
JP 5255845 B2 2013.8.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
メタンをアルキル化芳香族炭化水素に変換する方法（process）であって、当該方法が、
（ａ）メタンを含有する原料を脱水素環化触媒と、前記メタンを芳香族炭化水素に変換し
て芳香族炭化水素及び水素を含有する第一の排出流を生成するのに有効な条件下で、接触
させる工程、
（ｂ）前記第一の排出流からの前記芳香族炭化水素の少なくとも一部をアルキル化剤と、
前記芳香族炭化水素をアルキル化して前記アルキル化前の前記芳香族炭化水素より多くの
アルキル側鎖を有するアルキル化芳香族炭化水素を生成するのに有効な条件下で、接触さ
せる工程、及び
（ｃ）前記第一の排出流からの前記水素の少なくとも一部を二酸化炭素と反応させ、前記
第一の排出流に比較して水素含有量が減少した第二の排出流を生成する工程であって、こ
こで前記二酸化炭素が、天然ガス流由来である、メタンを含有する原料に含まれる、又は
工程（a）において生成されることを特徴とする工程、
を含む方法。
【請求項２】
（ａ）における前記原料がＨ２、Ｈ２Ｏ、ＣＯ及びＣＯ２の少なくとも１つをも含有する
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
（ａ）における前記原料がＣ３＋炭化水素を５重量％未満含有する、請求項１又は２に記
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載の方法。
【請求項４】
（ａ）における前記条件が、非酸化条件である、請求項１から３のいずれかに記載の方法
。
【請求項５】
（ａ）における前記条件が、４００℃から１２００℃の温度、１ｋＰａから１０００ｋＰ
ａの圧力、及び０．０１から１０００ｈｒ－１の重量空間速度を含む、請求項１から４の
いずれかに記載の方法。
【請求項６】
前記脱水素環化触媒が無機担体上の金属又はその化合物を含む、請求項１から５の何れか
に記載の方法。
【請求項７】
（ａ）における前記脱水素環化触媒が、ＺＳＭ－５、シリカ又は酸化アルミニウム上の、
モリブデン、タングステン、レニウム、モリブデン化合物、タングステン化合物、及びレ
ニウム化合物の少なくとも１つを含む、請求項１から６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
前記第一の排出流が、前記原料より少なくとも５重量％多い芳香族環を含む、請求項１か
ら７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
前記アルキル化剤が、エチレンを含む、請求項１から８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
前記エチレンの少なくとも一部が、前記接触工程（ａ）において生成される、請求項９に
記載の方法。
【請求項１１】
前記アルキル化剤が、一酸化炭素と水素又はそれらの反応生成物を含む、請求項１から８
のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
前記一酸化炭素の少なくとも一部が、二酸化炭素と水素及び／又はメタンとの前記反応に
より生成される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
前記アルキル化剤が、メタノール及び／又はジメチルエーテルを含む、請求項１から８の
いずれかに記載の方法。
【請求項１４】
前記芳香族炭化水素がベンゼンを含み、前記接触工程（ｂ）がトルエン及び／又はキシレ
ンを生成する、請求項１から１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
前記芳香族炭化水素がナフタレンを含み、前記アルキル化がメチルナフタレン及び／又は
ジメチルナフタレンを生成する、請求項１から１４のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
（ｃ）における前記二酸化炭素が、天然ガス流の一部として前記方法に導入される、請求
項１から１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
前記天然ガス流が、（ａ）における前記原料の前記メタンの少なくとも一部をも含有する
、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記第二の排出流が、水及びメタン、エタン、又はメタンとエタンとの混合物を含む、請
求項１から１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
前記第二の排出流から水を除去する工程、及び前記第二の排出流から前記メタン及び／又
はエタンの少なくとも一部を前記接触工程（ａ）に再循環させる工程を更に含む、請求項
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１８に記載の方法。
【請求項２０】
第二の排出流が、１又はそれ以上のＣ２からＣ５パラフィン及びオレフィン、単環芳香族
炭化水素及びＣ１からＣ３アルコールを含む、請求項１から１７のいずれかに記載の方法
。
【請求項２１】
（ｃ）における前記反応が、選択的水素燃焼を含む、請求項１から１５のいずれかに記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、メタンから、及び特に天然ガスから芳香族炭化水素を製造するプロセスを記
載する。
【背景技術】
【０００２】
　芳香族炭化水素、特にベンゼン、トルエン、エチルベンゼン及びキシレンは、石油化学
工業において重要な商品となる化学物質である。現在、芳香族の大部分は石油をベースと
するフィードストックから、触媒リフォーミング及び触媒クラッキングを含む様々なプロ
セスによって生産されることが多い。しかしながら、世界的な石油フィードストックの供
給が減少しているため、芳香族炭化水素の代替源を見つける必要性が高まっている。
【０００３】
　芳香族炭化水素の可能な代替源の一つはメタンであり、それは天然ガス及びバイオガス
の主要成分である。世界の天然ガス埋蔵量は常に増加しており、現在では天然ガスの方が
石油より多く発見されている。大量の天然ガスを輸送するには問題があり、このため、特
に遠隔地において、石油とともに生産された天然ガスの殆どは、燃やされて浪費されてい
る。従って、天然ガスに含まれるアルカンを、芳香族等のより高級な炭化水素に直接変換
することは、これまで付随的に生じていた技術的困難を克服することができれば、天然ガ
スを改良する方法として特に魅力ある方法である。
【０００４】
　メタンを液状炭化水素に変換するプロセスの大部分は、メタンを合成ガス、Ｈ２とＣＯ
の混合物に変換する第一の変換を含む。合成ガスの生産は大きな資本及びエネルギーを必
要とし、従って合成ガス生成を必要としない経路が好ましい。
【０００５】
　メタンをより高級な炭化水素に変換するための多くの代替的プロセスが提案されている
。そのようなプロセスの一つに、メタンをオレフィンに触媒的酸化カップリングした後、
オレフィンを芳香族炭化水素を含む液体炭化水素に触媒的に変換することが挙げられる。
例えば、米国特許第５，３３６，８２５号は、メタンを、芳香族炭化水素を含むガソリン
範囲の炭化水素に酸化的に変換するための二段階プロセスを開示している。第一段階では
、フリー酸素の存在下で、希土類金属によって促進されるアルカリ土類金属酸化物触媒を
用いて、５００℃から１０００℃の間の温度で、メタンがエチレン及び少量のＣ３及びＣ

４オレフィンに変換される。第一段階で生成されたエチレン及びより高級なオレフィンは
、次いで、高シリカペンタシル型ゼオライトを含む酸性固体触媒上でガソリン範囲の液体
炭化水素に変換される。
【０００６】
　高温還元的カップリングを介するメタンの脱水素芳香族化も、メタンのより高級な炭化
水素、特にエチレン、ベンゼン及びナフタレンへの改良のための経路として提案されてい
る。即ち、例えば、米国特許第４，７２７，２０６号は、６００℃から８００℃の間の温
度で、酸素不存在下、少なくとも５：１のシリカ対アルミナのモル比を有するアルミノケ
イ酸塩を含む触媒組成物にメタンを接触させることによって芳香族炭化水素に富む液体を
生成するプロセスを開示している。前記アルミノケイ酸塩は（ｉ）ガリウム又はその化合
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物及び（ｉｉ）周期律表のＶＩＩＢ族からの金属又はその化合物を含んでいる。
【０００７】
　米国特許第５，０２６，９３７号は、メタンを芳香族化するプロセスを開示する。この
プロセスは、０．５モルパーセントを超える水素及び５０モルパーセントのメタンを含有
する原料流を、少なくとも１つのＺＳＭ－５及びリン含有アルミナを含む固体触媒の床を
有する反応ゾーンに、５５０℃から７５０℃の温度、１０絶対気圧（１０００ｋＰａ）未
満の圧力及び４００から７，５００ｈｒ－１の重量空間速度を含む変換条件で通過させる
工程を含む。生成流出物はメタン、水素、少なくとも３モル％のＣ２炭化水素及び少なく
とも５モル％のＣ６－Ｃ８芳香族炭化水素を含むと言われる。Ｃ４＋画分を除去するため
に凝縮させた後、生成流出物において水素及び軽い炭化水素（メタン、エタン、エチレン
、等）を分離するために極低温技術が提唱される。
【０００８】
　米国特許第５，９３６，１３５号は、メタン又はエタンなどの低級アルカンを芳香族炭
化水素に変換するための低温、非酸化的プロセスを開示している。このプロセスでは、低
級アルカンが、プロピレン又はブテンなどのより高級なオレフィン又はパラフィンと混合
され、その混合物を前処理したＧａＺＳＭ－５等の二官能性ペンタシルゼオライト触媒と
、３００℃から６００℃の温度、１０００から１０００００ｃｍ３ｇ－１ｈｒ－１の重量
空間速度及び１から５気圧（１００から５００ｋＰａ）の圧力で接触させる。触媒の前処
理は、触媒を水素と水蒸気の混合物に、４００℃から８００℃の温度、１から５気圧（１
００から５００ｋＰａ）の圧力及び少なくとも５００ｃｍ３ｇ－１ｈｒ－１の重量空間速
度で、少なくとも０．５時間接触させ、次いで、触媒を空気又は酸素と、４００℃から８
００℃の温度、少なくとも２００ｃｍ３ｇ－１ｈｒ－１の重量空間速度及び１から５気圧
（１００から５００ｋＰａ）の圧力で、少なくとも０．２時間接触させることを含む。
【０００９】
　米国特許第６，２３９，０５７号及び第６，４２６，４４２号は、メタンなどの低炭素
数炭化水素を、レニウム及びプロモータ金属、例えば鉄、コバルト、バナジウム、マンガ
ン、モリブデン、タングステン又はそれらの混合物が分散された多孔質担体、例えばＺＳ
Ｍ－５を含む触媒に接触させることにより、さらに炭素数の高い炭化水素、例えばベンゼ
ンを生成するためのプロセスを開示している。原料にＣＯ又はＣＯ２を添加することによ
り、ベンゼンの収率及び触媒の安定性が向上すると言われる。
【００１０】
　米国特許第６，５５２，２４３号は、メタンの非酸化的芳香族化のプロセスを開示する
。当該プロセスでは、金属添加した結晶性アルミノケイ酸モレキュラーシーブを含む触媒
組成物が、水素及びＣ２からＣ４アルカン、好ましくはブタンの混合物で処理することに
より最初に活性化され、次いで活性化された触媒を少なくとも４０モルパーセントのメタ
ンを含む原料流と、６００℃から８００℃の温度、５絶対気圧（５００ＫＰａａ）、及び
１．０から１０ｈｒ－１の重量空間速度（ＷＨＳＶ）で接触させる。
【００１１】
　ロシア特許第２，１３５，４４１号は、メタンをより重い炭化水素に変換するプロセス
を開示している。当該プロセスでは、メタンを少なくとも５重量％のＣ３＋炭化水素、例
えばベンゼンと混合し、次いで多段反応システムにおいて、ゼロより大きな酸化度を持つ
金属白金を含む触媒と、少なくとも０．０５ＭＰａの分圧及び少なくとも４４０℃の温度
で接触させる。このプロセスで生成された水素は、炭素の酸化物と接触させて追加的なメ
タンを生成してもよい。このメタンは共に生成された水を除去した後に、メタン原料に付
加してもよい。メタン変換による生成物は、Ｃ２－Ｃ４の気相及びＣ５＋の液相であるが
、実施例によると、原料に比較して芳香族環の増加は殆どないか（５重量％未満）又は全
くない。
【００１２】
　メタンから芳香族炭化水素への変換について現在提案されているものは様々な問題があ
り、それが商業的な可能性を制限していた。よって、殆どのメタン変換プロセスによる主



