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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　触媒Ａ成分がＴｉ－Ｓｉ－Ｍｏ混合酸化物であり、及び触媒Ｂ成分がＰｔ、Ｐｄ、Ｒｈ
、Ｉｒからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属および／またはその金属酸化物であ
って、
　触媒Ａ成分および触媒Ｂ成分の合計質量に対して、触媒Ａ成分が酸化物として９５～９
９．９９質量％、触媒Ｂ成分が金属および／または金属酸化物として０．０１～５質量％
である酸素除去用触媒を用いて、
　還元物質の存在下、石炭又はその乾留生成物を加熱処理して得られるガス中の酸素を除
去することを特徴とする酸素除去方法。
【請求項２】
　触媒Ｂ成分が、Ｐｔの酸化物とＲｈの酸化物である請求項１に記載の酸素除去方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸素除去方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、ガス中の酸素を除去する場合、２容量倍以上の水素を添加し一般的なＰｔ／アル
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ミナ触媒やＰｄ／アルミナ触媒を用いることにより反応する。例えば、アルゴンガス中の
微量酸素の除去において、Ｐｄ触媒を用いて処理を行う事が例示されている（特許文献１
参照）。しかしながら、このような従来型触媒では、酸素除去性能が必ずしも充分である
とは言えず、必要な触媒量が多くなる場合があるため、触媒性能の向上が求められている
。また、従来型の触媒では原料ガス中に含まれる、硫黄化合物やシアン化合物により触媒
寿命が著しく低下する問題もあった。一方、硫黄化合物、シアン化合物が含まれているガ
ス中からの酸素除去には、Ｃｏ－Ｍｏ、Ｎｉ－Ｍｏに代表される水添触媒が使用されるが
、反応温度が２９０～４００℃と高く（非特許文献１参照）、低温での反応効率が低いと
いう問題点がある。
【特許文献１】特開平６－１８２１３６号公報
【非特許文献１】触媒手帳　ズードケミー触媒株式会社　平成１３年７月１日発行　ｐ１
４５．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は上記従来技術の問題点を解決し、水素などの還元物質の存在下、石炭系
ガス中の酸素を低温で効率よく安定して除去できる酸素除去方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明者は、上記課題を解決する為に鋭意検討を行った。その結果、Ｔｉ、Ｓｉ、Ｗ、
Ｍｏからなる群より選ばれた少なくとも一種の金属酸化物（触媒Ａ成分）、及び触媒Ｂ成
分としてＰｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｎｉ、Ｃｏからなる群より選ばれる少なくとも
一種の金属および／またはその金属酸化物（触媒Ｂ成分）を、特定量含む酸素除去用触媒
を用いて、還元物質の存在下、ガス中の酸素を除去することを特徴とする酸素除去方法を
用いる事により、硫黄化合物やシアン化合物が含まれるガス中であっても低温度域から比
較的高温度域にわたって高効率で安定した酸素除去性能を維持できる事を見出し、本発明
を完成した。
【０００５】
　すなわち、本発明における酸素除去方法は、
（１）触媒Ａ成分としてＴｉ、Ｓｉ、Ｗ、Ｍｏからなる群より選ばれた少なくとも一種の
