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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体上に付着された白金を含む、アルケンを作るためのアルカン脱水素触媒であって
、その支持体が酸化スズと酸化ジルコニウムとの混合物であることを特徴とする触媒。
【請求項２】
　10～60重量% の酸化スズを含有することを特徴とする、請求項1 に記載の触媒。
【請求項３】
　支持体が実質的にアルミナを全く含有しないことを特徴とする、請求項1 又は2 に記載
の触媒。
【請求項４】
　金属として計算された0.1 から3 重量% までの白金、10～60重量% の酸化スズ、並びに
安定剤及び/ 又は促進剤を除くその残余であって酸化ジルコニウムであるものを含むこと
を特徴とする、請求項1 ～3 のいずれか1 項に記載の触媒。
【請求項５】
　支持体が1:3 から1:9 までの重量比においてSnO 2 及びZnO 2 を含んで成ることを特徴
とする、請求項1 ～4 のいずれか1 項に記載の触媒。
【請求項６】
　1:3 から1:9 までの重量比においてSnO 2 及びZnO 2 の共沈物上に含浸された0.1 から
3 重量% までの白金を含む、請求項5 に記載の触媒。
【請求項７】
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　アルケンを作るためのアルカンの脱水素方法であって、ガス相においてそのアルカンを
含んで成る供給原料を触媒上に通過させることを含み、その触媒が請求項1 ～6 のいずれ
か1 項に記載されるものであることを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記方法が、気相においてアルカンを含む供給原料を酸素と混合して触媒上に通過させ
ることを含む酸化的脱水素であることを特徴とする、請求項7 に記載の方法。
【請求項９】
　酸素の量が、吸熱脱水素がその酸素と温度を一定にするように存在する水素との発熱反
応により平衡化されるような量であることを特徴とする、請求項8 に記載の方法。
【請求項１０】
　添加スチームの不存在中で脱水素を行う、請求項7 ～9 のいずれか1 項に記載の方法。
【請求項１１】
　アルカンがイソブタンであることを特徴とする、請求項7 ～10のいずれか1 項に記載の
方法。
【請求項１２】
　1000～5000 hr -1の全ガス毎時空間速度において脱水素を行う、請求項7 ～11のいずれ
か1 項に記載の方法。
【請求項１３】
　350 から550 ℃までの温度において脱水素を行う、請求項7 ～12のいずれか1 項に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、触媒及び触媒的工程における改良に関する。さらに特に、本発明は、アルカ
ンの脱水素のための触媒及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　低い空間速度(space velocity)(GHSV=100-1000hr-1) における直接的脱水素を使用して
イソブタンをイソブテンに脱水素することは、公知である。慣用の工業的工程は、幾つか
の固有の欠点をもっている: 
(a) それが吸熱反応であり、高い熱インプットが必要とし; 
(b) イソブテンの収率が、平衡限定され; そして
(c) イソブテンの高収率にふさわしい温度において、触媒失活速度も高くなる。
【０００３】
　慣用方法の改良は、スチーム( 例えば、USP 第4,926,005 号及び第4,788,371 号) 又は
水素( 例えば、USP 第4,032,589 号) のいずれかをそのガス供給へ添加することを含む。
この水素の働きは、希釈剤としてのもの及びその触媒上の炭素の付着を減少させるための
ものである。このスチームは、その触媒床を通しての熱伝導を改善し、そしてその触媒上
の炭素の付着を減少させ、そしてこれ故、それが希釈剤としても使用されてきた。工業に
おいて使用される触媒は、アルミナ上白金、酸化スズ上白金、及び酸化クロム- ベースの
触媒を含む。アルカンの脱水素のための、特に、MTBE( メチル-tert-ブチル- エーテル) 
製造のための出発物質であるイソブタンの脱水素のための改良方法についての必要性が在
