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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　易重合性物質含有物を、凝縮器を備える蒸留塔を用いて精製、分離する際に、前記蒸留
塔から前記凝縮器への連結管における同伴ガスおよび蒸気状の易重合性物質を含む含有物
の線速度を毎秒２０～６０ｍでかつ滞留時間を３秒以下とすることを特徴とする易重合性
物質含有物の精製方法。
【請求項２】
　前記蒸留塔から前記凝縮器への連結管における同伴ガスおよび蒸気状の易重合性物質を
含む含有物の線速度を毎秒２０～６０ｍでかつ滞留時間を０．１秒以下とすることを特徴
とする請求項１に記載の易重合性物質含有物の精製方法。
【請求項３】
　前記蒸留塔がさらに再沸器を有し、前記再沸器から前記蒸留塔への連結管における蒸気
状の易重合性物質を含む含有物の線速度を毎秒２０～６０ｍでかつ滞留時間を３秒以下と
することを特徴とする、請求項１または２に記載の易重合性物質含有物の精製方法。
【請求項４】
　前記蒸留塔がさらに再沸器を有し、降液管が加熱管の外部に設けられかつ前記加熱管上
方に前記蒸留塔気相部に開口する蒸気ガイドを備えてなる前記再沸器が前記蒸留塔の下部
に直接設置されてなることを特徴とする、請求項１または２に記載の易重合性物質含有物
の精製方法。
【請求項５】
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　前記凝縮器が竪型多管式熱交換器であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項
に記載の易重合性物質含有物の精製方法。
【請求項６】
　前記凝縮器に連結する蒸気ラインのノズルが蒸留塔直胴部に設置されてなることを特徴
とする請求項１～５のいずれか１項に記載の易重合性物質含有物の精製方法。
【請求項７】
　易重合性物質が、（メタ）アクリル酸および／または（メタ）アクリル酸エステルであ
ることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の易重合性物質含有物の精製方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、易重合性物質含有物を精製する方法およびその装置に関し、特に気相部におけ
る（メタ）アクリル酸および／または（メタ）アクリル酸エステルの重合を防止しながら
精製する方法およびその装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
不純物を含む（メタ）アクリル酸などの易重合性物質は、従来、次のように精製されてい
た。
【０００３】
凝縮器および再沸器を備える蒸留塔において、蒸留塔の塔頂部から連結管を介して凝縮器
と結ばれており、蒸留塔の下部に近い位置に再沸器が取り付けられている。ここで、不純
物を含んだ（メタ）アクリル酸などの供給液が蒸留塔に供給され、蒸留される。凝縮器に
おいて、連結管を介して凝縮器に入った（メタ）アクリル酸などの留出蒸気が凝縮され、
一部は蒸留塔に戻され、残部は留出液Ｄとして回収、またはさらに次の処理を受ける。一
方、蒸留塔の塔底から抜き出された（メタ）アクリル酸などを含む液は再沸器に供給され
、再沸して（メタ）アクリル酸を含む蒸気が連結管を介して蒸留塔に戻される。
【０００４】
（メタ）アクリル酸および／または（メタ）アクリル酸エステルは、非常に重合しやすく
、精製などの製造工程においてしばしば重合が発生し、装置の停止を余儀なくされること
はよく知られている。このための対策として、（メタ）アクリル酸および／または（メタ
