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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脱アルキル化‐トランスアルキル化システムを用いて重質リフォメートから混合キシレ
ンを生成する方法であり、
　前記重質リフォメートおよび水素を含む物質（水素含有物質）の両方を、前記重質リフ
ォメートおよび前記水素含有物質が混ざり合い水素化脱アルキル触媒に接触し、前記脱ア
ルキル化段階が前記水素化脱アルキル触媒を含み、前記重質リフォメートがメチルエチル
ベンゼンおよびトリメチルベンゼンを含み、さらに実質的に重量でトルエンを含まず、前
記水素含有物質を、前記脱アルキル化－トランスアルキル化システムの脱アルキル化段階
に取り込むステップと、
　前記脱アルキル化段階を、前記水素化脱アルキル触媒の存在によって前記メチルエチル
ベンゼンおよび水素の反応からトルエンが生成するように、さらに脱アルキル化段階生成
物が生成され、前記脱アルキル化段階がトルエン、トリメチルベンゼンおよび非芳香族生
成ガスを含むように、操作するステップと、
　前記非芳香族生成ガスおよび脱アルキル化重質リフォメートがそれぞれ生成されるとと
もに、前記脱アルキル化段階生成物がトランスアルキル化の発生する場である容器に取り
込まれる前に、前記脱アルキル化段階生成物から前記非芳香族生成ガスが除去され、前記
脱アルキル化重質リフォメートがトルエンおよびトリメチルベンゼンを含むように、非芳
香族生成ガス分離段階を操作するステップと、
　前記脱アルキル化重質リフォメートを、前記脱アルキル化重質リフォメートがトランス
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アルキル触媒に接触し、前記トランスアルキル化段階が前記トランスアルキル触媒を含み
、前記トランスアルキル化段階に取り込むステップと、
　前記トランスアルキル触媒の存在によってトリメチルベンゼンおよびトルエンの反応か
ら混合キシレンが生成するように、トランスアルキル化段階生成物が生成され、前記トラ
ンスアルキル化段階生成物の混合物が混合キシレンを含むように、前記トランスアルキル
化段階を操作するステップと、
によって特徴付けられ、
　前記取り込まれた重質リフォメートの重量の少なくとも３０パーセントは、メチルエチ
ルベンゼンが含まれ、
　前記取り込まれた重質リフォメートにおけるトリメチルベンゼンに対するメチルエチル
ベンゼンの重量比の値が、０．１から３の範囲である、方法。
【請求項２】
　前記取り込まれた重質リフォメートが、重量で検出不可能な量のトルエンを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　重質リフォメートに対する水素含有物質の供給比率が、１から４の範囲である、請求項
１～２のいずれかに記載の方法。
【請求項４】
　非芳香族ガス分離装置による非芳香族生成ガスの前記選択的分離および前記重質リフォ
メートの脱アルキル化が、脱アルキル化リアクタで発生する、請求項１～３のいずれかに
記載の方法。
【請求項５】
　生成されたトランスアルキル化段階生成物中のパラ－キシレンの最大化を支持する条件
で前記トランスアルキル化段階が、動作する、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　ベンゼン、トルエンおよび混合キシレンが前記生成されたトランスアルキル化段階生成
物から選択的に分離されるような、前記脱アルキル化‐トランスアルキル化システムを操
作するステップによってさらに特徴付けられる、請求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記選択的に分離されたベンゼンの少なくとも一部を前記トランスアルキル化段階へと
再生利用するステップによってさらに特徴付けられる、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記選択的に分離されたトルエンの少なくとも一部を前記トランスアルキル化段階へと
再生利用するステップによってさらに特徴付けられる、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記選択的に分離された混合キシレンの少なくとも一部を前記トランスアルキル化段階
へと再生利用するステップによってさらに特徴付けられる、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　オルト‐キシレン、パラ‐キシレンおよびメタ‐キシレンが前記混合キシレンから選択
的に分離されるように、前記脱アルキル化‐トランスアルキル化システムを操作するステ
ップによってさらに特徴付けられる、請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　前記選択的に分離されたメタ‐キシレンの少なくとも一部を前記トランスアルキル化段
階へと再生利用するステップによってさらに特徴付けられる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　メチルエチルベンゼンおよびトリメチルベンゼンを含む重質リフォメートから、混合キ
シレンを生成するのに有益な脱アルキル化‐トランスアルキル化システムであり、
　水素を含む物質と前記重質リフォメートの両方を受け取る操作が可能で、トルエン、ト
リメチルベンゼンおよび非芳香族生成ガスを含む脱アルキル化リアクタ生成物を生成する
操作が可能な、水素化脱アルキル触媒を含む脱アルキル化リアクタと、
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　前記脱アルキル化リアクタと流体結合し、前記脱アルキル化リアクタ生成物を受け取る
操作が可能で、前記非芳香族生成ガスおよびトルエンとトリメチルベンゼンとを含む脱ア
ルキル化重質リフォメートをそれぞれ生成する操作が可能な、非芳香族生成ガス分離装置
と、
　前記非芳香族生成ガス分離装置と流体結合し、トランスアルキル触媒を含み、前記脱ア
ルキル化重質リフォメートを受け取る操作が可能で、混合キシレンを含むトランスアルキ
ル化リアクタ生成物を生成する操作が可能な、トランスアルキル化リアクタであり、
　前記水素化脱アルキル触媒がメチルエチルベンゼンおよび水素を選択的にトルエンおよ
び前記非芳香族生成ガスへと変換する操作が可能で、
　前記トランスアルキル触媒がトリメチルベンゼンおよびトルエンを選択的に混合キシレ
ンへと変換する操作が可能で、
　前記水素化脱アルキル触媒および前記トランスアルキル触媒が同一の物質ではなく、
　前記水素化脱アルキル触媒および前記トランスアルキル触媒が同一のリアクタに含まれ
ない、前記トランスアルキル化リアクタと、を含み、
　前記取り込まれた重質リフォメートの重量の少なくとも３０パーセントは、メチルエチ
ルベンゼンが含まれ、
　前記取り込まれた重質リフォメートにおけるトリメチルベンゼンに対するメチルエチル
ベンゼンの重量比の値が、０．１から３の範囲である、
システム。
【請求項１３】
　前記非芳香族生成ガス分離装置および脱アルキル化リアクタが同一の容器である、請求
項１２記載のシステム。
【請求項１４】
　前記脱アルキル化リアクタを前記非芳香族生成ガス分離装置に流体結合し、水素を前記
脱アルキル化リアクタに運搬する操作が可能な、再生利用ループによってさらに特徴付け
られる、請求項１２～１３のいずれかに記載のシステム。
【請求項１５】
　前記トランスアルキル化リアクタ生成物を受け取る操作が可能で、ベンゼン生成物、ト
ルエン生成物、混合キシレン生成物およびＣ９＋アルキル芳香族を生成する操作が可能な
、前記トランスアルキル化リアクタと流体結合するポスト脱アルキル化－トランスアルキ
ル化精製システムによってさらに特徴付けられる、請求項１２～１４のいずれかに記載の
