジイミ
ダゾールとカルボニル-ジ-(1,2,4-トリアゾール)が、さらには、カルボニル-ジ-(1,2,4-
トリアゾール)がとりわけ重要である。
【００１６】
　式２の化合物１モルに対して、好ましくは１～２モル、特に好ましくは１～1.5モル、
さらに好ましくは1.05～1.25モルの前記カップリング試薬の使用が好ましい。投入される
式２の化合物１モルに対して、好ましくは１～３リットル、より好ましくは1.5～2.5リッ
トル、より好ましくは1.8～2.2リットルの前記溶媒を使用し、カップリング試薬を溶媒に
溶解させる。
　こうして調製されたカップリング試薬溶液は、周囲温度で攪拌するか、或いは攪拌しな
がら約25～50℃、好ましくは30～40℃、特に好ましくは32～38℃に加熱した後、式３の化
合物を混合する。式３の化合物の添加は、0.25～４時間かけて、好ましくは0.5～３時間
、さらに好ましくは１～２時間かけてバッチ式に行うとよい。化合物３は、溶液の温度を
一定にして添加するとよい。
　投入する式２の化合物１モルに対して、好ましくは１～２モル、特に好ましくは１～1.
5モル、より好ましくは1.05～1.15モルの式３の化合物を使用するとよい。
　式３の化合物を添加した後、得られたカップリング試薬と化合物３とを含む溶液は、さ
らに0.25～４時間、好ましくは0.5～３時間、特に好ましくは0.5～１時間攪拌してもよい
。この間、前記温度範囲のいずれかの温度範囲内に溶液を保持することが好ましく、とり
わけ温度を一定に保つことが特に好ましい。
　こうして得られた溶液を、既に調製した式２の化合物を含む溶液に添加する。前記化合
物２の溶液は、あらかじめ約30～65℃、好ましくは40～60℃、特に好ましくは47～53℃に
攪拌しながら加熱しておくとよい。
　好ましくは、調製済みのカップリング試薬と化合物３とを含む溶液は、0.5～５時間、
好ましくは１～４時間、特に好ましくは２～３時間かけて化合物２の溶液に計量しながら
投入する。この間、化合物２を含む溶液の温度は一定に保つことが好ましい。
【００１７】
　化合物３とカップリング試薬とから調製した溶液の添加終了後、さらに溶媒を加えて反
応溶液を希釈することが任意であるが有効である。溶媒を添加する場合、前記溶媒の１種
を添加することが好ましく、なかでも化合物２の溶液を調製するのに使用した溶媒の使用
が特に好適である。
　溶液を希釈する場合、用いた式２の化合物１モルに対して、前記溶媒を好ましくは0.1
～0.5リットル、特に好ましくは0.2～0.3リットル使用することが好ましい。
　化合物３とカップリング試薬とから調製した溶液の添加が終わり、追加の溶媒の添加が
終了したら、さらに少なくとも１～８時間、好ましくは少なくとも２～７時間、特に好ま
しくは少なくとも３～６時間かけて得られた溶液を攪拌する。前記温度範囲のいずれかの
温度範囲内に溶液を保持することが好ましく、温度を一定に保つことが特に好ましい。
　減圧下で大量の溶媒分を留去してもよい。使用した１モルの化合物２に対して、特に好
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ましくは１～1.8リットル、さらに好ましくは1.2～1.7リットル、より好ましくは1.4～1.
