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(57)【要約】
　本発明は、下記式（Ｉ）：
　　　　　　　　　　ＳｂｘＦｅ１Ｏｙ　　　　（Ｉ）
［式（Ｉ）中、ｘは０．４～１の範囲内であり、ｙは１．６～４の範囲内である］で表さ
れる化合物の触媒としての使用に関する。該触媒は、下記式（ＩＩ）：
　　　　　　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ１）－ＣＨ２－ＯＨ　　　　（ＩＩ）
［式（ＩＩ）中、Ｒ１は水素原子又はメチル基を表す］で表されるアルコールのアンモ酸
化反応を促進し、下記式（ＩＩＩ）：
　　　　　　　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ１）－Ｃ≡Ｎ　　　　（ＩＩＩ）
［式（ＩＩＩ）中、Ｒ１は式（ＩＩ）中のそれと同義である］で表されるニトリルを得る
ための触媒である。上記反応は気相中で行われ、この気相は少なくとも酸素及びアンモニ
アを含む。また、本発明は、式（Ｉ）で表される化合物を触媒として用い、式（ＩＩ）で
表されるアルコールをアンモ酸化する方法にも関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式（Ｉ）：
　　　　　　　　　　ＳｂｘＦｅ１Ｏｙ　　　　（Ｉ）
［式（Ｉ）中、ｘは０．４～１の範囲内であり、ｙは１．６～４の範囲内である］で表さ
れる化合物の触媒としての使用であって、
　前記触媒は、下記式（ＩＩ）：
　　　　　　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ１）－ＣＨ２－ＯＨ　　　　（ＩＩ）
［式（ＩＩ）中、Ｒ１は水素原子又はメチル基を表す］で表されるアルコールのアンモ酸
化反応を促進し、下記式（ＩＩＩ）：
　　　　　　　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ１）－Ｃ≡Ｎ　　　　（ＩＩＩ）
［式（ＩＩＩ）中、Ｒ１は前記式（ＩＩ）中のそれと同義である］で表されるニトリルを
生成するものであり、
　前記反応は、少なくとも酸素及びアンモニアを含む気相中で行われる、使用。
【請求項２】
　触媒の存在下でアルコールからニトリルを製造する方法であって、
　下記式（ＩＩ）：
　　　　　　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ１）－ＣＨ２－ＯＨ　　　　（ＩＩ）
［式（ＩＩ）中、Ｒ１は水素原子又はメチル基を表す］で表されるアルコールから、下記
式（ＩＩＩ）：
　　　　　　　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ１）－Ｃ≡Ｎ　　　　（ＩＩＩ）
［式（ＩＩＩ）中、Ｒ１は前記式（ＩＩ）中のそれと同義である］で表されるニトリルを
得るアンモ酸化反応の段階を含み、
　前記反応を、少なくとも酸素及びアンモニアを含む気相中、下記式（Ｉ）：
　　　　　　　　　　ＳｂｘＦｅ１Ｏｙ　　　　（Ｉ）
［式（Ｉ）中、ｘは０．４～１の範囲内であり、ｙは１．６～４の範囲内である］で表さ
れる化合物群から選択される固体触媒の存在下で行う、製造方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の製造方法において、前記Ｒ１が水素原子を表し、前記製造方法がアリ
ルアルコールからアクリロニトリルを得るアンモ酸化反応の段階を含むことを特徴とする
製造方法。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の製造方法において、前記触媒が、前記ｘが０．５～０．８の範
囲内である化合物群から選択されることを特徴とする製造方法。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれか一項に記載の製造方法において、前記式（Ｉ）で表される化合
物が、前記ｘが０．６である化合物群から選択されることを特徴とする製造方法。
【請求項６】
　請求項２～５のいずれか一項に記載の製造方法において、前記アンモ酸化反応を３５０
℃～４５０℃の温度で行うことを特徴とする製造方法。
【請求項７】
　請求項２～６のいずれか一項に記載の製造方法において、反応温度及び反応圧力におけ
