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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１，２－ジクロロプロパンを含む供給流からの１，１，２，２，３－ペンタクロロプロ
パンの製造方法であって、他のペンタクロロプロパン異性体に対して少なくとも２０：１
の比にてレギオ選択的に１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパンを与える、一又は複
数のレギオ選択性触媒で少なくとも一つの塩素化段階を触媒する工程を含み、前記塩素化
段階を周囲圧力及び１００℃未満で行い、前記レギオ選択性触媒が、塩化アルミニウムを
含んでなる、方法。
【請求項２】
　前記レギオ選択性触媒が、ヨウ素酸ナトリウム若しくは過ヨウ素酸ナトリウムを含む無
機ヨード塩、１０，０００ｐｐｍ未満の量の元素状ヨウ素、並びに／又は一若しくは複数
のヨードベンゼン若しくはハロゲン化ヨードベンゼン、フェニルクロロヨードニウムクロ
リド、ジアリールヨードニウム塩、ヨウ素化ポリマー、ヨードキシ化合物、ヨードソ化合
物、モノ及び三ハロゲン化ヨウ素、ヨウ素酸化物、及び任意の数のこれらの誘導体若しく
は組み合わせを含む非金属ヨウ化物を含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　一つの塩素化段階を塩化アルミニウムで触媒し、別の塩素化段階を非金属ヨウ化物、無
機ヨード塩又は１０，０００ｐｐｍ未満の量の元素状ヨウ素で触媒する、請求項１又は２
に記載の方法。
【請求項４】
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　一つの塩素化段階を塩化アルミニウムで触媒し、別の塩素化段階を、イオン性塩素化触
媒の存在下で行う、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の方法により１，１，２，２，３－ペンタクロロプ
ロパンを製造する工程と、
　少なくとも一つの脱塩化水素段階とを含み、前記少なくとも一つの脱塩化水素段階を触
媒の存在下で行う、１，１，２，３－テトラクロロプロペンの製造方法。
【請求項６】
　少なくとも２つの塩素化段階が、同じ反応器で行われる、請求項１～４のいずれか１項
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塩素化プロパン及び／又はプロペンの製造方法に関する。本方法は、レギオ
選択性に富む有用な中間体を提供する一方で、不所望な副生成物を従来の方法より低い濃
度で製造することもできる。
【背景技術】
【０００２】
　ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）製品は、冷凍、空調、フォーム膨張、及び医療用
エアロゾル装置を包含するエアロゾル製品の噴霧剤としてなどの、多くの用途で広く利用
されている。ＨＦＣは、それらが代替したクロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフ
ルオロカーボン製品よりも気候適合性であることが証明されているが、それらは、かなり
の地球温暖化係数（ＧＷＰ）を示すことが現在のところ、見出されてきている。
【０００３】
　現在のフルオロカーボン製品に対してより許容可能な代替物の調査が、ハイドロフルオ
ロオレフィン（ＨＦＯ）製品の出現につながった。従来の製品と比較して、ＨＦＯは、そ
れらのより低いＧＷＰの形で大気に少ない影響を及ぼすことが予想される。有利に、ＨＦ
Ｏは低い可燃性及び低い毒性も示す。
【０００４】
　ＨＦＯの環境的、したがって経済的な重要性が高まってきているため、それら製造に利
用される前駆体への需要がある。例えば、２，３，３，３‐テトラフルオロプロパ‐１‐
エン又は１，３，３，３‐テトラフルオロプロパ‐１‐エンなどの多くの望ましいＨＦＯ
化合物を、原料のクロロカーボン、そして特に、例えばテトラ－及びペンタクロロプロパ
ンなどの高塩素化プロパンを利用することで典型的に製造してよい。
【０００５】
　残念ながら、これらの高塩素化物は、許容可能なプロセス条件を用いて商業的に許容可
能なレギオ選択性及び収率で製造することが困難であることが証明されている。例えば、
ペンタクロロプロパンの製造の従来の方法は、（一又は複数の）所望されるペンタクロロ
プロパン異性体、即ち、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパンなどへの許容不可能
な選択性をもたらし、大規模な製造プロセスで利用することが困難である、及び／又は一
度使用されると回収することができない、高強度（ｈｉｇｈ　ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ）プロ
セス条件及び／又は触媒システムの使用を必要とする。他の従来の方法は、反応パス（ｒ
ｅａｃｔｉｏｎ　ｐａｓｓ）ごとにただ一つの塩素原子の付加に限定される場合があるの
で、所望される数の塩素原子が付加されるまで繰り返さなければならず、各追加段階は、
追加的な資本、エネルギー、及び他のコストの投資を必要とする。更にその他のものは、
法外なコストがかかるか、利用に制限があるか又はその両方か、のいずれかである出発材
料を必要とする。
【０００６】
　更に、アルカンを含む供給流からアルケンを製造することが必要とされる脱塩化水素段
階は、従来苛性剤を使用して行われ、塩化ナトリウムなどの低価値の副生成物を含む大量
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の廃水を生じる。従来の方法は、多くのかかる脱塩化水素段階に依拠しており、したがっ
