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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性化前にＣｒ、Ｆｅ、及びＣｕのリストからの１種以上の元素をドープした後、最終
活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＭ
ｏ及びＣｕのリストからの１種の元素を前記触媒の表面上へのその吸着によってドープし
たＮｉ／Ａｌ合金から作製された活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化合物の水素化法であって
、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質
量％の範囲であってよく、最終触媒中のＡｌ含有量が０．０５質量％～１０質量％の範囲
である、水素化法。
【請求項２】
　前記Ｎｉ／Ａｌ合金が、活性化前にＦｅ又はＣｒとＦｅの組合せをドープした後、最終
活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＭ
ｏを前記触媒の表面上へのその吸着によってドープしたものである、請求項１記載のニト
ロ化合物の水素化法。
【請求項３】
　前記Ｎｉ／Ａｌ合金が、活性化前にＦｅ又はＣｒとＦｅの組合せをドープした後、最終
活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＣ
ｕを前記触媒の表面上へのその吸着によってドープしたものである、請求項１記載のニト
ロ化合物の水素化法。
【請求項４】
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　活性化前にＣｒ、Ｆｅ、及びＣｕのリストからの１種以上の元素がドープされた後、最
終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒に
Ｍｏ及びＣｕのリストからの１種の元素が触媒の表面上のその吸着によってドープされた
Ｎｉ／Ａｌ合金から作製された活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化芳香族化合物の水素化法で
あって、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～
１０質量％の範囲であってよく、最終触媒中のＡｌ含有量が０．０５質量％～１０質量％
の範囲である、水素化法。
【請求項５】
　前記Ｎｉ／Ａｌ合金が、活性化前にＦｅ又はＣｒとＦｅの組合せをドープした後、最終
活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＭ
ｏを前記触媒の表面上へのその吸着によってドープしたものである、請求項４記載の水素
化法。
【請求項６】
　前記Ｎｉ／Ａｌ合金が、活性化前にＦｅ又はＣｒとＦｅの組合せをドープした後、最終
活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＣ
ｕを前記触媒の表面上へのその吸着によってドープしたものである、請求項４記載の水素
化法。
【請求項７】
　活性化前にＣｒ、Ｆｅ、及びＣｕのリストからの１種以上の元素がドープされた後、最
終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒に
Ｍｏ及びＣｕのリストからの１種の元素が前記触媒の表面上へのその吸着によってドープ
されたＮｉ／Ａｌ合金から作製された活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化芳香族化合物の連続
的水素化法であって、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．
０１質量％～１０質量％の範囲であってよく、最終触媒中のＡｌ含有量が０．０５質量％
～１０質量％の範囲である、連続的水素化法。
【請求項８】
　前記Ｎｉ／Ａｌ合金が、活性化前にＦｅ又はＣｒとＦｅの組合せをドープした後、最終
活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＭ
ｏを前記触媒の表面上へのその吸着によってドープしたものである、請求項７記載の連続
的水素化法。
【請求項９】
　前記Ｎｉ／Ａｌ合金が、活性化前にＦｅ又はＣｒとＦｅの組合せをドープした後、最終
活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＣ
ｕを前記触媒の表面上へのその吸着によってドープしたものである、請求項７記載の水素
化法。
【請求項１０】
　活性化前にＣｒ、Ｆｅ、及びＣｕのリストからの１種以上の元素をドープした後、最終
活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒に、
Ｍｏ及びＣｕのリストからの１種の元素を前記触媒の表面上へのその吸着によってドープ
したＮｉ／Ａｌ合金から作製される活性化Ｎｉ触媒であって、最終触媒中のドーピングレ
ベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％の範囲であってよく、最
終触媒中のＡｌ含有量が０．０５質量％～１０質量％の範囲である、ニトロ化合物の水素
化のための活性化Ｎｉ触媒。
【請求項１１】
　前記Ｎｉ／Ａｌ合金が、活性化前にＦｅ又はＣｒとＦｅの組合せをドープした後、最終
活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＭ
ｏを前記触媒の表面上へのその吸着によってドープしたものである、請求項１０記載のニ
トロ化合物の水素化のための活性化Ｎｉ触媒。
【請求項１２】
　前記Ｎｉ／Ａｌ合金が、活性化前にＦｅ又はＣｒとＦｅの組合せをドープした後、最終
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活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＣ
ｕを前記触媒の表面上へのその吸着によってドープしたものである、請求項１０記載のニ
トロ化合物の水素化のための活性化Ｎｉ触媒。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、活性化卑金属触媒と、ニトロ化合物の水素化のためのその使用とに関する。
【０００２】
　活性化金属触媒はまた、化学及び化学工学の分野において、ラネー型触媒、スポンジ触
媒及び／又は骨格触媒として知られている。活性化金属触媒は、有機化合物の多数の水素
化反応、脱水素化反応、異性化反応、還元的アミノ化反応、還元的アルキル化反応及び水
和反応のために、ほとんどが粉末形態で使用される。これらの粉末触媒は、アルカリに可
溶である更なる合金化成分によって、本明細書において触媒金属とも呼ばれる１種以上の
触媒活性金属の合金から製造される。触媒金属としては、主にニッケル、コバルト、銅、
鉄又はそれらの組み合わせが用いられる。アルカリに可溶である合金化成分としては、ア
ルミニウムが一般に用いられるが、他の成分、特に亜鉛及びケイ素、或いはアルミニウム
との、若しくは、アルミニウムとのものではないこれらの混合物を用いてもよい。
【０００３】
　一般に、これらのいわゆるラネー合金は、インゴット鋳造方法によって製造される。そ
の方法においては、触媒金属と例えばアルミニウムとの混合物を最初に溶融し、インゴッ
トに鋳造する。
【０００４】
　生産規模における典型的な合金のバッチは、１個のインゴットにつき約１０～数百ｋｇ
の量になる。ＤＥ２１５９７３６によれば、この方法のために最高２時間の冷却時間が得
られた。これは、約０．２Ｋ／ｓの平均冷却速度に相当する。これに対して、急速冷却を
適用する方法（例えば噴霧方法）においては、１０2～１０6Ｋ／ｓ以上の速度が達成され
る。冷却速度は、特に粒径及び冷却媒質の影響を受ける（Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｒ．Ｗ．Ｃｈａｎ，Ｐ．
Ｈａａｓｅｎ，Ｅ．Ｊ．Ｋｒａｍｅｒ，Ｖｏｌ．１５，Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｏｆ　Ｍ
ｅｔａｌｓ　ａｎｄ　Ａｌｌｏｙｓ，１９９１，ＶＣＨ－Ｖｅｒｌａｇ　Ｗｅｉｎｈｅｉ
ｍ，ｐａｇｅｓ５７－１１０参照）。この種の方法は、ラネー合金粉剤を製造するために
、ＥＰ０４３７７８８Ｂ１において用いられている。その方法においては、その融点を５
～５００℃上回る温度の溶融合金を噴霧し、水及び／又は気体を用いて冷却する。
【０００５】
　粉末触媒を製造するために、既知の方法によって（即ちＥＰ０４３７７８８Ｂ１により
）作製され得るラネー合金は、製造中に所望の粉末形態に製造されなかった場合、最初に
微細にミリングされる。次いで、例えば苛性ソーダ溶液等のアルカリ（ＫＯＨ等の他の塩
基も適切である）による抽出によってアルミニウムを部分的（必要な場合、全て）除去し
、合金粉末を活性化させる。様々な結果を得るために、この種の触媒は、ほとんどの塩基
及び酸によって活性化され得る。アルミニウムの抽出後、残留する触媒粉末は、５～１５
０ｍ2／ｇの高比表面積（ＢＥＴ）を有し、活性水素が豊富である。活性化された触媒粉
末は、自然発火性であり、水又は有機溶媒の下で保存されるか、或いは、室温で固体であ
る有機化合物（例えばジステアリルアミン）中に埋め込まれる。
【０００６】
　米国特許第６，４２３，８７２号には、ニトロ化芳香族化合物の水素化のための５．５
質量％未満のＡｌを含有するＮｉ触媒の使用が記載されている。それには、市販の標準的
活性化Ｎｉ触媒とニトロ化芳香族化合物の水素化のための担持Ｎｉ触媒との両方の使用に
ついて記載されているが、その場合、それらのＡｌ含有量が５．５質量％のＡｌ又はそれ
以上ならば、この水素化の間に問題のアルミン酸ニッケルが形成される。
【０００７】
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　これらのアルミン酸ニッケルは、タコバイト及び／又はタコバイト様化合物の形態であ
り得、これらのアルミン酸ニッケルの内の全ては、所望のアミンから、更に処理される前
に除去される必要がある。これらのアルミン酸ニッケルは、反応器及び周辺機器（例えば
、この方法において使用される配管、沈降タンク、濾過機器、ポンプ、その他の機器）の
中に固形物を形成する傾向があり、その固形物は、それらの壁に付着して伝熱効率を減少
させ、その系内に閉塞を生じさせる可能性がある。
【０００８】
　故に、これらのアルミン酸ニッケルの形成は、安全上の危険と生産性の低下との両方を
生じさせる。これらのアルミン酸ニッケルの蓄積によって、反応を継続することが困難に
なり、かかる場合においては、プラントを停止させ、反応器及び周辺機器からこれらの付
着物を一掃することが必要になる。
【０００９】
　米国特許第６，４２３，８７２号はまた、苛性アルカリによる活性化後に活性化Ｎｉ触
媒に残留する元素の一定のリストに限定されている非常に特定の合金ドーパントの使用と
、ニトロ化芳香族化合物の連続的水素化のためのこれらの得られた触媒の使用とについて
記載されている。
【００１０】
　この特許においては、元素の周期表のＩＶＡ、ＶＡ、ＶＩＡ及びＶＩＩＩ族の従来の合
金ドーピング元素が具体的に特許請求された。また、チタン鉄やクロム等の更なる合金ド
ーピング元素も特許請求された。
【００１１】
　米国特許第６，４２３，８７２号には、ニトロ化芳香族化合物の連続的水素化のための
、この水素化の間の望ましくないアルミン酸ニッケルの形成をより低下させることによる
、５．５質量％未満のＡｌを有するＮｉ触媒の使用が記載されている。原則として、触媒
中のＡｌがより少なければ、形成されるアルミン酸ニッケルの量もより少ない。しかしな
がら、これらの触媒は、更にアルミン酸ニッケルを形成し、ニトロ化芳香族化合物等のニ
トロ化合物の水素化のために使用される条件下でそれらに存在するＡｌが更に著しく浸出
可能であることから、この技術はその限界を有する。
【００１２】
　米国特許第６，４２３，８７２号においては、合金のＡｌ含有量を変化させることによ
って、及び／又は、活性化方法の強度を増加させることによって、５．５質量％未満のＡ
ｌレベルが維持される。合金中のＡｌ含有量を増加させることによって、Ａｌリッチ相及
びより容易に浸出可能な相（例えばＮｉＡｌ3共晶相やＡｌ共晶相）の量が増加する。こ
れらの相の量を増加させる別の方法は、その製造後か、その製造中のいずれかにおいて、
合金に対して適切な熱処理を行うことである。これらの容易に浸出可能な相の量を増加さ
せることはまた、これらの触媒の機械的安定性を低下させる可能性があり、それによって
触媒の寿命がより短くなる。
【００１３】
　故に、単に前駆体合金中の浸出可能な相の量を増加させることによって触媒のＡｌ含有
量を低下させることは、その限界を有する。
【００１４】
　触媒中のＡｌ含有量を減少させるための米国特許第６，４２３，８７２号に記載の別の
方法は、活性化方法の強度を、この方法を促進させる浸出温度、圧力及び他のパラメータ
を増大させることによって増大させるものである。しかしながら、これによって、触媒の
コストが増大するだけでなく、販売に適さず、廃棄する必要があるアルミン酸ナトリウム
副生成物も生じる。その上、浸出中に注意しなければ、これらのより苛酷な条件下で新し
く形成されるアルミン酸ナトリウムが触媒に再度付着し、その触媒活性表面を閉塞する可
能性があり、それによって活性がより低下し、触媒寿命がより短くなる。
【００１５】
　米国特許第６，４２３，８７２号の方法によって、ある程度浸出可能なＡｌのレベルが
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低下する一方で、触媒製造において用いられるほとんどの合金活性化が、ニトロ化芳香族
化合物等のニトロ化合物の連続的水素化の条件とは異なる条件下で生じることから、ニト
ロ化合物の水素に伴う問題が完全に解決されるわけではない。しかるに、米国特許第６，
４２３，８７２号の商業的に応用可能な方法は、触媒中において、ニトロ化芳香族化合物
の水素化の間に浸出され得るかなりの量のＡｌを更に有する触媒を製造するものである。
【００１６】
　故に、本発明の目的は、Ａｌのレベルに関わらず、触媒中に残留するＡｌの浸出性をで
きる限り小さく抑えることによって、より低レベルのアルミン酸ニッケルを生成する触媒
を製造することにある。
【００１７】
　驚くべきことに、この問題は、本発明による活性化Ｎｉ触媒によって解決される。
【００１８】
　最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら、活性化前にＭｇ
、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｔ
、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素をＮｉ／Ａｌ合金にドープす
ることによって、活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化合物の水素化の間のタコバイトの形成を
非常に低減することが可能であるか、若しくは除去することすら可能であるが、最終触媒
中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％の範囲
とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量％の範
囲である。本実施態様からの好ましい活性化Ｎｉ触媒配合物は、最終活性化触媒の平均粒
径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら、活性化前にＭｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｆｅ、
Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリストからの１種以上の元素をドープしたＮｉ
／Ａｌ合金からのものであるが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素に
ついて０．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含
有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。
【００１９】
　２５μｍ未満のＡＰＳを有する活性化Ｎｉ触媒に、Ｍｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ
、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉの
リストからの１種以上の元素を、前記触媒の表面上へのその吸着によってドープすること
によって、ニトロ化合物の水素化の間、タコバイト形成を非常に低減することも可能であ
るが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１
０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～
１０質量％の範囲である。本実施態様からの好ましい活性化Ｎｉ触媒配合物は、２５μｍ
未満のＡＰＳを有し、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｃｕ及び
Ａｇのリストからの１種以上の元素を、前記触媒の表面上へのその吸着によってドープし
たものであるが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１
質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０
５質量％～１０質量％の範囲である。
【００２０】
　ニトロ化合物の水素化の間のタコバイト形成を低減する別の方法は、最終活性化触媒の
平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら、活性化前にＮｉ／Ａｌ合金にＭｇ、
Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、
Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素をドープした後、
最終活性化Ｎｉ触媒に、Ｍｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆ
ｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストか
らの１種以上の元素を、前記触媒の表面上へのその吸着によってドープした活性化Ｎｉ触
媒を使用することであるが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素につい
て０．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量
は、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。本実施態様からの好ましい活性化Ｎｉ触
媒配合物は、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら、活性
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化前にＭｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡ
ｇのリストからの１種以上の元素をドープした後、最終活性化Ｎｉ触媒に、Ｍｇ、Ｔｉ、
Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリストか
らの１種以上の元素を、前記触媒の表面上へのその吸着によってドープするＮｉ／Ａｌ合
金からのものであるが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０
．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、
０．０５質量％～１０質量％の範囲である。
【００２１】
　また、活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化合物の水素化の間のタコバイト形成は、最終活性
化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２０μｍ未満に維持しながら、活性化前にＮｉ／Ａｌ合金
にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ
、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素をドープ
することによって、非常に低減することが可能であるが、最終触媒中のドーピングレベル
は、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であ
り、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。本実施態様
からの好ましい活性化Ｎｉ触媒配合物は、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２０μ
ｍ未満に維持しながら、活性化前にＭｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉ
ｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリストからの１種以上の元素をドープされたＮｉ／Ａｌ
合金からのものであるが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について
０．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は
、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。
【００２２】
　また、活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化合物の水素化の間のタコバイト形成のレベルの低
下は、２０μｍ未満のＡＰＳを有する活性化Ｎｉ触媒に、Ｍｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、
Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ
、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素を、前記触媒の表面上へのその吸着
によってドープすることによって達成することも可能であるが、最終触媒中のドーピング
レベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可
能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。本実
施態様からの好ましい活性化Ｎｉ触媒配合物は、２０μｍ未満のＡＰＳを有し、Ｍｇ、Ｔ
ｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリス
トからの１種以上の元素を、前記触媒の表面上へのその吸着によってドープしたものであ
るが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１
０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～
１０質量％の範囲である。
【００２３】
　本発明の触媒をドープするために使用する方法は、活性化前のＮｉ／Ａｌ合金へのドー
ピング元素の添加を含む。本発明の触媒のための別のドーピング方法は、活性化中及び／
又は活性化後のいずれかに１種以上の元素の吸着を使用し、ドーピング元素の活性化後の
吸着は、触媒の洗浄前、洗浄中及び／又は洗浄後に行うことが可能である。洗浄ステップ
が全く必要でないかもしれない可能性もある。ドーピング元素の吸着は、ドーピング元素
の既存の化合物によって、及び／又は、ドープ方法中間にｉｎ－ｓｉｔｕ形成されるドー
ピング元素の化合物によって生じ得る。ドーピング元素の吸着は、通常液相において生じ
、ドーピング元素の化合物は、スラリー相中のドーピング元素の溶解度制御濃度によって
ドーピング速度を制御することができるように、液体媒質に可溶であり得るか、若しくは
液相にわずかに可溶であるだけであり得る。触媒表面上へのドーピング元素の吸着速度を
制御する阻害剤（例えばキレート剤）、促進剤（例えば沈殿剤）及びそれらの組み合わせ
を添加することも可能であった。触媒の過度の酸化及び非活性化を防止することに注意す
るならば、ドーピング元素を吸着するために気相を使用することも可能であった。そのよ
うな場合、蒸発、昇華、触媒表面上へのスパッタリング等の手法を介して促進元素を吸着
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することは、実際に可能であった。触媒のドープのための吸着方法のこの使用は、吸着方
法が、触媒粒子のバルクにおいて触媒の表面上にドーピング元素を、あるとしてもごくわ
ずかなものしか集めないという点で、活性化前の合金へのドーピング元素の添加とは明ら
かに異なる。
【００２４】
　また、本発明の触媒は、活性化前にＮｉ／Ａｌ合金に１種以上のドーピング元素を添加
した後、１種以上のドーピング元素を、触媒の表面上へのその吸着を介して添加すること
によってドープされ得る。前駆体合金が活性化前により多くのドーピング元素の内の１種
を含有した触媒の表面上に１種以上のドーピング元素を明確に吸着することによって、前
記合金又はドーピングの吸着方法を使用するのみのものとは異なる種類の触媒が生じるこ
とになる。
【００２５】
　上述した触媒のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０
質量％の範囲とすることが可能であり、Ａｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量％の範
囲である。
【００２６】
　最適には、前記触媒は、０．０１～１．９質量％のＦｅを含有することができる。
【００２７】
　最適には、前記触媒は、０．０１～２．４質量％のＣｒを含有することができる。
【００２８】
　最適には、前記触媒は、０．０１～１．９質量％のＦｅと、０．０１～２．４質量％の
Ｃｒとを含有することができる。
【００２９】
　ニトロ化合物の水素化のための現状技術は、典型的には、Ｃｒ及び／又はＦｅをドープ
することができるかもしれないしできないかもしれない活性化Ｎｉ触媒を使用し、それは
常に２５μｍ超の平均粒径（ＡＰＳ）を有するが、それは、この粒径分布（ＰＳＤ）がよ
り微細であることに関連して触媒製造コストがより高く、生成物混合物からの触媒の分離
に関する問題があるためである。驚くべきことに、活性化前にＮｉ／Ａｌ合金にＭｇ、Ｃ
ｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃ
ｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素をドープした活性化Ｎｉ触媒を製
造する場合、且つ、最終活性化Ｎｉ触媒版が２５μｍ未満のＡＰＳ値を有する場合、前記
触媒中に残留するＡｌは、より高いＡＰＳ値を有する触媒よりも浸出する可能性が低い。
同様に、Ｍｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ
、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素を、前記触媒の
表面上へのその吸着によってドープした２５μｍ未満のＡＰＳを有する活性化Ｎｉ触媒を
製造する場合、前記触媒中に残留するＡｌは、より高いＡＰＳ値を有する触媒よりも浸出
する可能性が低くなる。同様に、活性化前にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、
Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢ
ｉのリストから１種以上の元素を含有し、且つ、Ｍｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍ
ｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、
Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素を、触媒の表面上へのその吸着により更にド
ーピングしたＮｉ／Ａｌ合金から２５μｍ未満のＡＰＳを有する活性化Ｎｉ触媒を作製す
る場合、この得られた触媒中に残留するＡｌもまた、より高いＡＰＳ値を有する触媒より
浸出する可能性が低くなる。
【００３０】
　ＡＰＳ値が２０μｍ未満の場合、その結果は更により良好である。故に、活性化前にＮ
ｉ／Ａｌ合金にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ
、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の
元素をドープした活性化Ｎｉ触媒を製造し、且つ、最終活性化Ｎｉ触媒が２０μｍ未満の
ＡＰＳ値を有する場合、触媒中に残留するＡｌは、より高いＡＰＳ値を有する触媒より浸
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出する可能性が低くなる。同じように、Ｍｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、
Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及び
Ｂｉのリストからの１種以上の元素が触媒の表面上へのその吸着によってドープされた２
０μｍ未満のＡＰＳを有する活性化Ｎｉ触媒を製造する場合、触媒中に残留するＡｌは、
より高いＡＰＳ値を有する触媒よりも浸出する可能性が低くなる。同様に、活性化前にＭ
ｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉ
ｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素を含有し、且
つ、Ｍｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒ
ｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素
を前記触媒の表面の上へのその吸着によって更にドープしたＮｉ／Ａｌ合金から２０μｍ
未満のＡＰＳを有する活性化Ｎｉ触媒を作製する場合、この得られた触媒中に残留するＡ
ｌもまた、より高いＡＰＳ値を有する触媒より浸出する可能性が低くなる。
【００３１】
　明らかに、これらのより小さな粒子の形成及び合金の活性化中のそれらの浸出挙動の間
に生じる相変態によって、ニトロ化合物の還元の間のタコバイトの回避のためのそれらの
対応する方法による前記ドーピング元素を完全に利用し得るより適切な触媒が製造される
。大量のタコバイト形成を回避する金額は、更なる触媒コストよりも非常に大きいことが
分かり、そして驚くべきことに、タコバイトのレベルがより低くなることによっても、反
応混合物からの前記触媒の分離が改善された。上記のように、前記ドーピング元素は、活
性化前に合金に添加することが可能であり、それらは、合金活性化中、及び／又は、合金
活性化後に前記触媒上に吸着することが可能であるか、或いは、合金活性化中、及び／又
は、合金活性化後にそれらの両方ともを合金に組み込み、前記触媒上に吸着することがで
きた。
【００３２】
　一般に用いられる粒子形成、粉砕、篩別及び分級（液体媒質又は気体媒質のいずれか；
例えば、空気、窒素、水及び他の適切な媒質による）技術を応用することによって、好ま
しいＡＰＳ（場合によっては２５μｍ未満、他の場合は２０μｍ未満）の触媒を得ること
が可能である。粒子形成は、気体媒質及び／又は液体媒質中に及び／又は共に溶射される
合金等の合金の冷却の間に行うことが可能であった。また、粒子の形成は、移動するかも
しれないし移動しないかもしれない（例えばスピニング又は揺動）冷却固体に対して合金
を速やかに冷却することによって達成され得る。粒子形成は、液体担体又は気体担体のい
ずれかを利用するボールミル、ロッドミル及び分級ミルが用いられる粉砕ステップの間に
行うこともできる。この粉砕は、適切な粒径を達成するために、１つ以上のステップで行
うことができる。２つ以上のステップが用いられる場合、最初の粉砕は、一般に粗粉砕と
呼ばれ、更なる粉砕は微粉砕ステップと呼ばれる。固定された障壁（チューブ又は反応器
の壁は、固定されたバリヤと考えることもできる）に対して急激に力を加えることによっ
て、及び／又は、移動する（例えばスピニング、揺動及び他の動き）バリヤに対して急激
に力を加えることによって、特別設計のチューブ又は反応器を通過することによって、摩
耗力が与えられる流動液体中及び／又は気体流中の合金を懸濁することにより合金を粉砕
するミルによって、この特許の本発明は製造される。原則として、本発明の所望のＡＰＳ
は、粒子形成及び粉砕の当業者に公知の一般的に用いられる任意の粉砕技術によって得る
ことが可能である。更なる粉砕のためにミル内に戻される過大粒子と共に産出物が篩別、
気体分級又は液体分級される連続式ボールミル又はロッドミルと同様のこれらの手法の組
み合わせが使用できる。技術の組み合わせを用いる別の例は、既に粉末形態であった、速
やかに冷却された（気体又は液体のいずれかで冷却された）合金の機械的方法を介した更
なる粉砕である。粒子形成はまた、触媒製造の活性化の一部の間に生じ得るが、合金中の
Ａｌリッチ相の利用によって、活性化中の微粉化をより速く行うことが可能になる。活性
化中の触媒のＡＰＳを制御するために、Ｎｉリッチ相を利用することもできる。活性化中
のＡＰＳの制御のために、種々のドーピング方法と、ドーピング元素の組み合わせとを使
用することもできる。
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【００３３】
　粉末状活性化卑金属触媒（ラネー型触媒）は、撹拌槽型反応器によるバッチ方法又は連
続方法のいずれかにおいて典型的に使用される。バッチ方法は、非常に柔軟なものであり
、正しい条件下にあり、アミンへのニトロ化合物の水素化に非常に経済的である。
【００３４】
　別の方法は、蒸気相、液滴相、エアロゾル相又は液相で反応が生じ得たループ型反応器
におけるこれらの粉末触媒の使用を含む。ループ型反応器、チューブ型反応器及び撹拌槽
型反応器が、この方法のために連続的に使用され得るが、残留量のニトロ化合物とその可
能な中間体とを水素化するために第２の水素化反応器（又はより多く）を使用する場合、
ニトロ化合物は、完全に、若しくは、場合によってはほとんど完全に直ちに水素化される
速度で反応器内に供給される。連続的水素化方法の間、ニトロ化合物が反応器内の反応媒
質の全量を維持するために添加されるのと同じ速度で同じ量の所望のアミンが反応系から
除去される。ループ型反応器及びチューブ型反応器の場合、この反応を循環モードで行う
ことが可能であり、ニトロ化合物は循環反応流の一部に導入され、最終生成物混合物は別
の部分から取り出される。
【００３５】
　この反応は、１種以上の溶媒（例えばメタノールやエタノール等のアルコール類である
