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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１，１，２，３－テトラクロロプロペン
生成のための方法であって、前記１，２－ジクロロプロパンが塩素化されて１種以上のペ
ンタクロロプロパンを生成し、前記塩素化により生成されるペンタクロロプロパンの少な
くとも一部が、塩化アルミニウムを使用して、触媒作用によって脱塩化水素化され、前記
ペンタクロロプロパンが１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンを含み、前記触媒的
脱塩化水素化が１，１，２，３－テトラクロロプロペンおよび未反応のペンタクロロプロ
パンを含む流れを生成する、方法。
【請求項２】
　前記脱塩化水素触媒の全濃度が全反応混合物の５モル％より少ない、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　化学塩基の存在下において実行される少なくとも１つの追加的な液相脱塩化水素化を更
に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記触媒的脱塩化水素化からの前記供給流が、前記液相脱塩化水素化へ提供される、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記触媒が、前記化学塩基脱塩化水素化の生成物により反応を停止し、前記生成物流か
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ら除去される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記供給流が１，２，３－トリクロロプロパンを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ＨＣｌが副生成物として生成される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ＨＣｌが無水ＨＣｌとして回収される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記化学塩基が、苛性剤、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、またはこれらの組み合
わせを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項１０】
　前記生成物流が、前記脱塩化水素触媒を低減するために反応を停止され、前記反応停止
した触媒が前記生成物流から任意に除去される、請求項１または２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塩素化プロペン生成のための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）生成物は、冷蔵、空調、発泡体の発泡を含む多く
の用途において、ならびに医療用エアロゾル装置を含むエアロゾル製品のための噴射剤と
して、広く活用される。ＨＦＣは、これが取って代わったクロロフルオロカーボンおよび
ハイドロクロロフルオロカーボン生成物よりも環境により配慮したものであることは証明
されているものの、かなりの地球温暖化能力（ＧＷＰ）を提示することも最近発見されて
いる。
【０００３】
　現在のフルオロカーボン生成物に対してより許容可能な代替物の追求により、ハイドロ
フルオロオレフィン（ＨＦＯ）生成物の出現に至った。以前使われていたものと比べると
、ＨＦＯは、オゾン層への悪影響がより少ないか、または皆無であり、ＧＷＰもＨＦＣと
比べてはるかに低く、大気へ与える影響がより少ないと期待される。好都合なことに、Ｈ
ＦＯの提示する引火性および毒性もまた、低いものである。
【０００４】
　環境上、したがって経済上のＨＦＯの重要性が高まるにつれ、その生成において活用さ
れる前駆物質への需要も高まっている。多くの望ましいＨＦＯ化合物、例えば２，３，３
，３－テトラフルオロプロプ－１－エンまたは１，３，３，３－テトラフルオロプロプ－
１－エン等は、クロロカーボンの供給材料、特に、塩素化プロペンを活用することで典型
的に生成され得、塩素化プロペンはまた、ポリウレタン発泡剤、殺生物剤、およびポリマ
ー製造のための供給材料としても使用され得る。
【０００５】
　残念ながら、多くの塩素化プロペンは、その製造において典型的に活用される方法が複
雑かつ多段階であることに少なくとも一部は起因して、商業的な利用可能性が制限されて
いる場合、および／または非常に高値でしか手に入らない場合がある。これは、塩素化プ
ロペン製造のための従来型の方法が、供給材料として有用であるために必要とされる大規
模な製造によって経済的に生成されるには高価に過ぎる出発物質の使用を必要とする場合
があるという事実に、少なくとも一部は起因するであろう。より費用効果のある出発物質
は知られているものの、それらの使用は、従来型の出発物質よりも望ましくない中間体を
多量に生成することに帰着し得る。それ故に、初めにもたらされる費用節減も、これらの
望ましくない中間体の除去または処分に対処することで費消され得る。
【０００６】
　したがって、冷媒および他の商業的な生成物の合成における供給材料として有用なクロ
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ロカーボン前駆物質の生成のための、改善された方法を提供することが望ましくあるだろ
う。とりわけ、このような方法は、出発物質がより安価であり、また、２次生成物の除去
のために追加的な処理費を必要とするのではなく、むしろ同生成物の使用をもたらすなら
ば、当分野の現在の状態に対して改善をもたらすであろう。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明は、塩素化プロペン生成のための効率的な方法を提供する。有利なことに、本方
法は、クロロヒドリン生成における副生成物である、１，２－ジクロロプロパンを、単独
で、あるいは１，２，３－トリクロロプロパンと共に、安価な出発物質として利用する。
出発物質としてのジクロロプロパンの使用は、少なくともそれがもたらす費用節減の点に
おいて有利ではあるものの、所望される最終生成物へ容易には処理されない１，１，１，
２，２－ペンタクロロプロパンを大量に生成してしまうということに帰着し易い傾向にあ
