
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相応のオレフィンを、コバルト触媒を含有する有機相の存在で温度５０～２２０℃及び
圧力１００～４００バールで合成ガスでヒドロホルミル化し、次にこのようにして得られ
たアルデヒドを水素化することによってＣ原子７～１８個を有するアルコールを製造し、
その際コバルト触媒を、水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機溶剤の存在で
水性コバルト塩溶液を合成ガスと反応させて形成しかつコバルト触媒を含有する有機相を
、水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機抽出剤を用いて、形成されたコバル
ト触媒を水相から抽出することによって得ることから成る、該アルコールの製造方法にお
いて、コバルト触媒の形成、形成されたコバルト触媒の有機相中へ抽出及び相応のオレフ
ィンのヒドロホルミル化を１段法で行うことを特徴とする、Ｃ原子７～１８個を有するア
ルコールの製造方法。
【請求項２】
　コバルト触媒の形成、形成されたコバルト触媒の有機相中への抽出及び相応のオレフィ
ンのヒドロホルミル化を単一反応器で行う、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　相応のオレフィンからＣ原子９～１３個を有するアルコールを製造する、請求項１又は
２記載の方法。
【請求項４】
　イソノナノールをジブテンから製造する、請求項３記載の方法。
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【請求項５】
　該方法を連続的に行う、請求項１から請求項４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　１段法の反応器室を少なくとも１個の分離装置によって区分する、請求項１から請求項
５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　水性コバルト塩溶液、オレフィン、合成ガス、水と混合できないか又は僅かしか混合で
きない有機溶剤及び水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機抽出剤を１段法の
反応器に同時に導入する、請求項１から請求項６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　水性コバルト塩溶液、オレフィン、合成ガス、水と混合できないか又は僅かしか混合で
きない有機溶剤及び水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機抽出剤を混合ノズ
ルによって１段法の反応器中に導入する、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機溶剤及び水と混合できないか又は僅
かしか混合できない有機抽出剤を１段法の反応器中に予め装入しかつ水性コバルト塩溶液
、オレフィン及び合成ガスを１段法の反応器中に同時に導入する、請求項１から請求項６
までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１０】
　水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機溶剤及び水と混合できないか又は僅
かしか混合できない有機抽出剤を１段法の反応器中に予め装入しかつ水性コバルト塩溶液
、オレフィン及び合成ガスを混合ノズルによって１段法の反応器中に導入する、請求項９
記載の方法。
【請求項１１】
　水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機抽出剤を１段法の反応器中に予め装
入しかつ水性コバルト塩溶液、オレフィン、合成ガス及び水と混合できないか又は僅かし
か混合できない有機溶剤を１段法の反応器中に同時に導入する、請求項１から請求項６ま
でのいずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
　水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機抽出剤を１段法の反応器中に予め装
入しかつ水性コバルト塩溶液、オレフィン、合成ガス及び水と混合できないか又は僅かし
か混合できない有機溶剤を混合ノズルによって１段法の反応器中に導入する、請求項１１