システム。
【請求項１６】
　前記脱アルキル化リアクタを前記ポスト脱アルキル化‐トランスアルキル化精製システ
ムに流体結合し、前記Ｃ９＋アルキル芳香族を前記脱アルキル化リアクタに運搬する操作
が可能な、再生利用ループによってさらに特徴付けられる、請求項１５に記載のシステム
。
【請求項１７】
　前記トランスアルキル化リアクタを前記ポスト脱アルキル化‐トランスアルキル化精製
システムに流体結合し、前記ベンゼン生成物の少なくとも一部を前記トランスアルキル化
リアクタに運搬する操作が可能な、再生利用ループによってさらに特徴付けられる、請求
項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記トランスアルキル化リアクタを前記ポスト脱アルキル化‐トランスアルキル化精製
システムに流体結合し、前記トルエン生成物の少なくとも一部を前記トランスアルキル化
リアクタに運搬する操作が可能な、再生利用ループによってさらに特徴付けられる、請求
項１５に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記トランスアルキル化リアクタを前記ポスト脱アルキル化‐トランスアルキル化精製
システムに流体結合し、前記混合キシレン生成物の少なくとも一部を前記トランスアルキ
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ル化リアクタに運搬する操作が可能な、再生利用ループによってさらに特徴付けられる、
請求項１５に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記ポスト脱アルキル化‐トランスアルキル化精製システムは、さらに、前記混合キシ
レンからパラ‐キシレン生成物、オルト‐キシレン生成物およびメタ－キシレン生成物を
生成する操作が可能な、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記トランスアルキル化リアクタを前記ポスト脱アルキル化－トランスアルキル化精製
システムに流体結合し、前記メタ－キシレン生成物の少なくとも一部を前記トランスアル
キル化リアクタに運搬する操作が可能な、再生利用ループによってさらに特徴付けられる
、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記トランスアルキル化リアクタが、流動触媒床を含む、請求項１２～２１のいずれか
に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記トランスアルキル化リアクタが、移動触媒床を含む、請求項１２～２１のいずれか
に記載のシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の分野は混合キシレンの生成に関する。具体的には、本発明の分野は、重質リフ
ォメートを用いた複合キシレンの生成に関する。
【関連技術の説明】
【０００２】
　石油化学精製装置は、重質リフォメートストリームの利用についての問題に直面してい
る。環境規制はガソリン燃料における芳香族（Ｃ６＋）含有量を制限している。ガソリン
精製装置および混合装置は伝統的にＣ６＋芳香族を使用しており、これには自動車燃料に
おけるオクタン価およびアンチノック特性を向上させるためのＣ６－８ＢＴＥＸ構成要素
（ベンゼン、トルエン、エチルベンゼンおよび混合キシレン）が含まれる。
【０００３】
　自動車燃料使用はＢＴＥＸ構成要素の主要な消費体であるが、個々のＢＴＥＸ製品は自
動車燃料としての用途以外においても代替市場を有する。ベンゼンは多くの化学工程およ
び溶媒和工程で広く使用される前駆体である。トルエンおよびエチルベンゼンもまた化学
工程および重合工程における反応剤および前駆体である。キシレン（Ｃ８Ｈ１０）の３つ
の異性体―パラ‐キシレン（ｐ‐キシレン）、メタ‐キシレン（ｍ‐キシレン）およびオ
ルト‐キシレン（ｏ‐キシレン）―はすべて石油化学の価値ある原材料である。
【０００４】
　「混合キシレン」は３つのキシレン異性体全ての混合物である。ｐ‐キシレンはポリエ
ステル、つまり重要かつ高まる世界需要を有するポリマーの供給源である。ｏ‐キシレン
は無水フタル酸生成における原材料であり、これが今度はアルキド樹脂およびウレタン生
成の供給源となる。ｍ‐キシレンはその他２つのキシレンよりは低い商業的需要を有し、
イソフタル酸および可塑剤を生成する。触媒の改質において混合キシレンが生成するとき
、熱力学的理由から、パラ－キシレンおよびオルト‐キシレンよりも多量のメタ‐キシレ
ンが生成する。しかしながら、市場需要は現在ｏ‐キシレンよりもはるかにｐ－キシレン
を支持している。
【０００５】
　ナフサ触媒の改質から生成する下位生成物であるリフォメート、およびエチレン分解の
副産物である分解ガソリン（パイガス）は、それらの化合物の通常の供給源である。リフ
ォメートおよびパイガスからＢＴＥＸ化合物を抽出することは、重質リフォメートを残す
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が、これは主にＣ９＋アルキル芳香族化合物から構成される（パイガスはジオレフィンも
含むことがある）。重質リフォメートは、同じナフサ原材料から追加の水素アルカンおよ
びオレフィンを生成するための高温水素生成を行う工程から生成することもある。
【０００６】
　化学ストリームとしての重質リフォメートは、それ自体としては直接的な商業的価値は
ほとんどない。ガソリンプールにＣ９＋アルキル芳香族を混合させる能力は、急速に衰退
している。
【０００７】
　トルエンは以前回収されたようには重質リフォメートの中には通常見られない、つまり
重質リフォメートはトルエンのような低級芳香族が生じないよう厳しい製造条件のもとで
生成されている。重質リフォメート内に見られるトリメチルベンゼンをキシレン化するた
めにトランスアルキル化を用いる石油化学精製装置は、あらかじめ抽出されたトルエンを
しばしば重質リフォメートストリーム内に追加する。これは処理エネルギーの無駄であり
、無駄に資本支出を増加させる。
【発明の概要】
【０００８】
　メチルエチルベンゼンおよびトリメチルベンゼンの両方を含む重質リフォメートから混
合キシレンを生成するのに有益な、脱アルキル化‐トランスアルキル化システムは、脱ア
ルキル化段階、非芳香族生成ガス分離段階およびトランスアルキル化段階を含む。脱アル
キル化段階は、水素化脱アルキル触媒を含む。水素化脱アルキル触媒は、メチルエチルベ
ンゼンおよび水素を選択的にトルエンおよび非芳香族生成ガスに変換するように操作が可
能である。脱アルキル化段階は、水素を含む物質および重質リフォメートの両方を受け取
る操作が可能で、さらにトルエン、トリメチルベンゼンおよび非芳香族生成ガスを含むア
ルキル化段階生成物を生成する操作が可能である。非芳香族生成ガス分離段階は、脱アル
キル化段階に流体連結される。非芳香族生成ガス分離段階は、脱アルキル化段階生成物を
受け取るように操作が可能で、さらに非芳香族生成ガスおよびトルエンとトリメチルベン
ゼンを含む脱アルキル化重質リフォメートを別に生成するように操作が可能である。非芳
香族生成ガス分離段階は、脱アルキル化段階に流体連結され、トランスアルキル触媒を含
む。トランスアルキル触媒は、トリメチルベンゼンおよびトルエンを選択的に混合キシレ
ンに変換するように操作が可能である。水素化脱アルキル触媒およびトランスアルキル触
媒は、同様の物質ではない。トランスアルキル化段階は、脱アルキル化重質リフォメート
を受け取るように操作が可能で、さらに混合キシレンを含むトランスアルキル化段階生成
物を生成するように操作が可能である。水素化脱アルキル触媒およびトランスアルキル触
媒は、同様の段階には含まれない。
【０００９】
　脱アルキル化‐トランスアルキル化システムを用いて重質リフォメートから混合キシレ