る。慣用方法は、エネルギーの高インプットを必要とし、そして大量の熱を供給するため
に設計された触媒反応器の投資額は、特に高い。そのうえ、慣用方法は、速い触媒の失活
を示し、そのため、高価で且つ複雑な触媒の再生は、その装置及びその工程に設計されな
ければならない。
【発明の開示】
【０００４】
　本発明は、アルカン脱水素のために改良方法及び新規の触媒を提供する。
　したがって、本発明は、アルケンを作るためのアルカンの脱水素方法であって、気相に
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おいてそのアルカンを含む供給原料を、酸素と混合されて且つ添加スチームの不存在下で
、支持体上に付着された(deposited) 白金族の金属を含んで成る脱水素及び酸化の触媒上
に通過させることを含む方法を提供する。
【０００５】
　本発明は、また、酸化スズと酸化ジルコニウムとの混合物である支持体上に付着された
白金を含むアルカン脱水素触媒を、提供する。また、本発明は、アルケンを作るためのア
ルカン脱水素方法であって気相においてそのアルカンを含んで成る供給原料をこの触媒上
に通過させることを含む方法を、提供する。
【０００６】
　本法及び本触媒は、アルケンのより高い収率、より高いアルケンへの選択性、より低い
操作温度、より低い熱インプット、より簡単な装置及びより低い触媒失活の如き特徴の中
の1 以上の理由により、公知の方法及び触媒を超える利点をもつ。
【０００７】
　アルカンのアルケンへの脱水素に対する多くの従来技術が在るが( 但し、アルカンのア
ルケンへの酸化的脱水素に対するものは稀であるが) 、本改良は、以前には実現されてい
ない。先に述べた米国明細書第4,788,371 号中に説明されるように、炭化水素の脱水素は
、吸熱である。脱水素触媒のだけを使用する系においては、その反応の様々な点において
過熱スチームを添加し又はその触媒床間の反応スチームを断続的に取り出し且つ再加熱す
るすることが、典型的に必要である。改良において、脱水素又は選択的酸化触媒の別個の
床又は反応器をもつ二触媒系を使用する方法を、開発した。選択的酸化触媒の目的は、そ
の工程内で内部に熱を生じさせるためにその酸化ゾーンに添加された酸素との脱水素の結
果として作られた水素を選択的に酸化することであった。生じた熱は、典型的には、その
反応混合物を次の脱水素段階に必要な脱水素温度にまで到達させるのに十分なものであろ
う。上記米国明細書は、その発明において、1 の特定の触媒を脱水素及び酸化の両方の反
応を行うために使用することができるということを説明している。それは、酸化的再加熱
による脱水素可能な炭化水素のスチーム脱水素方法であって、C 2 -C15パラフィンを含ん
で成る脱水素可能な炭化水素及びスチームを、0.1:1 から40:1までのスチーム対炭化水素
モル比、400 から900 ℃までの温度、そして0.1 から100hr -1までの液体毎時空間速度に
おいて、多数の反応ゾーンを含む反応器の第一反応ゾーン内の触媒と接触させ、そして第
二の、及びその反応ゾーン内へ導入される酸素含有ガスの全速度がC 2 -C15パラフィン供
給当たり0.01から2 モル酸素の範囲にあるような上記多数の反応ゾーンの中の他のそれぞ
れの反応ゾーン内に酸素含有ガスを導入し、ここで、その触媒が5 から120m2 /gまでの表
面積をもつアルミナ支持体上の0.1 から5 重量% までの白金、及び0.01から5 重量% まで
のカリウム又はセシウム又はそれらの混合物から構成されており、そしてその反応からそ
の生成物を回収することを含む反応について、開示している。
【０００８】
　上記明細書は、単一の入口及び出口部分をもつ単一の反応器内の単一の反応ゾーンの可
能性について、すなわち、その反応器の入口に入る全て同時の供給並びにその反応器の出
口部分を通してのその系を去る生成物及び副生成物について述べているけれども、この概
念を説明する実施例が全くない。そのうえ、脱水素及び酸化触媒上に酸素と混合してアル
カンを通過させることを含む本発明の広い方法は、スチーム脱水素ではなく; その代わり
、それは、添加スチームの非存在中で行われることができる( 但し、いくらかのスチーム
は、酸素と存在する水素との反応により形られる。) 。本発明のこの態様においては、我