金属酸化物、及び触媒Ｂ成分としてＰｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｎｉ、Ｃｏからなる
群より選ばれる少なくとも一種の金属および／またはその金属酸化物であって、触媒Ａ成
分および触媒Ｂ成分の合計質量に対して、触媒Ａ成分が酸化物として９５～９９．９９質
量％、触媒Ｂ成分が金属および／または金属酸化物として０．０１～５質量％である酸素
除去用触媒を用いて、還元物質の存在下、ガス中の酸素を除去することを特徴とする酸素
除去方法である。
（２）触媒Ａ成分が少なくともＴｉを含有する複合酸化物または混合酸化物である上記（
１）記載の酸素除去方法である。
（３）酸素が除去されるガスが石炭又はその乾留生成物を加熱処理して得られるガスであ
る上記（１）または（２）に記載の酸素除去方法である。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の酸素除去方法を用いることにより、石炭系ガス中の酸素を低温で効率よく除去
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明にかかわる酸素除去方法について詳細に説明するが、本発明の範囲はこれ
らの説明に拘束される事はなく、以下の例示以外についても、本発明の趣旨を損なわない
範囲で適宜実施し得る。
【０００８】
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　本発明は、コークス炉ガス、石炭ガス化ガス、転炉ガス、高炉ガスなどの石炭又はその
乾留生成物を加熱処理して得られるガス等の中に含まれる酸素を水素等の還元物質と反応
させ水等として除去する酸素除去方法に関する。
【０００９】
　本発明の酸素除去方法で使用する触媒は、触媒Ａ成分と触媒Ｂ成分を含有する。
触媒Ａ成分：Ｔｉ、Ｓｉ、Ｗ、Ｍｏからなる群より選ばれた少なくとも一種の金属酸化物
であり、好ましくはＴｉ、Ｓｉ、Ｍｏからなる群より選ばれた少なくとも一種の金属酸化
物である。これらの化合物以外の化合物であれば酸素除去効率が少なく、また耐久性、特
にガス中に含まれる化合物により被毒を受け経時劣化を生じやすいからである。
【００１０】
　触媒Ｂ成分：Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｎｉ、Ｃｏからなる群より選ばれる少な
くとも一種の金属及び／又はその金属酸化物を含有する触媒であり、好ましくはＰｔ、Ｐ
ｄ、Ｒｈ、Ｉｒからなる群から選ばれる少なくとも一種の成分である。
【００１１】
　触媒Ａ成分および触媒Ｂ成分の合計質量を１００％とし、これに対して触媒Ａ成分が酸
化物として９５～９９．９９質量％、触媒Ｂ成分が金属および／または金属酸化物として
０．０１～５質量％であり、好ましくは触媒Ａ成分が酸化物として９９～９９．９５質量
％、触媒Ｂ成分が０．０５～１質量％である。
【００１２】
　触媒Ｂ成分の担持量が０．０１質量％より少ないと十分な性能が得られず、５質量％を
超えて多くしても触媒活性はそれほど向上しないがコストが高くなるため、上記範囲の中
にあるのがよい。
【００１３】
　また、触媒Ａ成分については、Ｔｉ、Ｓｉ、Ｗ、Ｍｏの単体の酸化物の他、複合酸化物
や混合酸化物などを用いる事ができるが、これらの中でも特にＴｉを含んでいるものがよ
い。具体的には、ＴｉとＳｉの複合酸化物や混合酸化物、ＴｉとＭｏの複合酸化物、Ｔｉ
とＷの複合酸化物や混合酸化物、Ｔｉ、Ｓｉ、Ｍｏの複合酸化物や混合酸化物などが挙げ
られ、好ましくはＴｉ、Ｓｉ、Ｍｏの複合酸化物や混合酸化物である。