る。１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンは、例えば１，１，２，３－テトラクロ
ロプロペンを生成するための従来型の技術では容易には脱塩化水素化されないものの、所
望される最終生成物を提供するために好適な触媒を使用することで効率的に脱塩化水素化
され、ＰＤＣの出発物質としての使用をより更に経済的に実行可能にするということが、
最近発見されている。
【０００８】
　一態様において、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
ペン生成のための方法を提供する。本方法は、ＰＤＣ供給流の塩素化により生成されるペ
ンタクロロプロパンの少なくとも一部の触媒的脱塩化水素化を含む。幾つかの実施形態に
おいて、ペンタクロロプロパンは１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンを含む。脱
塩化水素触媒は、塩化アルミニウム、五塩化アンチモン、四塩化チタン、またはこれらの
組み合わせからなる群より選択される。幾つかの実施形態において、これらの内少なくと
も１つは、塩化第二鉄と共に使用され得る。望ましくは、脱塩化水素触媒は、全反応混合
物の５モル％より少ない、または２モル％よりも少ない量で活用される。追加的な脱塩化
水素化が実施され得、そのような実施形態において、化学塩基の存在下で、液相において
実施されてもよい。少なくとも１回の触媒的脱塩化水素ステップが活用されるため、ＨＣ
ｌの副生成物としての回収が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態に従う方法の略図を示す。
【図２】別の実施形態に従う方法の略図を示す。
【図３】一実施形態に従う生成物流のＮＭＲスペクトルを示す。
【図４】別の実施形態に従う供給物流（下）および生成物流（上）のＮＭＲスペクトルを
示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書は、より良く本発明を定義するために、ならびに本発明の実践において当業者
を指導するために、ある定義と方法とを提供する。特定の用語または言い回しに関する定
義の提供、または不提供は、何らかの特定の重要性、またはその欠如を示唆することを意
図していない。むしろ、特に断りの無い限り、用語は、関連業者による従来型の使用法に
従い理解されるべきである。
【００１１】
　本明細書において使用される「第１」、「第２」、および同類の用語は、順番、量、ま
たは重要性のいずれも意味せず、むしろ１要素を別のものから区別するために使用される
。また、「ａ」および「ａｎ」という用語は、量の制限を意味せず、むしろ当該品目の内
少なくとも１つの存在を意味し、「前」、「後ろ」、「下」、および／または「上」とい
う用語は、特に断りの無い限り、記載の便宜のために使用されているに過ぎず、任意の１
つの位置または空間的定位に制限されない。
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【００１２】
　範囲が開示される場合、同じ成分または特性に向けられる全ての範囲の終端点は算入さ
れ、独立して組み合わせることができる（例えば、「２５重量％まで、または、より具体
的には、５重量％～２０重量％、」という範囲は、終端点および「５重量％～２５重量％
」の範囲のあらゆる中間値を算入する等）。本明細書において使用されるパーセント（％
）転化は、反応器中の反応物質の、流入に比するモル流量または質量流量における変化を
指し示すことを意図し、一方パーセント（％）選択性は、反応物質のモル流量の変化に比
する反応器中の生成物のモル流量における変化を意味する。
【００１３】
　本明細書を通して、「一実施形態」または「ある実施形態」への言及は、ある実施形態
に関連して記載される特定の特色、構造、または特徴が、少なくとも１つの実施形態に含
まれることを意味する。したがって、本明細書を通して、様々な場所における「一実施形
態において」または「ある実施形態において」という言い回しの出現は、必ずしも同じ実
施形態を言及するものではない。更に、特定の特色、構造または特徴は、１つ以上の実施
形態において、任意の好適な様式で組み合わされてよい。
【００１４】
　幾つかの事例において、「ＰＤＣ」は、１，２－ジクロロプロパンの省略形として使用
され得、「ＴＣＰ」は１，２，３－トリクロロプロパンの省略形として使用され得、「Ｔ
ＣＰＥ」は、１，１，２，３－テトラクロロプロペンの省略形として使用され得る。「分
解」および「脱塩化水素」という用語は、同じ反応形式、つまり、塩素化炭化水素反応剤
中の隣接する炭素原子からの水素原子および塩素原子の除去に典型的による二重結合の創
成を結果として生じるもの、を指すために互換的に使用される。
【００１５】
　本発明は、ＰＤＣを含む供給流からの塩素化プロペン生成のための効率的な方法を提供
する。多くのクロロヒドリン法および塩化アリル法における副生成物であるＰＤＣの出発
物質としての使用は、いくつかの従来型のクロロヒドリン法および塩化アリル法に関連し
てなされているであろう焼却処分よりも、経済的により魅力的である。
【００１６】
　ＰＤＣの塩素化は、他のペンタクロロプロパン異性体に加えて、１，１，１，２，２－
ペンタクロロプロパンの大量の生成に行き着くことがある。しかしながら、他のペンタク
ロロプロパン異性体とは異なり、１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンは、１，１
，２，３－テトラクロロプロペンを生成するために苛性剤を使用しても容易には脱塩化水
素化され得ない。結果として、１，１，２，３－テトラクロロプロペンに向けてＰＤＣを
出発物質として使用する方法は、所望されるより低い収率、または経済的な実現可能性を
提示する場合がある。
【００１７】
　１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンが、ある触媒の存在下で容易に脱塩化水素
化し、１，１，２，３－テトラクロロプロペンを提供することが最近発見されている。そ
れ故に、本方法において、本方法により生成されるペンタクロロプロパンの少なくとも一
部が、塩化アルミニウム、五塩化アンチモン、四塩化チタン、またはこれらの組み合わせ
からなる群より選択される触媒を使用して、触媒作用によって分解される。
【００１８】
　驚くべきことに、これらの触媒が、１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンを分解