々は、添加スチームの不存在下の酸素が、酸素と存在する水素との発熱反応により作られ
た熱が部分的に又は全体的にその吸熱脱水素に必要な熱を提供するように、アルカンと有
利に混合され、そして触媒上を通過することを発見した。酸素との反応に必要な水素は、
反応ゾーン内に導入されることができるが、これは、好ましくない。有利には、その水素
は、アルケンに味方するようにその平衡をシフトさせるような、アルカンのアルケンへの
脱水素により作られる水素である。好ましくは、酸素の量は、熱がその反応から全く供給
されない( 又は除去されない) ように、その脱水素が断熱条件下で行われような量である
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。特に好ましいのは、酸素の量が、吸熱脱水素がその酸素と温度を一定にするように存在
する水素との発熱反応により平衡化されるような量である( この状態を、本明細書中で熱
的中性条件という。) 。このように、収率、触媒の寿命等についての最適温度を、例えば
、アルケンに対する少なくとも95% の選択性を得るように、維持することができる。
【０００９】
　酸素の量は、モル基準において、望ましくは、アルカンの量未満であり、そして好まし
くはこの基準においてアルカンの量の半分未満である。例えば、アルカンとしてイソブタ
ンを使用すれば、酸素の量が以下の反応式: 
　　　 C4 H 10 + 0.5 O2 ->　C 4 H 8 + H 2 O 
の化学量論により示されるもの未満であることが好ましい。
【００１０】
　酸素の最適量は、所望の操作温度により変化するであろうし、そして、ガイドとして、
我々は、イソブタンの高い選択性の熱的中性な脱水素のための酸素の最大量がイソブタン
と酸素とを合わせた容量に基づき、450 ℃において5%、500 ℃において7.5%、そして550 
℃において9%であることを、予言するであろう。
　本酸化的脱水素は、普通には、350 から550 ℃までの温度において、例えば、白金族の
金属が白金を含み、そしてその支持体がアルミナを含むとき、例えば、350 から480 ℃ま
での温度において、行われる。
【００１１】
　酸化的脱水素は、好ましくは、例えば、アルカンの、比較的高い空間速度、そして特に
全体の、例えば、イソブタンについての、1000～5000hr-1のガス毎時空間速度(gas hourl
y space velocity)(GHSV))の下で、行われる。
　操作圧力は、便利には、大気圧であるが、脱水素を、大気圧の上で又は下で操作するこ
とができる。所望により、希釈ガスを使用することができる。但し、水素は先に説明した
ように推奨されない; さらに、それは、追加の工程のコストとなるであろう。
【００１２】
　脱水素されるアルカンが、好ましくは、原材料であり、既に部分的に脱水素されてたア
ルカンではない。
　酸素は、それ自体として使用されることができるが、便利には、それは酸素含有ガス、
特に空気の成分として使用される。
【００１３】
　白金族金属の脱水素及び酸化触媒は、本分野において知られるような触媒であることが
できる。白金族の金属( ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム及
び白金) は、好ましくは、白金である。この触媒は、好ましくは、0.1 ～3 重量% の白金
族の金属、例えば、白金を含む。支持体は、例えば、アルミナ、シリカ、マグネシア、チ
タニア、ジルコニア又はそれらの混合物若しくは結合酸化物( 例えば、アルミナ・シリケ
ート) 、あるいはIIA 又はIIB 族( 例えば、亜鉛) のアルミネート・スピネル(aluminate
 spinel)であることができる。IIA 又はIIB 族は、CRC Handbook of Chemistry and Phys
ics, 60th edition, CRC Press, 1980の内側のフロント・カバー中に与えられるものと同
じである。一般的には、支持体は、アルミナを含む( すなわち、これから成り、又はこれ
を含む) 。例えば、触媒は、支持体として10-99.9 重量% のアルミナを含む。促進剤を、
白金族金属と共に使用することができる。促進剤として好ましいのは、酸化スズである。
存在するとき、その促進剤は、普通には、その触媒の0.1 ～5 重量% として使用される。