）アクリル酸エステルの製造時には、ハイドロキノン・フェノチアジンなどの重合禁止剤
を添加し、液相部における重合防止を施すことはよく知られている。
【０００５】
米国特許３、９８８、２１３号公報には、蒸留塔にジャケットを設け、ビニル化合物の蒸
気の凝縮または重合を防止する方法が記載されている。
【０００６】
さらに、米国特許３、７１７、５５３号公報には、トレイ塔壁近くに開口させることによ
って塔壁を濡らし、ビニル単量体の重合を防止する蒸留塔が記載されている。
【０００７】
しかしながら、易重合性物質の蒸留の際に、蒸気の、または気相部における蒸気再凝縮時
に発生する重合を完全に防止することは未だ達成されていない。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、（メタ）アクリル酸および／または（メタ）アクリル酸エステルなどの易重合
性物質含有物を精製する際に、蒸留塔と熱交換器との間に設けられた連結管の気相部での
重合を効率的に防止し、効率よく精製する方法およびその装置を提供することを目的とす
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
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本発明者らの検討によれば、（メタ）アクリル酸および／または（メタ）アクリル酸エス
テルを蒸留する際に、蒸留塔に付随する竪型多管式熱交換器を蒸留塔に支持させ、これら
を連結する蒸気ラインを蒸留塔直胴部から取り出すこと、または蒸留塔の塔頂に凝縮器を
直接設置し、気相容積を小さくすることで重合防止できることを見出し、本発明を完成す
るに至った。
【００１０】
　すなわち、蒸気目的を達成するための本発明の易重合性物質含有物の精製方法は、易重
合性物質含有物を、凝縮器を備える蒸留塔を用いて精製、分離する際に、前記蒸留塔と前
記凝縮器との間の連結管における蒸気の線速度を毎秒５ｍ以上でかつ滞留時間を３秒以下
とすることを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
本発明で使用する易重合性物質とは、重合し易い物質であれば特に限定はされないが、例
えば重合性ビニル化合物を挙げることができる。ここで、重合性ビニル化合物には、（メ
タ）アクロレイン；（メタ）アクリル酸；ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ヒド
ロキシプロピル（メタ）アクリレート、グリシジル（メタ）アクリレート、メチル（メタ
）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレートなどの（メタ）アクリレート、エチルアク
リレート、２－エチルヘキシルアクリレート又はそれらの混合物を挙げることができる。
【００１４】
本発明における易重合性物質含有物とは、上記の易重合性物質と易重合性物質の合成また
は生成時の副生物との混合物である。例えば、アクリル酸およびアクリル酸エステルの場
合には、アクリル酸を接触気相酸化反応で得る際に副生する酢酸、プロピオン酸、アクロ
レイン、マレイン酸、水、ホルマリンなどを含むアクリル酸およびアクリル酸エステルの
溶液をいう（特開平９－２２７４４５号公報など）。また、例えば、メタクリル酸および
メタクリル酸エステルの場合には、メタクリル酸を接触氣相酸化反応で得る際に副生する
メタクロレイン、アクリル酸、酢酸などを含むメタクリル酸およびメタクリル酸エステル
の溶液をいう（特開平３－２４４５９号公報など）。
【００１５】