る、反応器に導入されたガスの総体積流量に対する前記触媒の体積の比が、０．０５～２
ｓであることを特徴とする製造方法。
【請求項８】
　請求項２～７のいずれか一項に記載の製造方法において、前記気相中、前記式（ＩＩ）
で表されるアルコール／アンモニアのモル比が１／１～１／４であることを特徴とする製
造方法。
【請求項９】
　請求項２～８のいずれか一項に記載の製造方法において、前記気相中、前記式（ＩＩ）
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で表されるアルコール／酸素のモル比が１／１．５～１／５であることを特徴とする製造
方法。
【請求項１０】
　請求項２～９のいずれか一項に記載の製造方法において、前記式（ＩＩ）で表されるア
ルコール／酸素／アンモニアのモル比が１／３．５／３である気相を用いて、前記アンモ
酸化反応を行うことを特徴とする製造方法。
【請求項１１】
　請求項２～１０のいずれか一項に記載の製造方法において、前記式（Ｉ）で表される触
媒が多孔質固体担体に支持されていることを特徴とする製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンチモン及び鉄を含み、ニトリル（特にアクリロニトリル）の生成を促進
する触媒の使用に関し、また、気相中、このような触媒の存在下で、ニトリル（特にアク
リロニトリル）を製造する方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　プロペンニトリル（ＣＨ２＝ＣＨ－Ｃ≡Ｎ）は、より一般的にはアクリロニトリルとし
て知られ、有機化学において、多くのポリマーを調製する際にモノマーとして使用可能な
出発物質であり、特に、アクリル繊維やナイロン等の織物繊維、合成ゴム、ブタジエンと
共重合した含窒素エラストマー、或いはブタジエン及びスチレンと共重合した高性能固体
樹脂（アクリロニトリル／ブタジエン／スチレン（ＡＢＳ）樹脂）の調製に用いられる。
【０００３】
　今日、アクリロニトリルの工業生産はプロペン又はプロパンに依存している。プロペン
及びプロパンはいずれも化石資源から得られる化合物である。具体的には、アクリロニト
リルの合成は、通常、１９６０年代に開発され、例えばＧＢ特許出願７０９３３７号に記
載されている、ソハイオ法（スタンダード・オイル・オブ・オハイオ社（Standard Oil o
f Ohio）の名称に由来）に従って行う。この方法では、以下の反応：

【化１】

に従い、アンモニア存在下でプロペンの酸化（アンモ酸化）を行う。
【０００４】
　この反応は、流動層反応器内で、気相中、高温（通常３５０℃～４００℃）で、無水条
件下、ビスマス及びモリブデンを含む触媒の存在下で行う。
【０００５】
　しかしながら、プロペンの価格は以前から上昇しており、上記方法はプロペンを使用す
る点で不利である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、プロペンに依存せず、優れた収率を示すアクリロニトリル調製方法が必要とさ
れている。本発明者らは、特にアリルアルコールからアクリロニトリルを製造可能な方法
を開発するという目標を設定した。アリルアルコールが経済的に有利であると証明されて
いないとしても、アリルアルコールは生物学的に調達可能であり、この方法は環境的に有
利である。このような研究において、本発明者らは、アンチモン及び鉄を含む特定の触媒
が、特に気相中で、アリルアルコールからアクリロニトリルを非常に良い収率で製造する
ための反応を促進可能であることを発見した。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の対象は、
　下記式（Ｉ）：
　　　　　　　　　　ＳｂｘＦｅ１Ｏｙ　　　　（Ｉ）
［式（Ｉ）中、ｘは０．４～１の範囲内であり、ｙは１．６～４の範囲内である］で表さ
れる化合物の触媒としての使用である。
　該触媒は、下記式（ＩＩ）：
　　　　　　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ１）－ＣＨ２－ＯＨ　　　　（ＩＩ）
［式（ＩＩ）中、Ｒ１は水素原子又はメチル基を表す］で表されるアルコールのアンモ酸
化反応を促進し、下記式（ＩＩＩ）：