ンを生成する方法は、重質リフォメートおよび水素を含む物質が混ざり合い、水素化脱ア
ルキル触媒に接触するように、重質リフォメートおよび水素を含む物質の両方を脱アルキ
ル化‐トランスアルキル化システム内の脱アルキル化段階に取り込むステップを含む。取
り込まれた重質リフォメートは、大量のメチルエチルベンゼンおよびトリメチルベンゼン
を含み、重量で実質的にトルエンを含まない。取り込まれた水素を含む物質は水素を含む
。この方法は、メチルエチルベンゼンの反応からトルエンが、水素化脱アルキル触媒の存
在によって水素がそれぞれ生成することで、脱アルキル化段階生成物が生成されるように
、脱アルキル化段階を操作するステップもまた含む。脱アルキル化段階生成物はトルエン
、トリメチルベンゼンおよび非芳香族生成ガスを含む。この方法は、非芳香族生成ガスお
よび脱アルキル化重質リフォメートがそれぞれ生成されるように、非芳香族生成ガス分離
段階を操作することもまた含む。脱アルキル化重質リフォメートは、トルエンおよびトリ
メチルベンゼンを含む。この方法は、脱アルキル化重質リフォメートを、脱アルキル化重
質リフォメートがトランスアルキル触媒に接触するように、トランスアルキル化段階に取
り込むステップもまた含む。この方法はトリメチルベンゼンの反応から混合キシレンが、
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トランスアルキル触媒の存在によってトルエンがそれぞれ生成することで、トランスアル
キル化段階生成物が生成されるように、トランスアルキル化段階を操作するステップもま
た含む。トランスアルキル化段階生成物は、混合キシレンを含む。
【００１０】
　Ｃ９＋芳香族を含む重質リフォメートから混合キシレンおよび他のＢＴＥＸ構成要素を
生成する方法は、混合キシレンを形成するために、トランスアルキル化選択的触媒の存在
によって、重質リフォメートに見られるＣ９アルキル芳香族であるトリメチルベンゼン（
ＴＭＢ）をトルエンと反応させるためにトランスアルキル化を用いる。
【００１１】
　この方法において、トランスアルキル化前に重質リフォメートが処理される際にトルエ
ンがその場で生成される。水素化脱アルキル触媒および水素を用いた先行脱アルキル化工
程は、重質リフォメートと共に取り込まれたメチルエチルベンゼン（ＭＥＢ）をトルエン
およびエタンに選択的に変換する。終了段階の非芳香族生成ガス分離工程は、アルカン生
成ガスおよび未反応の水素をトランスアルキル化前の脱アルキル化芳香族から除去する。
【００１２】
　この方法は、重質リフォメートを２つの別々の段階（連続したリアクタ）に変換するこ
とを要求する。脱アルキル化段階においては、ＭＥＢの選択的水素化脱アルキル触媒によ
って選択的脱アルキル触媒がその場のトルエンの製造を最大化する。トランスアルキル化
段階においては、選択的トランスアルキル化触媒が脱ガス後に脱アルキル化段階の成果を
処理する。脱アルキル化重質リフォメート内のトルエンは、脱アルキル段階で未変換のＴ
ＭＢをトランスアルキル化段階の混合キシレンにトランスアルキル化する。このシステム
は、最適なトランスアルキル化触媒の部分とトランスアルキル化段階の作動条件の管理に
よってｐ‐キシレンが好ましく生成するように作動する。
【００１３】
　脱アルキル化‐トランスアルキル化段階の工程で、有益な量のベンゼン、トルエン、ア
ルカンおよびオレフィン（これらはすべて商業的に高価値である）が生成する。この方法
の様々な実施形態においては、トランスアルキル化段階の熱力学を変更し、ｐ‐キシレン
の生成を高めるため、少なくとも複数のベンゼン、トルエン、混合キシレンおよびｍ‐キ
シレンが再生利用される。
【００１４】
　脱アルキル化‐トランスアルキル化段階の方法は、低値の重質リフォメート（Ｃ９＋）
からのキシレンの最大化を可能にし、脱アルキル化－トランスアルキル化の２段階反応シ
ステムを用いることで、脱アルキル化段階がその場のトルエン生成のための重質リフォメ
ート内のＭＥＢの脱アルキル化を最大化し、さらに終了段階のトランスアルキル化段階が
、その場で生成されたトルエンを用いてＴＭＢを選択的にトランスアルキル化する。この
別々で注目すべき２部分反応システムは、１段階または容器システムを上回って、重質リ
フォメート材料のための混合キシレンの生成量を向上する。脱アルキル化に対して特定の
作動条件において最適な選択性がある単一触媒は、トランスアルキル化に対しては同様の
作動条件において最適な選択性がなく、逆もまた同様である。異なる触媒および作動条件
が、効率性と選択性を向上させる。１段階または容器システムにおいて二元触媒を用いる
ことは、不均化を起こすＴＭＢなどのＣ９＋アルキル芳香族の原因となったり、より重質
のアルキル芳香族へトランスアルキル化させたりすることがある。そのような副反応はコ
ーキングによる急速な触媒の非活性化およびポリ芳香族の形成を引き起こすことがある。
【００１５】
　脱アルキル化‐トランスアルキル化法は、脱アルキル化段階生成物がトランスアルキル
化の発生する場である容器に取り込まれる前に、そこから低級非芳香族生成ガスを除去す
る。この脱ガスはトランスアルキル化段階に必要である容器の物理的大きさを縮小する。
非芳香族ガスの除去は、希釈材料の除去によってトランスアルキル化処理の効率性もまた
向上させる。二元触媒を用いる１段階システムにおいては、同伴ガスが触媒床から漏れる
のに伴って、脱アルキル化処理の工程で生成する低級ガスが触媒床量の増加を招く。
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【００１６】
　脱アルキル化‐トランスアルキル化法は、処理された重質リフォメート以外のベンゼン
、トルエン、混合キシレン、メタ‐キシレンまたはその他の芳香族ストリームのシステム
への取り込みまたは再生利用を必要としない。脱アルキル化段階はその場でトルエンを発
生させるため、Ｃ９＋アルキル芳香族の変換を助けるための第一次芳香族の取り込みは必
要とされない。そのような物質は、互いに望ましい割合で望ましいシステム生成物を生成
するために、終了段階の精製処理から任意に再生利用されてもよい。
【００１７】
　低値の重質リフォメートストリームおよび少々の水素を用いる脱アルキル化‐トランス
アルキル化の使用方法は、石油化学処理装置の経済性を大いに向上させる、様々な有益か
つ商業的に高価値な化学物質のスペクトルを生成することができる。処理の一環としてそ
の場でトルエンを発生させることは、ＭＥＢを消費しそれを有益な化学成分に変換するだ
けでなく、ＴＭＢ変換をもたらすための事前処理されたＢＴＥＸ化学物質の使用に対する
要件を除外する。任意に、ベンゼン、トルエンまたは混合キシレンおよびメタ‐キシレン
を含むその他１つ以上のキシレン異性体の少なくとも一部は、中間および最終生成物混合
物を変換するために、トランスアルキル化段階または脱アルキル化段階に再生利用および
再取り込みされてもよい。ＭＥＢのその場のトルエンへの変換は、残りのＴＭＢの混合キ
シレンへの変換に十分なトルエンを供給する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　本発明におけるこれらおよび他の特徴、様態および利点は、以下の詳細な記述、添付の
特許請求の範囲および以下の図を考慮することでよりよく理解される。
【００１９】
【図１】本発明に係る脱アルキル化‐トランスアルキル化システムの一実施形態のプロセ
スフロー図である。
【００２０】
【図２】追加の再生利用および分離工程を含む本発明に係る脱アルキル化‐トランスアル
キル化システムの一実施形態のプロセスフロー図である。
【００２１】
　付属の図において、同様の構成要素または特徴またはその両方は同様の参照ラベルを有
していてもよい。
【００２２】
　図は本発明に係る脱アルキル化‐トランスアルキル化システムの一実施形態の一般的な