する能力を持つのみならず、これがなされる際、より望ましい異性体である１，１，２，
３－テトラクロロプロペンをほぼ排他的に提供するということが最近発見されている。当
業者は１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンを分解することで、２，３，３，３－
テトラクロロプロペンが主として生成されると予期していたであろうことから、これは大
変に驚くべきことである。本方法を使用することで、幾らかの量の２，３，３，３－テト
ラクロロプロペンが生成されることが予期されるものの、活用される分解条件下で、少な
くとも一部、そうでなければ実質的に全ての任意のこの量が異性化し、１，１，２，３－
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テトラクロロプロペンを提供すると考えられる。１，１，１，２，２－ペンタクロロプロ
パンは従来型の苛性クラッキング条件に応じて分解しないため、この結果は驚くべきもの
であり、塩化第二鉄、またルイス酸も１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンを分解
するために有効ではないことから、この結果は更に驚くべきことである。
【００１９】
　本方法において活用される任意の他の脱塩化水素化は、気相または液相のどちらで起こ
ってもよく、化学塩基の存在下で、または追加的な気相脱塩化水素化の場合は触媒の存在
下で起こってもよい。本方法の幾つかの実施形態において、最初のＰＤＣの気相での脱塩
化水素化に加えて、１回以上の追加的な気相での触媒的脱塩化水素化が活用され、結果と
して、このような方法は従来型の方法と比べて苛性クラッキングステップの更なる低減を
提供し得る。このような実施形態において、追加的な量の無水ＨＣｌが回収され得る。無
水ＨＣｌは、従来型の苛性クラッキングステップが活用された場合に副生成物（複数可）
として生成される塩化ナトリウムよりも、より大きな価値を持つ。したがって、本方法は
、売却するか、あるいは例えばエチレンジクロリドを生成するためのエチレンのオキシ塩
素化等の他の方法のための供給材料として使用し得る、副生成物の生成に帰着する。触媒
の使用が所望される場合、好適な脱塩化水素触媒としては、限定されるものではないが、
塩化アルミニウム（ＡｌＣｌ３）、五塩化アンチモン（ＳｂＣｌ５）、四塩化チタン（Ｔ
ｉＣｌ４）、塩化第二鉄（ＦｅＣｌ３）、またはこれらの組み合わせが挙げられる使用さ
れ得る。
【００２０】
　他の実施形態において、本方法の追加的な脱塩化水素ステップは、化学塩基または液体
苛性剤の存在下で実行されてよい。多くの化学塩基がこの目的のために有用であることが
当分野において公知であり、これらはいずれも使用し得る。例えば、好適な塩基としては
、限定されるものではないが、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシ
ウム等のアルカリ金属水酸化物、例えば炭酸ナトリウム等のアルカリ金属炭酸塩、リチウ
ム、ルビジウム、およびセシウム、またはこれらの組合せが挙げられる。相間移動触媒、
例えば第四級アンモニウム塩および第四級ホスホニウム塩がまた、これらの化学塩基を用
いる脱塩化水素反応の速度を改善するために添加され得る。
【００２１】
　しかしながら、本方法において活用される任意の塩素化は、触媒の使用の有無に関わら
ず液相において実行され得、触媒は所望されるならば、本方法を増進させるために使用さ
れ得る。例えば、フリーラジカル開始剤は使用に関して好適であり、当業者は多くを知っ
ている。公知のフリーラジカル触媒または開始剤が、望ましくは、本方法を増進するため
に使用される。このような触媒は、典型的に、１つ以上の塩素、過酸化物、またはアゾ（
Ｒ－Ｎ＝Ｎ－Ｒ′）基を含み得、ならびに／あるいは反応器の相移動度／活性度を提示し
得る。本明細書において使用される言い回し、「反応器の相移動度／活性度」は、相当量
の触媒または開始剤が、反応器の設計上の制限内で、生成物、塩素化および／またはフッ
素化プロペン（複数可）の有効なターンオーバーを開始し伝播することのできる十分なエ
ネルギーを持つフリーラジカルを生成するために、利用可能であることを意味する。
【００２２】
　更に、フリーラジカル開始剤は、フリーラジカルの理論最大値が、本方法の温度／滞留
時間の下で、所与の開始剤から生成されるような、十分な等方性解離エネルギーを有する
必要がある。低濃度または反応性のために初期ラジカルのフリーラジカル塩素化が阻害さ
れるような濃度でフリーラジカル開始剤を使用することは、特に有用である。驚くべきこ
とに、同開始剤の活用は、本方法による不純物の生成を増加させず、少なくとも５０％、
または６０％まで、７０％まで、ならびに幾つかの実施形態において、８０％まで、ある
いは更にそれ以上の塩素化プロペンの選択率をもたらす。
【００２３】
　このようなフリーラジカル開始剤は当業者に広く公知であり、例えば、“Ａｓｐｅｃｔ
ｓ　ｏｆ　ｓｏｍｅ　ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｐｒｏ
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ｃｅｓｓｅｓ，”Ｂａｍｆｏｒｄ，Ｃｌｅｍｅｎｔ　Ｈ．Ｕｎｉｖ．Ｌｉｖｅｒｐｏｏｌ
，Ｌｉｖｅｒｐｏｏｌ，ＵＫ．，Ｐｕｒｅ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒ
ｙ，（１９６７），１５（３－４），３３３－４８およびＳｈｅｐｐａｒｄ，Ｃ．Ｓ．；
Ｍａｇｅｌｉ，Ｏ．Ｌ．“Ｐｅｒｏｘｉｄｅｓ　ａｎｄ　ｐｅｒｏｘｙ　ｃｏｍｐｏｕｎ
ｄｓ，ｏｒｇａｎｉｃ，”Ｋｉｒｋ－Ｏｔｈｍｅｒ　Ｅｎｃｙｃｌ．Ｃｈｅｍ．Ｔｅｃｈ
ｎｏｌ．，３ｒｄ　Ｅｄ．（１９８２），１７，２７－９０において概説されている。
【００２４】
　上記を考慮に入れると、塩素を含む好適なフリーラジカル開始剤の例としては、限定さ
れるものではないが、四塩化炭素、ヘキサクロロアセトン、クロロホルム、ヘキサクロロ
エタン、ホスゲン、塩化チオニル、塩化スルフリル、トリクロロメチルベンゼン、過塩素
化アルキルアリール官能基、あるいは次亜塩素酸、次亜塩素酸ｔ－ブチル、次亜塩素酸メ
チルを含む、有機および無機の次亜塩素酸塩、例えばｃｈｌｏｒｏａｍｉｎｅ－Ｔ（登録
商標）等の塩素化アミン（クロラミン）および塩素化アミドまたはスルホンアミド等が挙
げられる。１つ以上の過酸化物基を含む好適なフリーラジカル開始剤の例としては、過酸