本発明で使用する蒸留塔は、易重合性物質含有物を蒸留できれば特に限定されないが、充
填塔、棚段塔（トレイ塔）、濡壁塔、スプレー塔などを挙げることができる。なかでも、
重合防止、塔効率の観点から、棚段塔（トレイ塔）が好ましい。
【００１６】
また、本発明で使用する多管式熱交換器は、蒸留塔の塔頂からの蒸気を冷却するまたは塔
底液から蒸気を発生させる目的で用いるものであって、通常の多管式熱交換器を用いるこ
とできる。また、本発明にいう多管式熱交換器とは、凝縮器および再沸器（リボイラー）
を意味する。通常、多管式熱交換器は円筒の胴の内部に、細く、肉厚の薄い、多数の伝熱
管を１本に束ねた管束を配置した構造で伝熱管の内外部に接触する流体間で熱交換を行う
。一般に、胴側流体の流れが、伝熱管に対して最も有効に流れるようにし、伝熱効率を向
上させると共に、伝熱管を保持するために、邪魔板を設ける。なかでも、重合防止の観点
から、竪型で管内がプロセス流体の熱交換器が好ましい。
【００１７】
本発明では、蒸留塔と熱交換器との間の連結管または連結管相当部における蒸気の線速度
を毎秒５ｍ以上、好ましくは５～６０ｍ、さらに好ましくは２０～６０ｍ、かつ、滞留時
間を３秒以下、好ましくは２秒以下とすることが望ましい。ここで、蒸気とは、蒸気状ま
たは窒素ガスなどの同伴ガスを含む易重合性物質含有物を意味する。ただし、蒸気の線速
度は、蒸留の開始時および終了時を除く、定常的な操作または運転時の条件である。蒸気
の線速度は、蒸留塔と熱交換器との間を連結管で結合する場合にはその連結管の入口から
出口までにおける線速度をいう。言うまでもないことであるが、蒸留塔の連結管への接ぎ
手までの距離、および熱交換器の連結管への接ぎ手までの距離は、本発明の趣旨から接ぎ
手の取り外しに支障のない限りできる限り短くする。蒸気の線速度が毎秒５ｍ以下の場合
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には、易重合性物質含有物の管壁への付着が認められるようになり、一方、蒸気の線速度
が毎秒６０ｍ以上の場合には、圧力損失の増大、温度上昇が認められるために好ましくな
い。また、蒸気の滞留時間が３秒を越える場合には、易重合性物質含有物の管壁への付着
が認められるようになり、好ましくない。
【００１８】
本発明で用いる滞留時間は次に定める方法により計算で求める。
【００１９】
滞留時間＝Ａ／（Ｂ×Ｃ）
ここで、式中、Ａ：連結管内容積 [ｍ3]
Ｂ：連結管における蒸気線速度 [ｍ／ｓ]
Ｃ：連結管断面積 [ｍ2] を示す。
【００２０】
本発明では、蒸留塔と熱交換器との間の蒸気の通過する距離が実質的にゼロであることが
好ましい。ここで、実質的にゼロとは蒸留塔と熱交換器との間に連結管などのその他の部
材または部品を用いることなく、熱交換器を蒸留塔に直接的に設けられてなることをいう
。熱交換器が凝縮器の場合には、凝縮器が蒸留塔の塔頂部に直接的に設けられてなり、熱
交換器が再沸器の場合に、再沸器が蒸留塔の直胴部の下部、好ましくは最下部に直接的に
設けられていることをいう。
【００２１】
ここで、蒸留塔の下部に直接設けられた前記再沸器は、例えば、
側面に加熱媒体用の入口および出口を有する、上部および下部が密封された円筒状容器と
、
前記円筒状容器内の上下間に設けられた、内部が上下に貫通する複数の加熱管と、
前記円筒状容器の上方に設けられた、蒸気出口が蒸留塔の略中心部に位置する蒸気ガイド
と、
前記蒸気出口上部または上方に設けられた非密閉蓋と、
前記加熱管の外部に、前記円筒状容器の上方および下方を結んで設けられた降液管とを備
える構成である。
【００２２】
次に、本発明を図面を用いて説明する。
【００２３】