5リットルの前記溶媒分を蒸発させて取り除くことが好ましい。
　溶媒分の留去は、温度約40～65℃、特に好ましくは50～60℃の範囲内で行うことが好ま
しい。溶媒の選択により、常圧では前記温度範囲内での溶媒留去が不可能な場合は、前記
温度範囲内で首尾よく溶媒分が蒸発するところまで圧力を下げる。
　最初に使用した溶媒で蒸留残渣に残留している溶媒分は、別の溶媒を添加することによ
り一緒に留去することが有利である。例えば、前述の反応溶媒としてテトラヒドロフラン
が使用されている場合、酢酸n-ブチルの使用が有利となる。酢酸n-ブチルをこの時点で使
用すると、減圧下、約50～85℃でテトラヒドロフランとともに蒸発する。この場合、既に
使用されているテトラヒドロフランをほぼすべて留去させ、酢酸n-ブチルのみが溶媒とし
て残留するように蒸留を行う。蒸留終了後、残留溶液を酢酸と混合する。この時点では、
濃縮した酢酸の使用が好ましく、氷酢酸（約99％酢酸）が特に好ましい。
【００１８】
　使用した式２の化合物１モルに対して、好ましくは100～200g、特に好ましくは120～17
0g、より好ましくは130～145gの前記濃縮酢酸の使用が好適である。
　その後、混合物を攪拌しながら約65～100℃、好ましくは75～95℃、特に好ましくは85
～90℃の範囲内の温度に加熱し、少なくとも0.5～５時間、好ましくは１～４時間、特に
好ましくは２～３時間かけて一定温度で攪拌する。
　その後、好ましくは、混合物を約45～85℃、好ましくは55～80℃、特に好ましくは65～
75℃の範囲内の温度にして、反応終了（working up）させるために水を混合する。特に好
ましくは、使用した式２の化合物１モルに対して0.5～２リットル、より好ましくは0.75
～1.5リットル、さらに好ましくは0.9～1.1リットルの水を加えるとよい。
　任意であるが、水のほかにNaCl水溶液を添加してもよい。NaClも添加する場合は、使用
した式２の化合物１モルに対して好ましくは20～80g（グラム）、特に好ましくは30～60g
、より好ましくは40～50gのNaClを使用することが好ましい。
　こうして得られた相混合物を十分に混合し、従来の方法を用いて水性相を分取する。任
意であるが、分取した相を既に使用している有機溶媒で再度抽出する。減圧下、蒸留によ
り溶媒分を有機相から除去する。
　溶媒の留去は、80℃未満、好ましくは約60～80℃、特に好ましくは70～80℃の温度範囲
内で行うとよい。溶媒の選択により、この温度範囲内で常圧下では溶媒分を留去すること
ができない場合、前記温度範囲内で首尾よく溶媒分が蒸発するところまで圧力を下げる。
　蒸留残渣には式４の化合物が含まれるが、本発明ではこれを単離せずに以下の手順を用
いて直接反応させることができ、式4-Brの化合物が得られる。 
　蒸留残渣を好ましくはエタノール又はイソプロパノールといったアルコール（好ましく
はイソプロパノール）と混合し、少しだけ加熱してもよい。使用した式２の化合物１モル
に対して、好ましくは0.5～３リットル、特に好ましくは１～2.5リットル、さらに好まし
くは1.5～２リットの上記アルコールを添加するとよい。
【００１９】
　得られた混合物を加熱する場合、約25～50℃、好ましくは30～40℃、特に好ましくは32
～38℃の温度を選択するとよい。
　続いて、臭化水素酸を添加する。濃臭化水素酸水溶液の使用が特に好ましい。例えば、
48％濃度の臭化水素酸水溶液を使用するとよい。一定温度で攪拌しながら十分な臭化水素
酸を添加し、得られる混合物のｐＨが３未満、好ましくは２未満、特に好ましくはｐＨ0.