が、これらに限定されない）の存在下で起きる可能性があり、或いは、得られたアミンと
水との生成物混合物において起きる可能性がある。反応媒質のための生成物混合物の使用
の利点は、溶媒を購入する必要がなく、再度使用する前にそれを反応混合物から除去した
り、或いは精製したりする必要がないということである。別の選択肢は、所望のアミンの
みにおいて反応を行うことと、反応スラリーから水が直ちに留去され、所望のアミンが液
体形態のままであるように、十分に高い反応温度を用いることである。これは、とりわけ
トルエンジアミン等のアミンにとって重要であるが、反応スラリーの液体特性を維持する
溶媒の助力なしで反応媒質として使用する場合には溶融状態を維持する必要がある。
【００３６】
　一般に、本発明の粉末触媒は、粉末触媒を利用するアミンへのニトロ化合物の水素化に
適切ないかなる反応系及びいかなる反応方法においても使用することが可能である。
【００３７】
　本発明は、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら活性化
前にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉ
ｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素をＮｉ／Ａｌ合金が
含有した活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化合物の水素化のための方法を含むが、最終触媒中
のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％の範囲と
することが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲
である。ニトロ化合物の水素化のための本実施態様の好ましい方法は、最終活性化触媒の
平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら活性化前にＭｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｆ
ｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリストからの１種以上の元素をドープした
Ｎｉ／Ａｌ合金から作製された活性化Ｎｉ触媒によるものであるが、最終触媒中のドーピ
ングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％の範囲とすること
が可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。
【００３８】
　本発明の更なる変形例は、Ｍｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ
、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の
元素が触媒の表面上へのその吸着によってドープされた２５μｍ未満のＡＰＳを有する活
性化Ｎｉ触媒によるニトロ化合物の水素化を含むが、最終触媒中のドーピングレベルは、
各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、
最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。本実施態様から
のニトロ化合物の水素化のための好ましい方法は、２５μｍ未満のＡＰＳを有し、且つ、
Ｍｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｃｕ及びＡｇのリストからの１
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種以上の元素が触媒の表面上へのその吸着によってドープされる活性化Ｎｉ触媒を使用す
るが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１
０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～
１０質量％の範囲である。
【００３９】
　本発明はまた、活性化前にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ
、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストから
の１種以上の元素がＮｉ／Ａｌ合金にドープされた後、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰ
Ｓ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、
Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ
、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素を前記触媒の表面上へのその吸着に
よってドープした活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化合物の水素化のための方法を含むが、最
終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％
の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量
％の範囲である。本実施態様のニトロ化合物の水素化のための好ましい方法は、活性化前
にＭｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇの
リストからの１種以上の元素をドープした後、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２
５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＭｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒ
ｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリストからの１種以上の元素を前記
触媒の表面上へのその吸着によってドープしたＮｉ／Ａｌ合金から作製される活性化Ｎｉ
触媒を利用するが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０
１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．
０５質量％～１０質量％の範囲である。
【００４０】
　本発明はまた、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２０μｍ未満に維持しながら活
性化前にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ
、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素を
含有したＮｉ／Ａｌ合金から作製された活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化合物の水素化を包
含するが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％
～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量
％～１０質量％の範囲である。本実施態様のニトロ化合物の好ましい水素化方法は、最終
活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２０μｍ未満に維持しながら活性化前にＭｇ、Ｔｉ、
Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリストからの１
種以上の元素がドープされたＮｉ／Ａｌ合金から作製された活性化Ｎｉ触媒を使用するが
、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質
量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０
質量％の範囲である。
【００４１】
　本発明の更なる部分は、２０μｍ未満のＡＰＳを有し、且つ、Ｍｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、
Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ
、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素が触媒の表面上へのその吸着
によってドープされる活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化合物の水素化のための方法を含むが
、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質
量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０
質量％の範囲である。本実施態様のニトロ化合物の水素化のための好ましい方法は、２０
μｍ未満のＡＰＳを有し、且つ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ
、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリストからの１種以上の元素が触媒の表面上へのそ
の吸着によってドープされる活性化Ｎｉ触媒を使用するが、最終触媒中のドーピングレベ
ルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能で
あり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。
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【００４２】
　本発明は、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら活性化
前にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉ
ｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素をＮｉ／Ａｌ合金が
含有した活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化芳香族化合物の水素化のための方法を含むが、最
終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％
の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量
％の範囲である。ニトロ化芳香族化合物の水素化のための本実施態様の好ましい方法は、
最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら活性化前にＭｇ、Ｔ
ｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリストからの１種以上の
元素がドープされたＮｉ／Ａｌ合金から作製された活性化Ｎｉ触媒によるが、最終触媒中
のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％の範囲と
することが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲
である。
【００４３】
　本発明の更なる変形例は、Ｍｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ
、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の
元素が触媒の表面上へのその吸着によってドープされた２５μｍ未満のＡＰＳを有する活
性化Ｎｉ触媒によるニトロ化芳香族化合物の水素化を含むが、最終触媒中のドーピングレ
ベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能
であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。本実施
態様からのニトロ化芳香族化合物の水素化のための好ましい方法は、２５μｍ未満のＡＰ
Ｓを有し、且つ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｃｕ及びＡｇ
のリストからの１種以上の元素が触媒の表面上へのその吸着によってドープされる活性化
Ｎｉ触媒を使用するが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０
．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、
０．０５質量％～１０質量％の範囲である。
【００４４】
　本発明はまた、活性化前にＮｉ／Ａｌ合金にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ
、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及び
Ｂｉのリストからの１種以上の元素をドープした後、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ
）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃ
ｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、
Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素が触媒の表面上へのその吸着によって
ドープされた活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化芳香族化合物の水素化のための方法を含むが
、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質
量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０
質量％の範囲である。本実施態様のニトロ化芳香族化合物の水素化のための好ましい方法
は、活性化前にＭｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃ
ｕ及びＡｇのリストからの１種以上の元素がドープされた後、最終活性化触媒の平均粒径
（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＭｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、
Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリストからの１種以
上の元素が触媒の表面上へのその吸着によってドープされたＮｉ／Ａｌ合金から作製され
た活性化Ｎｉ触媒を利用するが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素に
ついて０．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含
有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。
【００４５】
　本発明はまた、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２０μｍ未満に維持しながら活
性化前にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ
、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素を
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含有したＮｉ／Ａｌ合金から作製された活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化芳香族化合物の水
素化を包含するが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０
１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．
０５質量％～１０質量％の範囲である。本実施態様のニトロ化芳香族化合物の好ましい水
素化方法は、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２０μｍ未満に維持しながら活性化
前にＭｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇ
のリストからの１種以上の元素がドープされたＮｉ／Ａｌ合金から作製された活性化Ｎｉ
触媒を使用するが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０
１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．
０５質量％～１０質量％の範囲である。
【００４６】
　本発明の更なる一部は、２０μｍ未満のＡＰＳを有し、且つ、Ｍｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、
Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ
、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素が触媒の表面上へのその吸着
によってドープされる活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化芳香族化合物の水素化のための方法
を含むが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％
～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量
％～１０質量％の範囲である。本実施態様のニトロ化芳香族化合物の水素化のための好ま
しい方法は、２０μｍ未満のＡＰＳを有し、且つ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、
Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリストからの１種以上の元素が触
媒の表面上へのその吸着によってドープされる活性化Ｎｉ触媒を使用するが、最終触媒の
ドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％の範囲とす
ることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲で
ある。
【００４７】
　本発明は、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら活性化
前にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉ
ｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素をＮｉ／Ａｌ合金が
含有した活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化芳香族化合物の連続的水素化のための方法を含む
が、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０
質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１
０質量％の範囲である。ニトロ化芳香族化合物の連続的水素化のための本実施態様の好ま
しい方法は、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら活性化
前にＭｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリストから
の１種以上の元素がドープされたＮｉ／Ａｌ合金から作製された活性化Ｎｉ触媒によるが
、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質
量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０
質量％の範囲である。
【００４８】
　本発明の更なる変形例は、Ｍｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ
、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の
元素が触媒の表面上へのその吸着によってドープされた２５μｍ未満のＡＰＳを有する活
性化Ｎｉ触媒によるニトロ化芳香族化合物の連続的水素化を含むが、最終触媒中のドーピ
ングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％の範囲とすること
が可能であり、最終触媒のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。本
実施態様からのニトロ化芳香族化合物の連続的水素化のための好ましい方法は、２５μｍ
未満のＡＰＳを有し、且つ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｃ
ｕ及びＡｇのリストからの１種以上の元素が触媒の表面上へのその吸着によってドープさ
れる活性化Ｎｉ触媒を使用するが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素
について０．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒のＡｌ含
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有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。
【００４９】
　本発明はまた、活性化前にＮｉ／Ａｌ合金にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ
、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及び
Ｂｉのリストからの１種以上の元素がドープされた後、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰ
Ｓ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、
Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ
、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素を前記触媒の表面上へのその吸着に
よってドープした活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化芳香族化合物の連続的水素化のための方
法を含むが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量
％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質
量％～１０質量％の範囲である。本実施態様のニトロ化芳香族化合物の連続的水素化のた
めの好ましい方法は、活性化前にＭｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ
、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリストからの１種以上の元素がドープされた後、最終活性
化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２５μｍ未満に維持しながら最終活性化Ｎｉ触媒にＭｇ、
Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリ
ストからの１種以上の元素が前記触媒の表面上へのその吸着によってドープされたＮｉ／
Ａｌ合金から作製された活性化Ｎｉ触媒を利用するが、最終触媒中のドーピングレベルは
、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり
、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。
【００５０】
　本発明はまた、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２０μｍ未満に維持しながら活
性化前にＭｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ
、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素を
含有したＮｉ／Ａｌ合金から作製された活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化芳香族化合物の連
続的水素化を包含するが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について
０．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は
、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。本実施態様のニトロ化芳香族化合物の好ま
しい連続的水素化方法は、最終活性化触媒の平均粒径（ＡＰＳ）を２０μｍ未満に維持し
ながら活性化前にＭｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、
Ｃｕ及びＡｇのリストからの１種以上の元素がドープされたＮｉ／Ａｌ合金から作製され
た活性化Ｎｉ触媒を使用するが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素に
ついて０．０１質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含
有量は、０．０５質量％～１０質量％の範囲である。
【００５１】
　本発明の更なる一部は、２０μｍ未満のＡＰＳを有し、且つ、Ｍｇ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｖ、
Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ
、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ及びＢｉのリストからの１種以上の元素が触媒の表面上へのその吸着
によってドープされた活性化Ｎｉ触媒によるニトロ化芳香族化合物の連続的水素化のため
の方法を含むが、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１
質量％～１０質量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０
５質量％～１０質量％の範囲である。本実施態様のニトロ化芳香族化合物の連続的水素化
のための好ましい方法は、２０μｍ未満のＡＰＳを有し、且つ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、
Ｍｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ及びＡｇのリストからの１種以
上の元素が触媒の表面上へのその吸着によってドープされた活性化Ｎｉ触媒を使用するが
、最終触媒中のドーピングレベルは、各ドーピング元素について０．０１質量％～１０質
量％の範囲とすることが可能であり、最終触媒中のＡｌ含有量は、０．０５質量％～１０
質量％の範囲である。
【００５２】
　産業界において行われるニトロ化合物の水素化には、多くの種類がある。トルエンジア
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ミン（ＴＤＡ）へのジニトロトルエン（ＤＮＴ）の水素化は、より商業的に興味深く、且
つ、技術的に困難なものの内の１つである。この水素化は、室温から２１０℃までの範囲
の温度で、大気圧から２００バールの範囲の圧力で活性化Ｎｉ触媒によって行われる。好
ましい反応条件は、５０～１８０℃且つ３～８０バールの範囲内である。この反応は、過
剰な水素中又は化学量論量の水素下で行うことが可能である。
【００５３】
　米国特許第６，４２３，８７２号において、ＤＮＴの連続的水素化の反応条件は、０．
７グラムの活性化Ｎｉ触媒による１５０℃で２０バールの水素、及びこの水素化の間にＤ
ＮＴのレベルが１０００ｐｐｍ未満に維持されたＤＮＴフィードである。米国特許第３，
９３５，２６４号において、ＤＮＴの水素化は、活性化Ｎｉ触媒上で、２８．５バール水
素の圧力及び１２０℃で、溶媒としてメタノールによって行われた。
【００５４】
　最近、米国特許第６，００５，１４３号においては、１６バール水素及び１３５～１５
５℃の範囲の温度でメタノールの存在下でモノリスに支持されたＮｉ／Ｐｄ触媒上でのＴ
ＤＡへのＤＮＴの水素化について、充分な結果が達成され得ることが判明した。
【００５５】
　典型的な固定床水素化方法には、そのスラリー相対応物よりも高い水素圧力が必要であ
り、このことは、ここで行われる反応にも約１６バールの圧力が適切であることを示して
いる。操作のバッチモード及び漸増フィードモードの両方において、ジニトロトルエン（
ＤＮＴ）の水素化のために、１３０℃及び１６０ｐｓｉｇ（１２バール）でラネー型Ｎｉ
触媒を使用することが成功したことから、米国特許第４２２４２４９もまた、このことが
当てはまることを示した。操作の漸増フィードモードは、工業規模で連続的にＤＮＴを水
素化する条件をシミュレートするために用いた。
【００５６】
　ニトロ化合物の水素化は、蒸気相、スラリー相、液滴相、エアロゾル相及び／又は液相
において生じ得る。反応は、バッチ方法として行うことができるか、若しくは連続方法と
して行うことができた。連続方法は、循環方法の１種を含んでよいが、これに限定される
ものではない。本発明はまた、ニトロ化合物が水素化の速度と同じか若しくはそれより遅
い速度で添加される連続方法を含み、その結果、ニトロ化合物の濃度は、非常に低いレベ
ルに維持される。ニトロ化合物のフィード速度は非常に低くし得るので、ニトロ化合物の
レベルは１０００ｐｐｍ以下である。本発明はまた、第１の水素化反応器における水素化
から残留している任意のニトロ化合物及び／又は中間体を水素化するために第２の水素化
反応器（又はより多く）を利用する連続方法における本発明の既に言及された触媒の使用
を含む。
【００５７】
　本発明のニトロ化合物の水素化は、純粋なニトロ化合物の存在下、高濃度の反応物、非
常に低い濃度の反応物、及び／又は溶媒と同様の作用をする生成物混合物の存在下で生じ
る可能性がある。この水素化は、反応中に充分な方法（例えば蒸留）で水が除去される場
合、実際に所望のアミンのみの存在下でも生じ得る。本発明のニトロ化合物の水素化は、
溶媒の存在下で生じ得る。反応器の種類は、撹拌槽型反応器、連続槽型反応器、ループ型
反応器又はチューブ型反応器とすることができたが、これらに限定されるものではない。
このニトロ化合物の水素化は、大気圧～２００バールの水素で生じる可能性があり、温度
は、－１０℃～２１０℃の範囲であり得る。
【００５８】
　本発明は、ニトロ化芳香族化合物の水素化を包含し、これは、上述した触媒上でバッチ
方法又は連続方法のいずれかとして生じ得る。本発明はまた、上記した触媒によるバッチ
方法又は連続方法としてのＴＤＡへのＤＮＴの水素化を含む。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】図１は、ＣＥ１、ＣＥ２、ＣＥ３、Ｅ２、Ｅ３及びＥ４についてのＤＮＴパルス
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【図２】図２は、ＣＥ１、ＣＥ２、ＣＥ３、Ｅ５、Ｅ６、Ｅ７、Ｅ８、Ｅ９、Ｅ１０、Ｅ
１１、Ｅ１２、Ｅ１３及びＥ１４についてのＤＮＴパルス水素化データを示すグラフであ
る。
【００６０】
　適用例１
　トルエンジアミン（ＴＤＡ）へのジニトロトルエン（ＤＮＴ）のパルス水素化
　典型的には、工業的な設定で、連続モードを介してＤＮＴを水素化し、ここでＤＮＴフ
ィード速度は、触媒が汚染されたり安全上の危険が生じたりしないように、その濃度を十
分低く維持するのに十分遅いものである。これは、水素化の速度がＤＮＴフィード速度に
依存することを意味する。このパルス水素化方法の目的は、触媒の活性を測定すると共に
、ＤＮＴ濃度を、工業的な設定と同等となるように十分に低く維持することである。これ
は、ＤＮＴのわずかな過剰の時間を最低限に維持すると共に、触媒活性を測定することが
できるように、水素化の速度よりわずかに速い速度でＤＮＴフィードにおけるパルスさせ
ることによって行うことが可能であった。それはまた、米国特許第４２２４２４９号、米
国特許第６４２３８７２号及び米国特許第６００５１４３号に記載されるものと同様の反
応圧力条件及び反応温度条件を用いるために決定した。
【００６１】
　５００ｍＬのオートクレーブ内に１５０又は３００ミリグラムの触媒と、１０１グラム
のＴＤＡと、５９グラムの水と（反応のＴＤＡ：水の化学量論的比）を仕込むことによっ
てパルス水素化方法を開始した。次いでオートクレーブを閉じ、窒素で３回パージし、水
素で３回パージし、反応器を３００ｒｐｍで撹拌して５バールの水素下で維持しながら２
０分間に亘って１４０℃の反応温度に加熱した。オートクレーブが１４０℃に達した際、
水素圧力を１５バールの水素に調整し、撹拌速度を１７００ｒｐｍに上昇させた。次いで
、ＨＰＬＣポンプにより３０秒間に亘って反応器内に４ミリリットルの溶解ＤＮＴをパル
スさせることによって反応を開始させた。溶解ＤＮＴを維持するために、ＨＰＬＣポンプ
ヘッド、ＤＮＴリザーバ、ＤＮＴの輸送のために使用した全てのステンレス管を９５℃に
維持した。Ｂｕｅｃｈｉ水素圧力流量制御装置（ｂｐｃ９９０１）を使用して水素消費を
モニタし、反応が水素の消費を停止した際、別のパルスのＤＮＴを同じフィード速度で導
入した。最高４５回のパルスが導入されるまで、この手順を継続した。これらの水素化の
データは、第１グラフ及び第２グラフと、第３～１９データ表とに示され得る。
【００６２】
　適用例２
　アニリンへのニトロベンゼンのバッチ式水素化
　２５℃及び大気圧で、１１０ｍＬの９．１質量％ニトロベンゼンエタノール溶液におい
て、１．５グラムの触媒上で、ニトロベンゼンの低圧水素化を行った。これらの水素化の
ために、２０００ｒｐｍで回転するバブリング撹拌機を備えたバッフルガラス反応器を使
用した。これらの水素化の結果を、第１表に示す。
【００６３】
　第１表：バッチ式ニトロベンゼン水素化データ
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【表１】

