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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１）フェノールとアセトンとを混合した混合液を、含硫黄化合物で一部変性した強酸性
陽イオン交換樹脂が充填された反応器に供給して、フェノールとアセトンとを、含硫黄化
合物で一部変性した強酸性陽イオン交換樹脂の存在下に反応させる工程、
（２）工程（１）で得られた反応液から、水と未反応のアセトンと未反応のフェノールの
少なくとも一部とを除去して第一濃縮液を得る工程、
（３）該第一濃縮液を冷却してビスフェノールＡとフェノールとのアダクト結晶を含む第
一晶析液を得る工程、
（４）該第一晶析液を前記アダクト結晶と母液とに固液分離し、分離されたアダクト結晶
を洗浄する工程および
（５）工程（４）で分離・洗浄されたアダクト結晶からフェノールを除去してビスフェノ
ールＡを得る工程
で構成される主工程と、
（６）工程（４）で第一晶析液から分離された母液から、少なくとも一部のフェノールを
除去して第二濃縮液を得る工程、
（７）該第二濃縮液を冷却してビスフェノールＡとフェノールとのアダクト結晶を含む第
二晶析液を得る工程、
（８）該第二晶析液をアダクト結晶と母液とに固液分離し、分離されたアダクト結晶を洗
浄する工程、および
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（９）工程（８）で分離・洗浄されたアダクト結晶を、前記工程（２）または前記工程（
３）に供給する工程
で構成される副工程とを有し、
　前記工程（１）において、フェノールとアセトンの混合液の供給温度が４０～５８℃で
あり、かつ、フェノールとアセトンの混合液の供給速度が、前記含硫黄化合物で一部変性
した強酸性陽イオン交換樹脂の体積（水膨潤状態）に対する単位時間あたりに供給するフ
ェノールとアセトンの混合液の体積の割合（ＬＨＳＶ）が０．４～２．０ｈ-1となる速度
であり、
　前記含硫黄化合物が、下記一般式（ａ）で表される化合物および下記一般式（ｂ）で表
される化合物からなる群より選ばれる少なくとも１種であり、
　前記工程（３）における第一濃縮液中の２－（２－ヒドロキシフェニル）－２－（４－
ヒドロキシフェニル）プロパンの濃度を１．０ｗｔ％以下とすることを特徴とするビスフ
ェノールＡの製造方法；
【化１】

［式（ａ）中、Ｒ1～Ｒ3は、それぞれ独立に水素原子、炭素数が１～１０のアルキル基ま
たは炭素数が６～１２のアリール基を表し、ｎは１～１０の整数を表し、Ａは窒素原子ま
たはリン原子を表す。］

【化２】

［式（ｂ）中、Ｒ1およびＲ2は、それぞれ独立に炭素数が１～１０のアルキル基または炭
素数が６～１２のアリール基を表し、ｎは１～１０の整数を表し、Ａは窒素原子またはリ
ン原子を表す。］。
【請求項２】
　前記工程（８）で得られた母液の少なくとも一部を、強酸性陽イオン交換樹脂により処
理した後、前記工程（６）または前記工程（７）に供給する工程（１０）を副工程として
さらに有することを特徴とする請求項１に記載のビスフェノールＡの製造方法。
【請求項３】
　前記工程（８）で得られた母液の少なくとも一部を濃縮してフェノールを除去する工程
（１１）を副工程としてさらに有することを特徴とする請求項１または２に記載のビスフ
ェノールＡの製造方法。
【請求項４】
　前記工程（１１）で得られたフェノール除去後の濃縮液をアルカリ性触媒の存在下に加
熱処理して、該濃縮液中のビスフェノール類及び副生物を分解し、生成したフェノールお
よび４－イソプロペニルフェノールを蒸留により回収する工程（１２）を副工程としてさ
らに有することを特徴とする請求項３に記載のビスフェノールＡの製造方法。
【請求項５】
　フェノールをイオン交換樹脂と接触させた後蒸留処理を行い、留出液を前記工程（１）
のフェノールの少なくとも一部、前記工程（４）の結晶洗浄液の少なくとも一部または前
記工程（８）の結晶洗浄液の少なくとも一部として用い、缶出液を前記工程（１１）に送
液する工程（１３）を前処理工程としてさらに有することを特徴とする請求項３に記載の
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ビスフェノールＡの製造方法。
【請求項６】
　前記工程（２）で得られた第一濃縮液の一部を、前記工程（６）または（７）に供給す
ることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載のビスフェノールＡの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はビスフェノールＡの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビスフェノールＡ［２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン］は、ポリカー
ボネート樹脂およびエポキシ樹脂の原料として有用であり、近年、その需要は大きく伸び
ている。
【０００３】