【００１４】
　なお、本発明にかかる複合酸化物とはＸ線回折では特定酸化物の鋭いピークを示さずア
モロファスなピークを示すものである。
【００１５】
　触媒Ａ成分がＴｉを含む複合酸化物や混合酸化物である場合、Ｔｉの含有量は酸化物換
算で触媒Ａ成分全体の５０質量％以上であるのが好ましく、６０質量％以上であるのがさ
らに好ましい。これにより、酸素除去性能および耐久性に優れた触媒が得られる。
【００１６】
　さらに、触媒Ｂ成分については、その平均粒子径が０．０５～５０ｎｍの範囲にあるの
が好ましく、１～３０ｎｍの範囲にあるのがより好ましい。平均粒子径が５０ｎｍを超え
ると充分な活性が得られず、０．０５ｎｍ未満であるとシンタリングなどにより活性低下
が起こりやすくなるからである。
【００１７】
　触媒Ａ成分の出発原料としては、各元素の酸化物、水酸化物、無機塩、有機塩が用いら
れる。具体的にはアンモニウム塩、シュウ酸塩、硫酸塩、硝酸塩、ハロゲン化物などが挙
げられ、例えば、Ｔｉ源としては四塩化チタン、硫酸チタニルなどの無機チタン化合物、
テトライソプロピルチタネートなどの有機チタン化合物などを挙げることができる。Ｓｉ
源としてはシリカゾル、水ガラス、四塩化ケイ素などが、Ｍｏ源としてはパラモリブデン
酸アンモニウム、モリブデン酸などが挙げられる。
【００１８】
　触媒Ｂ成分の出発原料としては各元素の塩化物や臭化物などのハロゲン化物、硝酸塩や
硫酸塩などの無機塩、各種有機塩、酸化物、錯体などが挙げられる。
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【００１９】
　本発明に係わる触媒の調製法の例として、ＴｉとＭｏからなる二元系混合酸化物（Ｔｉ
－Ｍｏ混合酸化物）、またはＴｉ、Ｓｉ、Ｍｏからなる三元系混合酸化物（Ｔｉ－Ｓｉ－
Ｍｏ混合酸化物）を触媒Ａ成分とした触媒について以下に説明するが、本発明はこれに限
定されるものではない。
【００２０】
　パラモリブデン酸アンモニウム、モリブデン酸などのモリブデンの塩を水中に分散させ
、アンモニア水を加える。得られたモリブデン水溶液を攪拌しつつ、四塩化チタン、硫酸
チタニル、テトライソプロピルチタネートなどの水溶性チタン化合物の液または水溶液を
徐々に滴下し、スラリーを得る。これを濾過、洗浄し、さらに乾燥した後に高温で、好ま
しくは３００～６００℃で、焼成させる事によりＴｉ－Ｍｏ混合酸化物が得られる。Ｔｉ
－Ｓｉ－Ｍｏ混合酸化物の場合は、上記調製法においてモリブデンとアンモニアの混合液
に予めシリカゾルを加える事によって得られる。
【００２１】
　得られたＴｉ－Ｍｏ混合酸化物粉体またはＴｉ－Ｓｉ－Ｍｏ混合酸化物粉体に成形助剤
および適当量の水を加え、混練後、押し出し成型機でハニカム状に成形する。その後、５
０～１２０℃でよく乾燥した後、３００～７５０℃、好ましくは３５０～６５０℃で１～
１０時間焼成し、成型物を得る。
【００２２】
　上記ハニカム成形体を触媒Ｂ成分の水溶液中に１～５分間浸漬した後、３０～２００℃
、好ましくは７０～１７０℃で乾燥し、次いで空気中において３５０～６５０℃で焼成し
て完成触媒を得ることができる。なお、触媒Ｂ成分が２種以上の場合は同時に担持しても
別々に担持してもよい。
【００２３】
　また別の触媒調製法として前記触媒Ａ成分として上記調製方法で作製したＴｉ－Ｍｏ混
合酸化物粉体またはＴｉ－Ｓｉ－Ｍｏ混合酸化物粉体を湿式粉砕し水性スラリーを作成し
、コージェライト等のハニカム担体にウォッシュコートして乾燥して、３００～７５０℃
で焼成して触媒Ａ成分を担持する。次に触媒Ａ成分が担持されたハニカムに前述と同様に