【００６４】
　適用例３
　アルミン酸ニッケル（例えばタコバイト）を形成する触媒の能力の決定
　米国特許第６，４２３，８７２号には、アルミン酸ニッケル（例えばタコバイト）を形
成する触媒の能力の決定する方法が記載されている。この方法は、１ヵ月間、１５０℃の
温度でＴＤＡと共に触媒を置くことを含む。次いでチューブを開き、Ｘ線回折で触媒を調
べた。触媒上に堆積した化合物はタコバイトであることが分かり、Ｘ線回折によって、そ
の構造物は、工業的ＤＮＴ水素化反応器及びその周辺機器の壁において観察される付着物
と同じであることが示された。
【００６５】
　ここでの検査のために同様の試験を行った。
【００６６】
　タコバイトを形成する触媒の能力を決定するために、６３質量％のＴＤＡと３７質量％
の水との３．５グラムの混合液と共に０．２グラムの触媒を、１５０℃で３週間、シール
ドチューブ内に仕込んだ。３週間後、触媒を除去し、Ｘ線回折によってタコバイト残渣を
分析した。次いで、タコバイトのピーク高さを、１２°、２４°、３５°、４０°及び４
７°の２θ位置で測定した。５２°の２θ位置のニッケルのピーク高さも測定し、ニッケ
ルのピーク高さに対する個別のタコバイトピーク高さの比を用いて相互に異なる触媒を比
較した。これらの度の２θ位置についての相対比は、異なる触媒について十分に一貫性が
あったので、この決定のために５２°の２θのニッケルのピーク高さに対する１２°、２
４°、３５°、４０°及び４７°の２θ位置についてのタコバイトのピーク高さの合計の
比を用いることを考えることが可能であった。
【００６７】
　これらの実験のデータを第２表に示すが、より高いタコバイト形成を伴う触媒は、Ｎｉ
に対するタコバイトのピーク高さの比がより高い。同じＡｌ含有量の触媒を相互に比較す
ることによって、本特許の実施態様が、タコバイト形成のより低いレベルにつながること
を示すことができる。比較例１（ＣＥｌ）のみ固い種類のタコバイトが形成され、本明細
書に記載の他の実施例においては、少しでもタコバイトが形成された場合、ここでは柔ら
かいタコバイトのみを形成した。
【００６８】
　第２表：活性化ニッケル触媒上のタコバイト付着物のＸ線回折データ
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【表２】