　ビスフェノールＡの製造は、従来は触媒として塩化水素を用いた方法（以下「塩酸法」
という。）で行われていたが、近年、プラントの大型化に伴い、設備費の安い強酸性陽イ
オン交換樹脂を触媒とし、チオール化合物を助触媒とする方法（以下「ＩＥＲ（Ion Exch
anging Resin）触媒法」ともいう。）が主流となっている（たとえば、特許文献１、２参
照）。
【０００４】
　ＩＥＲ触媒法によるビスフェノールＡの製造プロセスは、フェノールとアセトンとをＩ
ＥＲ触媒の存在下で縮合反応させる工程、得られた反応混合物を、必要に応じて該反応混
合物から未反応物や生成水などを除去したあと、濃縮し、冷却してフェノール－ビスフェ
ノールＡのアダクト結晶を含むスラリーを生成する晶析工程、該アダクト結晶をスラリー
から分離する固液分離工程、分離されたアダクト結晶をフェノール等で洗浄する洗浄工程
、蒸留等により前記アダクト結晶に付着残留したフェノールを除去する工程、固液分離さ
れた母液の一部を強酸性陽イオン交換樹脂等で処理した後、前記晶析工程に循環させる工
程などから構成される。
【０００５】
　しかしながら、このＩＥＲ触媒法では、従来技術である塩酸法と比べて副生成物の生成
量が多いため、晶析および固液分離の操作を２回行って製品を得ていた（たとえば、特許
文献３参照）。
【０００６】
　そして特許文献３に記載の方法では、１回目の固液分離の操作で分離された母液をその
まま反応器へリサイクルしたりなどするが（特許文献３の［００１９］参照）、母液の全
量を反応器へリサイクルすると、母液に含まれる不純物が無限に蓄積することになるため
、母液の一部は主工程からパージされる。原料原単位を向上させるため、このパージされ
た母液から、さらに副工程における濃縮・晶析・固液分離処理によりビスフェノールＡを
回収するのが一般的である。従って、プロセス全体を通してみると、特許文献３に記載の
方法では晶析および固液分離操作が主工程で２回、副工程で最低１回の、合計少なくとも
３回行われる。
【０００７】
　そのため、さらなる効率的な製造プロセスを確立することが求められている。
【特許文献１】特開２００４－１０５６６号公報
【特許文献２】特開平１０－２１８８１４号公報
【特許文献３】特開２００３－２８６２１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の課題は、主工程における晶析および固液分離の操作を１回に減らしつつ、それ
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る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した。その結果、主工程において固液分
離後の不純物が多く含まれた母液をリサイクル（そのまま主工程の最初の段階に戻すこと
）せず副工程で処理し、副工程で精製されたアダクト結晶を主工程に戻し、主工程におけ
る晶析工程入口の不純物濃度を一定値以下とすることにより、上記課題を解決することが
できることを見出した。
【００１０】
　また、特定の触媒を使用することにより、より顕著に晶析工程入口の不純物濃度を低下
させることができることを見出した。本発明者らは、これらの知見に基づいて本発明を完
成させた。
【００１１】
　すなわち、本発明に係るビスフェノールＡ［２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）
プロパン］の製造方法は、
　（１）フェノールとアセトンとを、含硫黄化合物で一部変性した強酸性陽イオン交換樹
脂の存在下に反応させる工程、（２）工程（１）で得られた反応液から、水と未反応のア
セトンと未反応のフェノールの少なくとも一部とを除去して第一濃縮液を得る工程、（３
）該第一濃縮液を冷却してビスフェノールＡとフェノールとのアダクト結晶を含む第一晶
析液を得る工程、（４）該第一晶析液を前記アダクト結晶と母液とに固液分離し、分離さ
れたアダクト結晶を洗浄する工程および（５）工程（４）で分離・洗浄されたアダクト結
晶からフェノールを除去してビスフェノールＡを得る工程で構成される主工程と、
　（６）工程（４）で第一晶析液から分離された母液から、少なくとも一部のフェノール
を除去して第二濃縮液を得る工程、（７）該第二濃縮液を冷却してビスフェノールＡとフ
ェノールとのアダクト結晶を含む第二晶析液を得る工程、（８）該第二晶析液をアダクト
結晶と母液とに固液分離し、分離されたアダクト結晶を洗浄する工程、および（９）工程
（８）で分離・洗浄されたアダクト結晶を、前記工程（２）または前記工程（３）に供給
する工程で構成される副工程と
を有し、前記工程（３）における第一濃縮液中の２－（２－ヒドロキシフェニル）－２－
（４－ヒドロキシフェニル）プロパンの濃度を１．０ｗｔ％以下とすることを特徴とする
ビスフェノールＡの製造方法である。
【００１２】
　本発明の工程（１）で使用される含硫黄化合物は、下記一般式（ａ）で表される化合物
、下記一般式（ｂ）および下記一般式（ｃ）で表される化合物からなる群より選ばれる少
なくとも１種であることが好ましい。
【００１３】
【化１】