て、廃棄前に処理しなければならない廃水の量が増加する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　よって、冷媒及び他の商品の合成において、原料として有用なクロロカーボン前駆体を
製造する改良された方法を提供することが望ましい。より具体的に、かかる方法が、従来
の方法と比較してより高いレギオ選択性を提供し、低強度（ｌｏｗ　ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ
）プロセス条件を必要とし、並びに／又は回収可能かそうでなければ再利用可能である触
媒システム及び／若しくは開始剤を使用するならば、あるいは従来の方法と比較して反応
パスごとに複数の塩素原子の付加ができるならば、かかる方法は、現在の技術水準以上の
改善を提供するだろう。より低コスト及び／又はより広く利用可能な出発材料が利用でき
れば、より一層、利点が提供されるだろう。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、塩素化プロパン及び／又はプロペンを製造する効率的な方法を提供する。有
利に、方法は低コストな出発材料として、クロロヒドリンの製造における副生成物である
１，２－ジクロロプロパンを使用する。また、方法の少なくとも一つの塩素化段階を、一
つのクロロプロパン中間体への少なくとも５：１のレギオ選択性を提供する触媒で行う。
ある実施形態において、複数の塩素原子をパスごとに付加してよい一方、その他において
、方法の後に触媒が回収可能及び再利用可能であってもよい。ある実施形態において、更
なる利点は、苛性剤を用いるのではなく一又は複数の脱塩化水素を触媒的に行うことによ
り提供される。したがって、より少ない廃水が製造され、無水ＨＣｌを生成してもよい。
更に、コスト節約を例えば低温、低圧及び液相反応などの低強度方法条件を利用して提供
する。最終的に、複数の触媒を伴う複数の塩素化を同じ反応器で行い、資本及び操業コス
トの節約を提供してもよい。
【０００９】
　一形態において、本発明は、１，２－ジクロロプロパンを含む供給流からの塩素化プロ
パン及び／又はプロペンの製造方法を提供する。方法の少なくとも一つの塩素化段階を、
一つのクロロプロパン中間体への少なくとも５：１、少なくとも１０：１、又は少なくと
も２０：１のレギオ選択性を提供する触媒の存在下で行う。ある実施形態において、触媒
は、ルイス酸、非金属ヨウ化物、無機ヨード塩、１０，０００ｐｐｍ未満の元素状ヨウ素
又はこれらの組み合わせを含んでよい。塩素原子源は、塩素ガス、塩化スルフリル又はそ
の両方の、いすれかでもよい。塩素化プロペンは、３～４の塩素原子を含んでよい。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書は、本発明をより良く定義し、本発明の実施において当業者を導くいくつかの
定義及び方法を提供する。特定の用語又は慣用句についての定義の提供、又は提供の欠如
は、特別な重要性又はその欠如を暗示することを意図しない。より正確にいえば、そして
特に断りの無い限り、用語は関連技術分野の当業者による従来の使用法に従って理解され
たい。
【００１１】
　本明細書で使用されるように、用語「第一」、「第二」などは、あらゆる順序、量又は
重要性を示すものでなく、むしろ、ある要素と別のものを区別することに使用される。ま
た、用語「ある（ａ）」及び「ある（ａｎ）」は、量の制限を示すものでなく、むしろ、
少なくとも一つの参照される項目の存在を示し、用語「正面」、「背面」、「下部」、及
び／又は「上部」は、特に断りの無い限り説明の便宜に単に用いられ、ある位置又は空間
的配向に限定されない。
【００１２】
　範囲が開示された場合、同じ成分又は性質を指す全ての範囲の端点が包含され、独立し
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て組合せ可能である（例えば、「２５質量％以下、又は、より具体的に５質量％～２０質
量％」は、「５質量％～２５質量％」などの範囲の端点及び全ての中間値を包含する）。
本明細書で使用されるように、転化率（％）は、流入する流れに対する反応器中の反応物
のモル又は質量の流れの割合の変化を示すことを意図し、一方で選択率（％）は、反応物
のモル流量の変化に対する反応器中の生成物のモル流量の割合の変化を意味する。
【００１３】
　「一実施形態」又は「ある実施形態」への明細書全体を通した参照は、ある実施形態に
関連して記載される具体的な特徴、構造、又は特性が、少なくとも一つの実施形態に含ま
れることを意味する。したがって、明細書全体の様々な場所の「一実施形態において」又
は「ある実施形態において」の慣用句の出現は、必ずしも同じ実施形態を指さない。更に
、具体的な特徴、構造又は特性は、一又は複数の実施形態のあらゆる好適な方法で組み合
わせてもよい。
【００１４】
　本明細書で使用されるように、用語「非金属ヨウ化物」は、少なくとも一つの超原子価
のヨウ素種を組み込んである、さもなければ反応混合物中に提供又は形成することができ
る、非金属化合物を含むことを意図する。同様に、用語「無機ヨード塩」は、少なくとも
一つの超原子価のヨウ素種を組み込んである、さもなければ反応混合物中に提供又は形成
することができる、無機塩を含むことを意図する。次に、用語「超原子価」は、化学技術
分野における通常の知識を有する者に理解されるように、典型的に、その原子価殻中に８
超の電子を有する一又は複数の元素と、特に、例えば＋１、＋３、＋５、＋７などの＋１
又はそれを超える酸化状態を有するヨウ素源とを持っていてもよい化合物を意味する。前