図１は凝縮器および再沸器を備える蒸留塔の正面図である。凝縮器を蒸留塔の直胴部の上
部に連結して支持させ、連結管の気相容積を小さくして、被処理物の滞留時間を短くし、
さらに再沸器を蒸留塔の直胴部の下部に連結して支持させ、連結管の気相容積を小さくし
たものである。ここで、凝縮器としては竪型熱交換器、再沸器としては竪型熱交換器およ
び蒸留塔としては棚段塔などの公知のものを用いることができる。図１において、蒸留塔
１出口と凝縮器５入口との距離をできる限り短くして、連結管９の気相容積をできる限り
小さくしてある。そのために、凝縮器（多管式熱交換器）５への連結管９は蒸留塔１の塔
頂の直胴部から取り出し、蒸留塔１に支持させてある（図１において、蒸留塔に凝縮器支
持のためのサポートは図示せず）。なお、接続部材の形状（曲率半径、曲がり角度、拡が
り角度など）に特に制限はないが、効果を高めるためには接続距離が短くなることが望ま
しい。具体的には、蒸留塔と凝縮器を９０゜曲管／肘管または短管／細まり管で連結する
ことが好ましい。不純物を含む（メタ）アクリル酸などの易重合性物質Ｆを蒸留塔１に供
給し、（メタ）アクリル酸を蒸留する。蒸留塔１の塔頂部から凝縮器５までの連結管９の
距離が従来のものよりも短いので、連結管９での（メタ）アクリル酸などの易重合性物質
の蒸気の重合を低減できる。もちろん、この連結管９での蒸気の線速度は毎秒５ｍ以上で
あり、その滞留時間は３秒以下であることが必要である。凝縮器５で水、冷却液などの公
知の冷媒で間接的に冷却された（メタ）アクリル酸などの液は、還流液Ｒまたは留出液Ｄ
として取り扱われる。
【００２４】
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また、再沸器７が蒸留塔１のサイド下部に連結管を介して設けられている。再沸器７の出
口と蒸留塔１の入口との距離をできる限り短くして、連結管６の気相容積をできる限り小
さくしてある。そのために、再沸器７の出口は、蒸留塔１のボトム付近の直胴部と連結さ
れている（図１において、蒸留塔に再沸器支持の為のサポートは図示せず）。なお、接続
部材の形状（曲率半径、曲がり角度、拡がり角度など）に特に制限はないが、効果を高め
るためには接続距離が短くなることが望ましい。具体的には、蒸留塔と再沸器を９０゜曲
管／肘管または短管／細まり管で連結することが好ましい。蒸留塔１の塔底部の（メタ）
アクリル酸などの易重合性物質の液は、連結管２を経由して再沸器７に入る。再沸器７で
再沸された液の蒸気は連結管６を経由して蒸留塔１の気相部に入る。連結管６において、
蒸気の線速度は毎秒５ｍ以上であり、その滞留時間は３秒以下であるので、蒸気の重合が
防止または低減される。また、再沸器７での濃縮液は連結管２を経由して排出される（Ｂ
）。
【００２５】
図２は、凝縮器および再沸器を設置した蒸留塔を示す一部破断した正面図である。凝縮器
を蒸留塔の直胴部の上部に連結して支持させ、連結管の気相容積を小さくして、被処理物
の滞留時間を短くし、さらに自然循環式再沸器を蒸留塔の直胴部の下部に直接的に設けた
ものである。ここで、凝縮器および蒸留塔としては、特に限定されるものではなく、それ
ぞれ竪型熱交換器および棚段塔などの公知のものを用いることができる。以下、同一部材
又は部分は図１と同一の符号で表す。図２において、蒸留塔１出口と凝縮器５入口との距
離をできる限り短くして、連結管９の気相容積をできる限り小さくしてある。そのために
、凝縮器（多管式熱交換器）５への連結管９は蒸留塔１の塔頂の直胴部から取り出し、蒸
留塔１に支持させてある（図２において、蒸留塔に凝縮器支持のためのサポートは図示せ
ず）。なお、接続部材の形状（曲率半径、曲がり角度、拡がり角度など）に特に制限はな