化水素、次亜塩素酸、過酸化ジ－ｔ－ブチル、過酸化ベンゾイル、過酸化クミルを含む、
脂肪族および芳香族過酸化物またはハイドロ過酸化物等が挙げられる。ジペルオキシドは
、競合的方法（例えば、ＴＣＰ（およびその異性体）ならびにテトラクロロプロパンへの
ＰＤＣのフリーラジカル塩素化）を伝播することができるという利点をもたらす。加えて
、例えばアゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）または１，１′－アゾビス（シクロヘ
キサンカルボニトリル（ＡＢＣＮ）等の化合物は、本発明の条件下で、トリクロロプロパ
ンおよびテトラクロロプロパンへのＰＤＣの塩素化に影響を与える際に有用となり得る。
これらの任意の組み合わせもまた、活用され得る。
【００２５】
　塩素化反応は、Ｂｒｅｓｌｏｗ，Ｒ．により、Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｒｅａｃｔｉｏｎ　Ｍ
ｅｃｈａｎｉｓｍｓ　Ｗ．Ａ．Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｐｕｂ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　ｐ２２３
－２２４において教示されるように、フリーラジカル触媒／開始剤の光分解を誘導するた
めに好適な波長で、パルスレーザーまたは連続ＵＶ／可視光源に供されてよい。光源の３
００～７００ｎｍの波長は、商業的に利用可能なラジカル開始剤を解離するのに十分であ
る。このような光源としては、例えば、反応器チャンバを照射するように構成される適切
な波長またはエネルギーの、Ｈａｎｏｖｉａ　ＵＶ放電灯、太陽灯、またはパルスレーザ
ービームまでもが挙げられる。代わりに、Ｂａｉｌｌｅｕｘらにより、Ｊｏｕｒｎａｌ　
ｏｆ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ，２００５，ｖｏｌ．２２９，ｐ
ｐ．１４０－１４４において教示されるように、反応器に導入されたブロモクロロメタン
供給原料へのマイクロ波放電からクロロプロピルラジカルを生成し得る。
【００２６】
　イオン性塩素化触媒はまた、本方法において行われる塩素化を触媒するために使用され
得る。イオン性塩素化触媒は、隣接する炭素原子から塩素および水素を除去し、この炭素
原子が二重結合を形成し、ＨＣｌが放出される。塩素分子は次いで、二重結合を置換する
ことで再付加され、より高次の塩素化アルカンをもたらす。イオン性塩素化触媒は当業者
または分野に広く公知であり、任意のこれらの触媒が本方法において使用され得る。例示
的なイオン性塩素化触媒としては、限定されるものではないが、塩化アルミニウム、塩化
第二鉄（ＦｅＣｌ３）および他の鉄含有化合物、ヨウ素、硫黄、五塩化アンチモン（Ｓｂ
Ｃｌ５）、三塩化ホウ素（ＢＣｌ３）、ハロゲン化ランタン、金属トリフラート、ならび
にこれらの組み合わせが挙げられる。
【００２７】
　本方法において活用される触媒のいずれかまたは全てを、バルクまたは例えば活性炭、
グラファイト、シリカ、アルミナ、ゼオライト、フッ素化グラファイト、およびフッ素化
アルミナ等の基材に結合させて提供することができる。所望される触媒（もしあれば）、
またはその構成がどのようなものであっても、当業者は、それらの適切な形式および導入
方法を決定する方法を熟知している。例えば、多くの触媒は典型的に、別の供給として、
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あるいは他の反応物との溶液として、反応ゾーンに導入される。
【００２８】
　活用される任意のフリーラジカル塩素化および／または脱塩化水素触媒の量は、他の反
応条件と同様、選択される特定の触媒に依存する。一般的に、触媒の活用が所望される本
発明の実施形態において、反応方法条件（例えば、必要とされる温度の低下など）または
実現される生成物に幾らかの改善をもたらすために十分な触媒／開始剤が活用されるべき
であるが、経済的実用性の理由だけでも、如何なる追加的な利益ももたらされない。
【００２９】
　単に例示目的に示すものであるが、フリーラジカル開始剤またはイオン性塩素化触媒の
有用な濃度は、１ｐｐｍ～２０重量％、または１０ｐｐｍ～１０％、または０．０１％～
５重量％の範囲であろうことが予期される。脱塩化水素触媒が１つ以上の脱塩化水素ステ
ップに関して活用される場合、有用な濃度は、７０℃～２００℃の温度で、０．０１重量
％～５重量％、または０．０５重量％～２重量％の範囲であってよい。化学塩基が１回以
上の脱塩化水素化に関して活用される場合、これらの有用な濃度は、０．０１～２０グラ
ムモル／Ｌ、または０．１グラムモル／Ｌ～１５グラムモル／Ｌ、または１グラムモル／
Ｌ～１０グラムモル／Ｌの範囲であり、それらの間の全ての部分範囲を算入するであろう
。各触媒／塩基の相対濃度は、例えば、１，２－ジクロロプロパン単独で、または１，２
，３－トリクロロプロパンと共になされる供給に応じて所与される。
【００３０】
　本方法の塩素化ステップは、任意の塩素化剤を使用して実施され得、これらの内幾つか
は当分野において公知である。例えば、好適な塩素化剤としては、限定されるものではな
いが、塩素、および／または塩化スルフリル（ＳＯ２Ｃｌ２）が挙げられる。塩素化剤の
組み合わせもまた使用され得る。前述のイオン性塩素化触媒の使用によって促進されるよ
うな場合は、Ｃｌ２および塩化スルフリルのいずれかまたは両方が、特に有効であり得る
。
【００３１】
　本方法は、所望される塩素化プロペンを生成するために、１つ以上の塩素化アルカンを
利用し得る。望ましくは、１つ以上の塩素化アルカンは、多くのクロロヒドリン法および
塩化アリル法における副生成物としてのその生成により安価で手に入り得る、１，２－ジ
クロロプロパンを含む。本方法の供給材料はまた、所望されるならば、トリクロロプロパ
ン、または他の塩素化アルカンを含んでもよい。そして、１つ以上の塩素化アルカンは、
所望されるならば、例えば、クロロヒドリン法における副生成物として、あるいは当業者
に公知の任意の他の方法によって、本方法中またはその前段において生成されてよい。
【００３２】
　任意の塩素化プロペンが本方法を使用して生成され得るが、３～４個の塩素原子を持つ
ものがより商業的に希求され、したがって、幾つかの実施形態において同塩素化プロペン
の生成が好まれ得る。幾つかの実施形態において、本方法は、冷蔵、ポリマー、殺生物剤
等のための供給材料として高く希求される、１，１，２，３－テトラクロロプロペンの生