プロセスフロー図である。図およびその記述は、本発明に係る脱アルキル化‐トランスア
ルキル化システムおよびその使用方法についてよりよい理解を促す。図は本発明の範囲を
限定または規定するものでは決してない。図は各記述の簡単な図である。当業者はそのよ
うなシステムが、それらを意図された目的のために使用可能にするための補助装置および
サブシステムを備えた複雑な構造であると理解する。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　発明の概要、図面の簡単な説明および好適な実施形態の説明および添付の特許請求の範
囲を含む本明細書は、本発明の特定の特徴（工程および段階法を含む）について言及する
。当業者は、本発明が本明細書に記載された全ての可能な組み合わせおよび特定の特徴の
使用を含むと理解する。当業者は、本発明が本明細書に記載された実施形態の記述のみに
、またはそれによって限定されないと理解する。本発明の主題は、本明細書の意図および
添付の特許請求の範囲のみを除き限定されない。
【００２４】
　当業者は、特定の実施形態の記載に使用される専門用語が本発明の範囲または幅を限定
するものでないこともまた理解する。本明細書および添付の特許請求の範囲の解釈に際し
て、全ての用語は各々の文脈に調和する形で可能な限り最も広義で解釈されるべきである
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。本明細書および添付の特許請求の範囲において使用される全ての技術的および科学的用
語は、別段の規定がある場合を除いて本発明を所有する当業者によって通例理解される意
味と同じ意味を有する。
【００２５】
　本明細書および添付の特許請求の範囲に使用されている通り、「ａ」、「ａｎ」、およ
び「ｔｈｅ」は、文脈が明らかに別段の指示をする場合を除いて複数の参照を含む。動詞
「含む（comprises）」およびその抱合型は、非排他的な形で要素、構成要素およびステ
ップに言及すると解釈されるべきである。参照された要素、構成要素およびステップは明
確に参照されていない他の要素、構成要素およびステップと共に存在、利用または結合さ
れてもよい。動詞「結合する（couple）」およびその抱合型は、２つ以上の事前に結合さ
れていない物体から単体の物体を形成するための電気的、機械的または流動的を含む必要
とされるいかなる結合も完了することを意味する。もし第１装置が第２装置に結合する場
合には、その連結は直接または共通の連結装置を通して発生してもよい。「任意に（Opti
onally）」およびその様々な形態は、その後に記述される事象または状況が発生してもし
なくてもよいということを意味する。その記述は、事象または状況が発生する例およびそ
れが発生しない例を含む。「操作可能な（Operable）」およびその様々な形態は、適切な
機能のために適合していることおよびその意図された使用のために使用されることが可能
であるということを意味する。「関連した（Associated）」およびその様々な形態は、あ
るものと他のものが共に発生するため、または一方が他方を生成するために、あるものが
他のものと結合していることを意味する。
【００２６】
　空間的用語は、ある物体または物体群の他の物体または物体群に対する相対的な位置を
記述する。空間関係は縦軸および横軸に沿って適用される。「上流の、開始段階の（upst
ream）」および「下流の、終了段階の（downstream）」および他同様の用語を含む方向性
および関係性の単語は記述便利性のためのものであり、別段の指示がある場合を除いて限
定的ではない。
【００２７】
　本明細書または添付の本特許請求の範囲が様々な値を提供する一方で、間隔は上限と下
限の間に介在する各々の値および上限および下限の値を包含すると理解される。本発明は
与えられたいかなる特定の除外に依存した小範囲の間隔を包含し、境界を示す。「実質的
に含まない（Substanyially　free）」は、示された測定単位において１％以下を意味す
る。「大量の（Significant）」は、示された測定単位において１０％またはそれ以上を
意味する。「検出量（Detectable　amount）」は、示された測定単位において０．１％を
意味する。
【００２８】
　本明細書および添付の特許請求の範囲が２つまたは３つ以上のステップからなる方法に
言及するとき、文脈がその可能性を排除する場合を除いて規定されたステップはどの順番
で実行されても同時に実行されてもよい。
【００２９】
　本開示において特許や出版物が言及されるとき、その言及は本開示でなされる主張と矛
盾しない範囲でその全体を参照によって引用するものとする。
［図１］
【００３０】
　図１は脱アルキル化‐トランスアルキル化システムのある実施形態のプロセスフロー図
である。工程１００はＣ９＋重質リフォメート供給ストリーム１０２を取り込むことによ
り開始する。供給ストリーム１０２はＣ９およびＣ１０型のアルキル芳香族を含み、気化
される。供給ストリーム１０２は水素再生利用ストリーム１０４および重質芳香族再生利
用ストリーム１０６と結合し、混合供給ストリーム１０８を形成する。工程１００は混合
供給ストリーム１０８を脱アルキル化リアクタ１１０へと通す。
【００３１】
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　脱アルキル化リアクタ１１０における触媒の水素脱アルキル化反応は、アルキル基エチ
ルおよびそれより高次のエチルをそれに関連した芳香環から除去する。供給の変換は、エ
タンおよびオレフィンを含む低級アルカン（これにはプロピレンも含まれる）の形成につ
ながる。さらに、未使用の水素のいくらかは脱アルキル化リアクタ１１０から通過する。
低級非芳香族ガスは芳香族から分離し、脱アルキル装置低級ストリーム１１２を通してガ
ス処理システム１１４へと進む。ベンゼン、トルエンおよび他のメチル化芳香族を含む脱
アルキル化芳香族は脱アルキル化リアクタ１１０を通して脱アルキル化リアクタ生成物ス
トリーム１１６へと通過する。
【００３２】
　脱アルキル化リアクタ生成物ストリーム１１６は脱アルキル化重質リフォメートをトラ
ンスアルキル化リアクタ１１８に取り込む。トランスアルキル化リアクタ１１８は、混合
キシレンおよびトルエンを生成するためのトリメチル化芳香族を用いたベンゼンおよびト
ルエンの反応を促進する。メチル化芳香族の不均化は、追加の混合キシレンおよびＣ１０
アルキル芳香族もまた産出する。キシレンに富んだ生成物ストリームは、トランスアルキ
ル化リアクタ１１８からキシレン分割供給ストリーム１２０を通して通過する。
【００３３】
　芳香族分割供給ストリーム１２０は、キシレンに富んだ生成物ストリームを芳香族分割
装置１２２へとりこむ。芳香族分割装置１２２は、ベンゼン１２４、トルエン１２６およ
び混合キシレン１２８の生成物ストリームを選択的に分離し通過させる。芳香族分割低級
ストリーム１３０は、トランスアルキル化リアクタ１１８で生成されたアルカンおよびオ
レフィンを、分離のためガス処理システム１１４へと通過させる。工程１００は、トラン
スアルキル化リアクタ１１８内で生成されたＣ１０アルキル芳香族を含むキシレン（Ｃ９
＋）アルキル芳香族よりも重質なアルキル芳香族を、重質芳香族再生利用ストリーム１０
６を通して再生利用する。
【００３４】
　ガス処理システム１１４は、脱アルキル化低級ストリーム１１２および芳香族分割低級
ストリーム１３０の内容物を受け取り、アルカンおよびオレフィンから水素を分離する。
水素再生利用ストリーム１０４は、脱アルキル化リアクタ１１０内での水素を含む物質と
しての使用のため、ガス処理システム１１４から通過してくる水素を開始段階の工程１０
０へと運搬し、低級化学物質ストリーム１３２は、アルカンおよびオレフィンをプロセス
１００外部の工程へと運搬する。
［図２］
【００３５】