6～1.3の範囲にする。一例として、前述の48％濃度の臭化水素酸を用いて、使用した式２
の化合物１モルに対して、0.1～0.3kg、好ましくは0.15～0.25kg、特に好ましくは0.17～
0.21kgの臭化水素酸（48％）を添加するとよい。
　臭化水素酸の添加終了後、得られた混合物をさらに少なくとも５～60分間、好ましくは
少なくとも10～45分間、特に好ましくは少なくとも20～30分間攪拌する。この間、溶液の
温度は前記温度範囲内のどれかに保つことが好ましく、温度を一定に保つことが特に好ま
しい。その後、好ましくは、得られた混合物を０～20℃、好ましくは５～15℃、特に好ま
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しくは７～13℃の範囲内に冷却し、その温度でさらに少なくとも0.5～２時間、好ましく
は少なくとも0.75～1.5時間、特に好ましくは少なくとも１時間攪拌するとよい。
　得られた4-Brを含むアルコール懸濁液から遠心分離により溶媒分を取り除き、残渣を任
意で前記アルコールの１種で洗浄する。得られた4-Br化合物は、真空下、高くても30～65
℃の範囲、好ましくは高くても50～60℃の温度で乾燥させる。
　本発明はさらにこのようにして得られる式4-Brで表される臭化水素酸塩に関する。
【００２０】
【化７】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4-Br
【００２１】
　驚くべきことに、この式４の化合物の塩は分離がきわめて容易であることがわかった。
そのため、工業的規模での反応において、この中間体の単離は非常に簡単に行うことがで
きる。分離の簡易性とは、本発明の範囲においては、濾過、吸引濾過、遠心分離又はこれ
らと同等の分離方法による、得られた結晶体からの溶媒の除去性を意味する。分離性の向
上は工程の処理能力に直接的な効果があるため非常に重要である。とりわけ工業規模で反
応を行う場合はなおさらである。生成物の分離特性が優れていると、単離が速く、洗浄も
早く効果的に行えるので乾燥も同様に早く行える。 
　以下の手順を用いて、式１の化合物を化合物4-Brから得ることができる。 
　好ましくは、第一に、好適な酸を混合した有機溶媒に化合物4-Brを添加する。酸は本発
明では塩酸が好ましく、溶媒はアルコールが好ましい。特にはイソプロパノール又はエタ
ノールが好ましく、エタノールの使用がとりわけ好ましい。本発明によると、５～12モル
濃度、特に好ましくは９～11モル濃度の塩酸を含むエタノールの使用が好適であることが
わかった。本発明では特に好適であるが10モル濃度の塩酸含有エタノールを使用する場合
、0.4～1.5kg、好ましくは0.6～1.0kg、特に好ましくは0.75～0.85kgの10モル濃度の塩酸
含有エタノールを、使用した化合物4-Brの1モルに対して使用するとよい。
【００２２】
　本発明によると、化合物4-Brの酸含有アルコールへの添加は、約20～25℃の範囲内で、
好ましくは周囲温度（23℃）で攪拌しながら行うことが好ましい。本発明では式１の化合
物は酸付加塩の形態に調製することが好ましい。とりわけ好ましくは、式１の化合物をパ
ラ-トルエンスルホン酸塩の形態で調製する。式１の化合物をパラトルエンスルホン酸付
加塩として得る場合、この段階でパラ-トルエンスルホン酸を添加することが有利である
ことがわかった。したがって、好ましくは酸が塩酸である、上述の酸含有アルコールに4-
Br溶液を添加した後、p-トルエンスルホン酸も添加する。パラ-トルエンスルホン酸は水
和物の形態で添加することが好ましい。  
　或いは、前述の手順のかわりとして、最初にすべてパラ-トルエンスルホン酸を添加し
た後、化合物4-Brを酸含有アルコールに添加してもよい。好ましくは、使用した式4-Brの