成において使用され得る。
【００３３】
　追加的な実施形態において、本方法の１つ以上の反応条件は、更なる利点、つまり反応
副生成物の選択率、転化率、または生成における改善をもたらすように、最適化され得る
。ある実施形態において、複数の反応条件が最適化され、生成される反応副生成物の選択
率、転化率、および生成における更なる改善すら確認し得る。
【００３４】
　最適化され得る本方法の反応条件は、例えば、製造フットプリントにおいて既存の装置
および／または材料の活用によって調節し得る、または低リソースコストで獲得しうる等
、適宜調節される任意の反応条件を含む。このような条件の例は、限定されるものではな
いが、温度、圧力、流量、反応物のモル比、機械攪拌等の調節を含み得る。
【００３５】
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　しかしながら、本明細書に記載される各ステップで採用される特定の条件は重要ではな
く、当業者によって容易に決定される。重要なことは、ＰＤＣが出発物質として活用され
ることと、本方法により生成されるペンタクロロプロパンの少なくとも一部が、塩化アル
ミニウム、五塩化アンチモン、四塩化チタン、またはこれらの組み合わせからなる群より
選択される脱塩化水素触媒を使用して、触媒作用によって脱塩化水素化されることと、で
ある。当業者は、各ステップのための好適な装置と、塩素化、脱塩化水素、分離、乾燥、
および異性化ステップを実行し得る特定の条件と、を容易に決定することができるであろ
う。
【００３６】
　例示的な一実施形態において、ＰＤＣは、例えば、内部冷却コイルを備えるバッチまた
は連続攪拌槽オートクレーブ反応器等の液相反応器に供給される。気液解放タンクまたは
容器が付随する、シェルおよび多管交換器もまた使用し得る。好適な反応条件としては、
例えば、周囲温度（例えば、２０℃）～２００℃、または３０℃～１５０℃、または４０
℃～１２０℃、または５０℃～１００℃の温度が挙げられる。周囲圧力、または１００ｋ
Ｐａ～１０００ｋＰａ、または１００ｋＰａ～５００ｋＰａ、または１００ｋＰａ～３０
０ｋＰａの圧力が使用され得る。このような条件で、１つ以上のイオン性塩素化触媒を使
用することにより、ＰＤＣは、三、四、および五塩素化プロパンへ、６０％超、または７
０％超、または８０％超、または８５％超、または９０％超、または９５％超の転化率で
塩素化され、更には１００％まで確認することができる。
【００３７】
　本方法は、水無しで、つまり溶媒の非存在下で実施してもよく、あるいは１つ以上の溶
媒が、塩素化反応器に提供されてもよく、供給材料として提供されてもよく、または塩素
化反応器からの流れを受けるように動作可能に配置された、１つ以上の分離カラムから再
循環されてもよい。例えば、モノクロロプロペン中間体は、１つの分離カラムから塩素化
反応器に再循環されてもよく、トリおよびテトラクロロプロパン中間体は、別の分離カラ
ムから再循環されてもよく、ならびに／あるいは塩素化反応器は、例えば、四塩化炭素、
塩化スルフリル、１，１，２，３，３－ペンタクロロプロパン、１，１，２，２，３，３
－ヘキサクロロプロパン、他のヘキサクロロプロパン異性体、または他の水もしくはアル
コール系溶媒、あるいはこれらの組み合わせ等の、塩素化反応のための任意の適切な溶媒
の供給材料を提供され得る。
【００３８】
　塩素化反応器からの上部蒸気は、冷却され、凝縮され、第１の分離カラムに供給される
。このカラムは、無水ＨＣｌをその上部ラインに提供し、下部再循環ラインを通じて塩素
を提供するために有効な条件で運転される。
【００３９】
　より具体的には、このようなカラムの頂部温度は、典型的に０℃以下に設定され得、ま
たはより好ましくは－７０℃～－１０℃の温度に設定され得る。このカラムの下部温度は
、望ましくは、下部の混合組成物にある程度依存する正確な温度によって、１０℃～１５
０℃、または３０℃～１００℃に設定される。このカラムの圧力は、望ましくは、２００
ｋＰａ超に、または好ましくは５００ｋＰＡ～２０００ｋＰａに、またはより好ましくは
５００ｋＰａ～１０００ｋＰａに設定される。このような条件で運転されるカラムの下部
流は、過剰な塩素、未反応のＰＤＣ、およびモノクロロプロペン中間体を含有することが
予想される一方、上部流は、無水ＨＣｌを含むことが予想される。
【００４０】
　塩素化反応器からの液体生成物流は、三および四塩素化プロパンを五塩素化プロパンか
ら分離するために有効な条件下で運転される、第２分離カラムに供給され得る。この分離
カラムからの、三および四塩素化プロパンを含む上部流は、更なる転化／塩素化のために
、塩素化反応器へと再循環されてもよく、一方でペンタクロロプロパン、および例えばヘ
キサクロロプロパンの異性体等の重質副生成物を含むと見込まれる下部流は、更なる分離
カラムへと提供されてよい。
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【００４１】
　この第３の分離カラムは、望ましいペンタクロロプロパン、すなわち１，１，２，２，
３－ペンタクロロプロパン、１，１，１，２，３－ペンタクロロプロパン、および１，１
，１，２，２－ペンタクロロプロパンを、下部流としてパージされる望ましくない１，１
，２，３，３－ペンタクロロプロパンおよび重質成分から分離する。
【００４２】
　１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパン、１，１，１，２，３－ペンタクロロプロ
パン、および１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンを含む上部流は次いで、触媒的
脱塩化水素反応器に提供され、ここでこの上部流は、２，３，３，３－テトラクロロプロ
ペンおよび１，１，２，３－テトラクロロプロペンを生成するために、塩化アルミニウム
、五塩化アンチモン、四塩化チタン、またはこれらの組み合わせからなる群より選択され
る触媒の存在下で、触媒作用によって脱塩化水素化される。幾つかの実施形態において、
触媒的脱塩化水素触媒は、塩化第二鉄を更に含み得る。
【００４３】
　この触媒的脱塩化水素反応器は、典型的に、バッチまたは連続攪拌槽型反応器であり得
る。混合は、例えば、機械式攪拌器、静的混合器、または供給流のジェット混合によりな
され得る。反応器は、反応温度を６０℃～１２０℃に、または好ましくは７０℃～１００
℃に、またはより好ましくは８０℃～９０℃に維持するために、内部または外部熱交換器