　　　　　　　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ１）－Ｃ≡Ｎ　　　　（ＩＩＩ）
［式（ＩＩＩ）中、Ｒ１は式（ＩＩ）中のそれと同義である］で表されるニトリルを生成
するものであり、
　上記反応は、少なくとも酸素及びアンモニアを含む気相中で行われる。
【０００８】
　上記式（Ｉ）で表される触媒を用いると、気相中で、式（ＩＩ）で表されるアルコール
のアンモ酸化反応を行い、式（ＩＩＩ）で表されるニトリル（特にアクリロニトリル）を
非常に良好な収率で得ることが可能になる。この反応では、副生成物として、アクロレイ
ン（及びアクロレインが後に酸化されたアクリル酸）、アセトン、アセトアルデヒド、ア
セトニトリル、並びにプロピオンアルデヒドを得ることも可能である。これら副生成物は
化学工業で広く使用される中間体であるため、これらもまた価値が高い。更に、これら生
成物の沸点が異なることから（アセトアルデヒド：２２℃、プロピオンアルデヒド：４７
℃、アクロレイン：５２℃、アセトン：５７℃、アクリロニトリル：７７℃、アセトニト
リル：８２℃、アクリル酸：１４７℃）、例えば特定の複合的方法においても、これらを
分離することは理論的に容易である。
【０００９】
　更に、上述のとおり、出発物質（式（ＩＩ）で表されるアルコール）は再生可能資源か
ら生成できる。そのため、式（ＩＩＩ）で表されるニトリル（特にアクリロニトリル）を
得るために、化石資源を使用する必要が無い。例えば、文献（特に国際出願ＷＯ２００８
／０９２１１５号及びＷＯ２０１１／０８５０９）に記載の気相中又は液相中での様々な
触媒的方法に従い、グリセロールを、単独又はギ酸との混合物の形態で、アリルアルコー
ルの生成に使用できる。
【００１０】
　一例として、上記式（Ｉ）で表される触媒は、特に、リ（Li K.-T.）ら、アプライド・
キャタリシス・Ａ：ジェネラル（Applied Catalysis A: General）、１５６、１９９７、
１１７－１３０に記載の方法に従って調製できる。簡単に説明すると、この方法では、硝
酸鉄等の鉄塩の酸性水溶液を約８０℃で酸化アンチモン（Ｓｂ２Ｏ３）と反応させた後、
８０℃～９０℃の温度に数時間保持して溶媒を蒸発させることでペースト状生成物を得て
、約１００℃で数日間乾燥する。得られた触媒粉末を後にペレット状にプレス成形し、粉
砕して粉末を得る。好ましくは、この粉末を、静大気中、３００℃～７００℃で３０分間
以上焼成する。
【００１１】
　本発明の他の対象は、触媒の存在下でアルコールからニトリルを製造する方法であって
、
　下記式（ＩＩ）：
　　　　　　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ１）－ＣＨ２－ＯＨ　　　　（ＩＩ）
［式（ＩＩ）中、Ｒ１は水素原子又はメチル基を表す］で表されるアルコールから、下記
式（ＩＩＩ）：
　　　　　　　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ１）－Ｃ≡Ｎ　　　　（ＩＩＩ）
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［式（ＩＩＩ）中、Ｒ１は式（ＩＩ）中のそれと同義である］で表されるニトリルを得る
アンモ酸化反応の段階を含み、
　該反応を、少なくとも酸素及びアンモニアを含む気相中、下記式（Ｉ）：
　　　　　　　　　　ＳｂｘＦｅ１Ｏｙ　　　　（Ｉ）
［式（Ｉ）中、ｘは０．４～１の範囲内であり、ｙは１．６～４の範囲内である］で表さ
れる化合物群から選択される固体触媒の存在下で行うことを特徴とする製造方法である。
【００１２】
　バイオマスから出発物質（式（ＩＩ）で表されるアルコール、特にアリルアルコール）
を得ると、化石資源を用いることなく、本発明の方法を実施可能である。本発明の方法は
実施が容易であり（一段階のみ）、非常に選択的である。本発明の方法では、式（ＩＩＩ
）で表されるニトリル、特にＲ１がＨであるアクリロニトリルが、８０％を超える収率で
得られる。反応の副生成物は、当業者に公知の技術に従って分離できる。副生成物が化学
工業での有利な中間体として価値が高い場合もある。
【００１３】
　Ｒ１が水素原子を表すとき、式（ＩＩ）で表されるアルコールはアリルアルコールであ
り、式（ＩＩＩ）で表されるニトリルはアクリロニトリルである。
【００１４】
　Ｒ１がメチル基を表すとき、式（ＩＩ）で表されるアルコールはメタリルアルコールで