駆体は、活性触媒種をその場で提供する化合物又は組成物であり、例えば、鉄金属は、塩
素を含む環境で塩化鉄（ＩＩＩ）を形成することができる。
【００１５】
　本明細書で、「ＰＤＣ」は、１，２－ジクロロプロパンの略称として用いてよく、「Ｔ
ＣＰ」は、１，２，３－トリクロロプロパンの略称として用いてよく、「ＴＣＰＥ」は、
１，１，２，３－テトラクロロプロペンの略称として用いてもよい。
【００１６】
　本発明は、塩素化プロパン及び／又はプロペンの製造についての効率的な方法を提供す
る。本方法は、１，２－ジクロロプロパンを含む出発供給流を有利に使用する。ＰＤＣは
、少なくとも多くのクロロヒドリン法において副生成物であるため、低コストで容易に利
用できる。従来、典型的に焼却を通じて処理されているので、出発材料としてそれを用い
ることは、そうでなければ廃棄される材料を利用する機会を提供する。
【００１７】
　更に、方法の少なくとも一つの塩素化段階において、同一の塩素原子数を有する一つの
クロロプロパン対他のクロロプロパン異性体に、少なくとも５：１、８：１、１０：１、
１５：１、２０：１、３０：１、４０：１、あるいは５０：１又はそれを超えるレギオ選
択性を提供する触媒を利用する。ある実施形態において、例えば、１，１，２－トリクロ
ロプロパンを、他のトリクロロプロパン異性体に対して少なくとも２０：１のレギオ選択
性で提供してよい。他の実施形態において、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパン
を、他のペンタクロロプロパン異性体に対して少なくとも２０：１のレギオ選択性で提供
してよい。
【００１８】
　この高度な選択性は、クロロプロパン中間体で望ましく、というのも主に所望される中
間体の製造が所望される塩素化プロペンへのレギオ選択性を可能にするためであり、所望
される塩素化プロペンは、ある実施形態において、１，１，２，３－テトラクロロプロペ
ンでもよい。更に、この高度なレギオ選択性は、以前、極端な反応条件、例えば、高温、
１００℃超など、高圧、即ち周囲より１００ｐｓｉ及びそれより高く、並びに／又は気相
反応の使用を通じてのみ提供されてきた。かかる条件は、それに関連するコストのための
みならず、生成物の分解に起因してそれらが反応器の付着物を生じる可能性もあるため望
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ましくない場合がある。
【００１９】
　対照的に、本方法は、１００℃未満、９０℃未満、８０℃未満、７５℃未満、７０℃未
満、更に６５℃未満、又は６０℃の温度を利用する。周囲圧力又は、周囲より少なくとも
１００ｐｓｉ超の圧力を利用してよい。また、一又は複数の反応を液相で行ってよく、そ
の結果、反応物の蒸発を必要とせず、したがって反応器の付着物を最小限にしてよい。
【００２０】
　ある実施形態において、ルイス酸触媒を利用して所望されるクロロプロパン中間体への
レギオ選択性を提供してよい。かかる実施形態において、ルイス酸触媒は、単独で利用し
てもよく、それでも例えば所望される１，１，２－トリクロロプロパンへのレギオ選択性
を、特に供給流中に存在する１，２－ジクロロプロパンで提供してよい。
【００２１】
　列挙したレギオ選択性を提供できるルイス酸の例として、塩化鉄（ＩＩＩ）、五フッ化
アンチモン、三塩化ホウ素、塩化及び／又は三塩化アルミニウム、並びに塩化第二スズが
挙げられるが、これに限定されない。これらの前駆体、並びに活性分解生成物を使用して
もよい。これらの２又はそれを超える組み合わせを、必要に応じて使用してもよい。ある
実施形態において、無水塩化アルミニウムを、望ましくは少なくとも一つのルイス酸とし
て利用してよい。
【００２２】
　他の実施形態において、レギオ選択性触媒はヨウ素を含んでよく、より具体的には、非
金属ヨウ化物及び／又は無機ヨード塩を含んでもよい。非金属ヨウ化物を使用する従来の
方法は、ただ一つの塩素原子の付加に限定されることの教示があるが、現在、非金属ヨウ
化物は複数の塩素原子を付加できるのみならず、更に、高度にレギオ選択的な方法で複数
の塩素原子を付加できることが見出されている。その上、これらの触媒作用の更なる表れ
として、非金属ヨウ化物を塩素化触媒として使用するとき、ほとんど又は全くヨードアル
カン副生成物が生じない。
【００２３】
　あらゆる非金属ヨウ化物を混合触媒システムで使用可能であり、当業者は多くに精通し
ていると考えられる。好適な例として、ヨードベンゼン、ハロゲン化ヨードベンゼン、フ
ェニルクロロヨードニウムクロリド、ジアリールヨードニウム塩、ヨウ素化ポリマー、ヨ
ードキシ化合物、ヨードソ化合物、モノ及び三ハロゲン化ヨウ素、ヨウ素酸化物、及び任
意の数のこれらの誘導体又は組み合わせが挙げられるが、これに限定されない。
【００２４】
　他の実施形態において、一又は複数の無機ヨード塩をレギオ選択性触媒として利用して
よい。有利に、方法を非水系媒体で行うそれらの実施形態において、一又は複数の無機ヨ
ード塩を全部又は一部回収し、及び／又は再利用してよい。
【００２５】
　無機ヨード塩をレギオ選択性触媒として使用可能であり、当業者は多くに精通している
と考えられる。好適な例として、次亜ヨウ素酸塩(IO-)、亜ヨウ素酸塩(IO2

-)、ヨウ素酸
塩(IO３

-)、並びに／若しくはメソ過ヨウ素酸塩及びオルト過ヨウ素酸塩を包含する過ヨ
ウ素酸塩(IO4

-)、又はこれらの組み合わせが挙げられるが、これに限定されない。無機ヨ
ード塩の具体例として、ヨウ素酸ナトリウム、ヨウ素酸銀、ヨウ素酸カルシウム、ヨウ素
酸カリウム、ヨウ素酸、過ヨウ素酸ナトリウム、過ヨウ素酸カリウム、過ヨウ素酸バリウ
ム、及び過ヨウ素酸、並びに任意の数のこれらの誘導体又は組み合わせが挙げられるが、