【００６９】
　比較例１
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｃｒと
、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより３５μｍの平均粒径値を有する８．８質
量％のＡｌと、２．５質量％のＣｒと、２質量％のＦｅとを含有する活性化Ｎｉ触媒を得
て、適用例３に記載の通りのタコバイトの形成について試験を行った。５２°の２θでの
ニッケルのＸ線回折ピーク高さに対する１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２
θでのタコバイトのＸ線回折ピーク高さの合計の比は、５０．２であることが分かった。
第２表に、１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのニッケルに対するタコ
バイトのＸ線ピークの個別の比が示され得る。適用例２に記載の通り、この触媒を、アニ
リンへのニトロベンゼンのバッチ式水素化のために使用した。この触媒のニトロベンゼン
水素化活性は６１ｍＬ（Ｈ2）／分／グラム（触媒）であることが分かり、更なる情報は
第１表に示され得る。適用例１に記載のように、１５０ミリグラムのこの触媒を、トルエ
ンジアミンへのジニトロトルエンのパルス水素化のために使用した。この反応の選択性は
、９０％トルエンジアミンより大きく、第３表及び第１グラフにおいて、活性データポイ
ントを以下に示す。
【００７０】
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　第３表：比較例１についてのジニトロトルエンの水素化データ
【表３】