いが、効果を高めるためには接続距離が短くなることが望ましい。具体的には、蒸留塔と
凝縮器を９０゜曲管／肘管または短管／細まり管で連結することが好ましい。不純物を含
む（メタ）アクリル酸などの易重合性物質Ｆを蒸留塔１に供給し、（メタ）アクリル酸を
蒸留する。蒸留塔１の塔頂部から凝縮器５までの連結管９の距離が従来のものよりも短い
ので、連結管９での（メタ）アクリル酸などの易重合性物質の蒸気の重合を低減できる。
もちろん、この連結管９での蒸気の線速度は毎秒５ｍ以上であり、その滞留時間は３秒以
下であることが必要である。凝縮器５で水、冷却液などの公知の冷媒で間接的に冷却され
た（メタ）アクリル酸などの液は、還流液Ｒまたは留出液Ｄとして取り扱われる。
【００２６】
また、再沸器（リボイラー）は蒸留塔１内の下部に直接設けられている。蒸留塔が棚段塔
の場合には、最下段の棚の下に位置することとなる。こで、蒸留塔１の下部に直接設けら
れた前記再沸器は、側面に（加）熱媒体用の入口１４および出口１５を有する、上部およ
び下部が密封された円筒状容器８と、前記円筒状容器８内の上下間に設けられた、内部が
上下に貫通する複数の加熱管１１と、前記円筒状容器８の上方に設けられた、蒸気出口１
７が蒸留塔の気相部に開口する蒸気ガイド１２と、前記蒸気出口１７上部または上方に設
けられた非密閉蓋１６と、前記加熱管１１の外部に、前記円筒状容器８の上方および下方
を結んで設けられた降液管１３とを構成であることが好ましい。
【００２７】
不純物を含む（メタ）アクリル酸などの易重合性物質Ｆを蒸留塔１に供給し、（メタ）ア
クリル酸を蒸留する。蒸留塔１の塔底からの（メタ）アクリル酸を含む液が再沸器の加熱
管１１に供給される。ここで、液は再沸器外部に設置された降液管（ダウンテーク）１３
を通り加熱管１１内を沸騰しつつ上昇し、自然循環する。蒸気ガイド１２が蒸留塔気相部
に開口するため、循環液量を多量とすることができ、液の滞留時間が短く、（メタ）アク
リル酸などの部分的な温度上昇を防止でき、それにより重合性物質の重合防止を図ること
ができる。沸騰した蒸気は上昇して、蒸気ガイド１２を経て蒸留塔１に入り、通常の蒸留
処理を受ける。再沸器の加熱管１１の出口では、通常、気液混相である。また、非密閉蓋
１６および蒸気ガイド１２を設けることにより、蒸留塔からの液が直接再沸器の加熱管１
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１に直接入ることがなく、再沸器の加熱管１１上面の液面通過抵抗を低減またはなくすこ
とが可能である。上記沸騰のための加熱は、スチーム入口１４からスチームなどの熱媒体
を導入することにより行い、熱交換後の熱媒体は出口１５から排出される。また、再沸器
の濃縮液は出口１７から排出される（Ｂ）。再沸器が直接蒸留塔１に直接設けられかつ再
沸器の加熱管１１から発生する蒸気を集束する蒸気ガイド１２が設けられているので、蒸
気の線速度は毎秒５ｍ以上であり、その滞留時間は３秒以下であり、再沸器と蒸留塔１と
の間で（メタ）アクリル酸などの易重合性物質の蒸気の重合の低減を図ることができる。
【００２８】
このように、（メタ）アクリル酸などの易重合性物質含有物の連結管における重合を効果
的に防止することができる。
【００２９】
　図３は本発明以外の好ましい形態を表す参考図であり、凝縮器を蒸留塔の塔頂部に直接
設置するとともに再沸器を蒸留塔の横側下部に取り付けた構成を示す蒸留塔の正面図であ
る。ここで、凝縮器および蒸留塔としては、特に限定されるものではなく、それぞれ竪型
熱交換器および棚段塔などの公知のものを用いることができる。以下、同一部材又は部分
は図１と同一の符号で表す。図３において、蒸留塔１の塔頂部３に竪型多管式熱交換器５