　図２は、追加の再生利用および分離工程を含む脱アルキル化‐トランスアルキル化シス
テムのある実施形態のプロセスフロー図である。工程２００は、キシレン生成を最大化す
るため、追加の再生利用および分離工程を利用する。工程２００は、Ｃ９＋重質リフォメ
ート供給ストリーム２０２の導入によって開始する。供給ストリーム２０２はＣ９＋アル
キル芳香族を含む。供給ストリーム２０２、水素再生利用ストリーム２０４および重質芳
香族再生利用ストリーム２０６はそれぞれ別々に脱アルキル化リアクタ１１０へと通過す
る。
【００３６】
　脱アルキル化リアクタ２１０における触媒の水素化脱アルキル化反応は、エチルより高
次のアルキル基をそれに関連した芳香環から除去する。混合脱アルキル化重質リフォメー
トおよび低級非芳香族ガスは、脱アルキル化リアクタ生成物ストリーム２１６を通して脱
アルキル化リアクタ２１０から通過する。
【００３７】
　脱アルキル化リアクタ生成物ストリーム２１６は、混合脱アルキル化重質リフォメート
および低級非芳香族ガスを非芳香族ガス分離装置２５２へ取り込む。非芳香族ガス分離装
置２５２は、水素を含む非芳香族ガスを脱アルキル化重質リフォメートから分離する。工
程２００は非芳香族ガス分離装置２５２から脱アルキル化低級ストリーム２１２を通して
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ガス処理装置２１４へ低級非芳香族ガスを移動させる。工程２００はまた、非芳香族ガス
分離装置２５２からトランスアルキル化リアクタ供給ストリーム２５０を通してトランス
アルキル化リアクタ２１８へと脱アルキル化重質リフォメートを移動させる。
【００３８】
　トランスアルキル化リアクタ２１８への取り込み前、任意に、生成されたベンゼンの少
なくとも一部がベンゼン再生利用ストリーム２５４を通して取り込まれ、生成されたトル
エンの少なくとも一部がトルエン再生利用ストリーム２５６を通して取り込まれ、さらに
生成されたメタキシレンの少なくとも一部がｍ‐キシレン再生利用ストリーム２５８を通
して取り込まれる。図２は、脱アルキル化重質リフォメートをｍ‐キシレン、トルエンお
よびベンゼンの生成量の全部とは言わずともその一部で補完し、補完された脱アルキル化
重質リフォメートを形成する任意の能力を示す。この選択的な補完は、トランスアルキル
化リアクタ２１８の反応出力を修正し、ｐ‐キシレンおよびｏ‐キシレン生成を促進する
、トランスアルキル化反応供給ストリーム２５０におけるＣ６－８の比率を増加させる。
【００３９】
　トランスアルキル化リアクタ供給ストリーム２５０は、補完された脱アルキル化重質リ
フォメートをトランスアルキル化リアクタ２１８へと取り込む。トランスアルキル化リア
クタ２１８は、ベンゼンおよびトルエンのメチル化芳香族との反応、およびこれによる混
合キシレンおよびトルエンの形成を促進する。キシレンに富んだ生成物ストリームは、ト
ランスアルキル化リアクタ２１８から分割供給ストリーム２２０を通して通過する。
【００４０】
　分割供給ストリーム２２０は、キシレンに富んだ生成物を芳香族分割装置２２２に取り
込む。芳香族分割装置２２２は、ベンゼン２２４、トルエン２２６および混合キシレン２
２８の生成物ストリームを分離、生成する。工程２００は、生成されたベンゼンの全部と
は言わずともその一部をベンゼン再生利用ストリーム２５４を通して、および生成された
トルエンの全部とは言わずともその一部をトルエン再生利用ストリーム２５６を通して、
工程２００の開始段階部へと再生利用する操作が可能である。芳香族分割装置２２２は、
追加処理のため、混合キシレン生成物ストリーム２２８を通してキシレン分割装置２６２
へと混合キシレンを通過させる。芳香族分割低級ストリーム２３０は、追加分割のため、
ガス処理装置２１４へと低級アルカンおよびオレフィンを通過させる。キシレン（Ｃ９＋
）より重質のアルキル芳香族は、重質芳香族再生利用ストリーム２０６を通して、工程２
００で再生利用される。
【００４１】
　キシレン分割装置２６２は、ｐ‐キシレン２６４、ｏ‐キシレン２６６およびｍ‐キシ
レン２６８の生成物ストリームを取り込まれた混合キシレンストリームから選択的に分割
し生成する。工程２００は、生成されたｍ‐キシレンの全部とは言わずともその一部をｍ
‐キシレン再生利用ストリーム２５８を通して工程２００の開始段階部分へと再生利用す
る操作が可能である。
【００４２】
　ガス処理装置２１４は脱アルキル化低級ストリーム２１２および芳香族分割低級ストリ
ーム１３０を受け取り、アルカンおよびオレフィンを水素から分割する。水素再生利用ス
トリーム２０４は、ガス処理装置２１４から脱アルキル化リアクタ２１０へと水素を通過
させる。低級化学物質ストリーム２３２は、アルカンおよびオレフィンを工程２００から
搬出する。
［処理反応剤］
【００４３】
　脱アルキル化‐トランスアルキル化法のために取り込まれた処理反応剤は、Ｃ９＋アル
キル芳香族および水素を含む物質（水素自体を含む）である、重質リフォメートである。
【００４４】
　脱アルキル化‐トランスアルキル化のための炭化水素供給源は「重質」リフォメートで
ある。現代の触媒再形成工程およびエチレン熱分解装置は、ナフサ供給原料の触媒活性再
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形成によって低級ガスおよび水素の生成を最大化する操作が可能である。同様に、芳香族
およびアルキル芳香族は、これらの工程の底部または後部に集中することでリフォメート
を形成する。低級芳香族をリフォメートから回収すること、または十分重程度のナフサの
再形成は、「重質」リフォメートを生成する。重質リフォメートは、処理設備の内部また
は外部がその発生源である。１つの発生源は、ナフサを再形成しＢＴＥＸ化合物を抽出し
た後の底部または後部ストリームである。この重質リフォメートは、Ｃ９＋アルキル芳香
族の典型的な構成を有し、Ｃ６－８を十分には有さない。重質リフォメートは、Ｃ６＋芳
香族およびアルキル芳香族を含むストレートリフォメートと考えられているものでもよい
。コーキング作業から生成する分解ガソリンまたは液化石炭物質の重質分別は、「重質」
リフォメートを供給することがある。脱アルキル化‐トランスアルキル化法自体が、未反
応のＣ９＋アルキル芳香族を含む再生利用ストリームを提供することもある。当業者は、
脱アルキル化－トランスアルキル化法にとって有益なＣ９＋アルキル芳香族の他の供給源
を明確に認識することができる。
【００４５】
　供給源に関係なく、有益な重質リフォメートはトルエンへの変換に適したＭＥＢおよび
混合キシレンへの変換に適したＴＭＢを含む。有益な重質リフォメートは約１５重量％か
ら約５０重量％のＭＥＢおよび約２５重量％から約８０重量％のＴＭＢを含む。重質リフ
ォメート組成物におけるＴＭＢに対するＭＥＢの重量比の値は、約０．０１から約１００
の範囲であってもよい。この方法のある実施形態は、重質リフォメート組成物におけるＴ
ＭＢに対するＭＥＢの重量比の値が、約０．１から約３であることを含む。有益な重質リ
フォメートにおいては、０重量％から約１５重量％のイソプロピルベンゼンを含む他のＣ
９芳香族、０重量％から約２５重量％で現れるＣ１０芳香族、０重量％から約５重量％で
現れるＣ１１芳香族、および０重量％から約５重量％の組み合わせで現れる混合キシレン
およびエチルベンゼンの結合体を含む他の成分は任意に現れてもよい。有益な重質リフォ
メートは任意に、他のＣ９芳香族、Ｃ１０芳香族、Ｃ１１芳香族、混合キシレンおよびエ
チルベンゼンおよびそのどの組み合わせも十分には含まない。有益な重質リフォメートは
、他のＣ９芳香族、Ｃ１０芳香族、Ｃ１１芳香族、混合キシレンおよびエチルベンゼンお
よびそのどの組み合わせも検出不可能な量を含んでもよい。
【００４６】
　この方法のある実施形態は、ＢＴＥＸのそれぞれの構成要素をどれも十分には含まない