を備える。反応器は上部に、無水ＨＣｌを除去し、有機反応物および生成物を戻すために
５０℃未満で運転される冷却器を備え得る。反応器は、ＨＣｌ副生成物を効率的に除去す
るために、周囲圧力以上で運転され得る。
【００４４】
　この触媒的脱塩化水素反応器からの液体生成物流は、１，１，２，３－テトラクロロプ
ロパン、および未反応のペンタクロロプロパン異性体、つまり触媒的脱塩化水素反応条件
により実質的に影響を受けなかったものを含むことが予期される。より具体的には、この
流れは１，１，２，３－テトラクロロプロペン、１，１，１，２，３－ペンタクロロプロ
パン、少量の未転化の１，１，１，２，２－および１，１，１，２，３－ペンタクロロプ
ロパン、ならびに溶解したＨＣｌを含むであろうことが予期される。この生成物流は次い
で、更なる脱塩化水素装置、すなわち望ましくは生成物ＴＣＰＥをまず除去すること無し
に液体塩基または苛性剤で実行されるもの、へと供給され得る。有利なことに、ルイス酸
触媒が蒸留ステップ間に存在すると、再沸器内での塩素化有機物の分解に帰着し得るため
、ここでの苛性クラッキングステップの使用はまた、ルイス酸触媒の反応を停止するため
に役立つ。
【００４５】
　苛性脱塩化水素反応器からの反応流は、任意に乾燥カラムへ提供されてもよく、そこか
らの乾燥流は、上部流内のＴＣＰＥ生成物およびその異性体、ならびに下部流内の未反応
のクロロプロパン中間体を回収するために、更なる蒸留装置へと提供される。下部流は次
いで、分離装置へ再循環され、ここでペンタクロロプロパン中間体が回収され、触媒的脱
塩化水素反応器へと再循環される。
【００４６】
　分離されたＴＣＰＥおよびその異性体は次いで、適切な条件下で２，３，３，３－テト
ラクロロプロペンを１，１，２，３－テトラクロロプロペンに異性化するために、反応器
に供給される。例えば、触媒が異性化を助長するために活用されてよく、その場合、好適
な触媒としては、限定されるものではないが、（ｉ）カオリナイト、ベントナイト、およ
びアタパルジャイトを含む極性表面を有する珪質顆粒、（ｉｉ）サポナイトまたは石英等
の、シリカの他のミネラル塩、あるいは（ｉｉｉ）シリカゲル、ヒュームドシリカ、およ
びガラス等の珪質非ミネラル物質、または任意のこれらの組み合わせが挙げられる。この
ような反応流のための乾燥カラムに関する好適な条件もまた、米国特許第３，９２６，７
５８号により明示されるように、当業者に公知である。
【００４７】
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　このような方法の略図が図１に示される。図１に示されるように、方法１００は、塩素
化反応器１０２、１２０、分離装置１０４、１０６、１０８、１１２、および１１４、脱
塩化水素反応器１１６および１１８、ならびに乾燥装置１１０を利用する。
【００４８】
　運転において、塩素化反応器１０２への供給は、新鮮なＰＤＣ、および再循環されたト
リクロロプロパン、１つ以上の塩素化剤、ならびに任意に１つ以上の開始剤または触媒を
含む。塩素化反応器１０２は、無水ＨＣｌ、ならびに未反応の塩素およびＰＤＣを含む上
部流と、未反応のＰＤＣ、および３～６個の塩素原子を含む塩素化プロパン生成物を含む
下部流と、を提供する条件下で運転される。上部流は分離カラム１０４へ、無水ＨＣｌの
分離および回収のために提供される。分離カラム１０４は、未反応のＰＤＣおよび塩素を
含む下部流を提供し、この下部流は塩素化反応器１０２へ再循環され得る。
【００４９】
　塩素化反応器１０２からの下部流は、塩素化反応器１０２へ再循環され得る、ＰＤＣ、
ならびにトリクロロプロパンおよびテトラクロロプロパン中間体を含む上部流と、分離装
置１０８へ提供される、１，１，２，３－テトラクロロプロパン、ペンタクロロプロパン
、および重質２次生成物を含む下部流と、を提供するために有効な条件下で運転される分
離装置１０６へ提供される。
【００５０】
　分離装置１０８は、適切に処分され得る、望ましくないペンタクロロプロパン異性体、
１，１，２，３，３－ペンタクロロプロパン、およびヘキサクロロプロパンから、１，１
，２，３－テトラクロロプロパンおよび望ましいペンタクロロプロパンを分離する。望ま
しいペンタクロロプロパンは、触媒的脱塩化水素反応器１１６へ上部に提供され、１，１
，２，３－テトラクロロプロペン（ＴＣＰＥ）を提供するために脱塩化水素化される。
【００５１】
　より具体的には、分離装置１０８からの上部流は、望ましくは、１，１，２，３－テト
ラクロロプロペン、ならびに１，１，２，２，３－、１，１，１，２，３－、および１，
１，１，２，２－ペンタクロロプロパンを含み得る。特に１，１，１，２，２－ペンタク
ロロプロパンは、１，１，２，３－テトラクロロプロペンを生成するように、通常の苛性
クラッキング条件下で分解することは無いが、この異性体は、塩化アルミニウム、塩化ア
ンチモン、塩化チタン、これらの組み合わせ、または任意のこれらの組み合わせと塩化第
二鉄とを使用することで、ＴＣＰＥを提供するように、触媒作用によって分解するであろ
う。そうするために、脱塩化水素反応器１１６は、望ましくは、８０℃～１００℃の温度
、大気圧以上の圧力、２重量％以上の触媒濃度で運転される。
【００５２】
　有利なことに、触媒的脱塩化水素反応器１１６はＨＣｌの流れを生成し、この流れは無
水ＨＣｌの更なる量の回収のために分離装置１０４へ提供され得る。１，１，２，３－テ
トラクロロプロパン、１，１，２，３－テトラクロロプロペン、および１，１，２，２，
３－ペンタクロロプロパンを含むと見込まれる、触媒的脱塩化水素反応器１１６からの生
成物流は、望ましくは苛性脱塩化水素反応器であってよい脱塩化水素反応器１１８へ直接
提供され、ここで１，１，２，３－テトラクロロプロパン、および１，１，２，２，３－
ペンタクロロプロパンは苛性分解され、ＴＣＰＥおよびトリクロロプロペンを含む生成物
流を生成する。任意に、反応器１１６からの生成物流は、脱塩化水素反応器１１８へ供給
される前に、ＡｌＣｌ３を除去するために、反応停止装置（図示せず）へ提供されてよい
。脱塩化水素反応器１１８からの生成物流は、水、ならびに例えば水酸化アルミニウムお
よび塩化ナトリウム等の水溶性２次生成物を除去するために、乾燥装置１１０へ供給され
る。この流れは次いで、分離装置１１２へ供給され、この分離装置は、上部流としてトリ
クロロプロペンと、下部流としてＴＣＰＥ、ならびに未反応の１，１，２，３－テトラク
ロロプロパンおよびペンタクロロプロパンと、を提供する。
【００５３】
　トリクロロプロペンを含む１１２の上部流は、液相塩素化反応器１２０へ供給され、こ