が直接設けられている。不純物を含む（メタ）アクリル酸などの易重合性物質Ｆを蒸留塔
１に供給し、（メタ）アクリル酸を蒸留する。蒸留塔１内において、（メタ）アクリル酸
などの易重合性物質の蒸気が凝縮器５に入る。凝縮器５に入った易重合性物質の蒸気は、
水、冷却液などの公知の冷媒で間接的に冷却されて凝縮し（冷却のための導管は図示せず
）、凝縮した液は蒸留塔１上部の液受４に受けられ、蒸留塔１へ還流液Ｒとして還流また
は回収、必要によりさらに処理される（Ｄ）。このように、凝縮器５が蒸留塔１の塔頂部
３に直接設けられており、蒸気の線速度は毎秒５ｍ以上であり、その滞留時間は３秒以下
である条件を満たすので、蒸留塔１と凝縮器５との間の（メタ）アクリル酸などの易重合
性物質の蒸気の重合の低減を図ることができる。
【００３０】
また、再沸器７が蒸留塔１のサイド下部に連結管を介して設けられている。ここで、再沸
器としては、特に限定されるものではなく、従来公知のものを用いることができる。再沸
器７の出口と蒸留塔１の入口との距離をできる限り短くして、連結管６の気相容積をでき
る限り小さくしてある。そのために、再沸器７の出口は、蒸留塔１のボトム付近の直胴部
と連結されている（図３において、蒸留塔に再沸器支持の為のサポートは図示せず）。な
お、接続部材の形状（曲率半径、曲がり角度、拡がり角度など）に特に制限はないが、効
果を高めるためには接続距離が短くなることが望ましい。具体的には、蒸留塔と再沸器を
９０゜曲管／肘管または短管／細まり管で連結することが好ましい。蒸留塔１の塔底部の
（メタ）アクリル酸などの易重合性物質の液は、連結管２を経由して再沸器７に入る。再
沸器７で再沸された液の蒸気は連結管６を経由して蒸留塔１の気相部に入る。連結管６に
おいて、蒸気の線速度は毎秒５ｍ以上であり、その滞留時間は３秒以下であるので、蒸気
は重合する防止または低減される。また、再沸器７での濃縮液は連結管２を経由して排出
される（Ｂ）。
【００３１】
このように、（メタ）アクリル酸などの易重合性物質含有物の連結管における重合を効果
的に防止することができる。
【００３２】
　上記には、凝縮器を蒸留塔の上部の直胴部に設けるとともに再沸器を蒸留塔の下部の直
胴部に設けた例、凝縮器を蒸留塔の上部の直胴部に設けるとともに再沸器を蒸留塔に下部
に直接設けた例、および凝縮器を蒸留塔の塔頂部に直接設けるとともに再沸器を蒸留塔の
下部の直胴部に設けた参考例を示したが、本発明はこれらに限定されることなく、凝縮器
と再沸器とは、単独でまたは任意に組み合わせることが可能である。
【００３３】
このような構成により、蒸留塔と熱交換器との間の蒸気の通過する距離が実質的にゼロま
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たは蒸留塔と熱交換器との間の連結管における蒸気の線速度を毎秒５ｍ以上でかつ滞留時
間を３秒以下を達成することができ、アクリル酸と酢酸、プロピオン酸、アクロレイン、
マレイン酸および／またはホルマリンなどとを含む液体混合物を蒸留しても、長期間蒸留
操作を継続しても滞留時間の影響による重合物の連結管接液部への付着は実質的に認めら
れない。
【００３４】
【実施例】
以下、本発明の実施例により具体的に説明する。
【００３５】
実施例１
内径１１００ｍｍ、段数５０段のステンレス鋼製（ＳＵＳ３１６）のシーブトレーを内装
した蒸留塔を用い、アクリル酸の精製を行った。蒸留は、アクリル酸９８重量％、酢酸２
重量％でフィードし、塔頂圧力４０ｍｍＨｇ、温度６３℃、塔底９０ｍｍＨｇ、温度８４
℃、還流比７の条件で１週間連続運転したのち停止した。なお、凝縮器（竪型多管式熱交