【００７１】
　比較例２
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｆｅと
を含有する合金を活性化し、それにより２８μｍの平均粒径値を有する４質量％のＡｌと
、０．２質量％のＦｅとを含有する活性化Ｎｉ触媒を得て、適用例３に記載の通りのタコ
バイトの形成について試験を行った。５２°の２θでのニッケルのＸ線回折ピーク高さに
対する１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのタコバイトのＸ線回折ピー
ク高さの合計の比は、４．７であることが分かった。第２表に、１２°、２４°、３５°
、４０°及び４７°の２θでのニッケルに対するタコバイトのＸ線ピークの個別の比が示
され得る。適用例２に記載の通り、この触媒を、アニリンへのニトロベンゼンのバッチ式
水素化のために使用した。この触媒のニトロベンゼン水素化活性は４９ｍＬ（Ｈ2）／分
／グラム（触媒）であることが分かり、更なる情報は第１表に示され得る。適用例１に記
載のように、１５０ミリグラムのこの触媒を、トルエンジアミンへのジニトロトルエンの
パルス水素化のために使用した。この反応の選択性は、９９％トルエンジアミンより大き
く、第４表及び第１グラフにおいて、活性データポイントを以下に示す。
【００７２】
　第４表：比較例２についてのジニトロトルエンの水素化データ
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【表４】