あり、式（ＩＩＩ）で表されるニトリルはメタクリロニトリルである。
【００１５】
　本発明の好ましい一実施形態においては、Ｒ１は水素原子を表す。即ち、この好ましい
実施形態では、本発明の方法は、アリルアルコールからアクリロニトリルを得るアンモ酸
化段階を含む。
【００１６】
　上記触媒は、好ましくは、ｘが０．５～０．８の範囲内である式（Ｉ）で表される化合
物群から選択される。本発明において特に好ましい式（Ｉ）の触媒は、ｘが０．６である
化合物群から選択される。
【００１７】
　アンモ酸化反応は、好ましくは約４００℃以上の温度、より好ましくは約３５０℃～４
５０℃の範囲内の温度で行う。
【００１８】
　本発明の方法の好ましい一実施形態においては、大気圧下でアンモ酸化反応を行う。
【００１９】
　接触時間は、反応器に導入されたガスの総体積流量（ｍｌ／ｓ）に対する触媒の体積（
ｍｌ）の比として定義され、反応温度及び反応圧力において計算される。接触時間は、好
ましくは約０．０５～２ｓ、より好ましくは約０．０５～０．５ｓである。
【００２０】
　気相中、式（ＩＩ）で表されるアルコール／アンモニアのモル比は、約１／１～１／４
であってよい。本発明の好ましい一実施形態においては、式（ＩＩ）で表されるアルコー
ル／アンモニアのモル比が約１／３である気相を用いてアンモ酸化反応を行う。
【００２１】
　気相中、式（ＩＩ）で表されるアルコール／酸素のモル比は、約１／１．５～１／５で
あってよい。本発明の好ましい一実施形態においては、式（ＩＩ）で表されるアルコール
／酸素のモル比が約１／３．５である気相を用いてアンモ酸化反応を行う。
【００２２】
　本発明の特に好ましい一実施形態においては、式（ＩＩ）で表されるアルコール／酸素
／アンモニアのモル比が約１／３．５／３である気相を用いてアンモ酸化反応を行う。
【００２３】
　本発明の方法の特定の実施形態においては、アンモ酸化反応を十分に進行させるために
必要なわけではないが、式（Ｉ）で表される触媒が多孔質固体担体で支持されていてもよ
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い。この場合、多孔質固体担体は、シリカ、特にシリカゲル（キャリアクト（登録商標）
型）又はメソ構造シリカ（例えば、ＳＢＡ－１５型メソ構造シリカ等）の形態のシリカを
基材とする担体、ケイ素の混合酸化物（例えば、ＳｉＯ２－ＴｉＯ２、ＳｉＯ２－ＺｒＯ

２等）を基材とする担体、炭化ケイ素（ＳｉＣ）からなる担体等から選択できる。
【００２４】
　このような多孔質固体担体は、好ましくは０．１～２．０ｍ３／ｇ、より好ましくは０
．５～１．５ｃｍ３／ｇの平均空隙率を示す。
【００２５】
　反応が終了したとき、当業者に公知の適当な技術（蒸留等）によって、反応の副生成物
を分離できる。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、実施例によって本発明を説明するが、本発明は下記実施例に限定されない。
【実施例】
【００２７】
　実施例では、以下の出発物質を使用した。
・９７％シュウ酸（フルカ社）、
・硝酸鉄九水和物（シグマアルドリッチ社）、
・酸化アンチモン（ＩＩＩ）（シグマアルドリッチ社）、
・９９％アリルアルコール（フルカ社）、
・アンモニア（プラクスエア社）、
・酸素（アルファガス社）。
【００２８】
　これら出発物質から、ｘが０．４～１の、式（Ｉ）で表される触媒を調製した。各触媒
のｙの値は、電気的中性度及び／又は元素の価数に従って決定され、実験的には測定しな
かった。
【００２９】
　１５ｍｍの直径及び１２０ｍｍの長さを有する管状固定床反応器内で、気相中、アクリ
ロニトリルを合成した。熱電対を用いて反応器の温度を正確に調整・制御した。
【００３０】
実施例１
式（Ｉ）で表される触媒（ｘ＝０．６）の合成
　８０℃で攪拌しながら、２．２１ｇのシュウ酸を５００ｍｌの水に溶解させ、０．０５
Ｍ溶液を調製した。溶解が完了した時点で、８０℃の温度を維持しながら、シュウ酸溶液
に１４０．９７ｇの硝酸鉄九水和物を加えた。硝酸鉄九水和物の溶解が完了した後、３０
．５１ｇの酸化アンチモン（ＩＩＩ）を加えた。８０℃の温度を維持しながら得られた溶
液を攪拌し、粘性溶液が得られるまで蒸発させた。その後、オーブン中、１２０℃で７２