(5) JP 5255845 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

要な芳香族生成物はベンゼン及びナフタレンである。ベンゼンは化学的フィードストック
としての潜在的価値はあるものの、限られた化学的市場しか持たず、健康及び環境的問題
があるために燃料源として使用できない。ナフタレンは更に限られた化学的市場しか持た
ず、健康及び環境的問題があることに加えて融点が環境温度より高いため燃料として使用
するのは更に困難である。これに対して、アルキル芳香族化合物、例えばトルエン、エチ
ルベンゼン、キシレン及びジメチルナフタレンなどは、石油化学工業における中間体とし
て一般的に高い有用性を持つ。
【００１３】
　さらに、酸化的カップリング法は、一般に発熱性が非常に高く危険性の高いメタン燃焼
反応を含み、高価な酸素発生設備が必要な場合が多く、環境に影響を及ぼすやすい二酸化
炭素を大量に生成する。一方、現在の還元的カップリング技術は、芳香族に対して選択性
が低い場合が多く、変換及び／又は芳香族選択性を向上させるためには高価な共原料を必
要とする場合もある。さらに、全ての還元的カップリングプロセスは大量の水素を生成し
、それは採算性の点で、水素副生成物を有効に利用する経路を必要とする。天然ガス田は
遠隔地である場合が多く、水素の有効利用は極めて難しい問題を提起する。
【００１４】
　世界中の多くの天然ガス田が大量の、場合によっては５０％を超える二酸化炭素を含ん
でいるという事実により、天然ガスをメタン源として使用するのは特に困難である。二酸
化炭素は、地球の気候変化に潜在的に寄与しているため、環境規制強化の対象となるだけ
でなく、天然ガスから大量の二酸化炭素を分離して処分する必要のあるプロセスはすべて
、経済的に非常に高価なものになるかもしれない。実際に、現時点で経済的に見て回収不
能と考えられているような高い二酸化炭素レベルを有している天然ガス田が幾つかある。
【００１５】
　従って、メタンを、特に天然ガス流からのメタンを、芳香族炭化水素、特にアルキル化
芳香族炭化水素に変換するための改良されたプロセスが必要とされている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　一態様において、本出願は、メタンをアルキル化芳香族炭化水素に変換するプロセスを
記載し、当該プロセスは：
（ａ）メタンを含有する原料を脱水素環化触媒と、前記メタンを芳香族炭化水素に変換し
芳香族炭化水素及び水素を含有する第一の排出流を生成するのに有効な条件下で、接触さ
せる工程、及び
（ｂ）前記第一の排出流からの前記芳香族炭化水素の少なくとも一部をアルキル化剤と、
前記芳香族炭化水素をアルキル化し、アルキル化前の前記芳香族炭化水素より多くのアル
キル側鎖を有するアルキル化芳香族炭化水素を生成するのに有効な条件下で接触させる工
程、
を含む。
【００１７】
　（ａ）における前記原料はＨ２、Ｈ２Ｏ、ＣＯ及びＣＯ２の少なくとも１つも含有する
と都合がよい。
【００１８】
　（ａ）における前記原料はＣ３＋炭化水素を５重量％未満含有すると都合がよい。本明
細書で使用する「Ｃ３＋炭化水素」は、４又はそれ以上の炭素原子を持つ炭化水素を意味
する。
【００１９】
　（ａ）における前記条件は、非酸化条件であると都合がよい。「非酸化的」とは、酸化
剤（例えば、酸素を放出してメタンをＣＯＸに酸化することのできるＯ２、ＮＯＸ、及び
金属酸化物）が、メタンの化学量論的酸化に必要とされる量の５％未満、好ましくは１％
未満、最も好ましくは０．１％未満で存在することを意味する。
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【００２０】
　典型的には、（ａ）における前記条件は、約４００℃から約１２００℃、５００℃から
９７５℃など、例えば６００℃から９５０℃の温度を含む。
【００２１】
　当該プロセスは、前記接触工程（ｂ）の前に、前記第一の排出流から、前記芳香族炭化
水素、典型的にはベンゼン及び／又はナフタレンの少なくとも一部を回収する工程を含む
と都合がよい。
【００２２】
　一実施態様では、前記接触工程（ｂ）で使用されるアルキル化剤は、前記接触工程（ａ
）で生成されたエチレンを含む。
【００２３】
　他の実施態様では、前記接触工程（ｂ）で使用されるアルキル化剤は、一酸化炭素及び
水素又はそれらの反応生成物を含む。
【００２４】
　一実施態様では、当該プロセスは、前記第一の排出流からの水素の少なくとも一部を酸
素含有種と反応させ、前記第一の排出流に比較して水素含有量が減少した第二の排出流を
生成する工程をさらに含む。
【００２５】
　前記酸素含有種は、二酸化炭素、例えば天然ガス流からの二酸化炭素などの炭素の酸化
物を含むと都合がよく、天然ガス流は（ａ）における原料中のメタンの少なくとも一部も
含有しうる。一実施態様では、酸素含有種との反応は水及びメタン、エタン又はメタンと
エタンの混合物を生成し、当該プロセスは、第二の排出流からの水を除去する工程及び第
二の排出流からのメタン及び／又はエタンの少なくとも一部を前記接触工程（ａ）に供給
する工程をさらに含む。他の実施態様では、酸素含有種との反応は、Ｃ２からＣ５パラフ
ィン及びオレフィン、単環芳香族炭化水素及びＣ１からＣ３アルコールの１つ又はそれ以
上を生成する。
【００２６】
　さらなる態様では、本出願は、メタンをアルキル化芳香族炭化水素に変換するプロセス
を記載し、当該プロセスは、
　（ａ）メタンを含有する原料を脱水素環化触媒と、前記メタンを芳香族炭化水素に変換
し芳香族炭化水素及び水素を含有する第一の排出流を生成するのに有効な条件下で、接触
させる工程、及び
　（ｂ）前記第一の排出流からの前記芳香族炭化水素の少なくとも一部をアルキル化剤と
、前記芳香族炭化水素をアルキル化しアルキル化前の前記芳香族炭化水素より多くのアル
キル側鎖を有するアルキル化芳香族炭化水素を生成するのに有効な条件下で、接触させる
工程、
　（ｃ）前記アルキル化芳香族炭化水素を回収する工程、及び
　（ｄ）前記第一の排出流からの水素の少なくとも一部を酸素含有種と反応させ、前記第
一の排出流に比較して水素含有量が減少した第二の排出流を生成する工程、
を含む。
【００２７】
　またさらなる態様では、本出願は、メタンをアルキル化芳香族炭化水素に変換するプロ
セスを記載し、当該プロセスは、
　（ａ）メタンを含有する原料を脱水素環化触媒と、前記メタンを芳香族炭化水素に変換
し芳香族炭化水素及び水素を含有する第一の排出流を生成するのに有効な条件下で、接触
させる工程、及び
　（ｂ）前記第一の排出流からの前記芳香族炭化水素の少なくとも一部をアルキル化剤に
、前記芳香族炭化水素をアルキル化し、アルキル化前の前記芳香族炭化水素より多くのア
ルキル側鎖を有するアルキル化芳香族炭化水素を生成するのに有効な条件下で接触させる
工程、
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　（ｃ）前記アルキル化芳香族炭化水素を回収する工程、及び
　（ｄ）前記第一の排出流からの水素の少なくとも一部をＣＯ及び／又はＣＯ２と反応さ
せ、水及び炭化水素を含有する第二の排出流を生成する工程、
　（ｅ）前記第二の排出流から少なくとも一部の水を除去し、炭化水素を含有する第三の
排出流を生成する工程、及び
　（ｆ）前記第三の排出流における炭化水素の少なくとも一部を前記接触工程（ａ）に再
循環させる工程、
を含む。
【発明の詳細な説明】
【００２８】
　本出願は、メタンをアルキル化芳香族炭化水素に変換するプロセスを記載する。当該プ
ロセスは最初に、メタンを含有する原料を典型的にはＨ２、ＣＯ及び／又はＣＯ２ととも
に、メタンを芳香族炭化水素に変換して芳香族炭化水素、特にベンゼン及びナフタレンと
、水素とを含有する第一の排出流を生成するのに有効な条件下で、脱水素環化工程を施す
ことを含む。最初の変換工程の有無に関わらず、第一の排出流中の前記芳香族炭化水素の
少なくとも一部を、次いでアルキル化剤と、芳香族炭化水素をアルキル化して前記最初に
生成された芳香族炭化水素より多くのアルキル側鎖を有するアルキル化芳香族炭化水素を
生成するのに有効な条件下で、接触させる。
【００２９】
　さらなる実施態様では、アルキル化芳香族炭化水素は、次いで回収され、第一の排出流
の残りに水素除去工程を施してもよく、そこで前記第一の排出流からの水素の少なくとも
一部が酸素含有種と反応して、第一の排出流に比較して水素含有量が減少した第二の排出
流が生成される。典型的には、水素除去工程は追加の炭化水素種、例えばメタンを生成し
、それは脱水素環化工程に再循環される。
【００３０】
フィードストック
　任意のメタン含有フィードストックが本発明のプロセスで使用できるが、一般的には、
本プロセスは天然ガスフィードストックの使用を意図している。他の好適なメタン含有フ
ィードストックは、石炭層、ごみ埋立地、農業又は自治体の廃棄物発酵、及び／又は精油
所ガス流などの源泉から得られるものを含む。
【００３１】
　メタン含有フィードストック、例えば天然ガスは、典型的にはメタンに加えて二酸化炭
素及びエタンを含んでいる。原料中に存在しうるエタン及び他の芳香族炭化水素は、当然
のことながら脱水素環化工程において所望の芳香族生成物に変換しうる。さらに、以下に
論ずるように、二酸化炭素は、脱水素環化工程において直接的に、あるいは水素除去工程
においてメタン及び／又はエタンへの変換を通して間接的に、芳香族の製造において使用
できる。
【００３２】
　窒素及び／又はイオウの不純物もまたメタン含有流中に典型的に存在し、本発明のプロ
セスにおいて当該流を使用する前に除去又は低レベルに減少されうる。本発明の一実施態
様では、脱水素環化工程への原料は窒素及びイオウ化合物をそれぞれ１００ｐｐｍ未満、
例えば１００ｐｐｍ未満、１ｐｐｍ未満しか含まない。
【００３３】
　メタンに加えて、脱水素環化工程への原料は、コークス軽減を助けるために、水素、水
、一酸化炭素及び二酸化炭素の少なくとも１つを含んでよい。これらの添加物は、別の共
原料として導入することもでき、あるいは例えば、メタン流が二酸化炭素を含有する天然
ガスに由来する場合などにメタン流に存在させることもできる。二酸化炭素の他の供給源
は、燃焼排ガス、ＬＮＧプラント、水素プラント、アンモニアプラント、グリコールプラ
ント及び無水フタル酸プラントを含むがこれに限定されない。
【００３４】
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　一実施態様では、脱水素環化工程への原料は、二酸化炭素を含む。すなわち、９０から
９９．９モル％、例えば９７から９９モル％のメタン及び０．１から１０モル％、例えば
１から３モル％のＣＯ２を含む。他の実施態様では、脱水素環化工程への原料は、一酸化
炭素を含む。すなわち、８０から９９．９モル％、例えば９４から９９モル％のメタン及
び０．１から２０モル％、例えば１から６モル％のＣＯを含む。さらなる実施態様では、
脱水素環化工程への原料は水蒸気を含む。すなわち、９０から９９．９モル％、例えば９
７から９９モル％のメタン及び０．１から１０モル％、例えば１から５モル％の水蒸気を
含む。またさらなる実施態様では、脱水素環化工程への原料は水素を含む。すなわち、８
０から９９．９モル％、例えば９５から９９モル％のメタン及び０．１から２０モル％、
例えば１から５モル％の水素を含む。
【００３５】
　また、脱水素環化工程への原料は、芳香族炭化水素を含む、メタンより高級な炭化水素
を含むことができる。そのようなより高級な炭化水素は、水素除去工程から再循環させる
ことができ、別の共原料として添加することができ、あるいは例えば天然ガス原料にエタ
ンが存在する場合などにメタン流中に存在させることもできる。水素除去工程から再循環
された、より高級な炭化水素は、典型的には単環芳香族及び／又はパラフィン及びオレフ
ィンを含み、これらのパラフィン及びオレフィンは主に６以下、５以下など、例えば４以
下、典型的には３以下の炭素原子を有する。一般的に、脱水素環化工程への原料は、５重
量％未満、例えば３重量％未満のＣ３＋炭化水素を含む。
脱水素環化
【００３６】
　本発明のプロセスの脱水素環化工程において、メタン含有原料を、ベンゼン及びナフタ
レンを含むより高級な炭化水素にメタンを変換するのに有効な条件、通常は非酸化的条件
、好ましくは還元的条件下で脱水素環化触媒に接触させる。関連する主要な反応は以下の
通りである。
【００３７】
【化１】

【００３８】
　原料に存在しうる一酸化及び／又は二酸化炭素は、次のような反応を促進することによ
り触媒活性及び安定性を向上させるが、
　ＣＯ２＋コークス→２ＣＯ　　　（反応４）
例えば、以下のような競合反応を起こしうるため平衡に悪影響も与える。
【００３９】
【化２】