これに限定されない。
【００２６】
　他の実施形態において、元素状ヨウ素を以前に効果的と考えられていたよりも遙かに低
いレベルであるが、使用してよい。つまり、従来利用される、即ち０．０１質量％、より
も遙かに低いヨウ素の量で収率及び選択性の改善を提供するのと同時に、それにもかかわ
らずこれら従来のレベルで利用するときに生じる場合のある腐食性及び揮発性の問題を示
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さないことが、現在のところ見出されている。より具体的に、１ｐｐｍ～５０００ｐｐｍ
、５ｐｐｍ～１０００ｐｐｍ、又は１０ｐｐｍ～１００ｐｐｍの元素状ヨウ素の量が、６
０％超、ある場合に７０％超、及びある場合に８０％超の所望される塩素化プロパン及び
／又はプロペンへの選択性を提供することが、現在、驚くことに見出されている。これは
、例えば６０％未満の転換が見られることのある、ヨウ素を使用することが全くない方法
の大幅な改善である。元素状ヨウ素は高価である可能性があるので、大幅なコストの節約
も、本明細書に記載される少量を用いることにより提供される。一又は複数の非金属ヨウ
化物、無機ヨード塩及び元素状ヨウ素の組み合わせを使用してもよい。
【００２７】
　少なくとも一つのレギオ選択性触媒を本方法において望ましくは使用する。更に、少な
くとも一つのレギオ選択性触媒を、方法の各塩素化段階で、又は一つの塩素化段階のみで
、又はその間の任意の数の段階で使用してよい。必要なことは、少なくとも一つのレギオ
選択性触媒、即ち、ルイス酸、非金属ヨウ化物、無機ヨウ化物塩、及び／又は１０，００
０ｐｐｍ未満の元素状ヨウ素を方法の少なくとも一つの塩素化段階で使用することだけで
ある。
【００２８】
　ある実施形態において、２又はそれを超えるレギオ選択性触媒を混合触媒システムとし
て一緒に、又は連続的に、のいずれかで本方法で利用してよい。一つのレギオ選択性触媒
を使用するときの場合のように、２又はそれを超えるレギオ選択性触媒を方法の一つの塩
素化段階で、方法の二つの塩素化段階で、など、又は方法の全ての塩素化段階で利用して
よい。例えば、ルイス酸を使用して１，２－ジクロロプロパンから１，１，２－トリクロ
ロプロパンの製造を触媒し、次いでヨウ素触媒、即ち非金属ヨウ化物、無機ヨード塩、又
は１０，０００ｐｐｍ未満の元素状ヨウ素を使用してその後の１，１，２，２，３－ペン
タクロロプロパンの製造を触媒してもよい。かかる実施形態において、両方、又は全ての
レギオ選択性触媒を最初に反応器中に存在させ、又はそこへ順次添加してもよい。
【００２９】
　必要に応じて、方法のいくつかの塩素化段階を、従来のイオン性塩素化触媒又はフリー
ラジカル開始剤の存在下で行ってよい。本方法で使用してよい従来のイオン性塩素化触媒
は当業者に公知であり、これらのいずれを使用してもよい。例示的なイオン性塩素化触媒
として、鉄（塩化鉄（ＩＩＩ））、塩素及び硫黄などを含む化合物が挙げられるが、これ
に限定されない。従来のイオン性塩素化触媒を、本方法の一又は複数の塩素化段階で使用
しようとする場合、塩化アルミニウムの使用が好ましいことがある。
【００３０】
　好適なフリーラジカル塩素化触媒は、例えば、アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ
）又は１，１’－アゾビス（シクロヘキサンカルボニトリル）（ＡＢＣＮ）などの一又は
複数のアゾ基（Ｒ－Ｎ＝Ｎ－Ｒ’）並びに、例えば、ジ－ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシド
、過酸化ジベンゾイル、過酸化ベンゾイル、過酸化メチルエチルケトン、及び過酸化アセ
トンなどの有機過酸化物を含む化合物が挙げられるが、これに限定されない。ある実施形
態において、過酸化ベンゾイルの使用は、単独、又はＵＶ、可視光若しくは熱との組み合
わせ、のいずれかが好ましい場合がある。かかる触媒でオレフィン又は塩素化オレフィン
の二重結合の塩素化を向上させ、α，βジクロロアルカンを生成してもよい。
【００３１】
　一又は複数の塩素化段階を介して製造される塩素化プロパンを、例えば一又は複数の脱
塩化水素の反応又は段階を介するなど、公知の方法でプロペンに転換することができる。
かかる脱塩化水素の段階は、例えば、液相苛性剤などの無機塩基の存在下で行ってよい。
多くの化学塩基が本目的で有用であることが当該技術分野で公知であり、これらのいずれ
も使用することができる。例えば、脱塩化水素の好適な塩基として、水酸化ナトリウム、
水酸化カリウム、水酸化カルシウムなどのアルカリ金属水酸化物、炭酸ナトリウムなどの
アルカリ金属炭酸塩、リチウム、ルビジウム、及びセシウム又はこれらの組み合わせが挙
げられるが、これに限定されない。例えば、第四級アンモニウム及び第四級ホスホニウム
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塩などの相間移動触媒を添加して、これらの化学塩基で脱塩化水素の反応速度を改善する
こともできる。
【００３２】
　代わりに、ある実施形態において、反応速度が向上し、更に液状苛性剤の使用が方法か
ら低減され、あるいは無くなるように、方法で利用する一又は複数の脱塩化水素段階を触
媒の存在下で行ってもよい。触媒の使用が望ましい場合、好適な脱塩化水素触媒として、
塩化鉄（ＩＩＩ）（ＦｅＣｌ３）及び塩化アルミニウム（ＡｌＣｌ３）が挙げられるが、
これに限定されない。例えば、塩化鉄（ＩＩＩ）を使用して、１，１，１，２，３－ペン
タクロロプロパンをＴＣＰＥに脱塩化水素することができる。
【００３３】
　あらゆる又は全ての塩素化及び／又は脱塩化水素触媒を、バルクで、又は活性炭、グラ