換器）は塔頂直胴部から蒸気ラインを取り出し、塔に支持させた。この場合、蒸気ライン
における蒸気の線速度は２０ｍ／ｓで、滞留時間は０．１秒であった。（ここで、滞留時
間は上記の式から求めた。滞留時間＝Ａ／（Ｂ×Ｃ）＝２．１／（２０×１．１）＝０．
１）蒸留中の塔頂から凝縮器間の圧力損失は一定で、開放点検の結果、塔頂から凝縮器管
板面に重合物の付着は見られなかった。
【００３６】
さらに、再沸器も塔底の直胴部に蒸気ラインを設置し、塔に支持させた。ここで、蒸気ラ
インは蒸留塔の気相部に入る。蒸気ラインにおける蒸気線速は約４０ｍ／ｓで、滞留時間
は０．１秒であった（Ａ／（Ｂ×Ｃ）＝１．２／（４０ｘ０．３）＝０．１）。開放点検
の結果、再沸器蒸気ラインの重合物の付着は見られなかった。
【００３７】
比較例１
塔頂蒸気を塔頂部から取り出し、架台に設置（塔頂蒸気滞留時間３．５秒）した凝縮器に
連結した、および架台に設置した（蒸気滞留時間３．２秒）の再沸器を用いた以外は、実
施例１と同一条件で蒸留した。（なお、滞留時間は上記の式から求めた。凝縮器滞留時間
＝Ａ／（Ｂ×Ｃ）＝７７／（２０ｘ１．１）＝３．５、再沸器滞留時間＝３８／（４０ｘ
０．３）＝３．２）
蒸留中の塔頂から凝縮器間の圧力損失は１週間で２ｍｍＨｇ上昇し、停止後の開放点検の
結果、塔頂から凝縮器管板面から約１００リットルの重合物が確認された。また、塔底部
において、圧力損失の上昇は認められなかったが、開放点検の結果、再沸器蒸気ラインに
約１３０リットルの重合物が確認された。
【００３８】
実施例２　（再沸器を蒸留塔の下部に直接設置した例）
内径１４００ｍｍ、段数１０段のステンレス鋼製のシーブトレーを内装した蒸留塔を用い
、アクリル酸の精製を行った。蒸留はアクリル酸９９％、アクリル酸二量体などの不純物
１％で供給し、塔頂圧力３５ｍｍＨｇ、温度６３℃、環流比０．３の条件で３週間連続し
て運転した後、停止した。
【００３９】
なお、再沸器は蒸留塔に自然循環式の加熱管外部に降液管が設置され、塔気相部に開口す
る蒸気ガイドを有するものを直接設置した。開放点検した結果、重合物の付着は見られな
かった。
【００４０】
　参考例３　（凝縮器を蒸留塔の塔頂部に直接設置した例）
　凝縮器を塔頂に設置する以外は、実施例１と同一条件で蒸留した。２週間連続稼働した
後停止し、開放し、点検したが、塔頂部および凝縮器に重合物の付着は見られなかった。
【００４１】



(8) JP 5066309 B2 2012.11.7

10

20

【発明の効果】
以上のように、易重合性物質含有物を熱交換器を備える蒸留塔を用いて精製、分離する際
に、前記蒸留塔と前記熱交換器との間の連結管における蒸気の線速度を毎秒５ｍ以上でか
つ滞留時間を３秒以下とすることにより、易重合性物質含有物の蒸気の重合を効果的に防
止できる。
【００４２】
また、本発明の易重合性物質含有物の精製装置を用いることにより、易重合性物質含有物
の蒸気の重合を効果的に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に用いられる熱交換器を備える蒸留塔の一例を示す説明図である。
【図２】　本発明に用いられる熱交換器を備える蒸留塔の一例を示す一部破断部を有する
説明図である。
【図３】　本発明以外の形態に用いられる熱交換器を備える蒸留塔の一例を示す説明図で
ある。
【符号の説明】
　１…蒸留塔
　３…塔頂部
　５…凝縮器
　７…再沸器（リボイラー）
　９…連結管
１１…加熱管
１３…降液管
１４…熱媒体入口
１５…熱媒体出口

【図１】 【図２】
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