記載の方法。
【請求項１３】
　水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機溶剤がオレフィン及び／又はアルデ
ヒド及び／又はアルコールである、請求項１から請求項１２までのいずれか１項記載の方
法。
【請求項１４】
　水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機溶剤が１段法からの反応生成物であ
る、請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機抽出剤がオレフィン及び／又はアル
デヒド及び／又はアルコールである、請求項１から請求項１４までのいずれか１項記載の
方法。
【請求項１６】
　水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機抽出剤が１段法からの反応生成物で
ある、請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　水と混合できないか又は僅かしか混合できない溶剤及び水と混合できないか又は僅かし
か混合できない抽出剤が同一である、請求項１から請求項１６までのいずれか１項記載の

10

20

30

40

50

(2) JP 3877852 B2 2007.2.7



方法。
【請求項１８】
　水性コバルト塩溶液、オレフィン、及び合成ガスを１段法の反応器中に同時に導入する
、請求項１から請求項１７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１９】
　水性コバルト塩溶液、オレフィン及び合成ガスを混合ノズルによって１段法の反応器中
に導入する、請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　１段法の反応生成物を、コバルト触媒の酸化のために酸性の水性コバルト塩溶液の添加
下に空気で処理し、反応生成物を含有する有機相とコバルト塩を含有する水相とに分離し
た後水相を１段法に復帰させる、請求項１から請求項１９までのいずれか１項記載の方法
。
【請求項２１】
　コバルト触媒の除去後に残存する有機相を水素化し、これによって得られるアルコール
を水素化生成物から製出する、請求項１から請求項２０までのいずれか１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、相応のオレフィンを、コバルト触媒を含有する有機相の存在で温度５０～２２
０℃及び圧力１００～４００バールで合成ガスでヒドロホルミル化し、次にこのようにし
て得られたアルデヒドを水素化することによってＣ原子７～１８個を有するアルコールを
製造し、この際コバルト触媒を、水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機溶剤
の存在で水性コバルト塩溶液を合成ガスと反応させて形成しかつコバルト触媒を含有する
有機相を、水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機抽出剤を用いて、形成され
たコバルト触媒を水相から抽出することによって得ることより成る、該アルコールの製造
方法に関する。
【０００２】
また本発明は、製造されたアルコールを、プラスチック用可塑剤としてのカルボン酸エス
テルを製造するために使用することに関する。
【０００３】
【従来の技術】
オレフィンを、遷移金属触媒、例えばコバルト－及びロジウム化合物の存在で一酸化炭素
及び水でヒドロホルミル化してＣ原子１個だけ多いアルデヒドを生成することは、オキソ
合成として公知である。アルデヒドを生成するオレフィンのヒドロホルミル化の際には、
一般に多量の直鎖アルデヒド－経済的に重要なプラスチック用可塑剤アルコール及び洗浄
剤アルコールの製造の際の中間生成物－を得る努力がなされている。
【０００４】
線状の末端オレフィン（所謂α－オレフィン）はホスフィン変性ロジウム－又はコバルト
触媒で極めて良好にヒドロホルミル化できる（Ｊ．Ｆａｌｂｅ編集：“Ｎｅｗ　Ｓｙｎｔ
ｈｅｓｉｓ　Ｗｉｔｈ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｍｏｎｏｘｉｄｅ”，Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒ
ｌａｇ，Ｂｅｒｌｉｎ　１９８０，５５頁以下）けれども、反応性のほとんどないオレフ
ィン、内部位（ｉｎｎｅｎｓｔａｅｕｄｉｇｅ）オレフィン及び内部位枝分れオレフィン