ファイト、シリカ、アルミナ、ゼオライト、フッ化黒鉛及びフッ素化アルミナなどの基材
に付けて、のいずれかで提供できる。
【００３４】
　概して、そしてレギオ選択性触媒、他の塩素化触媒又は（一又は複数の）脱塩化水素触
媒のどれを使用する場合であろうと、十分な触媒を反応プロセス条件（例えば、要求され
る温度での還元）及び望ましくは反応選択性に多少の改善を提供するのに利用しなければ
ならないが、経済的な実用性の理由に限れば、十分な触媒とは追加的な利益を提供する量
より多くてはならない。
【００３５】
　例示の目的でのみ、したがって、ルイス酸を含むレギオ選択性触媒の有用な濃度は、バ
ッチ式方法においてジクロロプロパンに対し各々が質量％で、これらの間の全ての部分的
範囲を含め、０．００１％～２０％、０．０１％～１０％、又は０．１％～５質量％の範
囲であることが考えられる。非金属ヨウ化物を含むレギオ選択性触媒の好適なバッチ式方
法濃度は、ジクロロプロパンに対し質量％で、これらの間の全ての部分的範囲を含め、０
．００１％～８０％、０．０１％～６０％、又は０．１％～４０質量％の範囲であること
が考えられる。無機ヨード塩を含むレギオ選択性触媒の有用な濃度は、バッチ式方法にお
いてアルカンに対し質量％で、これらの間の全ての部分的範囲を含め、０．００１％～４
０％、０．０１％～３０％、又は０．１％～２０質量％の範囲である。驚くことに、例え
ば１ｐｐｍ～５０００ｐｐｍ、５ｐｐｍ～１０００ｐｐｍ、又は１０ｐｐｍ～１００ｐｐ
ｍなどの低レベルの元素状ヨウ素が効果的である。
【００３６】
　例えばＦｅＣｌ３などの脱塩化水素触媒を使用する場合、有用な濃度は、７０℃～２０
０℃の温度で、０．０１質量％～５質量％、又は０．０５質量％～２質量％の範囲であっ
てよい。化学塩基を一又は複数の脱塩化水素に利用する場合、これらの有用な濃度は、こ
れらの間の全ての部分的範囲を含め、０．０１～２０ｇｒｍｏｌｅ／Ｌ、又は１ｇｒｍｏ
ｌｅ／Ｌ～１０ｇｒｍｏｌｅ／Ｌの範囲である。
【００３７】
　望ましくは、塩素原子を塩素、塩化スルフリル、又はその両方のいずれかによって、プ
ロセスに供給する。塩化スルフリル（ＳＯ２Ｃｌ２）を塩素源として利用する場合の実施
形態において、利点は、塩化スルフリルがレギオ選択性触媒及び／又は反応の溶媒として
作用し、それによって許容可能な反応速度及び／又は収率の提供を補助することもできる
点に見ることができる。そして、塩化スルフリルを必要に応じて再生してもよい。他方で
、塩化スルフリルの再生が扱いにくく、さもなければ望ましくないと判明するそれらの実
施形態において、塩素を単独で又は例えば四塩化炭素及び／若しくは１，２，３－トリク
ロロプロパンなどの適切な溶媒とともに、のいずれかで利用してもよい。かかる実施形態
において、少なくとも塩素は溶媒としても作用することはないため、必要な塩素源の濃度
をより低くすることができる。更に、塩素ガスが塩化スルフリルと対照的に塩素源として
利用されるそれらの実施形態において、レギオ選択性触媒は長期間にわたりその活量を維
持してよい。
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【００３８】
　有利に、方法を行う反応条件は低強度である。つまり、例えば、１００℃未満、９０℃
未満、８０℃未満、７０℃未満、又は６０℃未満などの低温を利用してよく、それにもか
かわらず所望される塩素化アルケンへの所望される選択性を実現することができる。ある
実施形態において、４０℃～９０℃、５０℃～８０℃、又は５５℃～７５℃の温度を利用
してよい。同様に、周囲圧力が方法を行うのに好適であり、又は３００、２００、１００
、５０、４０、３０、２０、あるいは１０ｐｓｉ以内の周囲圧力が好適である。反応器の
滞留時間を所望される選択性が今なお見られる状態で最小限にしてもよく、例えば、１５
時間未満、１０時間未満、９、８、７、６、あるいは５時間未満の反応器占有時間が可能
である。反応器は、例えば内部冷却コイルを有するバッチ式又は連続式攪拌タンクオート
クレーブ反応器などの、好適な液相反応器でもよい。シェル及び多管式交換機と、その後
に続く気液分離タンク又は容器を使用することもできる。
【００３９】
　それはそれとして、本明細書に記載の各段階で使用される特定の条件及び反応段階の順
序は重要ではなく、これらは当業者によって容易に決定される。当業者は、本明細書に記
載の蒸留／分別、乾燥、脱塩化水素及び異性化段階を操作する特定の条件と、所望される
塩素化プロペンに到達する段階の適切な順序とを容易に決定することができる。重要なこ
とは、ＰＤＣを出発材料として利用して、少なくとも一つの塩素化段階を、一つのクロロ
プロパン対他のクロロプロパンが少なくとも５：１となるレギオ選択性を提供する一又は
複数の触媒の存在下で行うことである。ある実施形態において、設備を無水ＨＣｌの回収
に役立たせてもよい。
【００４０】
　本方法において、ジクロロプロパンを一連の連続塩素化及び脱塩化水素化段階を用いて
、例えばＴＣＰＥなどの塩素化アルケンに転換する。例示的な一実施形態において、ＰＤ
Ｃを例えば内部冷却コイルを有するバッチ式又は連続式攪拌タンクオートクレーブ反応器
などの液相塩素化反応器に供給する。栓流で稼働するシェル及び多管式交換機と、その後
に続く気液分離タンク又は容器を使用することもできる。好適な反応条件として、例えば
３０℃～１５０℃の温度、１００ｋＰａ～２０００ｋＰａの圧力が挙げられる。反応を、
例えば１，１，２－トリクロロプロパン対他のトリクロロプロパン異性体が少なくとも５
：１となるレギオ選択性を提供する一又は複数のレギオ選択性触媒の存在下で行う。
【実施例】
【００４１】
　発明のいくつかの実施形態を、今から次の例で詳細に記載する。