重質リフォメートを取り込むことを含む。重質リフォメートは、これまで脱アルキル化－
トランスアルキル化システムに通される前にＢＴＥＸ回復ユニットにおいて処理されてき
た。この方法のある実施形態は、ＢＴＥＸのそれぞれの構成要素をどれも検出可能な量を
含まない重質リフォメートを取り込むことを含む。
【００４７】
　表１はナフサ改質装置から生成された重質リフォメートのストリームの分析例を示す。
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【表１】

【００４８】
　表１の重質リフォメート組成物におけるメチルエチルベンゼンの全量は、約３４．１重
量％である。重質リフォメートから混合キシレンを生成する方法のある実施形態は、少な
くとも約３０重量％のメチルエチルベンゼンを有する重質リフォメートを取り込むことを
含む。同じ重質リフォメート組成物におけるトリメチルベンゼン（ＴＭＢ）の累計量は、
約５５．７重量％である。この方法の実施形態は、重量でＭＥＢよりも多くのＴＭＢを含
む重質リフォメートを取り込むことを含む。表１の重質リフォメート組成物におけるＴＭ
Ｂに対するＭＥＢの重量比の値は、約０．６１である。
【００４９】
　表１の重質リフォメートは、トルエンを十分には含まない。重質リフォメートから混合
キシレンを生成するこの方法のある実施形態は、トルエンを十分には含まない重質リフォ
メートを取り込むことを含む。重質リフォメートから混合キシレンを生成するこの方法の
ある実施形態は、重量でトルエンを検出不可能な量含む重質リフォメートを取り込むこと
を含む。この方法においてＭＥＢはトルエン前駆体である。ＭＥＢからその場で形成され
たトルエンは、ＴＭＢによってトランスアルキル化する。
【００５０】
　取り込まれた水素を含む物質は水素自体を含む。水素を含む物質を通して脱アルキル化
段階へ供給される水素は、様々な供給源から供給される。水素は、使用のために高圧液体
水素を気化させる液化または低温貯蔵施設から生じてもよい。水素を含む物質は、生成物
または再生利用ガスストリームとして、水素化分解システムを含む他の処理ユニットから
生じてもよい。脱アルキル化－トランスアルキル化システムの他の部分も、低級ガス処理
から脱アルキル化段階へと再生利用される水素として、水素を含む物質を供給してもよい
。水素を含む物質における水素の濃度は、精製品質（＋９９．９％モル純度）または混合
物の一部としてそれより低くてもよい。水素を含む物質を含む他のガスは、脱アルキル化
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法に対して不活性であり、コーキングまたは水素化脱アルキル触媒の非活性化を引き起こ
すような反応を含むいかなる副反応も起こすべきでない。好ましくは、処理装置のサイズ
を縮小し、エネルギー消費を減少させるため、水素を含む物質における非水素の量は最小
化されるべきである。重質リフォメートから混合キシレンを生成するこの方法のある実施
形態は、水素が少なくとも物質の９９．９モル％を含む、水素を含む物質を取り込むこと
を含む。
［反応過程］
【００５１】
　脱アルキル化－トランスアルキル化法の主要な２つの反応は、水素化脱アルキルを用い
てＭＥＢをトルエンおよびベンゼンに変換する脱アルキル化反応、およびＴＭＢを用いて
トルエンおよびベンゼンを混合キシレンに変換するトランスアルキル化反応である。
［脱アルキル化反応］
【００５２】
　脱アルキル化反応は、芳香族塩基から結合しているアルキル成分を除去する。脱アルキ
ル化の形態である水素化脱アルキルは、アルキル構成成分を開放し、芳香族塩基の不飽和
を維持する一方で水素飽和によってアルカンを生成するために、水素および脱アルキル触
媒の存在の組み合わせを用いる。例えば、化学反応式１は水素化脱アルキル工程を通して
トルエンおよびエタンを生成する、水素と１－メチル－３－エチルベンゼン（「１Ｍ３Ｅ
Ｂ」、ＭＥＢ）を示す。
【化１】

【００５３】
　アルキル成分上に炭素が多ければ多いほど、水素化脱アルキルを通してアルキル成分が
より脱アルキル化されやすくなる。非ＭＥＢアルキル芳香族は、水素および水素化脱アル
キル触媒の存在によって脱アルキル化することができる。ｎ‐プロピルベンゼンおよびイ
ソプロピルベンゼン（ｎＰＢおよびｉＰＢ）の水素化脱アルキルは、エタン／トルエンお
よびプロパン／トルエン反応生成物の組み合わせを生成することができる。水素化脱アル
キルされるｎ‐ブチルベンゼン（ｎＢＢ）は、ブタン／トルエン反応生成物を生成しがち
である―ｎ‐ブタンは水素の存在があってもより小さなアルカン生成物に分裂することは
ない。水素化脱アルキル中における低級オレフィンの生成は、少量にて発生する。メチル
部分は、Ｃ２＋アルキル群よりも何桁も小規模でしか反応しない；しかしながら、過剰水
素を伴うと、長期の滞留時間および高温のデメチリゼーションが発生しうる。それゆえ、
脱アルキル化段階はそのようなデメチリゼーションが軽減される操作が可能である。
【００５４】
　水素化脱アルキル反応においては、その脱アルキル化段階の操作条件でＭＥＢの脱アル
キル化反応を最大化する適切な脱アルキル触媒が、当業者によって選択される。有益な脱
アルキル触媒は、金属負荷されたＺＳＭ‐５またはＺＳＭ‐１２ゼオライトを含む。脱ア
ルキル化に有益であるもう１つの触媒は、Ｅｒｃａｎ他に付与された同時係属中の米国仮
特許出願第６０／６１９，１６１号に詳細に記載されている触媒である。
［トランスアルキル化反応］
【００５５】
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　トランスアルキル化反応は、１つのアルキル芳香族化合物からあるアルキル分岐を移動
させ、それを水素原子と引き換えにもう１つの芳香族もしくはアルキル芳香族化合物に結
合する。例えば、化学反応式２は、１，２，４－トリメチルベンゼン（「１２４ＴＭＢ」
、つまりＴＭＢのうちの１つ）が、キシレンの３つの異性体のうちのどれか２つの分子を
生成するためにトルエンと反応するところを示す。
【化２】

【００５６】
　既定のトランスアルキル化反応のいずれかにおいて、化学反応式２で生成された２つの
キシレン分子が同様のキシレン異性体である必要はない。化学反応式２の反応および同様
の反応は、３つのキシレン異性体を多量に生成し、結果として混合キシレンの生成につな
がる。化学反応式２で示された反応については、トランスアルキル触媒の選択およびＴＭ
Ｂの異性体配分を含む数多くの要因が、混合キシレンの異性体の配分に影響を与える。重
質リフォメートから混合キシレンを生成するこの方法のある実施形態は、トランスアルキ
ル化段階を、生成されたトランスアルキル化段階生成物のパラ－キシレンが最大化するよ
うな状況に操作することを含む。
【００５７】
　他のトランスアルキル化反応は、キシレン分子およびＣ１０アルキル芳香族を生成する
ための２つのＴＭＢの不均化を含む。不均化反応は、経時的なコーキングによるトランス
アルキル触媒の非活性化を助長するため、望ましいものではない。水素、低級アルカンお
よびオレフィンもまた、トランスアルキル化工程において少量生成される。
【００５８】
　トランスアルキル化反応において、そのトランスアルキル化段階の操作条件でＴＭＢの
混合キシレンへのトランスアルキル化反応を最大化するのに適切なトランスアルキル触媒
が、当業者によって選択される。有益なトランスアルキル触媒は、ＺＳＭ‐１２およびベ
ータまたはモルデナイトゼオライトを含む。
【００５９】
　任意に、水素を含む物質の水素を含む少量の水素が、トランスアルキル化反応を促進し
Ｃ１０＋アルキル芳香族およびポリ芳香族前駆体の生成を防止するため、全体のトランス
アルキル化工程の一部として取り込まれてもよい。少量の水素は、２つのアルキル芳香族
分子のアルキル転移が不成功の場合に、芳香族塩基上の反応場を急冷することができる。