【００４０】
　メタンを芳香族に変換するのに有効な任意の脱水素環化触媒が、本発明のプロセスにお
いて使用できるが、一般的に触媒は、無機担体上の金属成分、特に遷移金属又はその化合
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物を含む。金属成分は、触媒全重量の０．１％から２０％の間、例えば１％から１０％の
間の量で存在すると都合がよい。
【００４１】
　触媒のために好適な金属成分には、カルシウム、マグネシウム、バリウム、イットリウ
ム、ランタン、スカンジウム、セリウム、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウ
ム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデン、タングステン、マンガン、レニウム、鉄、
ルテニウム、コバルト、ロジウム、ニッケル、パラジウム、銅、銀、金、亜鉛、アルミニ
ウム、ガリウム、ゲルマニウム、ケイ素、インジウム、スズ、鉛、ビスマス及び超ウラン
金属が含まれる。そのような金属成分は、元素状態で、あるいは金属化合物、例えば酸化
物、炭化物、窒化物及び／又はリン化物として存在してよく、単独でも組み合わせても用
いられうる。白金及びオスミウムも金属成分の一つとして使用できるが、一般には好まし
くない。
【００４２】
　無機担体は、非晶質でも結晶質でもよく、特にホウ素、アルミニウム、ケイ素、リン、
チタン、スカンジウム、クロム、バナジウム、マグネシウム、マンガン、鉄、亜鉛、ガリ
ウム、ゲルマニウム、イットリウム、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、インジウム、
スズ、バリウム、ランタン、ハフニウム、セリウム、タンタル、タングステン、又は他の
超ウラン元素の酸化物、炭化物又は窒化物であってよい。さらに、担体は多孔質材料、例
えば微小孔性結晶質材料又はメソ孔性材料であってよい。好適な微小孔性結晶質材料は、
ケイ酸塩、アルミノケイ酸塩、チタノケイ酸塩、アルミノリン酸塩、金属リン酸塩、シリ
コアルミノリン酸塩、又はそれらの混合物を含む。そのような微小孔性結晶質材料は、Ｍ
ＦＩ（例えば、ＺＳＭ－５及びシリカライト）、ＭＥＬ（例えば、ＺＳＭ－１１）、ＭＴ
Ｗ（例えば、ＺＳＭ－１２）、ＴＯＮ（例えば、ＺＳＭ－２２）、ＭＴＴ（例えば、ＺＳ
Ｍ－２３）、ＦＥＲ（例えば、ＺＳＭ－３５）、ＭＦＳ（例えば、ＺＳＭ－５７）、ＭＷ
Ｗ（例えば、ＭＣＭ－２２、ＰＳＨ－３、ＳＳＺ－２５、ＥＲＢ－Ｉ、ＩＴＱ－Ｉ、ＩＴ
Ｑ－２、ＭＣＭ－３６、ＭＣＭ－４９及びＭＣＭ－５６）、ＩＷＲ（例えば、ＩＴＱ－２
４）、ＫＦＩ（例えば、ＺＫ－５）、ＢＥＡ（例えば、ゼオライトベータ）、ＩＴＨ（例
えば、ＩＴＱ－１３）、ＭＯＲ（例えば、モルデナイト）、ＦＡＵ（例えば、ゼオライト
Ｘ、Ｙ、超安定化Ｙ及び脱アルミＹ）、ＬＴＬ（例えば、ゼオライトＬ）、ＩＷＷ（例え
ば、ＩＴＱ－２２）、ＶＦＩ（例えば、ＶＰＩ－５）、ＡＥＬ（例えば、ＳＡＰＯ－Ｉｌ
）、ＡＦＩ（例えば、ＡＬＰＯ－５）及びＡＦＯ（ＳＡＰＯ－４１）型の構造を持つ材料
、並びに、ＭＣＭ－６８、ＥＭＭ－Ｉ、ＥＭＭ－２、ＩＴＱ－２３、ＩＴＱ－２４、ＩＴ
Ｑ－２５、ＩＴＱ－２６、ＥＴＳ－２、ＥＴＳ－ＩＯ、ＳＡＰＯ－１７、ＳＡＰＯ－３４
及びＳＡＰＯ－３５等の材料を含む。好適なメソ孔性材料は、ＭＣＭ－４１、ＭＣＭ－４
８、ＭＣＭ－５０及びＳＢＡ－１５を含む。
【００４３】
　好ましい触媒の例には、ＺＳＭ－５、シリカ又はアルミナ上のモリブデン、タングステ
ン、レニウム及びそれらの化合物及び組み合わせが含まれる。
【００４４】
　金属成分は、当該分野で良く知られた任意の手段、例えば、共沈法、初期湿潤法（ｉｎ
ｃｉｐｉｅｎｔ　ｗｅｔｎｅｓｓ）、蒸着法、含浸法、スプレードライ法、ゾル－ゲル法
、イオン交換法、化学蒸着法、拡散及び物理的混合などによって、無機担体上に分散させ
ることができる。さらに、無機担体は、周知の方法、例えば、蒸気処理、酸洗浄、苛性洗
浄及び／又はケイ素含入化合物、リン含有化合物及び／又は元素周期律表の１、２、３及
び１３族の元素又は化合物での処理によって修飾することができる。そのような修飾は、
担体の表面活性を変化させ、担体内部の孔へのアクセスを妨害又は促進するために用いる
ことができる。
【００４５】
　脱水素環化工程は、広範囲の条件に渡って実施することができ、４００℃から１２００
℃、５００℃から９７５℃など、例えば６００℃から９５０℃の温度、１ｋＰａから１０
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００ｋＰａ、１０から５００ｋＰａなど、例えば５０ｋＰａから２００ｋＰａの圧力、及
び０．０１から１０００ｈｒ－１、０．１から５００ｈｒ－１など、例えば１から２０ｈ
ｒ－１の重量空間速度を含む。脱水素環化工程は、Ｏ２の不存在下で実施するのが都合が
よい。
【００４６】
　脱水素環化工程は、１又はそれ以上の固定床、移動床又は流動床反応器において実施で
き、触媒再生は、空気、酸素、二酸化炭素一酸化炭素、水又は水素で、ｉｎ－ｓｉｔｕ又
はｅｘ－ｓｉｔｕで実施されうる。
【００４７】
　脱水素環化反応は吸熱であり、従って、反応が多段階で実施される場合は、原料を所定
の反応温度まで加熱する段階間加熱が必要な場合もある。段階間加熱に必要な燃料は、芳
香族成分の分離後及び／又はアルキル化芳香族成分の分離後に、脱水素環化排出流の側流
を取り出して燃焼させることにより得るのが都合がよい。さらに、反応が触媒の移動床で
起こる場合、熱の一部又は全部は、床から触媒の一部を取り出し、取り出した触媒を例え
ば触媒上のコークスの燃焼により加熱し、次いで加熱した触媒を移動触媒床に戻すことに
より供給されうる。
【００４８】
　脱水素環化工程からの排出流の主要成分は、水素、ベンゼン、ナフタレン、一酸化炭素
、エチレン、コークス及び未反応のメタンである。典型的には、排出流は、原料より少な
くとも５重量％。少なくとも１０重量％など、例えば少なくとも２０重量％、好ましくは
少なくとも３０重量％多い芳香族環を含んでいる。本明細書において、原料より少なくと
も５重量％多くの芳香族環を含む第一の排出流と記載するが、これは、第一の排出流中の
芳香族環の合計数が、原料中の芳香族環の合計数より少なくとも５重量％超えていること
を意味するものであると理解すべきである。原料と第一の排出流との間での任意の芳香族
環上の置換基の変化は、この計算には含まれていない。
【００４９】
　ベンゼン及びナフタレンは、次いでアルキル化工程を施されて、より高価値な材料、例
えばキシレン及びジメチルナフタレンを生成する。これは、脱水素環化排出流からベンゼ
ン及びナフタレンを予め分離することなく実施するのが都合がよい。
しかしながら、所望により、ベンゼン及びナフタレンは脱水素環化排出流から、例えば、
溶媒抽出し、これに続く分画によって、アルキル化を受ける前に分離することもできる。
【００５０】
芳香族アルキル化
　本発明のアルキル化工程は、脱水素環化排出流中の芳香族炭化水素の一部又は全部をア
ルキル化剤、例えば、オレフィン、アルコール又はハロゲン化アルキルに、気体又は液体
相で、酸触媒の存在下で接触させることを含む。好適な酸触媒は、中間孔ゼオライト（即
ち、米国特許第４，０１６，２１８号に定義されているように、２－１２の制限指数を持
つもの）を含み、それはＭＦ１Ｉ（例えば、ＺＳＭ－５及びシリカライト）、ＭＥＬ（例
えば、ＺＳＭ－１１）、ＭＴＷ（例えば、ＺＳＭ－１２）、ＴＯＮ（例えば、ＺＳＭ－２
２）、ＭＴＴ（例えば、ＺＳＭ－２３）、ＭＦＳ（例えば、ＺＳＭ－５７）及びＦＥＲ（
例えばＺＳＭ－３５）及びＺＳＭ－４８型の構造を持つ材料を含み、並びに、大孔ゼオラ
イト（即ち、２未満の制限指数を持つもの）、例えば、ＢＥＡ（例えば、ゼオライトベー
タ）、ＦＡＵ（例えば、ＺＳＭ－３、ＺＳＭ－２０、ゼオライトＸ、Ｙ、超安定化Ｙ及び
脱アルミＹ）、ＭＯＲ（例えば、モルデナイト）、ＭＡＺ（例えば、ＺＳＭ－４）、ＭＥ
Ｉ（例えば、ＺＳＭ－１８）及びＭＷＷ（例えば、ＭＣＭ－２２、ＰＳＨ－３、ＳＳＺ－
２５、ＥＲＢ－１、ＩＴＱ－１、ＩＴＱ－２、ＭＣＭ－３６、ＭＣＭ－４９及びＭＣＭ－
５６）型の構造を持つ材料を含む。
【００５１】
オレフィンでのアルキル化
　本プロセスの一実施態様では、ベンゼンが脱水素環化排出流から回収され、次いでオレ
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フィン、例えばエチレン又はプロピレンでアルキル化される。オレフィンは、脱水素環化
反応の副生成物として製造されてもよく、あるいは当該分野の当業者に良く知られている
ように炭化水素の熱的又は触媒的クラッキングを通して製造されてもよい。脱水素環化工
程と併せてより高いレベルのオレフィンを製造する手段は、脱水素環化反応器の熱排出流
にＣ２＋炭化水素を注入することである。コークス形成を減少させるために、蒸気流をＣ
２＋炭化水素と同時注入してもよい。アルキル化に有用なオレフィンは、ジメチルエーテ
ル、メタノール又はより高級なアルコールから製造することもできる。
【００５２】
　エチレンでのベンゼンの気相アルキル化を実施するための典型的な条件は、６５０から
９００°Ｆ（３４３から４８２℃）の温度、大気圧から３０００ｐｓｉｇ（１００から２
０，８００ｋＰａ）の圧力、０．５から４．０ｈｒ－１のエチレンに基づくＷＨＳＶ及び
１：１から３０：１のエチレンに対するベンゼンのモル比を含む。エチレンでのベンゼン
の液相アルキル化は、３００から６５０°Ｆ（１５０から３４０℃）の温度、約３０００
ｐｓｉｇ（２０，８００ｋＰａ）までの圧力、０．１から２０ｈｒ－１のエチレンに基づ
くＷＨＳＶ及び１：１から３０：１のエチレンに対するベンゼンのモル比で実施してよい
。プロピレンでのベンゼンの液相アルキル化を実施するための典型的な条件は、１７６か
ら３９２°Ｆ（８０から２００℃）の温度、大気圧から３０００ｐｓｉｇ（１００から２
０，８００ｋＰａ）の圧力、０．５から４．０ｈｒ－１のプロピレンに基づくＷＨＳＶ及
び１：１から３０：１のプロピレンに対するベンゼンのモル比を含む。
【００５３】
　好ましくは、ベンゼンのエチル化は、ゼオライトベータ、ゼオライトＹ、ＭＣＭ－２２
、ＰＳＨ－３、ＳＳＺ－２５、ＥＲＢ－１、ＩＴＱ－１、ＩＴＱ－２、ＩＴＱ－１３、Ｚ
ＳＭ－５、ＭＣＭ－３６、ＭＣＭ－４９及びＭＣＭ－５６の少なくとも１つを含む触媒を
用いて、少なくとも部分的に液相条件下で実施される。
【００５４】
　ベンゼンのエチル化は、脱水素環化／水素除去工程の位置で実施することもできるし、
あるいは、エチルベンゼンに変換するための他の場所へベンゼンを輸送することもできる
。次いで、得られたエチルベンゼンは、例えばスチレン製造における前駆物質として販売
でき、あるいは、当該分野の公知の方法により混合キシレンに異性体化できる。
【００５５】
　本プロセスの他の実施態様では、アルキル化剤はメタノール又はジメチルエーテル（Ｄ
ＭＥ）であり、脱水素環化排出流から回収されたベンゼン及び／又はナフタレンをアルキ
ル化してトルエン、キシレン、メチルナフタレン及び／又はジメチルナフタレンを製造す
るのに使用される。ベンゼンをアルキル化するのにメタノール又はＤＭＥが使用される場
合、ゼオライト、例えばＺＳＭ－５、ゼオライトベータ、ＩＴＱ－１３、ＭＣＭ－２２、
ＭＣＭ－４９、ＺＳＭ－１１、ＺＳＭ－１２、ＺＳＭ－２２、ＺＳＭ－２３、ＺＳＭ－３
５、及びＺＳＭ－４８を含む触媒の存在下で実行され、それは水蒸気処理によって、１２
０℃の温度及び６０ｔｏｒｒ（８ｋＰａ）の２，２－ジメチルブタン圧で測定した場合に
２，２－ジメチルブタンの拡散パラメータが０．１－１５ｓｅｃ－１となるように蒸気変
性されていると都合がよい。そのようなプロセスは、パラ－キシレンの製造に対して選択
的であり、例えば、米国特許第６，５０４，２７２号に記載されており、それを参考によ
り本明細書に取り入れる。ナフタレンのアルキル化にメタノール又はＤＭＥが使用される
場合、ＺＳＭ－５、ＭＣＭ－２２、ＰＳＨ－３、ＳＳＺ－２５、ＥＲＢ－１、ＩＴＱ－１
、ＩＴＱ－２、ＩＴＱ－１３、ＭＣＭ－３６、ＭＣＭ－４９又はＭＣＭ－５６を含む触媒
の存在下で実行するのが都合よい。そのようなプロセスは、２，６－ジメチルナフタレン
を選択的に製造するのに使用でき、米国特許第４，７９５，８４７号、第５，００１，２
９５号、第６，０１１，１９０号及び６，０１８，０８６号に記載され、参考により本明
細書に取り入れる。
【００５６】
キシレンを製造するためのトルエン／ベンゼンのメチル化
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　脱水素環化反応からの典型的な単環芳香族生成物は、主にベンゼンであり、それより低
い量であるがトルエンもある。キシレンの全収率を増加させるために、脱水素環化反応器
からの生成物、並びにキシレン生成物から蒸留によって分離された再循環ベンゼン及びト
ルエンの両方をメチル化することができる。
【００５７】
　多くの事例では、エチルベンゼンの量を最少にしながらキシレンを製造するのが望まし
く、そのような事例では、アルキル化ゾーンへの原料に存在しうるエチレンを水素化して
エタンとし、ベンゼン又はトルエンのアルキル化を防ぐべきである。キシレン及びエチル
ベンゼンの両方が望まれる生成物であるならば、エチルベンゼン合成及び回収は、分離を
容易にするためにキシレン合成工程の前に実施しても、又は混合生成物を製造するために
同じ反応器で実施してもよい。
【００５８】
　メチル化反応は、好ましくは蒸気相で実施され、典型的な反応条件は、３００℃から７
００℃、好ましくは４００℃から７００℃の温度、１から１０００ｐｓｉｇ（１００から
７０００ｋＰａ）の圧力、及び０．１から２００ｈｒ－１、好ましくは１から１００ｈｒ
－１の重量空間速度を含む。メチル化剤に対するトルエン及びベンゼンのモル比率は変え
ることができ、通常は０．１：１から２０：１、好ましくは２：１から４：１である。水
素ガス及び／又は水蒸気をコークス化防止剤及び希釈剤として反応に供給することができ
る。メチル化剤は、通常は複数の供給点、例えば３－６供給点を通してメチル化反応ゾー
ンに供給される。反応は、固定触媒床、移動床反応器、又は流動床反応器で実施できる。
反応の発熱性により、熱除去又は加熱あるいは低温冷却が必要になる場合もある。
【００５９】
　典型的なメチル化剤は、メタノール、ジメチルエーテル、塩化メチル、臭化メチル、炭
酸メチル、アセトアルデヒド、ジメトキシエタン、アセトン、及びジメチルスルフィドを
含み、メタノール及びジメチルエーテルが好ましい。メチル化剤は合成ガスから形成する
こともでき、例えば、該剤は合成ガスのＨ２、ＣＯ及び／又はＣＯ２から形成することが
できる。メチル化剤は、メチル化反応ゾーン内の合成ガスから形成することもできる。
【００６０】
　メチル化反応で使用するのに適した触媒は、天然由来及び合成の結晶質モレキュラーシ
ーブを含む。そのようなモレキュラーシーブの例は、大孔モレキュラーシーブ、中間孔径
モレキュラーシーブ、小孔モレキュラーシーブを含む。これらのモレキュラーシーブは、
「Ａｔｌａｓ　ｏｆ　Ｚｅｏｌｉｔｅ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ　Ｔｙｐｅｓ」　Ｃｈ．　Ｂ
ａｅｒｌｏｃｈｅｒ，　Ｗ．　Ｈ．　Ｍｅｉｅｒ，　及びＤ．　Ｈ．　Ｏｌｓｏｎ編集、
Ｅｌｓｅｖｉｅｒ、Ｆｉｆｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ、２００１」に記載されており、参考に
より本明細書に取り入れる。大孔モレキュラーシーブは一般に少なくとも約７Åの孔径を
持ち、ＩＷＷ、ＬＴＬ、ＶＦＩ、ＭＡＺ、ＭＥＩ、ＦＡＵ、ＥＭＴ、ＯＦＦ、＊ＢＥＡ、
及びＭＯＲ構造型のモレキュラーシーブ（ＩＵＰＡＣ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｚ
ｅｏｌｉｔｅ　Ｎｏｍｅｎｃｌａｔｕｒｅ）を含む。好適な大孔モレキュラーシーブの例
は、ＩＴＱ－２２、マッチー、オフレタイト、ゼオライトＬ、ＶＰＩ－５、ゼオライトＹ
、ゼオライトＸ、オメガ、ベータ、ＺＳＭ－３、ＺＳＭ－４、ＺＳＭ－１８、ＺＳＭ－２
０、ＳＡＰＯ－３７、及びＭＣＭ－２２を含む。中間孔径モレキュラーシーブは、一般に
約５Åから約７Åの孔径を持ち、例えば、ＩＴＨ、ＩＴＷ、ＭＦＩ、ＭＥＬ、ＭＴＷ、Ｅ
ＵＯ、ＭＴＴ、ＨＥＵ、ＦＥＲ、ＭＦＳ、及びＴＯＮ構造型のモレキュラーシーブを含む
。好適な中間孔径モレキュラーシーブの例は、ＩＴＱ－１２、ＩＴＱ－１３、ＺＳＭ－５
、ＺＳＭ－１２、ＺＳＭ－２２、ＺＳＭ－２３、ＺＳＭ－３４、ＺＳＭ－３５、ＺＳＭ－
３８、ＺＳＭ－４８、ＺＳＭ－５０、ＺＳＭ－５７、シリカライト及びシリカライト２を
含む。小孔径モレキュラーシーブは、約３Åから約５Åの孔径を持ち、例えば、ＣＨＡ、
ＥＲＩ、ＫＦＩ、ＬＥＶ、及びＬＴＡ構造型のモレキュラーシーブを含む。好適な小孔径
モレキュラーシーブの例は、ＺＫ－４、ＳＡＰＯ－３４、ＳＡＰＯ－３５、ＺＫ－１４、
ＳＡＰＯ－４２、ＺＫ－２１、ＺＫ－２２、ＺＫ－５、ＺＫ－２０、ゼオライトＡ、エリ
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オナイト、シャバザイト、ゼオライトＴ、グメリナイト、及び斜プチロライトを含む。
【００６１】
　メチル化反応に特に適する他のモレキュラーシーブ触媒は、ゼオライト結合ゼオライト
触媒である。これらの触媒並びにその調製方法は米国特許第５，９９４，６０３号に記載
されており、参考により本明細書に取り入れる。ゼオライト結合ゼオライト触媒は、酸性
の中間孔径モレキュラーシーブの第一の結晶及び第二のモレキュラーシーブの第二の結晶
を含む結合材を含む。好ましくは、ゼオライト結合ゼオライト触媒は、第一及び第二のゼ
オライトの全重量に基づいて１０重量パーセント未満の非ゼオライト結合材、例えば非晶
質結合材を含む。そのような触媒の例は、ＭＦＩ又はＭＥＬ構造型、例えばＺＳＭ－５又
はＺＳＭ－１１の第一の結晶、及びＭＦＩ又はＭＥＬ構造型、例えばシリカライト１又は
シリカライト２の第二の結晶を含む結合材を含む。
【００６２】
　典型的には、メチル化プロセスで使用されるモレキュラーシーブは、１００未満、より
好ましくは５０未満、さらにより好ましくは２５未満、最も好ましくは１０未満のアルフ
ァ値を有する。本明細書で使用するアルファ値は、選択化されたモレキュラーシーブのブ
レンステッド酸の活性の測定値であり、即ち、それはモレキュラーシーブのアルファ値に
対する水素化成分の付加の影響を軽減するものである。アルファ試験は米国特許第３，３
５４，０７８号及びＪｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃａｔａｌｙｓｉｓ，Ｖｏｌ．４，５２２－
５２９（１９６５）；Ｖｏｌ．６，２７８（１９６６）；及びＶｏｌ．６１，３９５（１
９８０）に記載されており、各々を参考により本明細書に取り入れる。アルファ試験の実
験条件は、好ましくは５３８℃の一定温度、及びＪｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃａｔａｌｙｓ
ｉｓ、Ｖｏｌ．６１、３９５（１９８０）に詳細に記載された可変流動速度を含む。典型
的には、アルミナに対するシリカのより高い比率を持つモレキュラーシーブは、より低い
アルファ値を持つ。それにも関わらず、触媒のアルファ活性は、当業者に知られた技術に
従って減少させることができる。例えば、触媒のアルファ活性は、（１）適当な条件で触
媒を水蒸気処理する、又は（２）触媒をアルカリ金属イオンなどのカチオンでイオン交換
することにより減少しうる。
【００６３】
　一実施態様では、モレキュラーシーブ触媒は、所望のアルキル化生成物、特にパラ－キ
シレンの製造のために選択性を付与される。触媒は、その表面をリン及び／又はマグネシ
ウム及び／又は種々の金属酸化物、例えばアルカリ土類金属酸化物、例えば酸化カルシウ
ム、酸化マグネシウムなど、希土類金属酸化物、酸化ランタン、及び他の金属酸化物、例
えば酸化ホウ素、酸化チタニア、酸化アンチモン、及び酸化マンガンの化合物で処理する
ことにより選択性を付与することができる。そのような処理の好ましい範囲は、触媒の重
量に基づいてそれらの化合物を、０．１重量％から２５重量％、より好ましくは１重量％
から１０重量％を含む範囲である。
【００６４】
　選択性付与は、触媒上にコークスを析出させることよっても達成されうる。コークス選
択性付与は、例えば触媒上にコークスを析出させる条件でメチル化反応を操作することに
よって、メチル化反応の間に実施できる。また、例えば、反応器中の触媒を、熱分解可能
な有機化合物、例えばベンゼン、トルエンなどに、前記化合物の熱分解温度を超える温度
、例えば４００℃から６５０℃、より好ましくは４２５℃から５５０℃で、時間当たり触
媒１ポンド当たりに０．１から２０ｌｂｓ．の原料の範囲のＷＨＳＶで、１から１００気
圧の圧力で、及び有機化合物１モル当たり０から２モルの水素、より好ましくは０．１か
ら１モルの水素の存在下で、そして任意に、有機化合物１モル当たり０から１０モルの窒
素又は他の不活性ガスの存在下で、触媒をコークスにより予め選択性を付与することがで
きる。このプロセスは、触媒表面に十分な量のコークス、一般的には少なくとも約２重量
％、より好ましくは８から４０重量％のコークスが析出するまでの時間実施される。
【００６５】
　触媒に選択性付与するために、ケイ素化合物を使用してもよい。ケイ素化合物は、シリ
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ンを含んでよい。当業者に知られるように、様々な程度で選択性付与するために複数の処
理を用いてもよい。
【００６６】
　触媒を選択性付与するのに用いられるシリコーンは以下のものを含む。
【００６７】
【化３】