【００４２】
　例１
　レギオ選択性触媒として塩化アルミニウムと、塩素化剤として塩化スルフリルを用いる
、トリクロロプロパンへのＰＤＣのイオン性塩素化。
【００４３】
　液状塩化スルフリル及びＰＤＣ（１，２－ジクロロプロパン）をウォーターバスで加熱
される１００ｍＬフラスコ中で混合し、４０モル％のＡｌＣｌ３の存在下、５５℃～６０
℃の温度に維持する。還流カラムを未反応反応物と同様に反応中間体１－クロロプロペン
を反応液に戻すように配置し、一方でＨＣｌ及びＳＯ２副生成物を還流カラムの上部で苛
性スクラバーに放出する。ガスクロマトグラフ質量分析を使用し、生成物の組成を決定す
る。
【００４４】
　３０分の反応時間の後、生成物の混合物に１，１，２－トリクロロプロパン及び１，２
，３－トリクロロプロパンを４０：１のモル比で見出した。
【００４５】
　例２
　レギオ選択性触媒として塩化アルミニウムと、塩素化剤として塩化スルフリルを用いる
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、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパンへの１，２－ジクロロプロパンのイオン性
塩素化。
【００４６】
　液状塩化スルフリル及び１，２－ジクロロプロパンを、ウォーターバスで加熱される１
００ｍＬフラスコ中で混合し、４０モル％のＡｌＣｌ３触媒の存在下、５５℃～６０℃の
温度に維持する。還流カラムを未反応反応物と同様に反応中間体を反応液に戻すように配
置し、一方でＨＣｌ及びＳＯ２副生成物を還流カラムの上部で苛性スクラバーに放出する
。ガスクロマトグラフ質量分析を使用し、生成物の組成を決定する。
【００４７】
　１７時間の反応時間の後、生成物の混合物が唯一のペンタクロロプロパンとして１，１
，２，２，３－ペンタクロロプロパンを含むことを見出した。
【００４８】
　例３
　レギオ選択性触媒としてヨードベンゼン及び塩化アルミニウムと、塩素化剤として塩化
スルフリルを用いる、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパンへの１，１，２－トリ
クロロプロパンの塩素化。
【００４９】
　最初の反応混合物の総質量に基づき、２６質量％の１，１，２－トリクロロプロパン、
６１質量％の塩化スルフリル、及び１２質量％の塩化アルミニウムを含有する生成物流に
３１０モル％の塩化スルフリルに溶解した１０モル％の塩化アルミニウムと、その後に続
く１０モル％のヨードベンゼンを加え、ここでモル％は１，１，２－トリクロロプロパン
に対する。得られた混合物を、４時間、７０℃で攪拌し、次いで周囲温度に冷却した後で
混合物を氷浴に注ぐ。得られた溶液を濾過し、クエンチした触媒副生成物を除去し、得ら
れた生成物の混合物をガスクロマトグラフィーにより分析する。最後の有機相は、９１％
超の１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパンと、トリ－、テトラ－、及びヘキサクロ
ロプロパン異性体の混合物を含む残りの９％からなることが判明する。
【００５０】
　例４
　レギオ選択性触媒として、ヨードデュレン（２，３，５，６－テトラメチル－１－ヨー
ドベンゼン）及び塩化アルミニウムと、塩素化剤として塩化スルフリルを用いる、１，１
，２，２，３－ペンタクロロプロパンへの１，１，２－トリクロロプロパンの塩素化。
【００５１】
　最初の反応混合物の総質量に基づき、２６質量％の１，１，２－トリクロロプロパン、
６１質量％の塩化スルフリル、及び１２質量％の塩化アルミニウムを含有する生成物流に
、２００モル％の塩化スルフリルに溶解した１０モル％の塩化アルミニウムと、その後に
続く１０モル％のヨードデュレンを加え、ここで全てのモル％は１，１，２－トリクロロ
プロパンに対する。得られた混合物を、３時間、７０℃で攪拌し、次いで周囲温度に冷却
した後で混合物を氷浴に注ぐ。得られた溶液を濾過し、クエンチした触媒副生成物を除去
し、得られた生成物の混合物をガスクロマトグラフィーにより分析する。最後の有機相が
、８４％超の１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパンと、トリ－、テトラ－、及びヘ
キサ－クロロプロパン異性体の混合物を含む残りの１６％からなることが判明する。
【００５２】
　例５
　レギオ選択性触媒として、過ヨウ素酸ナトリウム及び塩化アルミニウムと、塩素化剤と
して塩化スルフリルを用いる、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパンへの１，２－
ジクロロプロパンの塩素化。
【００５３】
　１７ｇの塩化スルフリル及び２．５ｇの塩化アルミニウムを、マグネチックスターラー
バー及び還流冷却器を備えた反応器に加える。反応混合物を６０℃に加熱し、次いで４．
１ｇの１，２－ジクロロプロパンを加える。反応を３５分間攪拌し、このときＧＣ分析は



(10) JP 6170068 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

、９９％超の１，２－ジクロロプロパンが反応して主に１，１，２－トリクロロプロパン
を形成したことを示した。
【００５４】
　１ｇの過ヨウ素酸ナトリウムとともに、追加の１５ｇの塩化スルフリルを添加する。反
応を全４時間をかけて反応させ、その後に冷却して周囲温度に戻す。粗反応混合物を濾過
し、湿った濾滓として過ヨウ素酸ナトリウム触媒を集める。湿った濾滓を塩化メチレンで
洗浄し、０．８ｇの回収した過ヨウ素酸ナトリウムを得る。
【００５５】
　反応混合物及び塩化メチレン洗浄液を合わせ、氷水浴にゆっくりと注ぎ、クエンチする