に関しては、好ましくは未変性コバルト－及びロジウム触媒を使用する。
【０００５】
内部位枝分れ（ｉｎｎｅｎｓｔａｅｕｄｉｇｅ　ｕｎｄ　ｖｅｒｚｗｅｉｇｔｅ）オレフ
ィンは、変性触媒の存在では極めて緩慢にヒドロホルミル化されるか又は一部分しかヒド
ロホルミル化されない。このために、内部位枝分れオレフィンの経済的なヒドロホルミル
化のために変性触媒を使用する可能性はない。
【０００６】
末端位及び内部位オレフィンならびに内部位枝分れオレフィンを含有する、ポリマー及び
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異性体オレフィン混合物のヒドロホルミル化は、有利には未変性コバルト触媒を用いて行
われる。コバルト触媒を用いると同じ出発オレフィンから出発しても、ロジウム触媒と比
較して極めて望ましい直鎖アルデヒドのより高い収率が得られる。
【０００７】
好ましくはコバルト触媒ヒドロホルミル化によって反応された相応のオキソ－アルデヒド
を生成する代表的なポリマー及び異性体オレフィン混合物の例は、プロペン、ｎ－ブテン
（１－及び２－ブテン）及びイソ－ブテンのダイマー、トライマー及びテトラマーである
。
【０００８】
公知方法によれば、コバルト触媒ヒドロホルミル化は、次の四方法段階を含む多段法とし
て行われる：触媒の製造（前カルボニル化）、触媒抽出、オレフィン－ヒドロホルミル化
及び反応生成物からの触媒の除去（脱コバルト）。オキソ合成の開発以来コバルト触媒ヒ
ドロホルミル化の個々の方法段階は、不断に改良された。
【０００９】
第一方法段階、つまり前カルボニル化では、水性コバルト塩溶液から出発して、一酸化炭
素及び水素との反応によってヒドロホルミル化に必要な触媒錯体（ＨＣｏ（ＣＯ） 4）が
製造される。ドイツ国特許出願公開第２１３９６３０号明細書によれば、前カルボニル化
は、好ましくは１００～１６０℃の温度で２００～３００バールの合成ガスの圧力下で、
コバルトカルボニルの負荷されている活性炭、ゼオライト又は塩基性イオン交換体の存在
で行われる。
【００１０】
ドイツ国特許出願公開第２２４４３７３号明細書には改良された連続的なカルボニル化方
法が記載されているが、この方法の場合には、出発物質である合成ガス及び水性コバルト
塩溶液が、水と混合し難い又は混合できない酸素含有有機溶剤の存在で乱流が維持されて
いる区画中を順流で導通されることによって、反応時間の明らかな短縮が達成される。有
利な実施法として、乱流を維持するための圧力乱流管（Ｄｒｕｃｋｔｕｒｂｕｌｅｎｚｒ
ｏｈｒ）を使用すること及び有機溶剤として炭素原子４～１０個を有するアルコール又は
アルデヒドを加えることが記載されている。
【００１１】
第二方法段階、つまり触媒抽出においては、第一方法段階で製造されたコバルト触媒が有
機相、好ましくはヒドロホルミル化すべきオレフィンで水相から抽出される。ドイツ国特
許出願公開第２１０６２５２号明細書によれば、オレフィンの他にヒドロホルミル化の反
応－及び副生成物を、それらが水に不溶でかつ選択された反応条件下で液状である限り、
触媒抽出のために使用するのが有利である。触媒抽出は好ましくは向流で２０～１００℃
の温度でかつ１００～４００バールの合成ガス圧力下で行われる。相分離後にコバルト触
媒の含有された有機相が第三方法段階、つまりヒドロホルミル化に供給される。
【００１２】
ドイツ国特許出願公開第２１３９６３０号明細書から、ヒドロホルミル化である第三方法
段階でコバルト触媒の負荷されたオレフィンが、高圧反応器で温度７０～１７０℃及び圧
力１００～４００バールで合成ガスによってヒドロホルミル化されて相応のアルデヒドを
生成しうることは公知である。生成されたアルデヒドの一部は、ヒドロホルミル化条件下
で、特に高温で水素化されてアルコールを生成することができる。
【００１３】
有価生成物たるアルデヒド及びアルコールの他にさらに副生成物、ヒドロホルミル化しな
かった残余オレフィン及びコバルト触媒を含有する反応器排出物は１～１５バールまで減
圧され、次いで触媒の後処理段階に供給される。
【００１４】
脱コバルトである第四方法段階では、反応器排出物の有機相から錯体を含まないプロセス
水の存在で酸素又は空気で処理することによってコバルトカルボニル錯体が除去される。
ＷＯ９３／２４４３８によれば、脱コバルトは温度６０～１００℃及び圧力１～２０バー
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ルで行われる。この際コバルト触媒は酸化的に破壊されて、生じるコバルト塩は水相中に