【００１４】
　式（ａ）中、Ｒ1～Ｒ3は、それぞれ独立に水素原子、炭素数が１～１０のアルキル基ま
たは炭素数が６～１２のアリール基を表し、ｎは１～１０の整数を表し、Ａは窒素原子ま
たはリン原子を表す。
【００１５】
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【化２】

【００１６】
　式（ｂ）中、Ｒ1およびＲ2は、それぞれ独立に炭素数が１～１０のアルキル基または炭
素数が６～１２のアリール基を表し、ｎは１～１０の整数を表し、Ａは窒素原子またはリ
ン原子を表す。
【００１７】

【化３】

【００１８】
　式（ｃ）中、ｍは１～２０の整数を表す。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、ＩＥＲ触媒法によりビスフェノールＡを製造する際に、従来２回以上
行われていた主工程における晶析および固液分離の操作を１回に低減することができ、そ
れゆえ低コストでビスフェノールＡを製造することができ、しかも本発明の製造方法によ
り製造されるビスフェノールＡは高品質（高純度）である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明に係るビスフェノールＡの製造方法について詳細に説明する。
　本発明のビスフェノールＡの製造方法は主工程と副工程とを有し、主工程においてフェ
ノールとアセトンとを反応させ、反応生成物からビスフェノールＡを分離精製し、副工程
において、主工程で分離した母液を処理する。以下、主工程および副工程を構成する各工
程について説明する。
【００２１】
　〔主工程〕
　＜工程（１）＞
　本発明のビスフェノールＡ［２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン］の製
造方法における主工程を構成する工程（１）では、フェノールとアセトンとを、強酸性陽
イオン交換樹脂（強酸性ＩＥＲ）の存在下に反応させる。ここで「強酸性」とは、スルホ
ン酸等の、水中に溶解した時の電離度がほぼ１である官能基を持つことを指す。
【００２２】
　本発明に使用することのできる強酸性陽イオン交換樹脂は特に限定されず、たとえば、
スチレン－ジビニルベンゼン共重合体にスルホン基を導入したタイプのものや、ナフィオ
ン（登録商標）（デュポン（株））などのパーフルオロアルキルスルホン酸系イオン交換
樹脂など、公知の強酸性陽イオン交換樹脂を用いることができる。強酸性陽イオン交換樹
脂は１種単独で用いても、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００２３】
　市販品としては、例えば、レバチットＫ１２２１（ランクセス（株）製）、ダウエック
ス（ザダウケミカルカンパニー製）、アンバーライト（ローム・アンド・ハース・ジャパ
ン（株）製）、ダイヤイオン（三菱化学（株）製）などが挙げられる。
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【００２４】
　そして本発明において上記強酸性陽イオン交換樹脂は、含硫黄化合物で部分的に変性さ
れている。含硫黄化合物としてはチオール基を有する化合物が挙げられ、含硫黄化合物と
して好ましいものの例としては、下記一般式（ａ）、（ｂ）および（ｃ）で表される化合
物が挙げられる。
【００２５】
【化４】

【００２６】
上記式（ａ）中、Ｒ1～Ｒ3は、それぞれ独立に水素原子、炭素数が１～１０のアルキル基
または炭素数が６～１２のアリール基を表し、ｎは１～１０の整数を表し、Ａは窒素原子
またはリン原子を表す。
【００２７】

【化５】

【００２８】
上記式（ｂ）中、Ｒ1およびＲ2は、それぞれ独立に炭素数が１～１０のアルキル基または
炭素数が６～１２のアリール基を表し、ｎは１～１０の整数を表し、Ａは窒素原子または
リン原子を表す。
【００２９】

【化６】

【００３０】
上記式（ｃ）中、ｍは１～２０の整数を表す。
　前記一般式（ａ）で表される化合物の好適な例として、Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルメルカ
プトプロピルアンモニウム、Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルメルカプトエチルアンモニウム、３
－メルカプトプロピルトリフェニルホスホニウムおよび４－メルカプトブチルトリフェニ
ルホスホニウムが、
前記一般式（ｂ）で表される化合物の好適な例として、Ｎ，Ｎ－ジメチル－３－メルカプ
トプロピルアミンが、
前記一般式（ｃ）で表される化合物の好適な例として、３－メルカプトメチルピリジン、
３－（２－メルカプトエチル）ピリジンおよび４－（２－メルカプトエチル）ピリジンが
挙げられる。
【００３１】
　上記含硫黄化合物は、１種単独で用いても２種以上を組み合わせて用いてもよい。上記
特定の含硫黄化合物で部分的に変性された強酸性陽イオン交換樹脂は、従来の触媒に比較
してビスフェノールＡの選択率が高く、副生物の生成量を低減することができる。