まで攪拌する。有機相及び水相を分液し、水相を等体積の塩化メチレンで抽出する。組み
合わせた有機画分を硫酸マグネシウムで乾燥させ、過剰な溶媒をロータリーエバポレータ
ーで除去し、最終生成物を有色オイルとして単離する。
【００５６】
　最終生成物の混合物のＧＣ及びＮＭＲ分析は、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロ
パンが４．７ｇ、テトラクロロプロパン異性体が０．７ｇ、１，１，２－トリクロロプロ
パンが０．４ｇ、ヘキサクロロプロパン異性体が０．３ｇ、及び１，２，３－トリクロロ
プロパンが０．２ｇで収量を示す。
【００５７】
　例６
　レギオ選択性触媒として塩化アルミニウム及び回収した過ヨウ素酸ナトリウムと、塩素
化剤として塩化スルフリルを用いる、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパンへの１
，２－ジクロロプロパンの塩素化。
【００５８】
　９．３ｇの塩化スルフリル及び１．３ｇの塩化アルミニウムをマグネチックスターラー
バー及び還流冷却器を備えた反応器に加える。反応混合物を６０℃に加熱し、２．３ｇの
１，２－ジクロロプロパンを加える。反応を３５分間、攪拌し、このときＧＣ分析は、９
９％超の１，２－ジクロロプロパンが反応して主に１，１，２－トリクロロプロパンを形
成することを示す。
【００５９】
　例５から回収した０．５ｇの過ヨウ素酸ナトリウムとともに、追加の７．９ｇの塩化ス
ルフリルを加える。反応を全４時間をかけて反応させ、その後に冷却して周囲温度に戻す
。粗反応混合物を濾過し、湿った濾滓として過ヨウ素酸ナトリウム触媒を集める。湿った
濾滓を塩化メチレンで洗浄し、０．４５ｇの回収した過ヨウ素酸ナトリウムを得る。
【００６０】
　反応混合物及び塩化メチレン洗浄液を合わせ、氷水浴にゆっくりと注ぎ、クエンチする
まで攪拌する。有機相及び水相を分液し、水相を等体積の塩化メチレンで抽出する。組み
合わせた有機画分を硫酸マグネシウムで乾燥させ、過剰な溶媒をロータリーエバポレータ
ーで除去し、最終生成物を有色オイルとして単離する。
【００６１】
　最終生成物の混合物のＧＣ及びＮＭＲ分析は、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロ
パンが３．１ｇ、ヘキサクロロプロパン異性体が０．５ｇ、１，２，３－トリクロロプロ
パンが０．１ｇ、及びテトラクロロプロパン異性体が０．１ｇで収量を示す。
【００６２】
　例７
　レギオ選択性触媒としてヨウ素酸ナトリウム及び塩化アルミニウムと、塩素化剤として
塩化スルフリルを用いる、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパンへの１，２－ジク
ロロプロパンの塩素化。
【００６３】
　１７ｇの塩化スルフリル及び２．５ｇの塩化アルミニウムをマグネチックスターラーバ
ー及び還流冷却器を備えた反応器に加える。反応混合物を６０℃に加熱し、次いで４．１
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ｇの１，２－ジクロロプロパンを加える。反応を３５分間、攪拌し、このときＧＣ分析は
、９９％超の１，２－ジクロロプロパンが反応して主に１，１，２－トリクロロプロパン
を形成することを示す。
【００６４】
　０．５ｇのヨウ素酸ナトリウムとともに、追加の１５ｇの塩化スルフリルを加える。反
応を全４時間をかけて反応させ、その後に冷却して周囲温度に戻す。反応混合物を氷水浴
にゆっくりと注ぎ、クエンチするまで攪拌する。有機相及び水相を分液し、水相を等体積
の塩化メチレンで抽出する。イオンクロマトグラフィー分析によって示されるように、ヨ
ウ素酸ナトリウムを水性洗浄液中に回収する。組み合わせた有機画分を硫酸マグネシウム
で乾燥させ、過剰な溶媒をロータリーエバポレーターで除去し、最終生成物を有色オイル
として単離した。
【００６５】
　最終生成物の混合物のＧＣ及びＮＭＲ分析は、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロ
パンが５．４ｇ、テトラクロロプロパン異性体が０．６ｇ、ヘキサクロロプロパン異性体
が０．４ｇ、１，１，２－トリクロロプロパンが０．３ｇ及び１，２，３－トリクロロプ
ロパンが０．２ｇで収量を示す。
【００６６】
　例８
　レギオ選択性触媒としてヨウ素酸ナトリウム及び塩化アルミニウムと、塩素化剤として
塩化スルフリルを用いる、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパンへの１，２－ジク
ロロプロパンの塩素化。
【００６７】
　１７ｇの塩化スルフリル、０．６ｇの塩化アルミニウム、及び０．８ｇのヨウ素酸ナト
リウムをマグネチックスターラーバー及び還流冷却器を備えた反応器に加える。反応混合
物を６０℃に加熱し、次いで４．１ｇの１，２－ジクロロプロパンを添加する。反応を全
４時間をかけて攪拌し、その後に冷却して周囲温度に戻す。
【００６８】
　反応混合物を氷水浴にゆっくりと注ぎ、クエンチするまで攪拌する。有機相及び水相を
分液し、水相を等体積の塩化メチレンで抽出する。イオンクロマトグラフィー分析によっ
て示されるように、ヨウ素酸ナトリウムを水性洗浄液中に回収する。組み合わせた有機画
分を硫酸マグネシウムで乾燥させ、過剰な溶媒をロータリーエバポレーターで除去し、最
終生成物を有色オイルとして単離する。
【００６９】
　最終生成物の混合物のＧＣ及びＮＭＲ分析は、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロ
パンが２．３ｇ、１，１，２－トリクロロプロパンが１．４ｇ、テトラクロロプロパン異