化合物１モルに対して、180～300g、特に好ましくは200～300g、さらに好ましくは245～2
55gの前記p-トルエンスルホン酸水溶液を添加するとよい。
　添加終了後、混合物を攪拌しながら約23～40℃、好ましくは25～35℃、特に好ましくは
28～29℃の温度に調整し、一定温度でさらに長くて12～36時間、好ましくは長くて20～28
時間、特に好ましくは長くて23～25時間攪拌するとよい。 
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　その後、反応溶液にさらに溶媒を加えて希釈するとよい。溶媒を添加する場合、前記ア
ルコール類の１種の使用が好ましく、なかでも化合物4-Brを含む溶液の調製に既に使用し
ている特定のアルコールの使用が特に好ましい。即ち、ここでもエタノールの使用が好ま
しい。
　溶液を希釈する場合、好ましくは0.5～1.5リットル、特に好ましくは0.8～1.0リットル
の前記溶媒、特にはアルコール、さらに好ましくはエタノールを、使用した式4-Brの化合
物１モルに対して使用するとよい。
【００２３】
　その後、混合物を攪拌しながら約-10～15℃、好ましくは-５～+５℃、特に好ましくは
１～３℃の範囲内の温度に冷却し、アンモニア水溶液と混合する。本発明では濃度が20～
30％、好ましくは20～25％のアンモニア水溶液が好ましく、とりわけ25％のアンモニア水
溶液の使用が好ましい。25％のアンモニア水溶液を使用する場合、使用した式4-Brで表さ
れる化合物１モルに対して、好ましくは0.5～1.5kg、特に好ましくは0.6～1.0kg、さらに
好ましくは0.7～0.8kgの上記25％アンモニア水溶液を使用するとよい。
　アンモニア水溶液は、温度を約０～15℃、好ましくは０～10℃の範囲に保ちながら添加
するのが好ましい。特に好ましくは、温度が一定になるように添加の調整を行うとよい。
溶液のｐＨ値が９～10.5、好ましくは9.3～10の範囲に上昇することが好ましい。
　添加終了後、攪拌しながら混合物を約20～30℃、好ましくは22～27℃の温度範囲に、特
に好ましくは約25℃に加熱し、温度を一定にして少なくとも２～８時間、好ましくは少な
くとも2.4～６時間、特に好ましくは少なくとも３～５時間攪拌を行う。 
　その後、大量の溶媒を減圧下で蒸発させてもよい。使用した化合物4-Brの1モルに対し
て、好ましくは0.2～0.8リットル、特に好ましくは0.3～0.7リットル、さらに好ましくは
0.4～0.5リットルの上記溶媒を蒸留により取り除いてもよい。
　溶媒の留去は、約40～65℃、特に好ましくは50～60℃の温度範囲内で行うことが好まし
い。溶媒の選択により、常圧では前記温度範囲内での溶媒留去が不可能な場合は、前記温
度範囲内で首尾よく溶媒分が蒸発するところまで圧力を下げる。
　反応終了のため、混合物を一定温度（約50～60℃）で水と合わせる。使用した化合物4-
Brの1モルに対して、特に好ましくは２～８リットル、特に好ましくは４～７リットル、
さらに好ましくは５～６リットルの水を加える。水の添加のほかに、NaOH水溶液で濃度が
好ましくは30～60％、特に好ましくは40～50％のNaOH水溶液も添加する。本発明では50％
NaOH水溶液の添加が好ましい。
　50％NaOH水溶液を添加する場合、使用した化合物4-Brの1モルに対して好ましくは50～2
00ml、特に好ましくは70～150ml、さらに好ましくは90～110mlの50％NaOH水溶液を添加す
るとよい。
【００２４】
　添加終了後、混合物を攪拌しながら温度約40～70℃、好ましくは50～60℃、特に好まし
くは約55℃に調整するとよく、さらに少なくとも0.5～1.5時間、好ましくは少なくとも0.