【００７３】
　比較例３
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｃｒと
、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより２９μｍのＡＰＳ値を有する６．３質量
％のＡｌと、１．９質量％のＣｒと、０．８質量％のＦｅとを含有する活性化Ｎｉ触媒を
得て、適用例３に記載の通りのタコバイトの形成について試験を行った。５２°の２θで
のニッケルのＸ線回折ピーク高さに対する１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の
２θでのタコバイトのＸ線回折ピーク高さの合計の比は、２０．９であることが分かった
。第２表に、１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのニッケルに対するタ
コバイトのＸ線ピークの個別の比が示され得る。適用例１に記載のように、１５０ミリグ
ラムのこの触媒を、トルエンジアミンへのジニトロトルエンのパルス水素化のために使用
した。この反応の選択性は、９９％トルエンジアミンより大きく、第５表及び第１グラフ
において、活性データポイントを以下に示す。
【００７４】
　第５表：比較例３についてのジニトロトルエンの水素化データ
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【表５】

【００７５】
　実施例１
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｃｒと
、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより２２μｍのＡＰＳ値を有する７．２質量
％のＡｌと、１．８質量％のＣｒと、０．７質量％のＦｅとを含有する活性化Ｎｉ触媒を
得て、適用例３に記載の通りのタコバイトの形成について試験を行った。５２°の２θで
のニッケルのＸ線回折ピーク高さに対する１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の
２θでのタコバイトのＸ線回折ピーク高さの合計の比は、２０．６であることが分かった
。第２表に、１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのニッケルに対するタ
コバイトのＸ線ピークの個別の比が示され得る。ＣＥ３とＥ１との間の唯一の差は、Ｅ１
が絶対基準で約０．９％のより多くのＡｌ（相対基準で１４％のより多くのＡｌ）を有し
、且つ、Ｅ１が２５μｍ未満のＡＰＳを有するが、ＣＥ３はそうではないということであ
る。Ａｌ含有量がより高いにもかかわらず、Ｅ１が形成するタコバイトはＣＥ３よりも少
ないが、これは、ＡＰＳがより小さいためである。適用例２に記載のように、この触媒を
、アニリンへのニトロベンゼンのバッチ式水素化のために使用した。この触媒のニトロベ
ンゼン水素化活性は９７ｍＬ（Ｈ2）／分／グラム（触媒）であることが分かり、更なる
情報は第１表に示され得る。
【００７６】
　実施例２
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｃｒと
、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより１６μｍのＡＰＳ値を有する５．４質量
％のＡｌと、１．７質量％のＣｒと、０．３質量％のＦｅとを含有する活性化Ｎｉ触媒を
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得て、適用例３に記載の通りのタコバイトの形成について試験を行った。５２°の２θで
のニッケルのＸ線回折ピーク高さに対する１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の
２θでのタコバイトのＸ線回折ピーク高さの合計の比は、１０．９であることが分かった
。第２表に、１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのニッケルに対するタ
コバイトのＸ線ピークの個別の比が示され得る。適用例２に記載のように、この触媒を、
アニリンへのニトロベンゼンのバッチ式水素化のために使用した。この触媒のニトロベン
ゼン水素化活性は１０８ｍＬ（Ｈ2）／分／グラム（触媒）であることが分かり、更なる
情報は第１表に示され得る。適用例１に記載のように、１５０ミリグラムのこの触媒を、
トルエンジアミンへのジニトロトルエンのパルス水素化のために使用した。この反応の選
択性は、９９．５％トルエンジアミンより大きく、第６表及び第１グラフにおいて、活性
データポイントを以下に示す。
【００７７】
　第６表：実施例２についてのジニトロトルエンの水素化データ
【表６】