［混合キシレンの生成方法］
【００６０】
　混合キシレン生成のための重質リフォメートの脱アルキル化‐トランスアルキル化法は
、重質リフォメートおよび水素を含む物質を脱アルキル化‐トランスアルキル化システム
の脱アルキル化段階へ取り込むことを含む。重質リフォメートおよび水素は、ＭＥＢおよ
び水素が脱アルキル化段階に含まれる水素化脱アルキル触媒に接触するように取り込まれ
る。混合キシレンを生成するこの方法のある実施形態は、重質リフォメートに対する水素
を含む物質の供給比率が約１から約４の範囲であるものを含む。
【００６１】
　重質リフォメートから混合キシレンを生成するこの方法のある実施形態は、重質リフォ
メートおよび水素を含む物質を別々の流体ストリームとして脱アルキル化段階に取り込む
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ことを含む。「Ｆｌｕｉｄｓ（流体）」とは、蒸気、液体、ガスおよびその現状態におけ
る組み合わせを意味する。脱アルキル化段階に取り込まれる前に重質リフォメートおよび
水素を含む物質を結合させることは、それらの物質が水素化脱アルキル触媒に接触する前
にそれらを混ぜ合わせる。
【００６２】
　重質リフォメートおよび水素を含む物質は、脱アルキル化段階で水素化脱アルキル触媒
に接触する。触媒は、全部とは言わずともかなりの部分の重質リフォメート内のＭＥＢを
、脱アルキル化段階の操作条件でトルエンおよびエタンに変換する操作が可能である。当
業者は、この方法の脱アルキル化工程を行うのに、過度または必要以上の実験をすること
なく、市販の適切な水素化脱アルキル触媒を選択することができる。適切な水素化脱アル
キル触媒の物質的、選択的および活量的特性を選択するそのようなパラメータは、脱アル
キル化段階の操作条件、供給原料の成分、ＭＥＢに対する水素の比率、望ましい変換の有
効性および効率性、平均の脱アルキル化段階滞留時間および脱アルキル化段階の容器の物
理的特性を含む。
【００６３】
　脱アルキル化段階は、ＴＭＢが維持され比較的影響を受けずにいる一方で、ＭＥＢの選
択性水素化脱アルキルの生成物として、トルエンおよび非芳香族ガスが生成するように動
作する。水素化脱アルキルの最中に発生する反応は、化学反応式１に示された反応に類似
する。重質リフォメートから混合キシレンを生成するこの方法のある実施形態は、脱アル
キル化段階を温度が約２００℃から約５４０℃の間に維持されるように操作することを含
む。この方法のある実施形態は、脱アルキル化段階の圧力が約１０バールから約５０バー
ルの間に維持することを含む。この方法のある実施形態は、脱アルキル段階の液空間速度
（ＦＨＳＶ）を約１ｈｒ－１から約５ｈｒ－１に維持することを含む。この方法のある実
施形態は、供給比率が約１から約４の間であるように、水素を含む物質および重質リフォ
メートを取り込むことを含む。
【００６４】
　脱アルキル化段階生成物は、トルエンおよびＴＭＢを含む。脱アルキル化段階生成物は
、脱アルキル化反応から生成される副産物としてベンゼンおよび混合キシレンもまた含ん
でもよい。有益な脱アルキル化段階生成物は、約１０重量％から約４５重量％のトルエン
および約１５重量％から約７０重量％のＴＭＢを含む。有益な脱アルキル化段階生成物に
おいては、０重量％から約１５重量％のＭＥＢ；０重量％から約５重量％のベンゼン；０
重量％から約２５重量％のＣ１－５ガスである低級アルカンガス；０重量％から約２重量
％の低級オレフィンを含む、他の成分が任意で出現する。
【００６５】
　脱アルキル化‐トランスアルキル化の方法は、脱アルキル化段階で生成された非芳香族
ガスが脱アルキル化段階生成物から分離し、非芳香族生成ガスだけでなく脱アルキル化重
質リフォメートをも生成するような、非芳香族生成ガス分離段階の操作を含む。脱アルキ
ル化重質リフォメートは、トランスアルキル化段階へ取り込まれる前に生成する。非芳香
族ガスの脱アルキル化段階生成物からの選択的な分離は、脱アルキル化重質リフォメート
を生成する。非芳香族生成ガスは、有益かつ復元可能な量の水素を含む。非芳香族生成ガ
スは、トランスアルキル化工程を妨害する可能性のあるアルカンおよびアルケンをもまた
含む。非芳香族ガスの除去は、トランスアルキル触媒の寿命と効率性を向上させる。
【００６６】
　脱アルキル化‐トランスアルキル化システムのある実施形態は、非芳香族生成ガス分離
段階および脱アルキル化段階が同一の容器の一部であるようなものを含む。重質リフォメ
ートから混合キシレンを生成するこの方法のある実施形態は、非芳香族生成ガスの選択的
分離および重質リフォメートの脱アルキル化が同一の容器で発生するようなものを含む。
そのような方法およびシステムにおいては、非芳香族ガスは分離手段を通過するが、これ
は非芳香族に選択的な分離薄膜または芳香族化合物の相変化を誘導するが低級アルケン、
アルカン、非活性成分および水素を含む非芳香族化合物の相変化を誘導しない操作が可能
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なコンデンサーを含んでもよい。他の方法においては、分離手段は脱アルキル化非芳香族
ガスを脱アルキル化段階外部の脱アルキル化重質リフォメートから選択的に分離する。
【００６７】
　重質芳香族の脱アルキル化‐トランスアルキル化法は、脱アルキル化重質リフォメート
をトランスアルキル化段階へ取り込むことを含む。脱アルキル化重質リフォメートは、ト
ルエンおよびＴＭＢがトランスアルキル化段階に含まれているトランスアルキル触媒に接
触するように取り込まれる。
【００６８】
　任意に、追加ベンゼン、トルエン、混合キシレンまたは精製メタ‐キシレンおよびそれ
らの組み合わせを取り込むことは、トランスアルキル化工程の結果として得られる融合体
を変化させうる。化学反応式２に示された反応に類似したトランスアルキル化反応は、Ｃ
９＋アルキル芳香族、特にＣ１０アルキル芳香族を、有益なＣ７－８アルキル芳香族へと
分解させる。Ｃ６－８芳香族およびアルキル芳香族の供給源は、独立型の内部または外部
貯蔵庫および生産施設だけでなく、芳香族およびキシレン分離システムを含む脱アルキル
化－トランスアルキル化精製システム後および分離システムからの再生利用ストリームを
も含む。重質リフォメートから混合キシレンを生成するこの方法のある実施形態は、生成
されたトランスアルキル化段階生成物から選択的に分離された少なくとも一部のベンゼン
を、再度トランスアルキル化段階へと再生利用することを含む。この方法のある実施形態
は、生成されたトランスアルキル化段階生成物から選択的に分離されたトルエンの全部と
は言わずとも一部を再度トランスアルキル化段階へと再生利用することを含む。この方法
のある実施形態は、生成されたトランスアルキル化段階生成物から選択的に分離された混
合キシレンの全部とは言わずとも一部を再度トランスアルキル化段階へと再生利用するこ
とを含む。この方法のある実施形態は、混合キシレンから選択的に分離されたメタ‐キシ
レンの全部とは言わずとも一部を再度トランスアルキル化段階へと再生利用することを含
む。再生利用されたＣ６－８芳香族およびアルキル芳香族は、トランスアルキル化段階に
取り込まれる前に脱アルキル化重質リフォメートとの完全混和を生成してもよく、別々に
トランスアルキル化段階に取り込まれても、または１つ以上のストリームが再生利用され
る場合は両方とも取り込まれてもよい。
【００６９】
　脱アルキル化重質リフォメート内のトルエンおよびＴＭＢはトランスアルキル触媒に接
触する。トランスアルキル触媒は、脱アルキル化重質リフォメート内のＴＭＢの全部とは
言わずともかなりの部分をトランスアルキル化段階操作条件で混合キシレンに変換する操
作が可能である。当業者は、この工程のトランスアルキル化の部分を行うために、過度ま
たは必要以上の実験をすることなく、市販の適切なトランスアルキル触媒を選択すること