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こでこれらのトリクロロプロペンは、ペンタクロロプロパン中間体および未反応の塩素を
含む生成物流へと転化される。生成物流は次いで、ペンタクロロプロパン中間体、および
塩素化反応器１０２へと再循環される塩素を回収するため、分離装置１０６へ再循環され
る。
【００５４】
　ＴＣＰＥ、ならびに未反応の１１２３－テトラクロロプロパンおよびペンタクロロプロ
パンを含む、分離装置１１２の下部流は次いで、上部流としてＴＣＰＥを回収する分離装
置１１４へと供給される。未反応のペンタクロロプロパンおよび１，１，２，３－テトラ
クロロプロパンを含む１１４の下部流は、分離装置１０８へ再循環される。
【００５５】
　追加的な例示的方法が図２に示される。図２に示されるように、方法２００は、脱塩化
水素反応器２０２および２１６、乾燥装置２２０、分離装置２０６および２０８、塩素化
反応器２１０、異性化反応器２４０を利用する。方法１００が塩素化ステップで始まるの
に対して、方法２００は脱塩化水素ステップで始まる。
【００５６】
　運転において、脱塩化水素反応器２０２への供給は、新鮮なＰＤＣと、再循環されたＰ
ＤＣ、トリ、テトラ、およびペンタクロロプロパン、ならびにジ、トリ、およびテトラク
ロロプロペンとを、５０重量％の苛性ソーダ溶液と共に含有する。脱塩化水素反応器２０
２は、望ましくは、対応するモノ、ジ、トリ、およびテトラクロロプロペンを生成するた
めに十分な条件下で運転される。
【００５７】
　粗生成物は、任意の未転化のＰＤＣおよび再循環されたクロロプロパンと共に、下部流
中の、水、ならびに例えば水酸化アルミニウムおよび塩化ナトリウム等の水溶性２次生成
物を除去するために、乾燥装置２２０へ送られる。乾燥装置２２０からの有機生成物は、
分離装置２０６に提供される。幾つかの実施形態において、乾燥装置２２０は複数のカラ
ム（図示せず）を含んでもよく、例えば、異種共沸蒸留は、乾燥カラムおよび除水カラム
を使用することによって実施され得る。このような実施形態において、両方のカラムの上
部流は、デカンタ（図示せず）内にまとめられ、水相は水カラム（図示せず）へ供給され
、有機相は乾燥カラム（図示せず）へ供給される。
【００５８】
　分離装置２０６は、その上部流がＴＣＰＥより軽い有機物、例えばモノクロロプロペン
、ジクロロプロペン、およびトリクロロプロペン、ならびに未反応のクロロプロパンを含
むように、大気圧より下、ならびにＴＣＰＥの沸点（１６７℃）より低い再沸器温度で運
転される。この上部流は次いで、モノ、ジ、およびトリクロロプロペンを、トリ、テトラ
、およびペンタクロロプロパンへそれぞれ転化させるために、液相塩素化反応器２１０へ
供給される。塩素化反応器２１０のこの生成物流は、触媒的脱塩化水素反応器２１６へ提
供される。触媒的脱塩化水素反応器２１６からの生成物流は、有利なことに、触媒的脱塩
化水素反応器２１６からの生成物流中に存在する任意の触媒を分解するように作動もする
、苛性脱塩化水素反応器２０２へ提供される。
【００５９】
　１，１，２，３－ＴＣＰＥおよびその異性体、２，３，３，３－テトラクロロプロペン
を含む、分離装置２０６の下部流は、２，３，３，３－テトラクロロプロペンを１，１，
２，３－ＴＣＰＥへ転化するために、異性化反応器２４０へ提供され得る。異性化反応器
２４０の生成物は、上部生成物としてＴＣＰＥを回収するために、分離装置２０８へ供給
される。分離装置２０８の下部流は、未反応のテトラおよびペンタクロロプロパンと、重
質副生成物とを含む。この流れは、重質がシステム内に蓄積することを防ぐために、パー
ジされ得、あるいはテトラクロロプロパンおよびペンタクロロプロパンが、脱塩化水素反
応器２１６へ再循環される前に、追加的な分離カラム（図示せず）の使用により、この流
れから分離され得る。任意に、２１６の上部流中の無水ＨＣｌは、他の方法における使用
のために、除去され、精製され得る。
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【００６０】
　方法２００に関して、例えばＰＤＣ、ＴＣＰ、テトラクロロプロパン、およびペンタク
ロロプロパン等の、全ての脱塩化水素反応は、２つの液相脱塩化水素反応器において実施
される。有利なことに、触媒的脱塩化水素装置からの生成物流は、化学塩基および／また
は苛性溶液が、触媒的脱塩化水素反応器からの生成物流中の任意の触媒の少なくとも一部
を反応停止させるように作動し得る、苛性脱塩化水素装置へ提供される。これは、下流設
備における不要な反応を触媒するような触媒に関する可能性を、低減、または排除すらす
る。結果として、触媒的脱塩化水素装置２１６と次の方法ステップとの間における反応停
止装置の使用は回避され得、資本費節減がもたらされる。
【００６１】
　本方法によって生成される塩素化および／またはフッ素化プロペンは、典型的に、ハイ
ドロフルオロオレフィンを含む更なる下流生成物、例えば、１，３，３，３－テトラフル
オロプロプ－１－エン（ＨＦＯ－１２３４ｚｅ）等を提供するために加工処理され得る。
本発明は塩素化プロペンの生成のための改善された方法を提供するので、提供される改善
がこれらの下流方法および／または生成物へ改善を提供するために繰り越されるであろう
ことが予期される。したがって、例えば２，３，３，３、－テトラフルオロプロプ－１－
エン（ＨＦＯ－１２３４ｙｆ）等のハイドロフルオロオレフィンの生成のための改善され
た方法もまた、本明細書において提供される。
【００６２】
　ハイドロフルオロオレフィンを提供するための塩素化および／またはフッ素化プロペン
の転化は、式Ｃ（Ｘ）ｍＣＣｌ（Ｙ）ｎ（Ｃ）（Ｘ）ｍで表される化合物の、式ＣＦ３Ｃ
Ｆ＝ＣＨＺで表される少なくとも１つの化合物へのフッ素化を含む、単一の反応または２
つ以上の反応を概して含み得、ここで、各Ｘ、Ｙ、およびＺは、独立してＨ、Ｆ、Ｃｌ、
Ｉ、またはＢｒであり、各ｍは独立して１、２、または３であり、ｎは０または１である
。より具体的な例は、塩素化および／またはフッ素化プロペンの供給材料が、例えば１－
クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペン（１２３３ｚｄ）等の化合物を形成するため
に、触媒気相反応においてフッ素化される、多段階方法を含み得る。１－クロロ－３，３
，３－トリフルオロプロペン（１２３３ｚｄ）は、１－クロロ－２，３，３，３－テトラ
フルオロプロパンを提供するために水素フッ素化され、これは次いで触媒気相反応により