逆抽出される（ｚｕｒｕｅｃｋｅｘｔｒａｈｉｅｒｔ）。脱コバルトから生じる水性コバ
ルト塩溶液は、前カルボニル化でる第一方法段階に復帰される。
【００１５】
ＷＯ９３／２４４３７及びヨーロッパ特許出願公開第０１８３５４６号明細書には、他の
実施態様が記載されている。この場合には、コバルト触媒の酸化的破壊前に合成ガス又は
窒素によるガス洗浄が行われる。
【００１６】
残存する有機相中の反応生成物は、気相の分離後に他の後処理段階、すなわち水素化及び
蒸留で相応のアルコールに変えられる。
【００１７】
コバルト触媒の存在でのオキソ－アルデヒドの公知の多段製造方法は多数の技術的欠点を
有する。すなわちヒドロホルミル化のために必要なコバルト触媒の製造のためには、二つ
の技術的に費用のかかる方法段階（前カルボニル化及び触媒抽出）が必要である。二つの
方法段階で経過する物質変化のプロセス、すなわち前カルボニル化の際の気／液－物質変
化及び触媒抽出の際の液／液－物質変化に条件付けられて、相互に分離された２個の耐圧
装置、例えば撹拌がま又は充填塔が必要である。次に実際のヒドロホルミル化はさらに別
個の圧力反応器で行われる。コバルト触媒の除去は別の装置部分に関係している。
【００１８】
公知の多段ヒドロホルミル化法は従って高い方法技術的費用の他に極めて高い投資を前提
としている。
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
従って本発明は、方法技術的により容易に実施できかつより経済的である、得られたアル
デヒドの引続く水素化を伴うオレフィンの新規ヒドロホルミル化法を開発するという課題
を基礎にしている。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
ところで意外にも、コバルト触媒の形成、形成されたコバルト触媒の有機相中への抽出及
び相応のオレフィンのヒドロホルミル化を１段法で行うことができることが判明した。
【００２１】
つまり、従来の方法の初めの三方法段階、すなわち前カルボニル化、触媒抽出及びヒドロ
ホルミル化が１段法で、好ましくは１個の反応器で行われる。従って方法段階の費用のか
かる装置的分離は省略される。これは経済的に極めて重要である、それというのも方法段
階の減少は投資コストの著しい低減を意味するからである。本発明方法においては、前カ
ルボニル化、抽出及びヒドロホルミル化は同時にかつ部分的にはその場で（ｉｎ　ｓｉｔ
ｕ）進行する。さらに本発明の１段法は好ましくは連続的に行われ、この際脱コバルト後
に生じるコバルト塩溶液は好ましくは循環される。
【００２２】
従って本発明の対象は、相応のオレフィンを、コバルト触媒を含有する有機相の存在で温
度５０～２２０℃及び圧力１００～４００バールで合成ガスによってヒドロホルミル化し
、次にこのようにして得られたアルデヒドを水素化することによってＣ原子７～１８個を
有するアルコールを製造し、この際コバルト触媒を、水と混合できないか又は僅かしか混
合できない有機溶剤の存在で水性コバルト塩溶液を合成ガスと反応させて形成しかつコバ
ルト触媒を含有する有機相を、水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機抽出剤
を用いて、形成されたコバルト触媒を水相から抽出することによって得ることから成る、
前記アルコールの製造方法であって、その特徴とするところは、コバルト触媒の形成、形
成されたコバルト触媒の有機相中への抽出及び相応のオレフィンのヒドロホルミル化を１
段法で行うことである。
【００２３】
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好ましくは、コバルト触媒の形成、形成されたコバルト触媒の有機相中への抽出及び相応
のオレフィンのヒドロホルミル化を、単一の反応器で行う。
【００２４】
さらに本発明の対象は、本発明により製造されたアルコールを、プラスチック用可塑剤と
してのカルボン酸エステルを製造するために使用することである。
【００２５】
本発明方法は、好ましくは連続的に行う。
【００２６】
コバルト塩としては、好ましくは水溶性コバルト塩、例えばギ酸塩及び酢酸塩を使用する
。特に酢酸コバルトが有利であると判ったが、このものは好ましくは金属として計算して
０．２～２重量％、特に好ましくは０．５～１．５重量％のコバルト含分を有する水溶液
として使用する。
【００２７】
有機溶剤はヒドロホルミル化すべきオレフィン及び／又はアルデヒド及び／又はアルコー