ができる。そのようなパラメータは、トランスアルキル化操作条件、供給原料組成、ＴＭ
Ｂに対するトルエンの比率、望ましい変換有効性および変換効率、段階滞留時間および第
２段階反応容器の物理的特性を含む適切なトランスアルキル触媒の物理的特性、選択性お
よび活量特性を含む。
【００７０】
　トランスアルキル化段階の形態は、いくつかのうちの１つの形態をとりうる。脱アルキ
ル化‐トランスアルキル化システムのある実施形態は、トランスアルキル化段階が流動触
媒床であるものを含む。脱アルキル化‐トランスアルキル化システムのある実施形態は、
トランスアルキル化段階が移動触媒床であるものを含む。そのような形態においては、ト
ランスアルキル触媒は除去、トランスアルキル化段階へと外部再生、流動式触媒分解（Ｆ
ＣＣ）および連続触媒改質装置（ＣＣＲ）システムに類似した従来の工程を用いて再導入
されてもよい。そのようなシステム形態においては、任意の水素がトランスアルキル触媒
としては用いられず、連続して再生および再導入されるであろう。
【００７１】
　トランスアルキル化段階は、トランスアルキル化段階生成物混合物が選択的トランスア
ルキル化反応から生成するような操作をする。トランスアルキル化の際に発生する反応は
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、化学反応式２に示された反応と類似する。重質リフォメートから混合キシレンを生成す
るこの方法のある実施形態は、トランスアルキル化段階の温度が約２００℃から約５４０
℃の間に維持されることを含む。この方法のある実施形態は、トランスアルキル化段階の
圧力が約１０バールから約５０バールの間に維持されることを含む。この方法のある実施
形態は、トランスアルキル段階の液空間速度（ＦＨＳＶ）が約１ｈｒ－１から約５ｈｒ－

１に維持されることを含む。
【００７２】
　トランスアルキル化段階生成物は混合キシレンを含む。トランスアルキル化段階生成物
は、ベンゼン、トルエン、アルカンおよびオレフィンもしくはその両方を含む低級ガス、
および未反応のＭＥＢ及びＴＭＢも含んでも良い。有益なトランスアルキル化段階生成物
は、約２０重量％から約４０重量％の範囲の混合キシレンを含む。任意で存在している他
の成分は、０重量％から約５重量％のベンゼン；０重量％から約３０重量％のトルエン；
０重量％から約１０重量％の低級ガス；０重量％から約１５重量％のＭＥＢ；０重量％か
ら約４０重量％のＴＭＢ；および０重量％から約３重量％のエチルベンゼンを含む。
【００７３】
　重質リフォメートから混合キシレンを生成するこの方法のある実施形態において、トラ
ンスアルキル化段階は、トランスアルキル化段階生成物を通過する前にトランスアルキル
化段階反応において生成する、非芳香族ガスを選択的に除去する操作をする。トランスア
ルキル化段階非芳香族ガスは、水素、低級アルカン、および部分的に完了したトランスア
ルキル化および解離反応の結果生成するいくらかの低級オレフィンを含んでもよい。
【００７４】
　トランスアルキル化段階は、トランスアルキル化段階生成物混合物のほとんどの生成物
をお互いから分離する操作が可能であり、脱アルキル化‐トランスアルキル化精製システ
ム後または分離システムにトランスアルキル化段階生成物を供給する。重質リフォメート
から混合キシレンを生成するこの方法のある実施形態は、ベンゼン、トルエンおよび混合
キシレンが生成されたトランスアルキル化段階生成物から選択的に分離されるように、脱
アルキル化‐トランスアルキル化システムを操作することを含む。脱アルキル化‐トラン
スアルキル化精製システム後は、トランスアルキル化段階生成物を、非芳香族ガス、ベン
ゼン、トルエンおよび混合キシレンを含むいくつかの有益な生成物に選択的に分離する操
作が可能である。分離されたトランスアルキル化段階生成物混合物の「底部」である残留
するＣ９＋アルキル芳香族は、他の処理のため分離流体ストリームへと運搬される。既に
記載したように、いくつかの実施形態においては、脱アルキル化‐トランスアルキル化シ
ステムは、トランスアルキル化段階の開始段階にあるベンゼン生成物、トルエン生成物お
よび混合キシレン生成物またはそれらの組み合わせの全部とは言わずとも少なくとも一部
を運搬する操作が可能である。
【００７５】
　分離後、あらかじめ取り除かれずに残留するＣ９＋アルキル芳香族は、任意で再生利用
されるか、後のバッチのような工程のために貯蔵される。脱アルキル化‐トランスアルキ
ル化システムの実施形態は、脱アルキル化段階を脱アルキル化‐トランスアルキル化精製
システム後に流体結合させ、脱アルキル化‐トランスアルキル化精製システム後から回復
されたＣ９＋アルキル芳香族を脱アルキル化段階へと運搬する操作が可能であり、再生利
用のループを含む。未変換または部分的に変換されたＣ９＋アルキル芳香族は、このシス
テムの実施形態の開始段階部分へと運搬され、原材料または未使用の重質リフォメート供
給と混合されて、脱アルキル化段階に直接再び取り込まれる。この再生利用は、取り込ま
れたあらゆるＣ９＋アルキル芳香族の「消滅するまで再生利用」に効果的に至る。これは
、潜在する廃棄物ストリームを除去し、全てのＣ９＋アルキル芳香族を水素から混合キシ
レンまでの有効な成分へと効果的に変換する。
【００７６】
　脱アルキル化‐トランスアルキル化精製システム後は、キシレン異性体を商用グレード
生成物または工業原材料用途としての生成物へとさらに分離することができる。重質リフ
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ォメートから混合キシレンを生成するこの方法のある実施形態は、オルト‐キシレン、パ
ラ‐キシレンおよびメタ‐キシレンが、あらかじめ生成された混合キシレンから選択的に
分離されるように脱アルキル化トランスアルキル化システムを操作することを含む。個々
のキシレン異性体は生成物および再生利用原材料として有益である。既に記載したように
、いくつかの実施形態においては、脱アルキル化トランスアルキル化システムは全部とは
言わずとも少なくとも一部のメタ－キシレン生成をトランスアルキル化開始段階へと運搬
する操作が可能である。
【００７７】
　ガス分離システムは、脱アルキル化およびトランスアルキル化段階によって生成された
低級ガスストリームから選択的に水素を抽出することができる。ガス処理システムは、脱
アルキル化非芳香族ガスおよび脱アルキル化‐トランスアルキル化精製システム後および
分離システムから水素を回収する操作が可能である。過剰な水素は、水素化脱アルキル反
応の用途として脱アルキル化段階へと再生利用されてもよい。脱アルキル化‐トランスア
ルキル化システムのある実施形態は、脱アルキル化段階を非芳香族生成ガス分離段階に流
体結合させ、非芳香族ガスから回収された水素を脱アルキル化段階へと運搬する操作が可
能な再生利用のループを含む。ガス分離システムは、残留するガス―低級アルカン、アル
ケンおよびメタン―をこの工程から脱アルキル化－トランスアルキル化システム外部の他
の化学的または石油化学的工程へと移動させてもよい。
［補助備品］
【００７８】
　実施形態は、記載された装置、工程、方法およびシステムを可能にし、操作可能にする
ための多くの追加標準構成部品または備品を含む。当業者に知られるそのような標準備品
は、熱交換器、ポンプ、ブロワ、再沸器、水蒸気発生器、コンデンセート処理器、薄膜、
単一および多重段階コンプレッサ、分離および分別備品、バルブ、スイッチ、コントロー
ラ、および圧力／温度／湿度／流量検出装置を含む。
【００７９】
　工程または方法の一部または全部のステップの操作、制御および実行は、人的交流、事
前にプログラム化されたコンピュータ制御および反応システムまたはこれらの組み合わせ
を通して発生してもよい。
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