、１，３，３，３－テトラフルオロプロペンへと脱塩化水素化される。
【００６３】
　以下の実施例において、個々のクロロプロパン異性体は、塩素原子の位置の参照により
、つまり１１２は、１，１，２－トリクロロプロパンを指し示し、１１２３は、１，１，
２，３－テトラクロロプロパンを指し示し、１１２２３は、１，１，２，２，３－ペンタ
クロロプロパンを指し示すこと等で識別される。塩素化プロペンに関して、接尾辞として
付け加えられる「ｅ」によって、例えば１１２ｅは、１，１，２－トリクロロプロペンを
指し示し、１１２３ｅは、１，１，２，３－テトラクロロプロペンを指し示し、１１２２
３ｅは、１，１，２，２，３－ペンタクロロプロペンを指し示す等、類似の命名法が使用
される。
【００６４】
　実施例１
【００６５】
　１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンおよび１，１，２，２，３－ペンタクロロ
プロパンの未希釈の混合物を、５Ｎ　ＮａＯＨおよび触媒量の相間移動触媒テトラブチル
アンモニウムクロリドを５０℃で使用することで苛性分解する。混合物をこの温度で１時
間激しく攪拌し、採取する。攪拌を同条件で夜通し続ける。
【００６６】
　１時間後、全ての１，１，２，２，３－ペンタクロロプロパンは１，１，２，３－テト
ラクロロプロペンへと転化されるが、１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンは、本
質的に全く消費されなかった。図３においてＮＭＲスペクトルにより示されるように、夜
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通しの攪拌の後も、１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンの多くが未消費のまま残
される。
【００６７】
　実施例２
【００６８】
　四塩化炭素中の１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンの溶液が、ＡｌＣｌ３を触
媒として使用することで脱塩化水素化される。８０℃で、図４で提供される生成物（上）
ＮＭＲスペクトルにおいて示されるように、１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパン
はＴＣＰＥになる。出発物質スペクトルは、図４内の下のスペクトルである。この反応の
予測される生成物は２，３，３，３－ＴＣＰＥであるが、これらの条件下で２，３，３，
３－ＴＣＰＥが再配列し、１，１，２，３－ＴＣＰＥを主な生成物として提供すると考え
られる。まとめると、実施例１および２は、１，１，１，２，２は苛性クラッキング条件
に応じて脱塩化水素化しないものの、１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンは、ル
イス酸触媒塩化アルミニウムと接触した際に、分解するだけでなく、驚くべきことに、所
望されるＴＣＰＥ異性体である１，１，２，３をほぼ排他的に提供することを示す。
【００６９】
　実施例３
【００７０】
　１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンの脱塩化水素化を、ＦｅＣｌ３を触媒とし
て使用することで試み、他の全ての条件は実施例２のものと同様であり、つまり、四塩化
炭素が溶媒として活用され、反応は８０℃で実施される。１，１，１，２，２－ペンタク
ロロプロパンは、これらの条件で反応性を持たず、２，３，３，３－ＴＣＰＥまたは１，
１，２，３－ＴＣＰＥのどちらにも本質的に全く（＜５％転化）転化しない。実施例２と
併せてまとめると、この実施例は、塩化第二鉄は触媒作用による１，１，１，２，２－ペ
ンタクロロプロパンの分解において完全に効力が無いが、塩化アルミニウムは単に有効で
あるだけでなく、驚くべきことに、それが使用され得る条件が、１，１，２，３－ＴＣＰ
Ｅの提供にほぼ排他的に帰着することを示す。
　以下に、本願発明に関連する発明の実施形態を例示する。
［実施形態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ペン生成のための方法であっ
て、前記方法により生成されるペンタクロロプロパンの少なくとも一部が、塩化アルミニ
ウム、五塩化アンチモン、四塩化チタン、またはこれらの組み合わせからなる群より選択
される少なくとも１つの脱塩化水素触媒を使用して、触媒作用によって脱塩化水素化され
る、方法。
［実施形態２］
　前記脱塩化水素触媒の全濃度が全反応混合物の５モル％より少ない、実施形態１に記載
の方法。
［実施形態３］
　前記ペンタクロロプロパンが１，１，１，２，２－ペンタクロロプロパンを含む、実施
形態１に記載の方法。
［実施形態４］
　化学塩基の存在下において実行される少なくとも１回の追加的な液相脱塩化水素化を更
に含む、実施形態１に記載の方法。
［実施形態５］
　前記触媒的脱塩化水素化からの前記供給流が、前記液相脱塩化水素化へ提供される、実
施形態４に記載の方法。
［実施形態６］
　前記触媒的脱塩化水素化が、１，１，２，３－テトラクロロプロパンおよび未反応のペ
ンタクロロプロパンを含む流れを生成する、実施形態１、３、または５に記載の方法。
［実施形態７］
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　前記触媒が、前記化学塩基脱塩化水素化の生成物により反応を停止し、前記生成物流か
ら除去される、実施形態６に記載の方法。
［実施形態８］
　前記供給流が１，２，３－トリクロロプロパンを更に含む、実施形態１に記載の方法。
［実施形態９］
　ＨＣｌが副生成物（複数可）として生成される、実施形態１または３に記載の方法。
［実施形態１０］
　ＨＣｌが無水ＨＣｌとして回収される、実施形態９に記載の方法。
［実施形態１１］
　前記化学塩基が、苛性剤、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、またはこれらの組み合
わせを含む、実施形態４、５、または７に記載の方法。
［実施形態１２］
　前記生成物流が、前記脱塩化水素触媒を低減するために反応停止される、実施形態１ま
たは２に記載の方法。
［実施形態１３］
　前記反応停止された触媒が前記生成物流から除去される、実施形態１２に記載の方法。

【図１】 【図２】
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