性体が０．９ｇ、１，２，３－トリクロロプロパンが０．８ｇ、及びヘキサクロロプロパ
ン異性体が０．２ｇで収量を示す。
【００７０】
　例９
　レギオ選択性触媒として塩化アルミニウムと、塩素化剤として塩素を用いる、１，１，
２，２，３－ペンタクロロプロパンへの１，２－ジクロロプロパンの塩素化。１，２－ジ
クロロプロパン（１０ｍＬ）を、三塩化アルミニウム（０．５１ｇ）を含有する四塩化炭
素（３７．２ｍＬ）の溶液に添加する。混合物を攪拌しつつ、塩素（３０％　ｖ／ｖ　窒
素中）を溶液に通すのと同時に、混合物を５０℃で３時間、次いで１００℃で１時間保持
する。システムの圧力を反応全体にわたり６０～１００ｐｓｉｇの間に維持した。１Ｈ　
ＮＭＲ分光法による反応混合物の分析は、１，２－ジクロロプロパンが５０℃で３時間の
うちにほぼ消費され、主生成物として、１，１，２－トリクロロプロパンを生成したこと
を明らかにした。更に１００℃で１時間後、最終混合物の分析で、主生成物として１，１
，２，２，３－ペンタクロロプロパンを同定した。
【００７１】
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　例１０
　レギオ選択性触媒として塩化アルミニウム及び低レベルの元素状ヨウ素と、塩素化剤と
して塩素を用いる、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパンへの１，２－ジクロロプ
ロパンの塩素化。
【００７２】
ＧＣ分析が出発ジクロロプロパンが６８％の転換を経て、主中間体種として１，１，２－
トリクロロプロパンを得ることを示すまで、１３０ｐｓｉｇ、７０℃で、２２．６質量％
の１，２－ジクロロプロパン、１．３質量％の塩化アルミニウム、及び７６．１質量％の
塩化メチレンの出発混合物に３０ｓｃｃｍで塩素ガスを通して供給することにより生成物
流を調製する。この流れに、反応混合物内の最初のジクロロプロパンに基づき、１５ｍＬ
の塩化メチレンに溶解した３５ｐｐｍの元素状ヨウ素を加える。１，１，２－トリクロロ
プロパン中間体の３６．１％の転換が観測され、主異性体として所望されるペンタクロロ
プロパンを得るまで、得られた混合物を攪拌する。更に、所望されるペンタクロロプロパ
ン及びその前駆体１，２，２，３－テトラクロロプロパンは、不所望な副生成物の１，１
，２，２，３，３－ヘキサクロロプロパン及び１，１，２，３－テトラクロロプロパンに
対して８２．３％の選択性である。本発明の実施態様の一部を以下の項目［１］－［１５
］に記載する。
［項目１］
　１，２－ジクロロプロパンを含む供給流からの塩素化プロパン及び／又はプロペンの製
造方法であって、一つのクロロプロパン対他のクロロプロパンが少なくとも５：１となる
レギオ選択性を提供する、一又は複数のレギオ選択性触媒で少なくとも一つの塩素化段階
を触媒する工程を含む、方法。
［項目２］
　前記レギオ選択性触媒が、塩化アルミニウムを含む、項目１に記載の方法。
［項目３］
　前記レギオ選択性触媒が、非金属ヨウ化物、無機ヨード塩、又は１０，０００ｐｐｍ未
満の元素状ヨウ素を含む、項目１に記載の方法。
［項目４］
　前記レギオ選択性触媒が、一又は複数のヨードベンゼン又はハロゲン化ヨードベンゼン
、フェニルクロロヨードニウムクロリド、ジアリールヨードニウム塩、ヨウ素化ポリマー
、ヨードキシ化合物、ヨードソ化合物、モノ及び三ハロゲン化ヨウ素、ヨウ素酸化物、及
び任意の数のこれらの誘導体又は組み合わせを含む非金属ヨウ化物を含んでなる、項目３
に記載の方法。
［項目５］
　前記レギオ選択性触媒が、ヨウ素酸ナトリウム、過ヨウ素酸ナトリウム、又はこれらの
組み合わせを含む無機ヨード塩を含んでなる、項目３に記載の方法。
［項目６］
　少なくとも二つの塩素化段階を前記レギオ選択性触媒で触媒する、項目１に記載の方法
。
［項目７］
　一つの塩素化段階を塩化アルミニウムで触媒し、別の段階を非金属ヨウ化物、無機ヨー
ド塩又は１０，０００ｐｐｍ未満の元素状ヨウ素で触媒する、項目６に記載の方法。
［項目８］
　両段階を同じ反応器内で行う、項目７に記載の方法。
［項目９］
　少なくとも一つの塩素化段階を、フリーラジカル開始剤又はイオン性塩素化触媒の存在
下で行い、前記フリーラジカル開始剤が、アゾビスイソブチロニトリル、１，１’－アゾ
ビス（シクロヘキサンカルボニトリル）、ジ－ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシド、過酸化ベ
ンゾイル、過酸化ジベンゾイル、過酸化メチルエチルケトン、過酸化アセトン、又は任意
の数のこれらの組み合わせを含む、項目１に記載の方法。
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［項目１０］
　少なくとも一つの脱塩化水素段階を更に含む、項目１に記載の方法。
［項目１１］
　前記少なくとも一つの脱塩化水素段階を触媒の存在下で行う、項目１０に記載の方法。
［項目１２］
　塩素原子源が、塩化スルフリル、塩素又はこれらの組み合わせ、のいずれかを含む、項
目１に記載の方法。
［項目１３］
　前記方法を、更に、四塩化炭素及び／又は塩化スルフリルを含む溶媒の存在下で行う、
項目１２に記載の方法。
［項目１４］
　前記一つのクロロプロパンが、１，１，２－トリクロロプロパン、１，１，２，２，３
－ペンタクロロプロパン又はこれらの組み合わせを含むトリ－、又はペンタクロロプロパ
ンである、項目１に記載の方法。
［項目１５］
　前記塩素化プロペンが、１，１，２，３－テトラクロロプロペンを含む、項目１に記載
の方法。
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