6～1.25時間、特に好ましくは少なくとも0.75～１時間にわたり一定温度で攪拌するとよ
い。
　この混合物は、約０～30℃、好ましくは５～20℃、特に好ましくは10～15℃の温度範囲
に冷却し、少なくとも0.5～2時間、好ましくは少なくとも0.75～1.5時間、特に好ましく
は少なくとも１時間にわたり一定温度でさらに攪拌してもよい。
　得られた結晶を分離させ、水及び任意で有機溶媒を使って洗浄した後、真空下で50～90
℃以下、好ましくは60～70℃以下の温度で乾燥させる。
　下記実施例は一例として行われた合成方法を示すことを意図している。これらの実施例
は、その内容に本発明を限定するものではなく、可能な手順の一例として単に示す。
実施例１：式4-Brの化合物の工業規模での合成
　88kgのカルボニル-ジ-(1,2,4-トリアゾール)をとりだし、920リットルのテトラヒドロ
フランと混合する。装置の内容物を攪拌しながら35℃に加熱する。その後、化合物３（90
kg）を温度35℃で１～２時間以内に少しずつ添加する。
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　160kgの化合物２を第２の反応器に入れ、350リットルのテトラヒドロフランを添加し、
混合物を攪拌しながら50℃に加熱する。
　化合物３を含む溶液を、47～53℃で２～３時間以内に２の溶液に計り入れ、得られた溶
液を115リットルのテトラヒドロフランで希釈する。
【００２５】
　その後、混合物を47～53℃（好ましくは50℃）で４時間攪拌する。670～695リットルの
テトラヒドロフランを50～60℃で真空下留去する。235リットルの酢酸n-ブチルを残渣に
流しいれる。その後、600～630リットルの酢酸ブチル／THF混合物を50～85℃で真空下留
去する。蒸留の最中、700リットルの酢酸ブチルを計り入れる。
　65kgの酢酸を残渣に投入し、内容物を85～90℃に加熱し、この温度で少なくともさらに
2.5時間攪拌する。その後、混合物を65～75℃に冷却する。165リットルの水と20kgの食塩
による溶液を添加し、混合物を300リットルの水で洗う。その後、温度を60～70℃に調整
し、混合物を少なくとも15分間攪拌する。相分離を行うために、攪拌器を止めて混合物を
少なくとも15分間放置して沈殿させる。120リットルの酢酸n-ブチルが入っている別の反
応器に水性相を投入する。混合物を攪拌しながら60～70℃に加熱し、少なくとも10分間攪
拌する。相分離後、水性相を化学排水管に排出させる。酢酸ブチル相と20リットルの洗浄
用酢酸ブチルとを合わせる。ここから590～620リットルの酢酸n-ブチルを最高内部温度80
℃にして真空状態で留去する。
　蒸留残渣に880リットルのイソプロパノールを流しいれ、内容物を32～38℃に調整する
。その後、温度32～38℃で約90kgの48％臭化水素酸を計り入れ、ｐＨ値が0.6～1.3になる
ようにする。混合物を温度32～38℃で少なくとも20分間攪拌した後、７～13℃に冷却し、
この温度で少なくとも１時間攪拌する。得られた懸濁液を遠心分離にかけ、イソプロパノ
ールを全部で840リットル用いて洗浄し、最高温度55℃にして真空下で乾燥を行う。
収量：211～250kg
融点：200～215℃（分解）
　化合物4-HBrは、標準的な市販の遠心分離機を使って単離させてもよい。
【００２６】
実施例２：式１の化合物（パラトルエンスルホン酸付加塩の形態）の大規模な工業的合成
　330kgの化合物4-Brと147kgのp-トルエンスルホン酸（水溶液）とを攪拌しながら470kg
の10モル濃度の塩酸含有エタノール溶液に23℃で添加する。その後、混合物を28～29℃に
加熱し、この温度で23時間攪拌する。反応混合物を693リットルのエタノールで希釈し、
第２の反応器に移す。この反応器の内容物をさらに536リットルのエタノールで希釈し、
２℃に冷却する。温度を約10℃に保ちながら440kgの25％アンモニア溶液を計り入れ、さ
らに冷却と攪拌をしながらｐＨ値を9.3～10にする。装置の内容物を25℃に加熱し、この
温度で４時間攪拌する。その後、内容物を50～60℃に加熱し、248～261リットルのエタノ
ール分を真空下で留去する。内部温度50～60℃で1220リットルの水を添加する。装置の内
容物を同じ大きさの２つの反応器に同量ずつ分ける（約1450リットル）。両方の装置で処
理を並行して（同時に）続ける。それぞれに、950リットルの水と31リットルの水酸化ナ
トリウム溶液（50％）とを添加する。２つの装置の内容物の温度を50～60℃（好ましくは
55℃）に調整し、45分間攪拌する。さらに３時間以内に混合物を10～15℃に冷却し、さら
にこの温度で60分間攪拌する。
　結晶物の懸濁液を２つの遠心分離機で分離させる。生成物を最初に水、さらにアセトン
を用いて洗浄し、最高温度70℃で真空乾燥させる。
収量：314kg～371kg
融点：209～211℃
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