ルであってよく、このアルデヒド及びアルコールはヒドロホルミル化の間に形成された反
応生成物である。
【００２８】
従って水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機溶剤は、好ましくはオレフィン
及び／又はアルデヒド及び／又はアルコールであり、特に好ましくは１段法からの反応生
成物である。
【００２９】
水相からコバルト触媒を抽出するために必要な抽出剤は、それがコバルト触媒に対する十
分な溶解度を有する限り、水と混合できないか又は混合困難なすべての有機溶剤であって
よい。しかし好ましくは、ヒドロホルミル化すべきオレフィンとヒドロホルミル化の間に
形成されたアルデヒド及び／又はアルコールとから成る混合物を使用する。
【００３０】
従って、水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機抽出剤としては、好ましくは
オレフィン及び／又はアルデヒド及び／又はアルコール、特に好ましくは１段法からの反
応生成物を使用する。
【００３１】
より適当には、水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機溶剤及び水と混合でき
ないか又は僅かしか混合できない有機抽出剤は同一である。
【００３２】
本発明方法の場合には、１段法の反応器中への出発物質の計量が特に重要である。計量装
置（Ｄｏｓｉｅｒｖｏｒｒｉｃｈｔｕｎｇ）は十分な相混合及びできるだけ大きい相交換
面を保証することが要求されている。出発物質の計量のためには、技術上周知の計量装置
、例えば充填物の充填された乱流管（Ｔｕｒｂｕｌｅｎｚｒｏｈｒ）又は多相系用の混合
ノズルを使用することができる。計量は好ましくは乱流を維持しつつ混合ノズルを用いて
行う。
【００３３】
水性コバルト塩溶液、オレフィン、合成ガス、水と混合できないか又は僅かしか混合でき
ない有機溶剤及び水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機抽出剤は同時に、特
に混合ノズルを用いて、１段法の反応器中に導入することができる。
【００３４】
本発明方法の他の変法の場合には、水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機溶
剤及び水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機溶剤を１段法の反応器中に予め
装入しかつ水性コバルト塩溶液、オレフィン及び合成ガスを同時に、特に混合ノズルを用
いて１段法の反応器中に導入することができる。
【００３５】
本発明の他の実施態様では、水と混合できないか又は僅かしか混合できない有機抽出剤を
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１段法の反応器中に予め装入しかつ水性コバルト塩溶液、オレフィン、合成ガス及び水と
混合できないか又は僅かしか混合できない有機溶剤を同時に、特に混合ノズルによって、
１段法の反応器に導入することができる。
【００３６】
好ましくは、水性コバルト塩溶液、オレフィン及び合成ガスを同時に、特に好ましくは混
合ノズルによって１段法の反応器に導入する。
【００３７】
前カルボニル化、触媒抽出及びヒドロホルミル化を包含する１段法は、１個の反応器で１
００～２５０℃の温度及び１００～４００バールの圧力で行うことができる。特に１６０
～２２０℃の温度及び２００～３００バールの合成ガス圧力が有利であると判明した。合
成ガス中の一酸化炭素：水素の容量比は一般には２：１～１：２、特に１：１である。合
成ガスは有利には化学量論的に必要な量に対して小過剰で使用する。
【００３８】
１段法は、例えば、組込まれた同軸差込管（Ｅｉｎｓｔｅｃｋｒｏｈｒ）を有しないか又
は有する、周知の円筒状直立高圧－気泡塔反応器（Ｂｌａｓｅｎｓａｅｕｌｅｎｒｅａｋ
ｔｏｒ）で行うことができる。
【００３９】
本発明方法の好ましい実施態様では、１段法の反応器室は少なくとも１個の分離装置によ
って区分される。
【００４０】
該分離装置は、例えば有孔板又は篩板（Ｓｉｅｂｂｏｄｅｎ）であってよく、有利には反
応体流及び生成物流の流動方向に対して垂直に配置される。
【００４１】
反応器のカスケードによって、逆混合は単一気泡塔と比べて極めて減少され、流動状態は
管状反応器（Ｒｏｈｒｒｅａｋｔｏｒ）の流動状態に接近する。この方法技術的手段は、
空時収率及びヒドロホルミル化の選択性が改善されるという結果をもたらす。