【００７８】
　実施例３
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｃｒと
、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより２４μｍのＡＰＳ値を有する５．７質量
％のＡｌと、１．５質量％のＣｒと、０．２質量％のＦｅとを含有する活性化Ｎｉ触媒を
得て、適用例３に記載の通りのタコバイトの形成について試験を行った。５２°の２θで
のニッケルのＸ線回折ピーク高さに対する１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の
２θでのタコバイトのＸ線回折ピーク高さの合計の比は、１１．５であることが分かった
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。第２表に、１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのニッケルに対するタ
コバイトのＸ線ピークの個別の比が示され得る。適用例２に記載のように、この触媒を、
アニリンへのニトロベンゼンのバッチ式水素化のために使用した。この触媒のニトロベン
ゼン水素化活性は７７ｍＬ（Ｈ2）／分／グラム（触媒）であることが分かり、更なる情
報は第１表に示され得る。適用例１に記載のように、１５０ミリグラムのこの触媒を、ト
ルエンジアミンへのジニトロトルエンのパルス水素化のために使用した。この反応の選択
性は、９９．５％トルエンジアミンより大きく、第７表及び第１グラフにおいて、活性デ
ータポイントを以下に示す。
【００７９】
　第７表：実施例３についてのジニトロトルエンの水素化データ
【表７】

【００８０】
　実施例４
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｃｒと
、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより２２μｍのＡＰＳ値を有する４．６３質
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量％のＡｌと、０．６質量％のＣｒと、０．２質量％のＦｅとを含有する活性化Ｎｉ触媒
を得て、適用例３に記載の通りのタコバイトの形成について試験を行った。５２°の２θ
でのニッケルのＸ線回折ピーク高さに対する１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°
の２θでのタコバイトのＸ線回折ピーク高さの合計の比は、６．９であることが分かった
。第２表に、１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのニッケルに対するタ
コバイトのＸ線ピークの個別の比が示され得る。適用例２に記載のように、この触媒を、
アニリンへのニトロベンゼンのバッチ式水素化のために使用した。この触媒のニトロベン
ゼン水素化活性は７０ｍＬ（Ｈ2）／分／グラム（触媒）であることが分かり、更なる情
報は第１表に示され得る。適用例１に記載のように、１５０ミリグラムのこの触媒を、ト
ルエンジアミンへのジニトロトルエンのパルス水素化のために使用した。この反応の選択
性は、９９．５％トルエンジアミンより大きく、第８表及び第１グラフにおいて、活性デ
ータポイントを以下に示す。
【００８１】
　第８表：実施例４についてのジニトロトルエンの水素化データ
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【表８】

【００８２】
　実施例５
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｃｒと
、Ｃｕと、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより３．９質量％のＡｌと、０．７
２質量％のＣｒと、０．０７質量％のＣｕと、０．２６質量％のＦｅとを含有する活性化
Ｎｉ触媒を得た。この触媒は、２２μｍのＡＰＳ値を有し、適用例３に記載の通りのタコ
バイトの形成について試験を行った。５２°の２θでのニッケルのＸ線回折ピーク高さに
対する１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのタコバイトのＸ線回折ピー
ク高さの合計の比は、３．７であることが分かった。第２表に、１２°、２４°、３５°
、４０°及び４７°の２θでのニッケルに対するタコバイトのＸ線ピークの個別の比が示
され得る。適用例１に記載のように、３００ミリグラムのこの触媒を、トルエンジアミン
へのジニトロトルエンのパルス水素化のために使用した。この反応の選択性は、９９．５
％トルエンジアミンより大きく、第１７表及び第２グラフにおいて、活性データポイント
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を以下に示す。
【００８３】
　第９表：実施例５についてのジニトロトルエンの水素化データ
【表９】

【００８４】
　実施例６
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｃｒと
、Ｃｕと、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより４．３質量％のＡｌと、１．５
３質量％のＣｒと、０．１２質量％のＣｕと、０．２５質量％のＦｅとを含有する活性化
Ｎｉ触媒を得た。この触媒は、２２μｍのＡＰＳ値を有し、適用例３に記載の通りのタコ
バイトの形成について試験を行った。５２°の２θでのニッケルのＸ線回折ピーク高さに
対する１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのタコバイトのＸ線回折ピー
ク高さの合計の比は、４．３であることが分かった。第２表に、１２°、２４°、３５°
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され得る。適用例２に記載のように、この触媒を、アニリンへのニトロベンゼンのバッチ
式水素化のために使用した。この触媒のニトロベンゼン水素化活性は９６ｍＬ（Ｈ2）／
分／グラム（触媒）であることが分かった（第１表参照）。適用例１に記載のように、３
００ミリグラムのこの触媒を、トルエンジアミンへのジニトロトルエンのパルス水素化の
ために使用した。この反応の選択性は、９９．５％トルエンジアミンより大きく、第１８
表及び第２グラフにおいて、活性データポイントを以下に示す。
【００８５】
　第１０表：実施例６についてのジニトロトルエンの水素化データ
【表１０】

【００８６】
　実施例７
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｃｒと
、Ｃｕと、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより４．５質量％のＡｌと、１．３
５質量％のＣｒと、０．１７質量％のＣｕと、０．２６質量％のＦｅとを含有する活性化
Ｎｉ触媒を得た。この触媒は、２０μｍのＡＰＳ値を有し、適用例３に記載の通りのタコ
バイトの形成について試験を行った。５２°の２θでのニッケルのＸ線回折ピーク高さに
対する１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのタコバイトのＸ線回折ピー
ク高さの合計の比は、５．６であることが分かった。第２表に、１２°、２４°、３５°
、４０°及び４７°の２θでのニッケルに対するタコバイトのＸ線ピークの個別の比が示
され得る。適用例２に記載のように、この触媒を、アニリンへのニトロベンゼンのバッチ
式水素化のために使用した。この触媒のニトロベンゼン水素化活性は９２ｍＬ（Ｈ2）／
分／グラム（触媒）であることが分かった（第１表参照）。適用例１に記載のように、３
００ミリグラムのこの触媒を、トルエンジアミンへのジニトロトルエンのパルス水素化の
ために使用した。この反応の選択性は、９９．５％トルエンジアミンより大きく、第２０
表及び第２グラフにおいて、活性データポイントを以下に示す。
【００８７】
　第１１表：実施例７についてのジニトロトルエンの水素化データ
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【表１１】

【００８８】
　実施例８
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｆｅと
を含有する合金を活性化し、それにより３．７９質量％のＡｌと、０．２３質量％のＦｅ
とを含有する活性化Ｎｉ触媒を得た。この触媒は、２０μｍのＡＰＳ値を有し、適用例３
に記載の通りのタコバイトの形成について試験を行った。５２°の２θでのニッケルのＸ
線回折ピーク高さに対する１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのタコバ
イトのＸ線回折ピーク高さの合計の比は、２．９であることが分かった。第２表に、１２
°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのニッケルに対するタコバイトのＸ線ピ
ークの個別の比が示され得る。適用例１に記載のように、３００ミリグラムのこの触媒を
、トルエンジアミンへのジニトロトルエンのパルス水素化のために使用した。この反応の
選択性は、９９．５％トルエンジアミンより大きく、第２１表及び第２グラフにおいて、
活性データポイントを以下に示す。
【００８９】
　第１２表：実施例８についてのジニトロトルエンの水素化データ
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【表１２】

【００９０】
　実施例９
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｆｅと
を含有する合金を活性化し、それにより３．８７質量％のＡｌと、０．２２質量％のＦｅ
とを含有する活性化Ｎｉ触媒を得て、０．１１質量％Ｍｏの最終的なＭｏ含有量にモリブ
デン酸アンモニウム塩の水溶液をドープした。この触媒は、１７μｍのＡＰＳ値を有し、
適用例３に記載の通りのタコバイトの形成について試験を行った。５２°の２θでのニッ
ケルのＸ線回折ピーク高さに対する１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θで
のタコバイトのＸ線回折ピーク高さの合計の比は、２．５であることが分かった。第２表
に、１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのニッケルに対するタコバイト
のＸ線ピークの個別の比が示され得る。適用例１に記載のように、３００ミリグラムのこ
の触媒を、トルエンジアミンへのジニトロトルエンのパルス水素化のために使用した。こ
の反応の選択性は、９９．５％トルエンジアミンより大きく、第２２表及び第２グラフに
おいて、活性データポイントを以下に示す。
【００９１】
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　第１３表：実施例９についてのジニトロトルエンの水素化データ
【表１３】

【００９２】
　実施例１０
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｆｅと
を含有する合金を活性化し、それにより３．８１質量％のＡｌと、０．２１質量％のＦｅ
とを含有する活性化Ｎｉ触媒を得て、０．０９質量％Ｃｕの最終的なＣｕ含有量にＣｕＳ
Ｏ4の水溶液をドープした。この触媒は、２０μｍのＡＰＳ値を有し、適用例３に記載の
通りのタコバイトの形成について試験を行った。５２°の２θでのニッケルのＸ線回折ピ
ーク高さに対する１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのタコバイトのＸ
線回折ピーク高さの合計の比は、０．０であることが分かった。第２表に、１２°、２４
°、３５°、４０°及び４７°の２θでのニッケルに対するタコバイトのＸ線ピークの個
別の比が示され得る。適用例１に記載のように、３００ミリグラムのこの触媒を、トルエ
ンジアミンへのジニトロトルエンのパルス水素化のために使用した。この反応の選択性は
、９９．５％トルエンジアミンより大きく、第２３表及び第２グラフにおいて、活性デー
タポイントを以下に示す。
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【００９３】
　第１４表：実施例１０についてのジニトロトルエンの水素化データ
【表１４】