して触媒Ｂ成分を担持することよって完成触媒を得ることもできる。
【００２４】
　本発明に係わる触媒の形状については特に限定されるものではないが、ハニカム状、板
状、波板状、円柱状、円筒状、球状などに成形して使用することができる。また、アルミ
ナ、シリカ、コージェライト、ムライト、ステンレス金属などからなるハニカム状、板状
、波板状、円柱状、円筒状、球状などの担体に担持して使用してもよい。
【００２５】
　触媒の比表面積は性能に影響を与えるが、通常、比表面積３０～２５０ｍ２／ｇ（ＢＥ
Ｔ法）の範囲が採用され、より好ましくは４０～２００ｍ２／ｇである。比表面積が３０
ｍ２／ｇ未満では触媒活性が十分でなくなるおそれがあり、比表面積が２５０ｍ２／ｇを
超えると触媒活性はそれほど向上しないが、触媒被毒成分の蓄積が増加したり触媒寿命が
低下するなどの弊害が生じるおそれがある。なお、ここでいう比表面積は、触媒をアルミ
ナ、シリカ、コージェライト、ムライト、ステンレス金属などからなる担体に担持して使
用する場合には、その担体部分を除いて求められる比表面積を指す。
【００２６】
　本発明の酸素除去方法は、処理対象ガスと接触させ、酸素を除去する。この際の条件に
ついては、特に制限はなく、この種の反応に一般的に用いられている条件で実施する事が
できる。具体的には、処理対象ガスの種類、性状、要求される酸素の除去率などを考慮し
て適宜決定すればよい。
【００２７】
　なお、本発明においては、触媒入口ガス温度は１００～２８０℃の範囲であることが好
ましく、更に好ましい温度は１５０～２８０℃であり、特に好ましくは２２０～２８０℃
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である。入口ガス温度が低すぎると触媒処理後の酸素が残留するし、原料ガス中に含まれ
る硫黄化合物により触媒が失活しやすいので好ましくはない。２９０℃以上ではガスの昇
温コストが高くなり好ましくはない。
【００２８】
　また、その際の空間速度は１０００～２０００００ｈｒ－１が好ましい。１０００ｈｒ
－１未満では触媒量が多くなるため非効率であり、２０００００ｈｒ－１を超えると高い
酸素除去率が得られないためである。
【００２９】
　また、本発明において触媒を用いて酸素を除去する際の還元物質としては水素や炭化水
素、一酸化炭素、アンモニアなどが挙げられるが、特に水素が好適に用いられる。これら
は酸素除去の為に処理対象ガス中に注入してもよく、もともとガス中に含まれているもの
を使用してもよい。当該還元物質の濃度は酸素を還元物質と反応させて除去させるために
必要な理論量の２倍以上、好ましくは２.５倍以上である。２倍未満では充分な酸素除去
性能が得られない場合があるからである。また、還元物質濃度の上限は、例えば水素精製
を目的として水素中の酸素をガス中の水素と反応させて除去する場合のように還元物質と
目的とするガス成分が同一の場合には特に限定されないが、目的成分と異なる物質を還元
物質として注入する場合、その還元物質の濃度は酸素濃度の３０倍以下、より好ましくは
２０倍以下である。３０倍を超える場合には還元物質が処理後ガス中に残存して不具合が
生じる場合があるからである。
【００３０】
　還元物質はガスの流れに対して当該触媒に対して前方および／または触媒と触媒の中間
層に導入することができるが、好ましくは前方に導入することが好ましい。
【００３１】
　本発明にかかるガスとは、酸素を含有するガスであれば何れのガスであっても良いが、
特に効果的なガスは石炭又はその乾留生成物を加熱処理して得られるガスであり、更に効
果的なものはガス中に硫黄化合物、シアン化合物が含まれるガスである。かかるガスに対