【００４２】
本発明方法の適当な実施態様では、反応器排出物（有機相及び水相；水相は全部又は部分
的に反応器の底部から排出されうる）は、反応器を出た後１０～１５バールに減圧されか
つコバルト触媒の除去に必要な脱コバルト段階に導入されうる。脱コバルト段階では生成
物排出物から、酸性の水性コバルト塩溶液（プロセス水）の存在で温度５０～１８０℃で
空気又は酸素でコバルトカルボニル錯体が除去されうる。酸性水性コバルト塩溶液（プロ
セス水）は、金属として計算して０．２～２．０重量％のコバルト含分及び３～４のｐＨ
値を有する。ｐＨ値は例えば酢酸によって調節することができる。脱コバルトは有利には
１２０～１５０℃の温度で行われて、１段法で連続反応によって形成されたアセタールが
可能な限り完全に再び分解されて所望の有価生成物であるアルデヒド及びアルコールを生
成することを保証することができる。
【００４３】
脱コバルトは、好ましくは、充填体、例えばラシッヒリングが充填されていて、できるだ
け大きい相交換面が形成されている圧力容器で行う。さてコバルト化合物の除去された有
機生成物相は、後続の分離容器で水相から分離されうる。有機相から抽出されたコバルト
化合物を例えば酢酸コバルト又はギ酸コバルトの形で含有する水相は、好ましくは１段法
に復帰されて、再びコバルト触媒の製造のための出発物質として使用される。
【００４４】
従って本発明方法は、より適当には、１段法の反応生成物が、コバルト触媒の酸化のため
に酸性水性コバルト塩溶液の添加下に空気で処理されかつ反応生成物を含有する有機相と
コバルト塩を含有する水相とに分離された後、この水相が１段法に復帰されるように、実
施する。
【００４５】
次に、コバルト触媒の分離後に残存する有機相は水素化されて、これによって得られたア
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ルコールは水素化生成物から例えば蒸留によって製出されうる。
【００４６】
本発明方法の反応条件下では、水素化によってアルデヒドの他にまた部分的に相応のアル
コールも形成される。アルデヒド及びアルコールは、脱コバルト後に有機反応器排出物か
ら分離されかつ個々にさらに加工されうる。しかし好ましくは全有機反応器排出物は公知
方法により、例えば水素化及び引続く蒸留によって後処理されて相応のアルコールになる
。
【００４７】
本発明方法により製造されたアルコールは、可塑剤－及び洗浄剤アルコールとして好適で
ある。アルデヒドはさらにカルボン酸の製造のために使用されうる。可塑剤アルコールは
、例えば無水フタル酸（ＰＳＡ）によるエステル化によってポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）用
の慣用可塑剤に変化される。
【００４８】
本発明方法によって炭素原子６～１７個を有するオレフィンがヒドロホルミル化され、こ
れによって得られたアルデヒドが水素化されうる。
【００４９】
本発明方法は特に、プロペン及びブテンのオリゴマー化によって製造される異性体オレフ
ィン混合物のヒドロホルミル化のために適当である。ヒドロホルミル化の原料ベースとし
て使用されうる代表的なオリゴマーには、例えばジ－、トリ－及びテトラ－プロペンなら
びにジ－、トリ－及びテトラ－ブテンが挙げられる。
【００５０】
本発明方法によって好ましくは、Ｃ原子９～１３個を有するアルコールが相応のオレフィ
ンから製造され、特にイソノナノールがジブテンから製造される。
【００５１】
ｎ－ブテンのオリゴマーは、公知のオリゴマー化法、例えばヒュルス（Ｈｕｅｌｓ）のオ
クトール（Ｏｃｔｏｌ：登録商標）法及びＩＦＰのジマーゾール（Ｄｉｍｅｒｓｏｌ：登
録商標）法により大規模工業的に得られる（Ｊ．Ｓｃｈｕｌｚｅ，Ｍ．Ｈｏｍａｎｎ：“
Ｃ 4－Ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎｓ　ａｎｄ　Ｄｅｒｉｖａｔｅｓ”，６９頁以下，Ｓｐｒ
ｉｎｇｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ，Ｂｅｒｌｉｎ／Ｈｅｉｄｅｒｂｅｒｇ，１９８９）。
【００５２】
本発明方法で得られたアルデヒドは、公知の水素化法により気相又は液相で水素化されて
所望のアルコールを生成しうる（ＳＲＩ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｒｅｐｏｒｔ　
Ｎｏ．２１Ｃ，Ａｐｒｉｌ　１９８６，５３頁以下）。アルデヒドの水素化用触媒として