【００６８】
　ここで、Ｒ１は水素、フッ化物、ヒドロキシ、アルキル、アラルキル、アルカリール又
はフルオロアルキルである。炭化水素置換基は、一般的に１から約１０の炭素原子を含み
、好ましくはメチル又はエチル基である。Ｒ２はＲ１と同じ群から選択され、ｎは少なく
とも２、一般的には２から１０００の範囲の整数である。用いられるシリコーンの分子量
は、一般的には８０から２０，０００，好ましくは１５０から１０，０００である。代表
的なシリコーンは、ジメチルシリコーン、ジエチルシリコーン、フェニルメチルシリコー
ン、メチルハイドロジェンシリコーン、エチルハイドロジェンシリコーン、フェニルハイ
ドロジェンシリコーン、フルオロプロピルシリコーン、エチルトリフルオロプロフィシリ
コーン、テトラクロロフェニルメチルメチルエチルシリコーン、フェニルエチルシリコー
ン、ジフェニルシリコーン、メチルトリシリコーン、テトラクロロフェニルエチルシリコ
ーン、メチルビニルシリコーン及びエチルビニルシリコーンを含む。シリコーンは、直鎖
状である必要はなく、環状、例えば、ヘキサメチルシクロトリシロキサン、オクタメチル
シクロテトラシロキサン、ヘキサフェニルシクロトリシロキサン及びオクタフェニルシク
ロテトラシロキサンであってよい。これらの化合物の混合物も、他の官能基を持つシリコ
ーンと同様に使用できる。
【００６９】
　有用なシロキサン及びポリシロキサンは、非限定的な例としてヘキサメチルシクロトリ
シロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン
、ヘキサメチルジシロキサン、オクタメチルトリシロキサン、デカメチルテトラシロキサ
ン、ヘキサエチルシクロトリシロキサン、オクタエチルシクロ　テトラシロキサン、ヘキ
サフェニルシクロトリシロキサン及びオクタフェニルシクロ　テトラシロキサンを含む。
【００７０】
　有用なシラン、ジシラン、又はアルコキシシランは、次の一般式を有する有機置換シラ
ンを含む。
【００７１】
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【化４】