時間、溶液を乾燥した。乾燥後、得られた生成物をペレット状にプレス成形し、次いで粉
砕して、２５０～６３０μｍの粒子を含む粉状生成物を得た。得られた粒子を、静大気中
で、１℃／分の温度上昇勾配を観測しながら大気温度から５００℃まで加熱し、その後５
００℃で８時間保持して、焼成した。続いて、温度が５０℃に戻るまで触媒をオーブン中
に静置した。Ｓｂ／Ｆｅ比０．６（即ち、ｘ＝０．６）の触媒が得られた。
【００３１】
実施例２
式（Ｉ）で表される触媒（ｘ＝０．８）の合成
　２．２１ｇのシュウ酸、２７．７ｇの硝酸鉄九水和物、及び８ｇの酸化アンチモン（Ｉ
ＩＩ）を用いて、上記実施例１と同様の手順により、ｘ＝０．８の式（Ｉ）で表される触
媒を調製した。
【００３２】
実施例３
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式（Ｉ）で表される触媒（ｘ＝０．４）の合成
　２．２１ｇのシュウ酸、８７．３ｇの硝酸鉄九水和物、及び１２．６ｇの酸化アンチモ
ン（ＩＩＩ）を用いて、上記実施例１と同様の手順により、ｘ＝０．４の式（Ｉ）で表さ
れる触媒を調製した。
【００３３】
実施例４
式（Ｉ）で表される触媒（ｘ＝１．０）の合成
　２．２１ｇのシュウ酸、２２．２ｇの硝酸鉄九水和物、及び８．０ｇの酸化アンチモン
（ＩＩＩ）を用いて、上記実施例１と同様の手順により、ｘ＝１．０の式（Ｉ）で表され
る触媒を調製した。
【００３４】
実施例５
アリルアルコールからのアクリロニトリルの合成
　実施例１で調製した触媒５ｇを固定床反応器に入れた。７．２重量％のアリルアルコー
ル水溶液を用いて反応を行った。大気圧下、反応器を４００℃に加熱した後、反応物（ア
リルアルコール／Ｏ２／ＮＨ３）を供給した。反応物の触媒との接触時間は０．１ｓのオ
ーダーとし、反応時間は５時間とした。
【００３５】
　この反応で得られた生成物を、反応器出口で低温（－４℃）に維持したバブラー中に回
収し、分析した。得られた液体を、フレームイオン化検出器を有するガスクロマトグラフ
で分析した。
【００３６】
　使用した操作条件を下記表Ｉにまとめる。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　これらの結果は、第１に、アンモニア及び酸素の存在下でアリルアルコールからアクリ
ロニトリルへのアンモ酸化反応を行うためには、本発明の触媒が必要であることを示して
いる。更に、同じ操作条件では、本発明の触媒が存在することによって、アリルアルコー
ルの変換率が上昇し（１４％から８７％）、アクリロニトリル及びアクロレインの選択性
も向上する（０％及び２４％から１７％及び５２％）ことを示している。加えて、本発明
の方法の好ましい一実施形態においては、ＮＨ３／アリルアルコールのモル比が高くなる
と、アクリロニトリル選択性及びアリルアルコール変換率が更に改善され得ることが判る
。この実施例の最適実施条件下では、アクリロニトリル選択性は６３％であり、アリルア
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【００３９】
実施例６
アリルアルコールからのアクリロニトリルの合成
　この実施例では、実施例５で詳述した方法に従い、アリルアルコールを完全に変換可能
な操作条件下で、実施例１で調製した触媒を使用し、異なるアリルアルコール／ＮＨ３モ
ル比を用いて、４００又は４５０℃の温度でアリルアルコールのアンモ酸化反応を行った
。
　反応時間は５時間とした。
【００４０】
　実施例５と同様、上記反応の生成物を反応器出口で低温（－４℃）に維持したバブラー
中に回収して分析した。次いで得られた液体を、フレームイオン化検出器を有するガスク
ロマトグラフで分析した。
【００４１】
　使用した操作条件を下記表ＩＩ及び表ＩＩＩにまとめる。
【００４２】
【表２】

【００４３】
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【表３】

【００４４】
　これらの試験は、４５０℃、接触時間０．１ｓ、アリルアルコール／ＮＨ３モル比１／
３で行った試験８で、アクリロニトリル形成の選択性に関して最良の結果が得られたこと
を示している。アリルアルコールが完全に変換され、８３％のアクリロニトリル収率が得
られる。
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