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【００３２】
　上記含硫黄化合物により強酸性陽イオン交換樹脂を部分的に変性する方法は特に限定さ
れず、公知の方法を採用することができる。たとえば、適当な溶媒中で強酸性陽イオン交
換樹脂と含硫黄化合物とを、所定の変性量（変性率）になるように反応させることによっ
て、部分的に変性された強酸性陽イオン交換樹脂を得ることができる。
【００３３】
　上記含硫黄化合物による変性量は特に限定されないが、たとえば強酸性陽イオン交換樹
脂がスルホン酸型イオン交換樹脂の場合、全スルホン酸基（酸点）の０．１～５０％、好
ましくは３～４０％、より好ましくは５～３０％である。
【００３４】
　工程（１）の反応におけるフェノールおよびアセトンの使用割合は特に限定されないが
、たとえば、「フェノール」／「アセトン」（モル比）が０．１～１００、好ましくは０
．５～５０、より好ましくは３～３０の範囲である。
【００３５】
　上記反応に用いられる含硫黄化合物で一部変性した強酸性陽イオン交換樹脂（以下変性
強酸性ＩＥＲともいう）の使用量は特に限定されないが、たとえば、反応をバッチ方式で
実施する場合には、フェノール１００重量部に対して、好ましくは乾燥重量で０．００１
～２００重量部、より好ましくは０．１～５０重量部の範囲である。
【００３６】
　上記反応は、バッチ式、セミバッチ式または連続流通式のいずれの方法においても実施
することができる。また反応は液相、気相、気－液混合相のいずれの形態においても実施
することができるが、反応効率の観点から液相で行うことが好ましい。触媒（変性強酸性
ＩＥＲ）の充填方式としては、固定床、流動床、懸濁床、棚段固定床など、種々の方式を
採用することができる。反応効率の点から考えると、固定床型の反応器を使用することが
望ましい。
【００３７】
　工程（１）においては、フェノールおよびアセトンを、混合液の状態で反応器に供給す
ることが好ましいが、その供給される際の混合液（反応原料）の供給温度（複数の反応器
が直列に接続されている場合は、最初の反応器に混合液を供給する温度）は、後述する工
程（３）における第一濃縮液中の２－（２－ヒドロキシフェニル）－２－（４－ヒドロキ
シフェニル）プロパンの濃度を効果的に低くする観点から、通常４０～５８℃、好ましく
は４２～５５℃である。混合液供給温度が低すぎると、反応速度が低下することがあり、
混合液供給温度が高すぎると２－（２－ヒドロキシフェニル）－２－（４－ヒドロキシフ
ェニル）プロパンに代表される副生成物の生成量が増大することがある。
【００３８】
　反応圧力は特に限定されないが、通常大気圧～０．６ＭＰａ、好ましくは０．２～０．
４ＭＰａである。
　反応原料であるフェノールおよびアセトンの反応器への供給速度は、副生物の生成を抑
制する観点から、総触媒体積（水膨潤状態）に対する単位時間あたりに供給する反応原料
の体積の割合（ＬＨＳＶ）が通常０．１～２．０ｈ-1となる速度、好ましくは０．４～１
．０ｈ-1となる速度である。
【００３９】
　反応は１段で行っても多段で行ってもよい。工程（１）の好ましい態様としては、少な
くとも２つの反応器を直列に接続し、該反応器間に除熱機構を設けて各反応器の最高温度
を８０℃以下に抑えるとともに、ＬＨＳＶを０．４ｈ-1以上にすることにより、望ましく
ない副生物の生成を抑制する方法が挙げられる。これにより副生物生成量が低減され、触
媒単位重量あたりのビスフェノールＡ製造量を高くすることができる。この態様を図２に
示す。図２は２つの反応器を直列に接続した態様である。
【００４０】
　このような工程（１）により得られた反応液を、次の工程（２）に供給する。なお、工
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程（１）により得られた反応液を工程（２）に供給する前に、フィルターやイオン交換樹
脂処理、吸着剤処理により、反応器から溶出する触媒や微量のスルホン基を除去するなど
の操作を行ってもよいことはもちろんである。
【００４１】
　＜工程（２）＞
　工程（２）では、次の工程（３）で得られるアダクト結晶の収量を増やすため、上記工
程（１）で得られた反応液から、水と未反応のアセトンと未反応のフェノールの少なくと
も一部とを除去して第一濃縮液を得る。
【００４２】
　反応液中に含まれる生成水や未反応物は、蒸留によって除去することができ、除去され
た未反応物は、回収して再び反応系へリサイクルすることができる。蒸留の条件としては
、通常、温度は１００～２００℃、圧力は５～８０ｋＰａＡである。
【００４３】
　上記のようにして生成水や未反応物が除去された残りの濃縮留分（第一濃縮液）を、次
の工程（３）の晶析原料として用いる。
　なお、工程（２）で得られた第一濃縮液の一部を、後述する副工程における工程（６）
または（７）に供給してもよい。この場合、第一濃縮液の一部を副工程で精製してから主
工程に戻すことになり、工程（５）で得られるビスフェノールＡの純度をさらに向上させ
ることができる。
【００４４】
　＜工程（３）＞
　工程（３）では、上記工程（２）で得られた第一濃縮液を冷却して晶析させることで、