【００７２】
　ここで、Ｒは反応基、例えば水素、アルコキシ、ハロゲン、カルボキシ、アミノ、アセ
トアミド、トリアルキルシリオキシであり、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３はＲと同一とすることが
でき、有機ラジカルとすることもでき、当該有機ラジカルは、炭素数１から４０のアルキ
ル、アルキル又はアリールカルボン酸であって、アルキルの有機部分が１から３０の炭素
原子を含み、アリール基はさらに置換されていてもよい６から２４の炭素を含み、７から
３０の炭素原子を含むアルキルアリール及びアリールアルキル基を含んでいてもよい。好
ましくは、アルキルシランのアルキル基は、鎖長の炭素原子が１から４である。混合物も
使用してよい。
【００７３】
　シラン又はジシランは、非限定的な例として、ジメチルフェニルシラン、フェニルトリ
メチルシラン、トリエチルシラン及びヘキサメチルジシランを含む。有用なアルコキシシ
ランは、少なくとも１つのケイ素－水素結合を持つ。
【００７４】
　好ましい実施態様では、モレキュラーシーブ触媒は、モレキュラーシーブをケイ素化合
物に接触させること及びマグネシウム及び／又はリンで処理することを組み合わせた選択
性付与技術を用いて選択性を付与される。
【００７５】
　通常は、モレキュラーシーブは、温度及びプロセスで用いられる他の条件に耐性の結合
材材料と合体される。好適な結合材の例は、クレイ、アルミナ、シリカ、シリカ－アルミ
ナ、シリカ－マグネシア、シリカ－ジルコニア、シリカ－トリア、シリカ－ベリリア、シ
リカ－チタニア、並びに三元組成物、例えばシリカ－アルミナ－トリア、シリカーアルミ
ナ－ジルコニア、シリカ－アルミナ－マグネシア及びシリカ－マグネシア－ジルコニアを
含む。モレキュラーシーブはゼオライト材料、例えば米国特許第５，９９３，６４２号に
記載されたゼオライト材料と複合してもよい。モレキュラーシーブ及び結合材の相対的比
率は広範に変化し、モレキュラーシーブ含有量は、１から９９重量％の範囲、より好まし
くは１０から７０重量％のモレキュラーシーブ、さらにより好ましくは２０から５０重量
％である。
【００７６】
　またメチル化触媒は、水素化金属を含んでもよく、それは元素状態（即ち、ゼロ原子価
）又は或る他の触媒的に活性な形態、例えば酸化物、硫化物、ハロゲン化物、カルボン酸
塩などで存在していてよい。好ましくは、金属は、その元素状態で使用される。好適な水
素化金属の例は、第ＶＩＩＩＡ族金属（即ち、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｒｈ、Ｏｓ、Ｒｕ、Ｎ
ｉ、Ｃｏ及びＦｅ）、第ＩＶＢ族金属（即ち、Ｓｎ及びＰｂ）、第ＶＢ族金属（即ちＳｂ
及びＢｉ）、及び第ＶＩｌＡ族金属（即ち、Ｍｎ、Ｔｃ及びＲｅ）を含む。貴金属（即ち
、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｒｈ、Ｏｓ及びＲｕ）が好ましいことがあり、Ｒｈは最も好ましい
。水素化成分は、他の金属プロモータを伴ってもよい。
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【００７７】
　典型的には、水素化金属は触媒上に、触媒の重量に基づいて０．１重量％から５重量％
の水素化金属の量で存在する。水素化金属の導入は、当業者に知られた様々な技術で達成
できる。例えば、金属は浸漬により、又は適当な塩の水溶液のイオン交換により、又はこ
れらの方法の組み合わせにより導入できる。例として、イオン交換法では、カチオン性白
金錯体、例えばテトラアンモニウム－白金（ＩＩ）硝酸塩を用いて白金が導入される。さ
らに、水素化機能は物理的な緊密混合によって存在せしめられる、即ち、水素化機能は、
活性な触媒との物理的混合又は押出により生成されうる。物理的な緊密混合は、活性な触
媒と離れた粒子上に水素化機能を導入し、次いで触媒の直近に水素化機能を担持する粒子
を配置することによっても実施できる。例えば、水素化金属は、Ｂｕｔｔｅｒ等の米国特
許第Ｒｅ．３１，９１９に記載されたような活性モレキュラーシーブ触媒との混合である
非晶質担体上に含浸させることができ、本特許は参考により本明細書に取り入れる。
【００７８】
　一実施態様では、メチル化反応に使用されるモレキュラーシーブは、ロジウムを含む水
素化金属を有する。水素化成分としてロジウムを使用することは、アルキル化剤（即ち、
好ましい実施態様ではメタノール）の分解によって形成される合成ガスの量を減少させる
ことがわかった。他の実施態様では、本発明で使用されるモレキュラーシーブは、白金を
含有する水素化金属及び、リンを含む選択性付与化合物を含む。本発明のプロセスにおい
て、そのようなモレキュラーシーブが使用される場合、及び水が反応器に共供給される場
合、アルキル化剤（即ち、好ましい実施態様ではメタノール）の分解によって形成される
合成ガスの量が減少することがわかった。
【００７９】
合成ガスでのアルキル化
　本発明のプロセスにおいてメタノール又はＤＭＥがアルキル化剤として使用される場合
、それはプロセスに別の原料として供給することができ、又は脱水素環化工程の流出物の
一部又は全部に二酸化炭素含有原料ガス、例えば、天然ガス流を添加することにより少な
くとも部分的に現場で生成させることができる。特に、脱水素環化流出物は、芳香族成分
を分離する前に、逆シフト反応器に供給し、二酸化炭素含有原料と、反応５及び以下に示
す逆水性ガスシフト反応等の反応により排出物の一酸化炭素含有量を増加させる条件下で
反応させることができる。
【００８０】
【化５】

【００８１】
　さらに、メタン及びＣＯ２及び／又は水蒸気を、逆シフト反応器に供給し、合成ガスを
生成させてもよく、そのガスは次いで脱水素環化流出物の一部と混合されて、アルキル化
工程で要求されるようにＨ２／ＣＯ／ＣＯ２比率を調節するために用いることができる。
【００８２】
　典型的には、逆シフト反応器は、担体上の遷移金属、例えばアルミナ、シリカ又はチタ
ニア上に例えば、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｚｎを含む触媒を収容し、５００℃から１２００℃
、６００℃から１０００℃など、例えば７００℃から９５０℃の温度、及び１ｋＰａから
１０，０００ｋＰａ、２，０００ｋＰａから１０，０００ｋＰａ、例えば３０００ｋＰａ
から５，０００ｋＰａの圧力を含む条件で操作される。ガス空間速度は、用いられるプロ
セスのタイプに応じて変化するが、一般に、触媒床を通って流動するガスのガス空間速度
は、５０ｈｒ－１から５０，０００ｈｒ－１、２５０ｈｒ－１から２５，０００ｈｒ－１

など、より好ましくは５００ｈｒ－１から１０，０００ｈｒ－１の範囲である。
【００８３】
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　逆シフト反応器からの流出物は、次いで以下のような反応が起こる条件下で操作されて
いるアルキル化反応器に供給されうる。
【００８４】
【化６】