して通常の触媒を用いると触媒が被毒劣化したり副生成物を生成することが問題となるが
本願の処理方法では長期間に亘って高い処理効率で酸素除去を実施することができるから
である。
【００３２】
　また、本発明の方法には、当該処理のガスの流れに対して触媒の前方でおよび／または
後方で除塵処理を実施することができる。
【００３３】
　酸素処理効率は主に触媒組成、触媒入口ガス温度、空間速度、還元物質濃度と酸素濃度
の比率により変化するが、上記条件内に調節することで触媒出口の低酸素化を図ることが
できる。
【実施例】
【００３４】
　以下に実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらにより何ら限
定されるものではない。
【００３５】
＜酸素検出方法＞
　以下の測定装置、測定条件にて測定した。
・ガスクロ：島津ＧＣ８Ａ
・充填カラム：Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｓｉｅｖｅ　５Ａ，　Ｍｅｓｈ　６０／８０
・検出器：ＴＣＤ（熱伝導度検出器）
・カラム温度：４５℃
・キャリヤーガス：Ａｒ　圧力２５０Ｋｐａ
・注入ガス量：１ｍｌ
・定量法：絶対検量線法
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【００３６】
＜副生油検出方法＞
以下の測定装置、測定条件にて測定した。
・ガスクロ：島津ＧＣ－１７ＡＡＦ
・カラム：キャピラリーカラム　ＢＰＸ－５
・検出器：ＦＩＤ（水素炎イオン化検出器）
・カラム温度：５０℃５分保持、１０℃／ｍｉｎ．で３００℃まで昇温し１０分保持
・キャリヤーガス：Ｈｅ　流量２．５ｍｌ／ｍｉｎ．
・注入量：０．５μｌ
・定量法：絶対検量線法
　尚、副生油は、触媒処理後のガスを冷却し凝縮物を発生させることでその存在を確認す
ることができる。
【００３７】
　なお、以下の実施例及び比較例において用いたＣＯＧ（コークス炉ガス）の実ガスの組
成は、下記の通りである。またコークス炉ガスは、常法に従って、脱硫、脱タール、除塵
の前処理を行って使用した。
【００３８】
　コークス炉ガス（ＣＯＧ）組成：水素　５８ｍｏｌ％、メタン　２８ｍｏｌ％、一酸化
炭素　７ｍｏｌ％、二酸化酸素　２ｍｏｌ％、Ｃ２以上のハイドロカーボン　３ｍｏｌ％
、シアン　０．２３ｇ／Ｎｍ３、トータル硫黄　８３ｍｇ／Ｎｍ３、窒素　２ｍｏｌ％、
酸素　０．２ｍｏｌ％
【００３９】
　実施例１
　＜触媒調製＞
　－触媒（１）－
　シリカゾル（ＳｉＯ２として３０質量％含有）１０ｋｇとアンモニア水（ＮＨ３２５質
量％含有）１０１．２ｋｇと水７１ｋｇを混合した液に、モリブデン酸粉末２．２５ｋｇ
を加え、よく攪拌し、モリブデン酸を完全に溶解させ、均一溶液を調製した。この溶液に
硫酸チタニルの硫酸水溶液（ＴｉＯ２として７０ｇ／Ｌ、Ｈ２ＳＯ４として２８７ｇ／Ｌ
含有）２１４リットルをよく攪拌しながら徐々に滴下し、沈殿を生成させた。このスラリ
ーを熟成、濾過、洗浄し、１００℃で１０時間乾燥した。これを５５０℃で４時間焼成し
、さらにハンマーミルを用いて粉砕し、チタン－ケイ素－モリブデン混合酸化物粉体（Ｔ
ｉ－Ｓｉ－Ｍｏ混合酸化物、ＴｉＯ２：ＳｉＯ２：ＭｏＯ３＝７５：１５：１０（質量比
））を得た（粉体Ａ）。
【００４０】
　上記粉体Ａを２ｋｇ及び酢酸０．０５ｋｇと水２ｋｇを湿式粉砕機で粉砕して水性スラ
リーを調製した。市販のコージェライト製ハニカム担体（外形１５０ｍｍ角、長さ５０ｍ
ｍ、目開きが１．４ｍｍ、肉厚０．４ｍｍ）にウォッシュコートして１５０℃で乾燥して