ビスフェノールＡとフェノールとのアダクト結晶を含む第一晶析液を得る。
【００４５】
　本発明では、第一濃縮液中の２－（２－ヒドロキシフェニル）－２－（４－ヒドロキシ
フェニル）プロパン（以下ｏ，ｐ－ビスフェノールＡともいう）の濃度を１．０ｗｔ％以
下にすることにより、主工程における晶析・固液分離の操作を１回行うだけで高純度のビ
スフェノールＡを製造することができる。本発明では、後述する工程（４）で発生した不
純物が多く含まれる母液を、全量副工程で処理し、精製されたアダクト結晶を再度主工程
に循環することにより、原理的に第一濃縮液中のｏ，ｐ－ビスフェノールＡに代表される
不純物濃度を低減することができるが、さらに、工程（１）における前記変性強酸性ＩＥ
Ｒの種類、フェノールとアセトンの供給温度や反応原料供給速度（ＬＨＳＶ）などの反応
条件、工程（２）における濃縮率等を操作することにより、適宜第一濃縮液中のｏ，ｐ－
ビスフェノールＡを低減することが可能である。
【００４６】
　上記アダクト結晶の晶析は、第一濃縮液に水を添加し、その水を蒸発させることによっ
て潜熱で冷却する方法で行ってもよいし、冷却水との熱交換を行って冷却する方法で行っ
てもよい。水を添加する場合、通常温度３０～８０℃、圧力３～１３ｋＰａＡ、好ましく
は温度４０～７０℃、圧力４～１０ｋＰａＡの条件で行われる。水の添加量は、第一濃縮
液１００重量部に対して通常３～２０重量部程度である。必要以上に多量の水を添加する
と、ビスフェノールＡの第一濃縮液への溶解度が上昇し、工程（４）で得られる結晶の量
が減少することがある。
【００４７】
　冷却は、１段階で最終の温度（通常４０～５５℃程度）まで冷却してもよいし、２段階
以上の多段階で冷却を行ってもよい。通常、多段階で冷却する方が不純物の少ないきれい
な結晶が得られることが多いので、結晶純度を向上させたい場合は多段階で冷却する事が
好ましい。
【００４８】
　このようにして得られたアダクト結晶を含む第一晶析液を、次の工程（４）でアダクト
結晶と母液とに固液分離する。
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　＜工程（４）＞
　工程（４）では、上記工程（３）で得られた第一晶析液をアダクト結晶と母液とに固液
分離する。アダクト結晶は次の工程（５）を経て製品ビスフェノールＡとなり、母液は工
程（６）から（９）、および必要に応じて設ける工程（１０）から（１２）で構成される
副工程にて処理され、有価物（ビスフェノールＡとフェノールとのアダクト）が回収され
る。
【００４９】
　固液分離の方法は特に限定されず、公知の方法、たとえば濾過によって行われる。分離
され、回収されたアダクト結晶は、通常フェノールで洗浄処理され、後述する工程（５）
で脱フェノール処理される。また、分離された母液は後述する工程（６）に供給される。
【００５０】
　なお、本発明では、主工程において分離した母液は主工程にリサイクルせず、後述する
副工程で処理する。特許文献３ではこの母液を反応器へリサイクルしており（［００１９
］参照）、この母液は後述する本発明の工程（８）で二度目の固液分離を行って得られる
アダクト結晶よりも不純物を多く含んでいるため、これを反応器へリサイクルするとビス
フェノールＡ製造系に不純物が蓄積してしまい、そのため高純度のビスフェノールＡを得
るために主工程において２回以上の晶析および固液分離操作が必要となる。
【００５１】
　一方本発明では前述のように主工程において分離した母液は主工程にリサイクルせず、
後述する副工程で処理し、精製されたアダクト結晶のみを主工程に戻すため、従来２回以
上行われていた主工程における晶析および固液分離の精製プロセスを１回に低減すること
ができる。
【００５２】
　特許文献３のように主工程の母液を反応器へリサイクルする場合も、不純物の過度の蓄
積を防ぐため、母液の一部は主工程からパージする。通常、原料原単位を向上させるため
、パージされた母液から、さらに本発明の副工程同様の濃縮・晶析・固液分離処理により
ビスフェノールＡを回収する。従って、プロセス全体を通してみると、本発明は特許文献
３のような方法と比較し、少なくとも１回の晶析および固液分離の精製プロセスを削減す
ることができるため、より低コストでビスフェノールＡを製造することが可能となる。
【００５３】
　工程（４）で得られたアダクト結晶は、工程（５）でフェノールを除いて目的のビスフ
ェノールＡを得るが、このような主工程を有する本発明の製造方法により製造されたビス
フェノールＡは、主工程において晶析および固液分離操作を一度しかしていないにもかか
わらず、一般的な高純度ビスフェノールＡと同等の純度を有している。具体的には、工程
（４）の段階で得られたアダクト結晶のうち、フェノールを除いた総量に対する２－（２
－ヒドロキシフェニル）－２－（４－ヒドロキシフェニル）プロパンなどの不純物の濃度
が、通常３００ｐｐｍ以下、好ましくは２５０ｐｐｍ以下である。
【００５４】
　＜工程（５）＞
　工程（５）では、上記工程（４）で回収されたアダクト結晶からフェノールを除去して
目的のビスフェノールＡを得る。