　ＣＨ３ＯＨ＋Ｃ６Ｈ６→トルエン＋Ｈ２Ｏ　　　（反応８）
　２ＣＨ３ＯＨ＋Ｃ６Ｈ６→キシレン＋２Ｈ２Ｏ　　　（反応９）
【００８５】
　よって、メチル化剤はＣＯ、ＣＯ２及びＨ２及び／又はＣＨ３ＯＨ及びそれらの誘導体
を含む。メチル化剤はベンゼンと反応してトルエンを形成し、トルエンはメチル化剤と反
応してキシレン、好ましくはパラ－キシレンを形成する。本発明の一つの好ましい実施態
様では、メチル化剤としてのメタノールは別に添加されずに現場で形成される。メチル化
プロセスは、再循環有り又は無しの、固定、移動床又はＣＳＴＲ触媒反応系を用いてバッ
チ式、半連続又は連続操作として実施できる。メチル化剤の複数回注入を用いてもよい。
メチル化プロセスに適した条件は、１００から７００℃、好ましくは２００から６００℃
の温度、１から３００気圧（１００から３０，０００ｋＰａ）、好ましくは１から２００
気圧（１００から２０，０００ｋＰａ）の圧力、及び０．０１から１００ｈｒ－１、好ま
しくは１から５０ｈｒ－１の芳香族炭化水素についてのＷＨＳＶを含む。原料の組成、即
ち、Ｈ２／ＣＯ（及び／又はＣＯ２）／芳香族のモル比率は、０．０１－１０／０．０１
－１０／０．０１－１０から、好ましくは０．１－１０／０．１－１０／０．１－１０か
らとすることができる。
【００８６】
　メチル化プロセスに適した触媒は、典型的には１以上の金属又は金属酸化物、例えば銅
、クロム及び／又は酸化亜鉛を伴うモレキュラーシーブを含む。典型的には、アルキル化
触媒は、５重量％の金属又は金属酸化物第一成分／９５重量％のモレキュラーシーブ第二
成分から９５重量％の金属又は金属酸化物第一成分／５重量％のモレキュラーシーブ成分
までを含む。モレキュラーシーブは、メタノールでのアルキル化に関連して記載した任意
のアルミノケイ酸塩ゼオライト、例えばＺＳＭ－５とすることができ、又はアルミノリン
酸塩材料とすることもできる。アルミノリン酸塩ベースの材料は、通常はケイ酸塩ベース
の材料に比較して低い酸度を持つ。酸度がより低いことにより、多くの副反応が除かれ、
反応物の利用性が向上し、触媒寿命が延長される。さらに、中間孔のアルミノリン酸塩ベ
ースの材料は独特のチャンネル構造を持ち、それにより望ましい形状選択性が生ずるもの
もある。
【００８７】
　アルミノリン酸塩ベースの材料は、ＡｌＯ４及びＰＯ４が交互する四面体からなる。こ
のファミリーのメンバーは、８－（例えば、Ａ１ＰＯ４－１２、－１７、－２１、－２５
、－３４、－４２、等）、１０－（例えば、ＡｌＰＯ４－１１、４１、等）、又は１２－
（ＡｌＰＯ４－５、－３１、等）員の酸素環チャンネルを持つ。ＡｌＰＯ４は中性である
が、Ａｌ及び／又はＰを低電荷のカチオンで置換することにより、構造に負電荷を導入で
き、それは酸性を付与するカチオンと対形成する。ケイ素をＰ及び／又はＰ－Ａｌ対に置
換することにより、中性二元組成物（即ち、Ａｌ、Ｐ）が酸性－三元－組成物（Ｓｉ、Ａ
ｌ、Ｐ）をベースとするＳＡＰＯ材料、例えばＳＡＰＯ－５、－１１、－１４、－１７、
－１８、－２０、－３１、－３４、－４１、－４６等に変化する。酸性三元組成物は、二
価金属イオンをアルミニウムに置換してＭｅＡＰＯ材料を生成することによっても作製で
きる。Ｍｅは、これらに限定されないが、Ｍｇ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｚｎ等からなる群から選択
される金属イオンである。酸性材料、例えば、ＭｇＡＰＯ（マグネシウム置換）、ＣｏＡ
ＰＯ（コバルト置換）、ＦｅＡＰＯ（鉄置換）、ＭｎＡＰＯ（マンガン置換）、ＺｎＡＰ
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Ｏ（亜鉛置換）等が、この範疇に属する。置換は、酸性四元－組成物をベースとする材料
、例えば、ＦｅＡＰＳＯ（Ｆｅ、Ａｌ、Ｐ、及びＳｉ）、ＭｇＡＰＳＯ（Ｍｇ、Ａｌ、Ｐ
、Ｓｉ）、ＭｎＡＰＳＯ、ＣｏＡＰＳＯ、ＺｎＡＰＳＯ（Ｚｎ、Ａｌ、Ｐ、Ｓｉ）、等を
含むＭｅＡＰＳＯシリーズのような材料も生成する。他の置換されたアルミノリン酸ベー
スの材料は、ＥｌＡＰＯ及びＥｌＡＰＳＯ（ここで、Ｅｌ＝Ｂ、Ａｓ、Ｂｅ、Ｇａ、Ｇｅ
、Ｌｉ、Ｔｉ、等）を含む。上記したように、これらの材料は、合成ガス／芳香族アルキ
ル化に適した酸強度を有する。本発明においてより好ましいアルミノリン酸ベースの材料
は、１０－及び１２－員環材料（ＳＡＰＯ－１１、－３１、－４１；ＭｅＡＰＯ－１１、
－３１、－４１；ＭｅＡＰＳＯ－１１、－３１、４１；ＥｌＡＰＯ－１１、－３１、－４
１；ＥｌＡＰＳＯ－１１、－３１、－４１、等）を含み、それらは、狭いチャンネル構造
により顕著な形状選択性を有している。
【００８８】
　上記したように、アルキル化触媒がモレキュラーシーブを含む場合、後者は選択性が付
与されて、その拡散特性を変化させ、反応９の主要生成物キシレン異性体がパラキシレン
であるようにすることができる。拡散を変性させる好適な手段は、上記したように、水蒸
気処理及びモレキュラーシーブの表面又は孔口における外部及び現場でのケイ素化合物、
コークス、ＭｇＯ、及び／又はＰの析出を含む。あるいは、選択性付与は、モレキュラー
シーブのチャンネルに入るには嵩高すぎる１又はそれ以上の有機金属化合物の析出によっ
ても達成できる。パラ－アルキル選択性付与に適した嵩高有機金属化合物の一つのタイプ
は、大きな有機アニオン及び金属カチオンの塩である。有機アニオンは、カルボキシル及
び／又はフェノール官能基を含む分子から選択でき、フタル酸、エチレンジアミン四酢酸
（ＥＤＴＡ）、ビタミンＢ－５、トリヒドロキシ安息香酸、ピロガル酸、サリチル酸、ス
ルホサリチル酸、クエン酸、ナフタレン二カルボン酸、アントラジオレート、ショウノウ
酸、その他を含む。金属カチオンは、元素の周期律表（新たなＩＵＰＡＣ表記法）の１、
２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５及び１６族の元
素から選択できる。
【００８９】
　上記の有機金属塩でのパラ－アルキル選択性付与は種々の手段によって達成できる。例
えば、有機金属塩の溶液をケイ酸塩ベースの材料又はアルミノリン酸ベースの材料上に含
浸させることができる。水又は任意の適当な有機溶媒のいずれかが使用できる。処理を促
進するために非金属塩及び／又はｐＨ調節を加えるのが好ましい。最初に溶媒を除去し、
有機金属塩で均一に被覆された材料を残し、次いで塩を金属酸化物に変換するために熱を
加えてもよい。あるいは、乾燥混合技術を使用することもでき、それは、粉末又は粒子状
のゼオライトを、やはり粉末又は粒子状の有機金属塩と、溶媒を使用することなく直接混
合することを含む。混合物は、次いで熱処理を施され、材料上での塩の分散及び最終的に
塩の金属酸化物への変換が促進される。
【００９０】
　また、活性金属をモレキュラーシーブに導入し、副産物として生成され、触媒の不活性
化を起こしうるより高活性の種、例えばオレフィンを飽和させるのも好ましい。
【００９１】
　触媒反応系を、トルエン及び／又はベンゼンの成分、Ｈ２、ＣＯ、及び／又はＣＯ２及
び／又はメタノールの原料成分に曝露する前に、還元的条件下（例えば、Ｎ２中１－８０
％　Ｈ２）で、１５０－５００℃、及び１から２００気圧（１００から２０，０００ｋＰ
ａ）において２から４８時間、触媒反応系を任意に活性化することもできる。
【００９２】
　トルエン及び／又はベンゼン及びメチル化剤は、通常は予め混合され、いずれかの反応
物の局所濃度が反応動力学を崩壊させることなく、それらの間の所望の比率を維持するよ
うに、共に反応器に供給される。場合によっては、メチル化剤のその瞬間的な濃度は、そ
の段階的添加をすることにより低く保たれてもよい。段階的添加により、メチル化剤濃度
に対するトルエン及び／又はベンゼンの比率は、良好な芳香族化合物への変換及びより良
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い触媒反応系の安定性を与えるのに最適なレベルに維持できる。水素ガス及び／又は水蒸
気もコークス防止剤及び希釈剤として供給できる。
【００９３】
　本発明のプロセスは、キシレンの混合物を生成することができ、ＰＸは混合物の少なく
とも３０重量％、好ましくは少なくとも８０重量％、最も好ましくは少なくとも９０重量
％を占める。本発明のプロセスは、芳香族化合物の少なくとも５重量％、好ましくは１５
重量％より多くをキシレンの混合物に変換できる。
【００９４】
アルキル化生成物の回収
　用いるアルキル化プロセスに関わらず、アルキル化反応系からの流出物は分離部に供給
され、そこで芳香族生成物は最初に、都合良くは溶媒抽出により、水素及び他の低分子量
材料から分離される。芳香族生成物は、次いでベンゼン画分、トルエン画分、Ｃ８画分、
及びナフタレン及びアルキル化ナフタレンを含む重画分に分画される。Ｃ８芳香族画分は
、次いで結晶化又は吸着プロセスに供給されて価値のあるｐ－キシレン成分が分離され、
残りの混合キシレンは、製品として販売されるか、又はより多くのｐ－キシレンを製造す
るための異性体化ループに供給される。トルエン画分は、販売可能な製品として取り出さ
れるか、アルキル化反応器に再循環されるか、又はトルエン不均化、好ましくは更なるｐ
-キシレン製造のための選択的不均化ユニットに供給することができる。
【００９５】
水素除去
　水素は、脱水素環化排出物の主要な成分である。従って、本発明の実施態様では、芳香
族生成物のアルキル化／回収の後に、流出物に水素除去工程を施し、未反応のメタンを脱
水素環化工程に再循環させる前に流出物中の水素含有量を減少させ、原料の利用性を最大
にする。典型的には、水素除去工程は脱水素環化流出物中の水素の少なくとも一部を酸素
含有種と反応させ、水及び第一の（脱水素環化）排出流に比較して水素含有量が減少した
第二の排出流を生成することを含む。
【００９６】
　水素除去工程は、（ｉ）メタン化及び／又はエタン化、（ｉｉ）フィッシャー・トロプ
シュプロセス、（ｉｉｉ）Ｃ１乃至Ｃ３アルコール、特にメタノール、及び他の酸化物の
合成、（ｉｖ）メタノール又はジメチルエーテル中間体を経由する軽オレフィン、パラフ
ィン及び／又は芳香族の合成、（ｖ）選択的水素燃焼を含むと都合がよい。これらの工程
は、最も大きな利益を獲得するために連続して用いられ、例えば、フィッシャー・トロプ
シュを最初に用いてＣ２＋リッチの流出物を生成し、次いでメタン化して多量のＨ２変換
を達成してもよい。
【００９７】
メタン化／エタン化
　一実施態様では、水素除去工程は、脱水素環化工程流出物の少なくとも一部を二酸化炭
素と反応させて、以下の全反応に従ってメタン及び／又はエタンを生成することを含む。
【００９８】
【化７】

【００９９】
　用いられる二酸化炭素は、天然ガス流、好ましくは脱水素環化工程の原料として使用さ
れるのと同じ天然ガス流の一部であると都合がよい。二酸化炭素がメタン含有流の一部で
ある場合、当該流のＣＯ２：ＣＨ４は、１：１から０．１：１の間に維持するのが都合が
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よい。二酸化炭素含有流及び脱水素環化流出物の混合は、気体状原料をジェット排出機の
吸入口に供給することにより達成されると都合がよい。
【０１００】
　メタン又はエタンを生成する水素除去工程は、通常は所望の反応１０又は反応１１に必
要な化学量論的比率に近いＨ２：Ｃ２　モル比を用いるが、ＣＯ２－リッチ又はＨ２－リ
ッチの第二の排出流を生成することが望まれるならば、化学量論的比率における僅かな変
動があってもよい。メタン又はエタンを生成する水素除去工程は、金属成分、特に無機担
体上の遷移金属又はその化合物を含む二官能性触媒の存在下で実施するのが都合がよい。
好適な金属成分は、銅、鉄、バナジウム、クロム、亜鉛、ガリウム、ニッケル、コバルト
、モリブデン、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、銀、レニウム、タングステン、イリ
ジウム、白金、金、及びそれらの組み合わせ及び化合物を含む。無機担体は、非晶質材料
、例えばシリカ、アルミナ、又はシリカ－アルミナ等、脱水素芳香族化触媒で列挙したも
のであってよい。さらに、無機担体は、結晶質材料、例えば、微小孔又はメソ孔性の結晶
質材料であってもよい。好適な多孔性結晶質材料は、脱水素環化触媒について上記に列挙
したアルミノケイ酸塩、アルミノリン酸塩、及びケイ酸アルミノリン酸塩を含む。
【０１０１】
　メタン及び／又はエタンを生成する水素除去工程は広範な条件下で実施でき、１００℃
から９００℃、１５０℃から５００℃など、例えば２００℃から４００℃の温度、２００
ｋＰａから２０，０００ｋＰａ、例えば５００から５０００ｋＰａの圧力、及び０．１か
ら１０，０００ｈｒ－１、例えば１から１，０００ｈｒ－１の重量空間速度を含む。ＣＯ