は、特に亜クロム酸銅（Ｋｕｐｆｅｒｃｈｒｏｍｉｔ）－、ニッケル－及び銅－亜鉛－触
媒が適当である。アルコールを生成するアルデヒドの水素化は一部分はすでに１段法で行
われている。
【００５３】
次に本発明を実施例によって詳述する。
【００５４】
【実施例】
比較例：ジブテンからイソノナノールを製造するための公知方法
前カルボニル化：
特殊鋼製の２ｌ撹拌オートクレーブ中に酢酸コバルト含有水（金属として計算して約１．
０重量％のコバルト）１０００ｍｌを予め装入する。撹拌（１０００ｒｐｍ）下にＣＯ／
Ｈ 2の容量比１：１の合成ガスを１７０℃及び２８０バールでオートクレーブに導入する
。断続的に行う試料採取によって、前カルボニル化の間のコバルトカルボニル錯体の形成
を分析的に追跡することができる。６時間の前カルボニル化時間後に使用されたコバルト
塩の約６５％が反応されて活性コバルト触媒、コバルトヒドリドカルボニル錯体（Ｋｏｂ
ａｌｔｈｙｄｒｉｄｏｃａｒｂｏｎｙｌｋｏｍｐｌｅｘ）になる。
【００５５】
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水と混合できないか又は混合の困難なアルコール、例えば２－エチルヘキサノール又はイ
ソノナノールの添加によって前カルボニル化時間の明らかな短縮が達成されうる。前カル
ボニル化をコバルト塩－水／イソノナノール－混合物（イソノナノール２５０ｍｌ及び金
属として計算して１重量％のコバルトを含む水性酢酸コバルト溶液７５０ｍｌ）を用いて
前記条件下で行うと、すでに５分後に使用されたコバルト塩の６５％がコバルトカルボニ
ル錯体に変化される。
【００５６】
触媒抽出：
前カルボニル化の終了後に、触媒抽出を行うためにオートクレーブを１００バールの合成
ガス圧力に減圧し、約６０℃の温度に冷却する。この条件下でジ－ｎ－ブテン５００ｍｌ
を加えた後激しく撹拌しながら（１０００ｒｐｍ）コバルトカルボニル錯体を有機相とし
て働くジ－ｎ－ブテン中に抽出する。約１０分の抽出時間後に抽出混合物を相分離のため
に撹拌機を止めたままさらに１０分放置する。オレフィン相はコバルトカルボニル錯体（
ＨＣｏ（ＣＯ） 4）としてコバルト０．２２重量％を含有する。水相はコバルト（ＩＩ）
塩としてのコバルト０．３５重量％の他に、さらに抽出されなかったコバルトカルボニル
錯体としてのコバルト約０．５７重量％を含有する。これは、抽出可能なコバルトカルボ
ニル錯体の約１２％だけがオレフィン相中に抽出されたことを意味する。
【００５７】
ヒドロホルミル化：
触媒抽出後に水相をオートクレーブから排出し、ジ－ｎ－ブテン５００ｍｌをさらに供給
する。次にコバルトヒドリドカルボニル錯体の含有されたオレフィン相をＣＯ／Ｈ 2－容
量比１：１の合成ガスを用いて１７５℃の温度及び２６０バールの圧力でヒドロホルミル
化する。４時間の反応時間後には合成ガスはもはや認められず、ヒドロホルミル化は終了
している。
【００５８】
脱コバルト：
脱コバルトのためにオートクレーブを減圧し、生成物混合物を約１００℃に冷却する。反
応混合物を希薄酢酸の存在で１００℃未満で空気で処理することによってコバルトカルボ
ニル錯体が酸化され、生じるコバルト塩は水相中に逆抽出される（ｚｕｒｕｅｃｋｅｘｔ
ｒａｈｉｅｒｔ）。
【００５９】
有機相は、ガスクロマトグラフィー分析によると次の組成（重量％）を有する：
Ｃ 8－炭化水素１２．５％、イソノナナール４４．５％、イソノナノール２９．５％、エ
ステル（ギ酸イソノニル）３．５％、アセタール５％及び高沸点残留物５％。
【００６０】
水素化：
イソノナナール及びギ酸イソノニルを、亜クロム酸銅の存在で１５０～２５０℃及び２０
～３０バールで気相で水素化してイソノナノールにする。
【００６１】
例１：ジブテンからイソノナノールを製造する
本発明方法を、主として高圧管状反応器（直径９０ｍｍ、長さ３６００ｍｍ）及びラシッ
ヒリングの充填された後続の脱コバルト容器（容量２０ｌ）ならびに相分離容器から構成
されている連続的実験装置で行う。高圧反応器の反応器室は、流動方向に垂直に組込まれ
た５個の有孔板によって階段化される（ｋａｓｋａｄｉｅｒｔ）。出発物質の計量のため
に３物質混合ノズルを使用する。反応器内容物は、設置された加熱－及び冷却装置により
必要に応じて加熱又は冷却することができる。
【００６２】
前カルボニル化はアルコール及び／又はアルデヒドの存在で加速されるので、本発明の１
段法の初めには、イソノナノール又はイソノナナール／イソノナノール混合物を開始助剤
として反応器中に予め装入することができる。反応器を１６０～１８０℃の使用温度にも
