
 

 

B．Ethenzamide の合成 
 
 
1. Methyl Salicylate  
 

 
 

Reagent and Solvent 

 Salicylic acid 15 g 

 abs. MeOH 20 ml 

 conc. H2SO4 8 g 

 

Procedure  

 In a 100 ml round-bottomed flask are placed 20 ml of absolute (abs.) methanol☆1 and 

15 g of dry salicylic acid.  Eight grams  of concentrated (conc.) sulfuric acid is added☆2 to the 

solution and the mixture is refluxed for 1.5 hours. After cooling, the reaction mixture is diluted 

with 70 ml of ether☆3. The ether solution is washed with three 15-20 ml portions of water, three 

15-20 ml portions of saturated potassium bicarbonate solution☆4, and one 15-20 ml portion of 

saturated NaCl solution. The ether layer is dried over anhydrous magnesium sulfate and the 

solvent is evaporated off. The residual oil is distilled☆5 under reduced pressure and methyl 

salicylate of bp 120-125°C / 30 mmHg (bp 220-224°C / 760 mmHg) is obtained. 

 The potassium bicarbonate solution described above is made acidic☆6 with conc. 

hydrochloric acid under cooling. The resulting precipitate is collected on a filter, washed with 

water, and recrystallized from water. Unreacted salicylic acid is recovered, mp 157-159°C. 

 



 

 

☆1 メタノール：揮発性が大きく、引火しやすいため、換気の良い場所で取り扱う。蒸気は空気とほぼ

同じ重さで、広く拡散して爆発性混合ガスを作りやすい。多量を吸入または飲み下すと頭痛、めま

いを起こし、失明さらには死亡する。 

 

☆2 硫酸：吸湿性。比重は、1.84。水には非常に大きな発熱を伴って溶ける。脱水作用、酸化作用が著

しい。そのため皮膚、粘膜及び組織中の水分とも反応して薬傷をおこす。希釈する場合は、

水中に徐々に加える。皮膚に触れた場合は、素早く多量の水で洗い流す。 

 

☆3 エーテル（ジエチルエーテル）：揮発性、引火性が非常に大きい。室温でよく蒸発し、空気中で広

範囲に拡散して爆発性混合ガスを作る。蒸気は空気より重く、地面をはい、距離を隔てた所

の火源によっても引火するので、火気厳禁。また、麻酔作用があり中毒症状としては

めまい、頭痛等を起こす。 

 

☆4 炭酸水素カリウムは、酸と反応して炭酸ガスを発生するので、分液操作のガス抜きは頻繁に

行なう。 

 

☆5 減圧蒸留：蒸留装置の内部を減圧にして、低い沸点で蒸留を行なう。高温で蒸留すると分解するよ

うな場合、あるいは沸点が高すぎて常圧蒸留が困難な場合に適用する。 

減圧度を測定するのに、マノメーターを用いるが水銀を使用しているので、取り扱いに

は十分注意する。 

 

☆6 塩酸：発煙性。引火性はなし。粘膜を刺激し、目や皮膚などに触れると炎症を起こす。接触した場

合は大量の水で十分に洗う。また、炭酸水素カリウムと反応して、炭酸ガスを発生する。 



 

 

2. Salicylamide 

 

 
 

Reagent and Solvent 

 Methyl Salicylate 10 g 

 28% NH3 aq. 80 ml 

 MeOH 80 ml 

 

Procedure  

 A mixture of 10 g of methyl salicylate, 80 ml of 28% ammonia solution☆1, and 80 ml 

of methanol is placed in a 500 ml flask. The flask is placed in draught and allowed to stand for 1 

day. After the solution is acidified with conc. HCl solution☆2 under cooling, the resulting 

precipitate of salicylamide is collected on a filter and washed with water, mp 140°C, yield 

50-60%. 
 
 
 

☆1 アンモニア水：温度の上昇でアンモニアを発生する。アンモニアの高濃度のガスを吸入すると肺水

腫を起こし、呼吸が停止することがある。皮膚、粘膜に対する刺激、腐食性が強い。皮膚や目、鼻

などに触れた場合には大量の水で洗浄した後、28%ホウ酸水などで洗う。 

 

☆2 残存しているアンモニアを中和の際、熱が発生する。 

 



 

3. Ethenzamide 

 

 

 

 

Reagent and Solvent 

 Salicylamide  5 g 

 Diethyl Sulfate 5.6 g 

 NaOH 1.5 g 

 MeOH 25 ml 

 H2O 25 ml 

 

Procedure  

 To a solution of 5 g of salicylamide and 1.5 g of sodium hydroxide☆1 in a mixture of 25 

ml of methanol and 25 ml of water, 5.6 g of diethyl sulfate☆2 is added under cooling. The mixture 

is refluxed for 1 hours and allowed to stand overnight at room temperature. Most of methanol is 

removed. After cooling, the resulting precipitate is collected on a filter, washed with water, and 

dried. Recrystallization of the crude product from a mixture of ethanol☆3 and water gives 

ethenzamide, mp 130-131°C. 

 

☆1 水酸化ナトリウム：空気中から水分や二酸化炭素を吸収しやすい。潮解性があるので、秤量はシャ

ーレ上で行なう。水、エタノールに溶解時、発熱が大きい。皮膚組織を強く腐食する。溶解や秤量

時に粉塵やミストを吸入しやすく、呼吸器官に損傷を与える。目に入ると角膜を侵し、失明

することがある。触れた場合はただちに大量の水で洗い流す。 

 

☆2 硫酸ジエチル：刺激性のある液体。比重は、1.172。 

 

☆3 エタノール：常温で容易に引火するため、直火による再結晶は厳禁。水とは発熱しながら任意の割

合で混和する。飲み下し、または高濃度の蒸気を吸入すると中毒を起こすことがある。 

 