２変換レベルは、典型的には２０から１００％の間、好ましくは９０％超、例えば９９％
超である。複数の触媒床で、床間に熱除去を設けて発熱反応を実施してもよい。さらに、
反応速度を最大にするために最初の床をより高い温度で操作し、熱力学的変換を最大にす
るために最後の床をより低い温度で操作してもよい。
【０１０２】
　反応の主生成物は水であり、Ｈ２：ＣＯ２モル比に応じて、メタン、エタン及びより高
級なアルカンであり、不飽和のＣ２及びより高級な炭化水素を含む場合もある。さらに、
二酸化炭素から一酸化炭素への部分的水素化も好ましい。水を除去した後、メタン、一酸
化炭素、任意の未反応の二酸化炭素及びより高級な炭化水素は、脱水素環化工程に直接供
給し、更に芳香族生成物を製造することができる。
【０１０３】
フィッシャー・トロプシュプロセス
　他の実施態様では、水素除去工程は、Ｃ２乃至Ｃ５パラフィン及びオレフィンを生成さ
せるためにフィッシャー・トロプシュプロセスに従って、脱水素環化流出物中の水素の少
なくとも一部を、一酸化炭素と反応させることを含む。
【０１０４】
　フィッシャー・トロプシュプロセスは当該分野でよく知られている。例えば、米国特許
第５，３４８，９８２号及び第５，５４５，６７４号を参照願いたい。本文献は参考によ
り本明細書に取り入れる。当該プロセスは、典型的には、水素と一酸化炭素とが０．５：
１から４：１、好ましくは１．５：１から２．５：１のモル比で、１７５℃から４００℃
、好ましくは１８０℃から２４０℃の温度、及び１から１００バール（１００から１０，
０００ｋＰａ）、好ましくは１０から４０バール（１，０００から４，０００ｋＰａ）の
圧力で、フィッシャー・トロプシュ触媒、一般には担持された又は担持されないＶＩＩＩ
族の非貴金属、例えばＦｅ、Ｎｉ，Ｒｕ、Ｃｏの存在下で、プロモータ、例えばルテニウ
ム、レニウム、ハフニウム、ジルコニウム、チタンの存在下又は不存在下で、反応するこ
とを含む。担体は、使用される場合は、耐火性金属酸化物、例えばＩＶＢ族、即ち、チタ
ニア、ジルコニア、又はシリカ、アルミナ、又はシリカ－アルミナとすることができる。
一実施態様では、触媒は、非シフト触媒、例えば、コバルト又はルテニウム、好ましくは
コバルトを含み、プロモータとしてレニウム又はジルコニウムを有し、好ましくはコバル
ト及びレニウムはシリカ又はチタニア、好ましくはチタニアに担持される。
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【０１０５】
　他の実施態様では、フィッシャー・トロプシュ触媒は、ＺＳＭ－５に担持される金属、
例えばＣｕ、Ｃｕ／Ｚｎ又はＣｒ／Ｚｎを含み、プロセスは、大量の単環芳香族炭化水素
を生成するように操作される。そのようなプロセスの例は、Ｊｏｓｅ　Ｅｒｅｎａによる
「Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｍｉｘｔｕｒｅｓ　ｏｆ　Ｃｒ２Ｏ３－ＺｎＯ
　ａｎｄ　ＺＳＭ－５　Ｃａｔａｌｙｓｔｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｙｎｇａｓ　ｉｎｔｏ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎｓ」Ｉ
ｎｄ．Ｅｎｇ．Ｃｈｅｍ　Ｒｅｓ．１９９８，３７，１２１１－１２１９」に記載されて
おり、参考により本明細書に取り入れる。
【０１０６】
　フィッシャー・トロプシュ液、即ちＣ５＋は回収され、軽い気体、例えば未反応の水素
及びＣＯ、Ｃ１－Ｃ３又はＣ４及び水は、より重い炭化水素から分離される。より重い炭
化水素は、次いで製品として回収するか脱水素環化工程に供給して更に芳香族炭化水素製
品を生成することができる。
【０１０７】
　フィッシャー・トロプシュ反応に必要な一酸化炭素は、メタン含有原料に存在する又は
それと共に供与される一酸化炭素により一部又は全部を供給する、又は脱水素環化工程で
の副生成物として生成させることができる。必要ならば、追加の一酸化炭素を、例えば天
然ガスに含まれる二酸化炭素をフィッシャー・トロプシュ反応に供給し、それにより二酸
化炭素を逆水性ガスシフト反応によって一酸化炭素に変換することにより生成させること
ができる。
【０１０８】
アルコール合成
　さらなる実施態様では、水素除去工程は、脱水素環化流出物中の水素の少なくとも一部
を一酸化炭素と反応させて、Ｃ１－Ｃ３アルコール、特にメタノールを生成することを含
む。合成ガスからメタノール及び他の酸化物を生成させることは良く知られ、例えば、米
国特許第６，１１４，２７９号、第６，０５４，４９７号、第５，７６７，０３９号、第
５，０４５，５２０号、第５，２５４，５２０号、第５，６１０，２０２号、第４，６６
６，９４５号、第４，４５５，３９４号、第４，５６５，８０３号、第５，３８５，９４
９号に記載されており、それらの記載は参考により本明細書に取り入れる。典型的には、
用いられる合成ガスは、０．５：１から２０：１の範囲、好ましくは２：１から１０：１
の範囲の、炭素酸化物（ＣＯ＋ＣＯ２）に対する水素（Ｈ２）のモル比を有し、二酸化炭
素は、任意に合成ガス全重量に基づいて５０重量％を超えない量で存在する。
【０１０９】
　メタノール合成プロセスで使用される触媒は、一般に、銅、銀、亜鉛、ホウ素、マグネ
シウム、アルミニウム、バナジウム、クロム、マンガン、ガリウム、パラジウム、オスミ
ウム及びジルコニアからなる群から選択される少なくとも一つの元素の酸化物を含む。好
ましくは触媒は、銅をベースとする化合物、例えば、酸化銅の形態であり、場合によって
は銀、亜鉛、ホウ素、マグネシウム、アルミニウム、バナジウム、クロム、マンガン、ガ
リウム、パラジウム、オスミウム及びジルコニアから選択される少なくとも一つの元素の
酸化物が存在すると都合がよい。触媒は酸化銅と、亜鉛、マグネシウム、アルミニウム、
クロム、及びジルコニアから選択される少なくとも一つの元素の酸化物を含むと都合がよ
い。一実施態様では、メタノール合成触媒は、酸化銅、酸化亜鉛、及び酸化アルミニウム
からなる群から選択される。より好ましくは、触媒は銅及び亜鉛の酸化物を含む。
【０１１０】
　メタノール合成プロセスは、広範な温度及び圧力条件において実施することができる。
好適な温度は、１５０℃から４５０℃の範囲、１７５℃から３５０℃など、例えば２００
℃から３００℃である。好適な圧力は、１，５００ｋＰａから１２，５００ｋＰａの範囲
、２，０００ｋＰａから１０，０００ｋＰａなど、例えば２，５００ｋＰａから７，５０
０ｋＰａである。ガス空間速度はプロセスのタイプによって変化するが、一般的には、触
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媒床を通って流動するガスのガス空間速度は、５０ｈｒ－１から５０，０００ｈｒ－１、
例えば２５０ｈｒ－１から２５，０００ｈｒ－１、より好ましくは５００ｈｒ－１から１
０，０００ｈｒ－１である。この発熱反応は、床間に熱除去装置を設けた複数触媒床を含
む固定又は流動床のいずれかで実施してよい。さらに、反応速度を最大にするために最初
の床をより高い温度で操作し、熱力学的変換を最大にするために最後の床をより低い温度
で操作してもよい。
【０１１１】
　得られたメタノール及び／又は他の酸化物は、別々の製品として販売でき、脱水素環化
工程で生成された芳香族をキシレン等のより高価値の製品にアルキル化するのに使用でき
、あるいは、より低級なオレフィン、特にエチレン及びプロピレンの製造のためのフィー
ドストックとして使用できる。メタノールのオレフィンへの変換は、良く知られたプロセ
スであり、米国特許第４，４９９，３２７号に記載されており、それを参考により本明細
書に取り入れる。
【０１１２】
選択的水素燃焼
　さらに別の実施態様では、水素除去工程は選択的水素燃焼を含み、それは、流中の炭化
水素を実質的に反応させて一酸化炭素、二酸化炭素、及び／又は酸化された炭化水素を形
成することなく、混合流中の水素を酸素で燃焼させ、水又は水蒸気を形成するプロセスで
ある。一般に、選択的水素燃焼は、酸素含有固定材料、例えば、結合した酸素の一部を水
素に放出する混合金属酸化物の存在下で実施される。
【０１１３】
　一つの好適な選択的水素燃焼は、米国特許第５，４３０，２１０号に記載されており、
参考により本明細書に取り入れるが、炭化水素及び水素を含む第一流及び酸素を含む第二
流を、反応性条件で、非酸素含有ガス不透過性の膜の別々の表面に接触させること、及び
選択的水素燃焼生成物を回収することを含み、前記膜は、水素燃焼に選択的な金属酸化物
を含む。金属酸化物は、典型的にはビスマス、インジウム、アンチモン、タリウム及び／
又は亜鉛の混合金属酸化物である。
【０１１４】
　米国特許第５，５２７，９７９は、参考により本明細書に取り入れるが、アルカンを全
体的に触媒的に酸化的脱水素してアルケンを生成するプロセスを記載している。このプロ
セスは、アルカンをアルケンにする平衡脱水素、及び平衡脱水素反応をアルケン生成の方
向に促進するために形成された水素の選択的燃焼を同時に含む。特に、アルカン原料は第
一の反応器で平衡脱水素触媒上で脱水素され、第一の反応器からの流出物は、酸素ととも
に、次いで水素の燃焼を選択的に触媒する金属酸化物触媒を備える第二の反応器に送られ
る。平衡脱水素触媒は白金を含んでよく、選択的金属酸化物燃焼触媒はビスマス、アンチ
モン、インジウム、亜鉛、タリウム、鉛、及びテルル又はそれらの混合物を含んでよい。
【０１１５】
　２００３年９月２４日に出願された米国特許出願第１０／６７１，２８１号（代理人登
録番号２００３Ｂ００９Ａ）は、参考により本明細書に取り入れるが、クラッキング反応
器からの流出物中の水素含有量を減少させるプロセスを記載している。そのプロセスは、
（１）少なくとも１つの固体酸性クラッキング成分及び（２）少なくとも１つの金属ベー
スの選択的水素燃焼成分を含む触媒系を用い、選択的水素燃焼成分は実質的に、（ａ）以
下からなる群から選択される金属の組み合わせ、
ｉ）元素の周期律表の第３族からの少なくとも１つの金属及び第４－１５族からの少なく
とも１つの金属、
ｉｉ）元素の周期律表の第５－１５族からの少なくとも１つの金属、及び元素の周期律表
の第１、２及び４族の少なくとも１つからの少なくとも１つの金属、
ｉｉｉ）元素の周期律表の第１－２族からの少なくとも１つの金属、第３族からの少なく
とも１つの金属、及び第４－１５族からの少なくとも１つの金属、
ｉｖ）元素の周期律表の第４－１５族からの２又はそれ以上の金属