【００５５】
　上記アダクト結晶からのフェノールの除去は、通常、上記洗浄処理されたアダクト結晶
を減圧蒸留等によってビスフェノールＡとフェノールとに分離する方法によって行われる
。前記減圧蒸留の条件は、通常、温度が１３０～２００℃の範囲であり、圧力は３～２０
ｋＰａＡの範囲である。この条件では、通常、処理に伴う新たな不純物の発生は起こらず
、工程（４）で得られたアダクト結晶の純度を維持できる。
【００５６】
　上記分離処理により得られたビスフェノールＡ中に含まれる残留フェノールを、スチー
ムストリッピングなどの方法により実質上完全に除去することによって、高品質のビスフ
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ェノールＡが得られる。なお、除去されたフェノールは、回収してリサイクルすることが
できる。
【００５７】
　〔副工程〕
　＜工程（６）＞
　本発明のビスフェノールＡの製造方法における副工程を構成する工程（６）では、上記
工程（４）において第一晶析液から分離された母液から、少なくとも一部のフェノールを
除去して第二濃縮液を得る。これにより、次の工程（７）で得られるアダクト結晶の収量
を増やすことができる。母液には、フェノールのほかに工程（３）で晶析されなかったビ
スフェノールＡとフェノールとのアダクトおよび工程（１）の反応における副生物が含ま
れている。
【００５８】
　フェノールを除去する方法は特に限定されないが、通常、蒸留によって行われる。蒸留
の条件は特に限定されず、たとえば、上記工程（２）と同程度の条件を採用することがで
きる。蒸留により少なくとも一部のフェノールが留出物として除去された残りの濃縮留分
（第二濃縮液）を、次の工程（７）の晶析原料として用いる。なお、除去されたフェノー
ルは、回収して再利用することができる。
【００５９】
　＜工程（７）＞
　工程（７）では、上記工程（６）で得られた第二濃縮液を冷却してビスフェノールＡと
フェノールとのアダクト結晶を含む第二晶析液を得る。
【００６０】
　晶析方法および条件は、上記工程（３）と同様である。得られたアダクト結晶を含む第
二晶析液を、次の工程（８）でアダクト結晶と母液とに固液分離する。
　＜工程（８）＞
　工程（８）では、上記工程（７）で得られた第二晶析液をアダクト結晶と母液とに固液
分離する。固液分離は、上記工程（４）と同様の方法で行うことができる。分離されたア
ダクト結晶は通常フェノールで洗浄処理される。
【００６１】
　＜工程（９）＞
　工程（９）では、上記工程（８）で得られたアダクト結晶を、上記工程（２）または工
程（３）に供給する。晶析および固液分離を行って得られたアダクト結晶を主工程に循環
させることにより、工程（３）における第一濃縮液中の不純物（ｏ，ｐ－ビスフェノール
Ａなど）の濃度を低くすることができ、その結果、主工程において一度の晶析および固液
分離により、高純度のビスフェノールＡを得ることができる。なお、副工程では、工程（
４）の母液中に含まれるビスフェノールＡの大半をアダクト結晶の形で回収して主工程に
返送するため、工程（９）で工程（２）または工程（３）に供給される前記アダクト結晶
の量は、工程（４）の母液中に含まれるビスフェノールＡの量により決定される。通常、
流量比でアダクト結晶：工程（１）から工程（２）に供給される反応液、またはアダクト
結晶：工程（２）から工程（３）に供給される第一濃縮液が１：５～１：１０、好ましく
は１：６～１：９となる量である。
【００６２】
　本発明のビスフェノールＡの製造方法は、さらに以下のような工程を副工程あるいは前
処理工程として有していてもよい。
　＜工程（１０）＞
　工程（１０）では、必要に応じて、上記工程（８）で得られた母液の少なくとも一部を
強酸性陽イオン交換樹脂により処理した後、上記工程（６）または工程（７）に供給する
。工程（８）で得られた母液には、工程（４）で得られる母液と同様に、フェノールのほ
かに工程（７）で晶析されなかったビスフェノールＡとフェノールとのアダクトおよび工
程（１）の反応における副生物（ビスフェノールＡの異性体など）が含まれている。
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【００６３】
　このように、上記母液を強酸性陽イオン交換樹脂と接触させることにより、ビスフェノ
ールＡの異性体（ｏ，ｐ－ビスフェノールＡ）を目的のビスフェノールＡに異性化処理し
た後、処理液を主工程に循環させず、副工程に循環させて処理する。これにより、主工程
における晶析および固液分離の精製プロセスを１回にすることができる。なお、強酸性陽
イオン交換樹脂は上述したものを用いることができる。また、前記異性化処理は公知の方
法（たとえば、特開平４－２８３５３１号公報、特開平６－３２１８３４号公報参照）で
行うことができる。
【００６４】
　＜工程（１１）＞
　工程（１１）では、必要に応じて、前記工程（８）で得られた母液の少なくとも一部を
濃縮してフェノールを除去する。
【００６５】
　フェノールの除去方法は特に限定されないが、上記工程（２）や（６）と同様に蒸留に