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たらした後、混合ノズルにより反応器にヒュルス（Ｈｕｅｌｓ）のオクトール法からのジ
－ｎ－ブテン、金属として計算して１重量％のコバルトを含有する水性酢酸コバルト溶液
及びＣＯ／Ｈ 2の容量比１：１の合成ガスを連続的に供給する。
【００６３】
次の流量を調節する：ジ－ｎ－ブテン５．０ｋｇ／ｈ及び酢酸コバルト溶液０．４５ｋｇ
／ｈ。反応器を、合成ガスによって合成ガス流量２．５～３．５Ｎｍ 3／ｈで２８０バー
ルの一定反応圧に圧調節する。選択されたジ－ｎ－ブテン流量は、反応器容量に対する空
時負荷（Ｒａｕｍｚｅｉｔｂｅｌａｓｔｕｎｇ）（ＬＨＳＶ）約０．３ｈ - 1（反応器容量
ｍ 3及び時間当り０．３ｍ 3のジ－ｎ－ブテン）に相当する。
【００６４】
有機相は反応器の頭部から連続的に排出されかつ１０～１５バールに減圧されて脱コバル
ト段階に入る。酢酸コバルト溶液として反応器に供給された水相は、状態調節されてコバ
ルト錯体含有プロセス水として反応器の底部から排出されかつ同様に減圧されて脱コバル
ト段階に入る。
【００６５】
脱コバルト段階では、１４０℃で酸性の水性コバルト塩溶液（プロセス水）の存在で空気
又は酸素によるコバルトカルボニル錯体の酸化によって二つの液相と減圧の際に生じるガ
ス（反応しなかった合成ガス）とからコバルト触媒が除去され、次に両相は後続の分離容
器で分離される。コバルトを含まない有機相はさらに後処理され、これに対して水性コバ
ルト塩溶液は混合ノズルを介して１段法に復帰される。反応しなかった合成ガスは再使用
されるか又は棄却される。
【００６６】
選択された反応条件下では、９０％を超えるジ－ｎ－ブテンの変換率が得られる。
【００６７】
脱コバルト後の粗生成物排出物は、ガスクロマトグラフィー分析によれば次の組成（重量
％）を有している：Ｃ 8－炭化水素７．０％、イソノナナール２９．７％、イソノナノー
ル５３．１％、エステル（ギ酸イソノニル）４．２％及び高沸点残留物６．０％。
【００６８】
高沸点残留物を蒸留により有価生成物から非常に簡単に除去することができる。
【００６９】
脱コバルト後に粗生成物は後続の公知後処理段階で水素化及び引続く蒸留によってイソノ
ナノール（異性体混合物）に変えられる。
【００７０】
粗生成物の水素化は、気相で１７０～２５０℃及び２０～２５バールで亜クロム酸銅触媒
の存在で行う。
【００７１】
例２：トリ－ｎ－ブテンからイソトリデカノールを製造する
本発明方法を例１で記載した実験装置で同様に行う。
【００７２】
前カルボニル化はアルコール及び／又はアルデヒドの存在で加速されるので、本発明の１
段法の初めにはイソ－トリデカノール及び／又はイソ－トリデカノール／イソ－トリデカ
ナール混合物を開始助剤として反応器に予め装入する。
【００７３】
反応器を１６０～１８０℃の使用温度にもたらした後、反応器に混合ノズルにより出発物
質、すなわちヒュルスのオクトール法からのトリ－ｎ－ブテン、金属として計算して１重
量％のコバルトを含む水性酢酸コバルト溶液及びＣＯ／Ｈ 2の容量比１：１の合成ガスを
連続的に供給する。
【００７４】
次の流量を調節する：トリ－ｎ－ブテン１．６５ｋｇ／ｈ及び酢酸コバルト溶液０．１５
ｋｇ／ｈ。合成ガスによって反応器を合成ガス流量０．８～１．２Ｎｍ 3／ｈで一定反応
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圧力２８０バールに圧調節する。選択されたトリ－ｎ－ブテン流量は、反応器容量に対す
る空時負荷（ＬＨＳＶ）約０．１ｈ - 1（反応器容量ｍ 3及び時間当り０．１ｍ 3のトリ－ｎ
－ブテン）に相当する。
【００７５】
反応器排出物は、例１で記載したように、さらに後処理する。
【００７６】
選択された反応条件下では、少なくとも８０％のトリ－ｎ－ブテン変換率が得られる。
【００７７】
脱コバルト後の粗生成物排出物は、ガスクロマトグラフィー分析によれば次の組成（重量
％）を有している：Ｃ 8－炭化水素１６．５％、イソトリデカナール及びイソ－トリデカ
ノール７３．５％ならびに高沸点残留物１０．０％。
【００７８】
粗生成物は、脱コバルト後に後続の公知後処理段階で亜クロム酸銅触媒の存在で１５０～
２５０℃及び２０～３０バールで液相で水素化し、次に蒸留することによってイソ－トリ
デカノール（異性体混合物）に変える。
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