から５００℃で３時間焼成した。触媒Ａ成分はハニカム担体に１５０ｇ／Ｌ担持されてい
た。
【００４１】
　次にこの触媒Ａ成分が担持されたハニカムに硝酸ロジウム水溶液とジニトロジアンミン
白金水溶液を混合した溶液に含浸し、その後１５０℃で３時間乾燥し、続いて空気雰囲気
下で５００℃、２時間焼成し、触媒（１）を得た。触媒（１）の組成は（Ｔｉ－Ｓｉ－Ｍ
ｏ混合酸化物）：Ｒｈ：Ｐｔ＝９８．５：０．５：１（質量比）であり、コージェライト
部分を除いたＢＥＴ比表面積は１２５ｍ２／ｇであった。
【００４２】
　＜性能評価＞
　上記触媒（１）を用いて、下記の条件でＣＯＧ（コークス炉ガス）の実ガスからの酸素
除去試験を行なった。０.９ＭＰaの蒸気を使用した熱交換器によりＣＯＧを所定の温度ま
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で上昇させたのち、固定床の反応器にフイードした。反応後のガスは、工業用水を使用し
た冷却器にて４０℃まで冷却した後、気液分離機にてガスと液を分離した。反応開始２０
０ｈｒ後、触媒処理後のガスを分析したところ、酸素は検出されなかった。又、副生油も
検出されなかった。
　触媒入口ガス温度：１７０℃
　空間速度：１００００ｈｒ－１

　ガス流量：５ＮＭ３／ｈｒ
【００４３】
　比較例１
　＜触媒調製＞
　－触媒（２）－
　実施例１において粉体Ａの代わりに活性アルミナ２ｋｇを用いて同様に湿式粉砕して水
性スラリーを調製し、以下同様にしてコージェライト担体に活性アルミナ１５０ｇ／Ｌを
担持した。次に硝酸パラジウム水溶液を含浸し、その後１５０℃で３時間乾燥し、次いで
空気中で５００℃、２時間焼成し触媒（２）を得た。触媒（２）の組成は活性アルミナ：
Ｐｄ＝９７：３（質量比）でありコージェライト部分を除いたＢＥＴ比表面積は１４５ｍ
２／ｇであった。
【００４４】
　＜性能評価＞
　上記触媒（２）を用いて、下記の条件とした以外は、実施例１と同様にした。反応開始
１６０時間後、触媒処理後のガスを分析したところ、酸素を２００ｐｐｍ検出した。又、
シアンを原料とする副生油が副生成物として１００ｃｃ検出された。
　触媒入口ガス温度：１６５℃
　空間速度：１６７００ｈｒ－１

　ガス流量：５０ＮＭ３／ｈｒ
【００４５】
　実施例２
　＜触媒調製＞
　－触媒（３）－
　実施例１と同様に触媒調製を行った。
【００４６】
　＜性能評価＞
　上記触媒（３）を用いて、下記の条件とした以外は実施例１と同様にした。反応開始２
６０時間後、触媒処理後のガスを分析したところ、酸素は検出されなかった。また、副生
油も検出されなかった。
　触媒入口ガス温度：２３０℃
　空間速度：８９００ｈｒ－１

　ガス流量：５０ＮＭ３／ｈｒ
【００４７】
　実施例３
　＜触媒調製＞
　－触媒（４）－
　実施例１と同様に触媒調製を行った。
【００４８】
　＜性能評価＞
　上記触媒（４）を用いて、下記の条件とした以外は実施例１と同様にした。反応開始６
８００時間後、触媒処理後のガスを分析したところ、酸素は検出されなかった。また、副
生油も検出されなかった。
　触媒入口ガス温度：２３０℃
　空間速度：８９００ｈｒ－１
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　ガス流量：５０ＮＭ３／ｈｒ
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明の酸素除去方法は石炭又はその乾留生成物を加熱処理して得られるガス中に含ま
れる酸素を除去するのに好適に利用できる。
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