【００９４】
　実施例１１
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｃｒと
、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより４．０７質量％のＡｌと、０．７３質量
％のＣｒと、０．２８質量％のＦｅとを含有する活性化Ｎｉ触媒を得て、０．１質量％Ｍ
ｏの最終的なＭｏ含有量にモリブデン酸アンモニウム塩の水溶液をドープした。この触媒
は、２３μｍのＡＰＳ値を有し、適用例３に記載の通りのタコバイトの形成について試験
を行った。５２°の２θでのニッケルのＸ線回折ピーク高さに対する１２°、２４°、３
５°、４０°及び４７°の２θでのタコバイトのＸ線回折ピーク高さの合計の比は、５．
０であることが分かった。第２表に、１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θ
でのニッケルに対するタコバイトのＸ線ピークの個別の比が示され得る。適用例１に記載
のように、３００ミリグラムのこの触媒を、トルエンジアミンへのジニトロトルエンのパ
ルス水素化のために使用した。この反応の選択性は、９９．５％トルエンジアミンより大
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きく、第２４表及び第２グラフにおいて、活性データポイントを以下に示す。
【００９５】
　第１５表：実施例１１についてのジニトロトルエンの水素化データ
【表１５】

【００９６】
　実施例１２
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｃｒと
、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより４．１１質量％のＡｌと、０．７１質量
％のＣｒと、０．２７質量％のＦｅとを含有する活性化Ｎｉ触媒を得た。この触媒は、２
２μｍのＡＰＳ値を有し、適用例３に記載の通りのタコバイトの形成について試験を行っ
た。５２°の２θでのニッケルのＸ線回折ピーク高さに対する１２°、２４°、３５°、
４０°及び４７°の２θでのタコバイトのＸ線回折ピーク高さの合計の比は、５．６であ
ることが分かった。第２表に、１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのニ
ッケルに対するタコバイトのＸ線ピークの個別の比が示され得る。適用例２に記載のよう
に、この触媒を、アニリンへのニトロベンゼンのバッチ式水素化のために使用した。この
触媒のニトロベンゼン水素化活性は７４ｍＬ（Ｈ2）／分／グラム（触媒）であることが
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分かった（第１表参照）。適用例１に記載のように、３００ミリグラムのこの触媒を、ト
ルエンジアミンへのジニトロトルエンのパルス水素化のために使用した。この反応の選択
性は、９９．５％トルエンジアミンより大きく、第２５表及び第２グラフにおいて、活性
データポイントを以下に示す。
【００９７】
　第１６表：実施例１２についてのジニトロトルエンの水素化データ
【表１６】

【００９８】
　実施例１３
　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｃｒと
、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより４．１質量％のＡｌと、０．７２質量％
のＣｒと、０．２８質量％のＦｅとを含有する活性化Ｎｉ触媒を得て、０．１１質量％Ｃ
ｕの最終的なＣｕ含有量にＣｕＳＯ4の水溶液をドープした。この触媒は、２３μｍのＡ
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ＰＳ値を有し、適用例３に記載の通りのタコバイトの形成について試験を行った。５２°
の２θでのニッケルのＸ線回折ピーク高さに対する１２°、２４°、３５°、４０°及び
４７°の２θでのタコバイトのＸ線回折ピーク高さの合計の比は、４．２であることが分
かった。第２表に、１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２θでのニッケルに対
するタコバイトのＸ線ピークの個別の比が示され得る。適用例１に記載のように、３００
ミリグラムのこの触媒を、トルエンジアミンへのジニトロトルエンのパルス水素化のため
に使用した。この反応の選択性は、９９．５％トルエンジアミンより大きく、第２６表及
び第２グラフにおいて、活性データポイントを以下に示す。
【００９９】
　第１７表：実施例１３についてのジニトロトルエンの水素化データ
【表１７】

【０１００】
　実施例１４
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　１００～１１０℃の間で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮｉと、Ａｌと、Ｃｒと
、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより４．５３質量％のＡｌと、１．５１質量
％のＣｒと、０．２９質量％のＦｅとを含有する活性化Ｎｉ触媒を得て、０．１３質量％
Ｍｏの最終的なＭｏ含有量にモリブデン酸アンモニウム塩の水溶液をドープした。この触
媒は、２３μｍのＡＰＳ値を有し、適用例３に記載の通りのタコバイトの形成について試
験を行った。５２°の２θでのニッケルのＸ線回折ピーク高さに対する１２°、２４°、
３５°、４０°及び４７°の２θでのタコバイトのＸ線回折ピーク高さの合計の比は、６
．８であることが分かった。第２表に、１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°の２
θでのニッケルに対するタコバイトのＸ線ピークの個別の比が示され得る。適用例２に記
載のように、この触媒を、アニリンへのニトロベンゼンのバッチ式水素化のために使用し
た。この触媒のニトロベンゼン水素化活性は８０ｍＬ（Ｈ2）／分／グラム（触媒）であ
ることが分かった（第１表参照）。適用例１に記載のように、３００ミリグラムのこの触
媒を、トルエンジアミンへのジニトロトルエンのパルス水素化のために使用した。この反
応の選択性は、９９．５％トルエンジアミンより大きく、第２７表及び第２グラフにおい
て、活性データポイントを以下に示す。
【０１０１】
　第１８表：実施例１４についてのジニトロトルエンの水素化データ
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【表１８】

【０１０２】
　実施例１５
　１００～１１０℃の間でＣｒ微粉末の存在下で２０質量％のＮａＯＨ水性懸濁液中でＮ
ｉと、Ａｌと、Ｆｅとを含有する合金を活性化し、それにより３．９２質量％のＡｌと、
０．４２質量％のＣｒと、０．２２質量％のＦｅとを含有する活性化Ｎｉ触媒を得た。こ
の触媒は、２０μｍのＡＰＳ値を有し、適用例３に記載の通りのタコバイトの形成につい
て試験を行った。５２°の２θでのニッケルのＸ線回折ピーク高さに対する１２°、２４
°、３５°、４０°及び４７°の２θでのタコバイトのＸ線回折ピーク高さの合計の比は
、０．０であることが分かった。第２表に、１２°、２４°、３５°、４０°及び４７°
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の２θでのニッケルに対するタコバイトのＸ線ピークの個別の比が示され得る。
【０１０３】
　上記の実施例に示された結果は、本発明が、前記目的を実施し、且つ、記載の目的及び
利点並びにそれらに固有なものを達成するために良好に応用されることを明確に示す。触
媒のＡｌ含有量を増加させることによって、その活性は高まるが、一方でジニトロトルエ
ン等のニトロ化合物の水素化の間に作製されたタコバイトの量も増加し得る。故に、従来
、より高い活性とタコバイトの存在の増加、又は、より少ない触媒活性（より少ないＡｌ
含有量による）とより少ないタコバイトの間で選択する必要があった。本特許の本発明に
よる触媒中のＡｌを安定化させることにより、ニトロ化合物の水素化の実施者は、高い活
性とより少ないタコバイトとの両方を得ることができるようになる。適用例３においては
、タコバイトを形成する触媒の能力を決定する方法について記載されており、Ｎｉの５２
°の２θでのピーク高さに対するタコバイトの２θでのピーク高さの合計の比は、ＸＲＤ
により測定されたＮｉ量に対してこの測定値を正規化しており、この値は、ここではタコ
バイト性向と呼ばれる。異なる含有量のＡｌを含有する触媒のタコバイト性向を比較する
ためには、次いでタコバイト性向をＡｌの質量％で割って、タコバイトを形成するための
トルエンジアミン（ＴＤＡ）等のアミノ化合物で浸出可能な触媒中のＡｌの相対量を決定
する必要がある。別の一局面は、前記触媒の活性である。前記触媒が非常に活性である場
合、同じ量の所望のアミンを形成するために必要なこの触媒は、より少なくなる。故に、
タコバイト性向の最も重要な局面は、触媒活性及びＡｌの質量％に対する形成タコバイト
の相対量である。ここで測定されたジニトロトルエンの水素化の実験値が、触媒１グラム
当たりの作製されたトルエンジアミンの少なくとも約３５０グラムとなることから、この
触媒についての標準的比較として触媒１グラム当たり最高３５０グラムのトルエンジアミ
ンの平均活性が得られ、これは、活性及びＡｌ含有量に対する形成タコバイトの相対量と
共に第１３表に示される。そのデータから、驚くべきことに、ドーピング方法、ドーピン
グ元素及びＡＰＳの適切な選択は、高い活性を有し、且つ、活性及びＡｌ含有量に対する
タコバイトの形成量が低い触媒につながる可能性があることが示され得る。
【０１０４】
　第２８表：Ａｌ含有量及びパルスジニトロトルエン水素化活性に対するタコバイト形成
の比較
【表１９】

【０１０５】
　当業者によって改変がなされ得るが、かかる改変は、本開示及び特許請求の範囲により
定められる通りの本発明の趣旨の範囲内に包含される。
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