(23) JP 5255845 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

及び（ｂ）酸素及びイオウの少なくとも１つからなり、酸素及びイオウの少なくとも１つ
は金属内及び金属間の両方に化学的に結合している。
【０１１６】
　本発明の選択的水素燃焼反応は、一般に、３００℃から８５０℃の範囲の温度及び１気
圧から２０気圧（１００から２０００ｋＰａ）の範囲の圧力で実施される。
【０１１７】
芳香族の水素化
　アルキル化工程に加えて、脱水素環化流出物中の芳香族成分を水素化して有用な生成物
、例えばシクロヘキサン、シクロヘキセン、ジヒドロナフタレン（ベンジルシクロヘキサ
ン）、テトラヒドロナフタレン（テトラリン）、ヘキサヒドロナフタレン（ジシクロヘキ
セン）、オクタヒドロナフタレン及び／又はデカヒドロキシナフタレン（デカリン）を生
成することができる。これらの生成物は燃料及び化学的中間体として用いることができ、
テトラリン及びデカリンの場合は、脱水素環化流出物から芳香族成分を抽出するための溶
媒として使用できる。
【０１１８】
　水素化は、好ましくは脱水素環化流出物から芳香族成分を分離した後に行うが、好まし
くは方法以外の方法でも良い。また、及び脱水素環化反応によって生成された水素の一部
を用いて実施するのが都合よい。好適な芳香族水素化プロセスは当該分野で知られており
、典型的にはアルミナ又はシリカ担体に担持されたＮｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｎｉ／Ｍｏ又はス
ルフィド化Ｎｉ／Ｍｏを含む触媒を用いる。水素化プロセスに適した操作条件は、３００
から１，０００°Ｆ（１５０から５４０℃）、例えば５００から７００°Ｆ（２６０から
３７０℃）の温度、５０から２，０００ｐｓｉｇ　（４４５から１３８９０ｋＰａ）、例
えば１００から５００ｐｓｉｇ（７９０から３５５０　ｋＰａ）の圧力、及び０．５から
５０ｈｒ－１、例えば２から１０ｈｒ－１のＷＨＳＶを含む。
【０１１９】
　重合又は他の下流の化学変換に適した材料を製造するために、生成物に１又はそれ以上
のオレフィン性炭素－炭素結合を残す部分的水素化も好ましい。好適な部分的水素化プロ
セスは当該分野で良く知られており、典型的には貴金属を含む触媒を用い、金属酸化物、
例えばＬａ２Ｏ３－ＺｎＯ上に担持されたルテニウムを含む貴金属を含むのが好ましい。
均一な貴金属触媒も使用できる。
【０１２０】
代替的な水素化プロセスは、非晶質アルミノケイ酸塩又はゼオライト、例えばゼオライト
Ｘ、ゼオライトＹ又はゼオライトベータ等の上に担持されたスルフィド化Ｎｉ／Ｗ又はス
ルフィド化Ｎｉ等の触媒上でナフタレン成分を低圧ハイドロクラッキングしてアルキルベ
ンゼンを生成することを含む。低圧ハイドロクラッキングに適した操作条件は、３００か
ら１，０００°Ｆ（１５０から５４０℃）、例えば５００から７００°Ｆ（２６０から３
７０℃）の温度、５０から２，０００ｐｓｉｇ（４４５から１３８９０ｋＰａ）、例えば
１００から５００ｐｓｉｇ（７９０から３５５０ｋＰａ）の圧力、及び０．５から５０ｈ
ｒ－１、例えば２から１０ｈｒ－１のＷＨＳＶを含む。
【０１２１】
　ここで図面を参照すると、天然ガス原料１１が、還元的カップリング反応器１３からの
再循環流１２とともにメタン化反応器１４に供給される本発明の第一の例を図１に示す。
メタン化反応器１４では、原料１１中の二酸化炭素が再循環流１２中の水素と反応して原
料１１中のメタン濃度を増加させ、上記の反応１０に従って副生成物として水を生成する
。メタン化反応器１４からの排出流１５は、冷却器１６に供給され、そこで水１７が除去
され、次いで残りの流出物は炉１８に供給され、そこで流出物の温度を上昇させた後、還
元的カップリング反応器１３に送られる。再循環流１２の側流１９が炉１８に供給され、
炉の燃料を提供する。
【０１２２】
　反応器１３において、天然ガス原料中のメタンが脱水素環化されて、上記の反応２及び
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３に従って水素及び芳香族化合物、例えばベンゼン及びナフタレンが、並びに上記の反応
１、４及び５の結果として副生成物、例えばエチレン及び一酸化炭素が生成される。典型
的には、複数の反応器１３が順次連結され、炉１８は一連の反応器１３の間に配設されて
原料が反応器１３において吸熱の脱水素環化反応を受けるときに原料を所望の温度に維持
する。
【０１２３】
　還元的カップリング反応器１３からの流出物２１は、溶媒抽出塔２２に供給され、そこ
で芳香族化合物が溶解して底流２３として取り出され、残りの流出物（水素、一酸化炭素
、エタン、エチレン及び未反応のメタンを含む）は塔２２の頂部から再循環流１２として
流出する。底流２３は次いで１又はそれ以上の精留塔２４に送られ、そこで流２３がベン
ゼン含有画分２５、ナフタレン含有画分２６及び溶媒画分２７に分離される。ベンゼン含
有画分２５及び／又はナフタレン含有画分２６の少なくとも一部は、次いでアルキル化反
応器（図示せず）に供給され、溶媒画分２７は塔２２に再循環される。
【０１２４】
　図１に示した実施態様の変形例（図示せず）では、還元的カップリング反応器１３から
の流出物２１が、冷却されて芳香族成分の一部が凝縮され、次いで残りの流出物が圧縮さ
れた後、抽出塔２２に供給される。
【０１２５】
　ここで図２を参照すると、本発明の第二の例のプロセスにおいて、ＣＯ２を含み及びメ
タンを含みうる気体原料流３１は、逆シフト反応器３２に、還元的カップリング反応器３
３からの水素リッチな芳香族含有流出物とともに供給される。還元的カップリング反応器
３３では、メタンが脱水素環化されて、上記の反応２及び３に従って水素及び芳香族化合
物、例えばベンゼン及びナフタレンを、並びに上記の反応１、４及び５の結果として副生
成物、例えばエチレン及び一酸化炭素が生成される。典型的には、複数の反応器３３が順
次連結され、炉４８は一連の反応器３３の間に配設されて原料が反応器３３において吸熱
の脱水素環化反応を受けるときに原料を所望の温度に維持する。
【０１２６】
　逆シフト反応器３２では、原料流３１中の二酸化炭素が、還元的カップリング反応器３
３からの流出物中の未反応メタンを含むメタンと反応し、上記の反応５のような反応によ
って一酸化炭素及び水素を生成する。反応器３２からの流出物は、次いでアルキル化反応
器３４に供給され、そこで還元的カップリング反応器３３で生成されたベンゼン及びナフ
タレンが、上記の反応７から９のような反応に従ってアルキル化される。
【０１２７】
　アルキル化反応器３４からの流出物は、溶媒抽出塔３５に供給され、そこで芳香族化合
物は溶解して精留塔３６に送られ、そこでベンゼン含有画分３７、ナフタレン含有画分３
８、溶媒画分３９、トルエン含有画分４１及びＣ８画分４２に分離される。トルエン含有
画分４１は、アルキル化反応器３４に再循環されるか製品として取り出されるが、Ｃ８画
分４２は晶析装置４３に供給され、そこでｐ－キシレン異性体が結晶化又は吸着技術によ
って残りのＣ８画分から取り出される。溶媒画分３９は抽出塔３５に再循環される。
【０１２８】
　抽出塔３５の上部部分（水素、一酸化炭素、エタン、エチレン及び未反応メタンを含む
）は一部は再循環流４５としてメタン化反応器４４に、一部はスリップ流４６、４７とし
て炉４８、４９に送られ、各々、還元的カップリング反応器３３及び逆シフト反応器３２
に熱を供給する。メタン化反応器４４では、再循環流４５中の二酸化炭素、一酸化炭素及
び水素が反応して再循環流のメタン濃度を上昇させ、副生成物として水を生成する。ＣＯ

２を含み及びメタンを含みうる追加のガス流５０も反応器４４に供給され、再循環水素の
より大きな変換を達成する。ガス流３１及び５０の少なくとも１つはメタンを含み、天然
ガスを含みうると理解される。
【０１２９】
　メタン化反応器４４からの流出物５１は冷却器５２に供給され、そこで水５３が除去さ
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れ、次いで残りの流出物は炉４８に供給され、そこで流出物の温度を上昇させた後、還元
的カップリング反応器３３に送られる。
【０１３０】
　ここで図３を参照すると、本発明の第三の例のプロセスでは、ＣＯ２含有天然ガス流６
１が逆シフト反応器６２に、還元的カップリング反応器６５からの流出物６４からの水素
リッチな芳香族喪失側流６３とともに供給される。しかし、この例では、還元的カップリ
ング反応器６５からの流出物６４は最初に冷却されて第一のベンゼン及びナフタレン含有
流６６が凝縮され、次いで圧縮されて第二のベンゼン及びナフタレン含有流６７が凝縮さ
れた後に側流６３が取り出される。
【０１３１】
　逆シフト反応器６２では、天然ガス中の二酸化炭素がメタンと反応して、上記の反応５
のような反応により一酸化炭素及び水素が生成される。反応器６２からの流出物及び第一
及び第二のベンゼン及びナフタレン含有流６６、６７は、次いでアルキル化反応器６８に
供給され、そこで流６６、６７中のベンゼン及びナフタレンが、上記の反応７から９のよ
うな反応に従ってアルキル化される。必要ならば、側流６３の一部を反応器６２からの流
出物及び／又は天然ガス流６１と混合し、アルキル化反応器６８及び／又は逆シフト反応
器６２への原料のＨ２／ＣＯ／ＣＯ２比率を調節することができる。
【０１３２】
　アルキル化反応器６８からの流出物７０は、流６６、６７の凝縮及び側流６３の取り出
しの後に残った流出物６４の一部と混合され、得られた混合流６９が溶媒抽出塔７１に供
給される。塔７１において混合流６９から芳香族化合物が溶解され、流７６として精留塔
（図示せず）に送られ、ベンゼン含有画分、トルエン含有画分、Ｃ８画分、ナフタレン含
有画分、及び溶媒画分に分離される。これらの画分は、次いで第二の例と同様の方法で処
理することができる。
【０１３３】
　抽出塔７１の上部部分（水素、一酸化炭素、エタン、エチレン及び未反応メタンを含む
）の一部は再循環流７２としてメタン化反応器７３に送られ、一部は燃料流７４として炉
（図示せず）に送られ、還元的カップリング反応器６５に熱を供給する。メタン化反応器
７３では、再循環流７２中の二酸化炭素、一酸化炭素及び水素が反応して再循環流のメタ
ン濃度を上昇させ、副生成物として水を生成する。ＣＯ２を含み及びメタンを含みうる追
加のガス流７７も反応器７３に供給され、再循環水素のより大きな変換を達成する。メタ
ン化反応器７３からの流出物は冷却器７４に供給され、そこで水が除去され、次いで残り
の流出物が還元的カップリング反応器６５に供給される。
【実施例１】
【０１３４】
　本発明を、ここで以下の実施例を参照して更に詳細に記載する。
　図１に示した本発明の第一の例の具体的実施の態様において、原料１１は３０．５重量
％の二酸化炭素を含む天然ガス流である。反応器１４はＣｕ／Ｚｎ触媒を備え、３００℃
の温度及び３００ｐｓｉａ（２０７０ｋＰａ）の圧力で操作される。還元的カップリング
反応器１３はＭｏＺＳＭ－５触媒を備え、９００℃の温度及び５０ｋＰａの圧力で操作さ
れる。精留塔２４で分離される芳香族生成物は９０重量％のベンゼン及び１０重量％のナ
フタレン含有重画分を含む。
【０１３５】
　生成された１００ｋｇのベンゼンを９２ｋｇの合成ガス（８１ｋｇのＣＯ、１１ｋｇの
Ｈ２からなる）と混合し、ケイ素－選択性付与されたＰＺＳＭ－５触媒と混合した担持さ
れたＣｒ２Ｏ３／ＺｎＯ触媒を備えるアルキル化反応器に供給し、５００℃の温度及び４
００ｐｓｉａ（２７６０ｋＰａ）の圧力で操作する。アルキル化流出物を分離して、９０
％を超えるパラ－濃度を有する１３６ｋｇのキシレンを含むＣ８生成物流を取り出し、次
いでＣ８喪失流出物をベンゼン、トルエン及び（重Ｃ８＋）流とし４５ｋｇの水、２ｋｇ
のＣＯ２及び９ｋｇのＣ５－を含有する軽流として分離し、重流はアルキル化反応器に再
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せることもできる。
【実施例２】
【０１３６】
　実施例１を繰り返すが、還元的カップリング反応器１３で生成された１００ｋｇのベン
ゼンを１０６ｋｇのメタノール及び１ｋｇのＨ２と混合し、ケイ素－選択性付与ＰＺＳＭ
－５触媒を備えるアルキル化反応器に供給し、５０１℃の温度及び１１ｐｓｉｇ（１７７
ｋＰａ）の圧力及び３．９ｈｒ－１のＷＨＳＶ及び１．８の水素／炭化水素モル比率で操
作する。アルキル化流出物を分離して９０％を超えるパラ－濃度を有する１３６ｋｇのキ
シレンを含むＣ８生成物流を取り出し、次いでＣ８喪失流出物をベンゼン、トルエン及び
（重Ｃ８＋）流と５８ｋｇの水、１０．３ｋｇのＣ５－を含有する軽流とに分離し、重流
はアルキル化反応器に再循環させる。再び、Ｃ５－成分を軽流から分離して、還元的カッ
プリング反応器１３に再循環させることもできる。
【実施例３】
【０１３７】
　図２に示した本発明の第二の例の具体的実施の態様において、原料１１は２５重量％の
二酸化炭素を含む天然ガス流であり、逆シフト反応器３２にのみ供給される。反応器３２
はチタニア上Ｎｉの触媒を備え、９００℃の温度及び４００ｐｓｉａ（２，７６０ｋＰａ
）の圧力で操作される。アルキル化反応器３４はケイ素－選択性付与されたＰＺＳＭ－５
触媒と混合した担持されたＣｒ２Ｏ３／ＺｎＯ触媒を備え、５００℃の温度及び４００ｐ
ｓｉａ（２７６０ｋＰａ）の圧力で操作される。生成された芳香族生成物は、３８重量％
のベンゼン及び１０重量％のナフタレン、４８重量％のｐ－キシレン及び４重量％の混合
キシレンを含む。
【０１３８】
　特定の実施態様を参照して本発明を記載し例示してきたが、当業者は、本発明自体が本
明細書で必ずしも例示されていない変形に役立つことを理解するであろう。従って、本発
明の真の範囲を決定する目的のためには、添付する特許請求の範囲のみを参照すべきであ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】本発明の第一の実施例によるメタンを芳香族炭化水素に変換するプロセスの流れ
図である。
【図２】本発明の第二の実施例によるメタンを芳香族炭化水素に変換するプロセスの流れ
図である。
【図３】本発明の第三の実施例によるメタンを芳香族炭化水素に変換するプロセスの流れ
図である。
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