より行うことができる。除去されたフェノールは、回収してリサイクルすることができる
。フェノール除去後の濃縮液は、後述する工程（１２）に供給される。この濃縮液には、
除去されずに残ったフェノールのほかに、ビスフェノールＡとフェノールとのアダクトお
よび工程（１）の反応における副生物が含まれている。
【００６６】
　＜工程（１２）＞
　工程（１２）では、前記工程（１１）で得られたフェノール除去後の濃縮液をアルカリ
性触媒の存在下に加熱処理して、その濃縮液中のビスフェノール類および副生物を分解し
、生成したフェノールおよび４－イソプロペニルフェノールを蒸留により回収する。
【００６７】
　上記アルカリ性触媒としては、たとえば、ナトリウムやカリウム等のアルカリ金属の水
酸化物、酸化物、炭酸塩、各種フェノール塩、およびカルシウムやマグネシウム等のアル
カリ土類金属の水酸化物、酸化物、炭酸塩、各種フェノール塩などが挙げられる。
【００６８】
　上記アルカリ性触媒の存在下でビスフェノール類および副生成物を分解する方法は特に
限定されず、公知の方法および条件を採用することができる（たとえば、特開平１０－２
１８８１４号公報参照）。
【００６９】
　蒸留により回収した４－イソプロペニルフェノールは、イオン交換樹脂等の酸触媒の存
在下でフェノールと縮合させることにより、ビスフェノールＡとして回収することができ
る。この回収反応は、独立した反応器を設けて行ってもよく、あるいは回収した４－イソ
プロペニルフェノールを含む液を工程（１０）に供給して行ってもよい。
【００７０】
　〔前処理工程〕
　＜工程（１３）＞
　本発明のビスフェノールＡの製造方法は、必要に応じて前処理工程として、フェノール
をイオン交換樹脂と接触させた後蒸留処理を行い、留出液を上記工程（１）のフェノール
の少なくとも一部、上記工程（４）の結晶洗浄液の少なくとも一部または上記工程（８）
の結晶洗浄液の少なくとも一部として用い、缶出液を上記工程（１１）に送液する工程（
１３）をさらに含んでいてもよい。前記留出液は精製されたフェノールを含んでおり、缶
出液はフェノール及びフェノール中に含まれる高沸点化合物を含んでいる。なお、留出液
とは蒸留により分離された揮発性の高い成分を多く含んだ液であり、缶出液とは蒸留によ
り分離された揮発性の低い成分を多く含んだ液である。
【００７１】
　このようにフェノールをイオン交換樹脂と接触させることにより、フェノール中に含ま
れるヒドロキシアセトン等の不純物が反応してフェノールよりも高沸点の化合物に転化す
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る。高沸点化合物は、続いて蒸留処理によりフェノール中から取り除くことができ、これ
により、工程（５）でより不純物や着色の低減された高品質のビスフェノールＡを得るこ
とができる。さらに、フェノール中には、強酸性陽イオン交換樹脂の酸点を被毒して工程
（１）の触媒活性を低下させる物質が含まれているが、予めフェノールをイオン交換樹脂
処理することにより被毒物質を取り除き、工程（１）で使用する触媒の寿命を延長させる
効果もある。
【００７２】
　上記フェノールとイオン交換樹脂との接触処理は、処理温度５０～１２０℃、接触時間
５分～１０時間の条件で行うことができる。なお、イオン交換樹脂としては、上述した強
酸性陽イオン交換樹脂を用いることができる。
【００７３】
　上記接触処理後の蒸留は、常圧～１０ｍｍＨｇＡの減圧下、温度７０～２００℃の条件
で行うことができる。これにより、工程（５）でより不純物や着色の低減された高品質の
ビスフェノールＡを得ることができる。
【００７４】
　なお、前記イオン交換樹脂と接触させるフェノールは特に限定されず、市販のフェノー
ルや、上記工程において除去・回収されたフェノールを用いることができる。
　以上説明した本発明のビスフェノールＡの製造方法の工程の一態様をフロー図として図
１に示す。
【実施例】
【００７５】
　以下、本発明を実施例に基づいてより具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に何
ら限定されるものではない
　［実施例１］
　内径１６０ｍｍ、高さ２０００ｍｍのジャケット付固定床反応器（ＳＵＳ製）に、４－
メルカプトブチルトリフェニルホスホニウムで酸点の１９％を中和したスルホン酸型イオ
ン交換樹脂(レバチットＫ１２２１、ランクセス社製)を水膨潤状態の体積で２５Ｌ充填し
た。
【００７６】
　この反応器に、フェノール １０／アセトン １のモル比で混合し、４５℃に調整した反
応原料を、０．４ＭＰａの圧力下、１５Ｌ／ｈ（ＬＨＳＶ＝０．６ｈ-1）の流量で連続的
に供給しビスフェノールＡ合成反応を行った。この時の反応器出口温度は７５℃であった
。
【００７７】
　次に、得られた反応液を、４０ｍｍＨｇＡの減圧下、１００℃で未反応アセトン、反応
生成水及び一部のフェノールを蒸発させ、ビスフェノールＡが濃縮された液（１）を得た
。
【００７８】
　次に、得られた濃縮液に水を１０ｗｔ％になるように添加し、容量３００Ｌの攪拌槽に
１５０Ｌ/ｈの流量で連続的に供給しながら、５ｍｍＨｇＡの減圧下で水を蒸発させるこ
とにより９０℃から４５℃まで冷却してビスフェノールＡとフェノールのアダクト結晶を
含むスラリーを得た後、減圧式回転ろ過機により連続的に結晶と母液を分離した（主工程
）。尚、固液分離と同時に、結晶に対し等量のフェノールを噴霧して洗浄を行った。
【００７９】
　この時に得られた結晶量は、原料供給量の約３５ｗｔ％であった。また、分離した母液
中には、ビスフェノールＡが１６ｗｔ％、ｏ，ｐ－ビスフェノールＡが１．２ｗｔ％含ま
れていた。
【００８０】
　次に、得られた母液をビスフェノールＡ濃度が３６ｗｔ％になるまで濃縮し、同様に晶
析を行った後に固液分離・洗浄し、ビスフェノールＡとフェノールのアダクト結晶（２）
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を得た（副工程）。
【００８１】
　このアダクト結晶（２）を、反応液を濃縮して得た液（１）と、（１）：（２）＝７：
１の割合で混合し、主工程と副工程を一貫して連続的に運転した場合における、主工程の
晶析槽入口液を模した液を作成した（３）。尚、（１）と（２）の混合比は、主工程と副
工程を連続的に運転した時に、主工程で得られた母液中のビスフェノールＡの９５％をア
ダクト結晶の形で回収した場合を想定している。
【００８２】
　この混合液（３）中には、ビスフェノールＡが３５ｗｔ％、ｏ，ｐ－ビスフェノールＡ
が０．７ｗｔ％含まれていた。
　次に、混合液（３）を、濃縮液（１）と同様の方法で晶析し、ビスフェノールＡとフェ
ノールのアダクト結晶を含むスラリーを得た。スラリーの一部をサンプリングし、小型遠
心分離機で結晶と母液を分離した後、引き続き遠心分離をしながら結晶に対し等量のフェ
ノールを噴霧して洗浄した。
【００８３】
　この結晶の組成を液体クロマトグラフィーにより分析したところ、最も濃度の高い不純
物であるｏ，ｐ－ビスフェノールＡの濃度はフェノールを除く総量に対し２００ｐｐｍで
あり、一般的な高純度ビスフェノールＡ中に含まれる濃度（２００～３００ｐｐｍ）と比
較しても非常に高いレベルの純度を達成していた。
【００８４】
　［参考例１］
　実施例１において、使用する触媒を４－メルカプトエチルピリジンで酸点の１９％を中
和したスルホン酸型イオン交換樹脂（Ｋ１２２１）とした以外は、全く同様の操作を行っ
た。晶析槽入口（混合液（３））のｏ，ｐ－ビスフェノールＡ濃度は、実施例１と同様０
．７ｗｔ％であった。得られたビスフェノールＡとフェノールの付加物結晶中のｏ，ｐ－
ビスフェノールＡは、フェノールを除いた総量に対して２１０ｐｐｍあった。
【００８５】
　［実施例２］
　実施例１において、使用する触媒を３－メルカプトプロピルトリメチルアンモニウムで
酸点の１９％を中和したスルホン酸型イオン交換樹脂（Ｋ１２２１）とした以外は、全く
同様の操作を行った。晶析槽入口（混合液（３））のｏ，ｐ－ビスフェノールＡ濃度は、
０．７５ｗｔ％であった。得られたビスフェノールＡとフェノールの付加物結晶中のｏ，
ｐ－ビスフェノールＡ濃度は、フェノールを除いた総量に対して２５０ｐｐｍであった。
【００８６】
　［比較例１］
　実施例１において、反応原料の供給温度を６０℃とした以外は、同様の操作を行った。
この時の反応器出口の温度は９０℃であった。この時、混合液（３）中にはｏ，ｐ－ビス
フェノールＡが１．２ｗｔ％含まれていた。得られたビスフェノールＡとフェノールの付
加物結晶中のｏ，ｐ－ビスフェノールＡ濃度は、フェノールを除いた総量に対して３５０
ｐｐｍであった。
【００８７】
　［比較例２］
　実施例１において、反応原料の供給速度を、５Ｌ／ｈ（ＬＨＳＶ＝０．２ｈ-1）とした
以外は、同様の操作を行った。この時の反応器出口の温度は７５℃であった。この時、混
合液（３）中にはｏ，ｐ－ビスフェノールＡが１．２ｗｔ％含まれていた。得られたビス
フェノールＡとフェノールの付加物結晶中のｏ，ｐ－ビスフェノールＡ濃度は、フェノー
ルを除いた総量に対して３２０ｐｐｍであった。
【００８８】
　［比較例３］
　実施例１において、使用する触媒を２－メルカプトエチルアミン（システアミン）で酸
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点の１５％を中和したスルホン酸型イオン交換樹脂（Ｋ１２２１）とし、反応液の供給温
度を４８℃にした以外は、同様の操作を行った。この時の反応器出口の温度は７５℃であ
った。この時、混合液（３）中にはｏ，ｐ－ビスフェノールＡが１．２ｗｔ％含まれてい
た。得られたビスフェノールＡとフェノールの付加物結晶中のｏ，ｐ－ビスフェノールＡ
濃度は、フェノールを除いた総量に対して３３０ｐｐｍであった。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の製造方法の一態様を示すフロー図である。
【図２】本発明の製造方法における工程（１）の一態様を示す模式図である。
【符号の説明】
【００９０】
　１・・・反応器
　２・・・除熱機構

【図１】

【図２】
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