触媒を、慣用法で、例えば、上記白金族金属の前駆体及びいずれかの共同促進剤の前駆体
によりその支持体を含浸させ、そして焼く(calcining) ことにより、得ることができる。
【００１４】
　添加スチームの不存在下でのアルカンの本酸化的脱水素のための特に有利な触媒は、そ
れは添加スチームの存在下での酸化的脱水素のためにそして実際に直接的脱水素のために
有利に使用されることができるもできるのであるが、新規の触媒である。アルカン脱水素
のためえのこの触媒は、酸化スズと酸化ジルコニウムとの混合物である支持体上に付着さ
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れた白金を含む。この触媒は、触媒として有効量の白金を含む。普通には、本触媒は、金
属として計算した0.1 ～3 重量% の白金を含む。追加の触媒として活性な成分が存在する
ことができる。但し、好ましくはその触媒として活性な成分は、本質的に白金から成る。
本触媒は、支持量の酸化スズと酸化ジルコニウムとの混合物を含む。追加の支持成分が存
在することができる。しかしながら、一般的な支持成分アルミナは不利であることが見つ
かっている。それ故、好ましくは、本触媒は、実質的に全くアルミナを含まない。支持体
が本質的に酸化スズと酸化ジルコニウムとの混合物から成ることが好ましい。普通には、
本触媒は、( 酸化スズとして測定した)6～60、好ましくは10～60、特に15～30重量% の酸
化スズを含む。普通には、本触媒は、37～94.9、好ましくは70～85重量% の酸化ジルコニ
ウムを含む。酸化スズ対酸化ジルコニウムの重量比は、好ましくは、1:3 ～9 、特に1:3 
～5 である。好ましい態様においては、本触媒は、金属として計算された0.1 ～3 重量% 
の白金、10～60重量% の酸化スズ、酸化ジルコニウムである残余を含む。特定の触媒は、
約1:4 の重量比においてSnO 2 及びZnO 2 を含む支持体をもつ。本発明の触媒の1 つの好
ましい態様は、( 金属として計算され、重量による)1% の白金塩又は化合物を1:4 の重量
比におけるSnO 2 及びZnO 2 の共沈物上に含浸させることにより、調製される。
【００１５】
　本発明の触媒は、さらに他の成分、例えば、促進剤及び/ 又は安定剤を含むことができ
る。本触媒は、例えば、ペレタイゼーション又はエクストルージョンにより作られたペレ
ット又は他の形状の形態であることができ、又は高い表面積モノリス、例えば、セラミッ
ク又は金属ハニカム・モノリス上に支持されることができる。
【００１６】
　SnO 2 及びZnO 2 の混合物は、様々な方法で作られることができ、そして未だ完全に理
解されていない成分の間の化学的相互作用又は化合物形成が存在してもよい。沈殿の好ま
しい方法は、共沈によるものであり; 好適には、NaOHを水溶液中のスズとジルコニウムと
の混合物に添加することによる。次に、この混合物を、白金塩の水溶液による含浸の前に
、特に、中程度の高い表面積( 典型的には95m 2 g -1) 及び狭い細孔サイズ分布( ほとん
どの細孔が約2nm の半径をもつ) をもつ粉末材料を作るために、乾燥させ、そして焼くこ
とができる。この含浸触媒を、再び、好適に乾燥させ、そして焼く。
【００１７】
　本発明は、さらに、気相において上記アルカンを含んで成る供給原料を本発明に係る触
媒上を通過させることを含むアルケンを形るためのアルカンの脱水素方法を提供する。本
触媒及び方法の利点を、以下の実施例中に示す。特に、本発明は、アルカンの酸化的脱水
素における触媒の使用を提供し、これにより再生前の延長された耐久性を達成する。
【００１８】
　本新規触媒を使用する方法は、酸化的脱水素反応として操作されるとき、特に有利であ
る。すなわち、本発明は、気相において上記アルカンを含む供給原料を本発明に係る触媒
上を酸素と混合して通過させることを含むアルケンを形るためのアルカンの酸化的脱水素
方法を包含する。この酸素は、それ自体として使用されることができるが、便利には、そ
れは、酸素含有ガス、特に空気の成分として使用される。
【００１９】
　新規触媒を使用する酸化的脱水素は、一般的に触媒を使用する添加スチームの不存在下
での酸化的脱水素について先に記載したように必要な変更を加えて、行われることができ
る。例えば、新規の触媒を使用する、添加スチームを伴った又は伴わない、酸化的脱水素
は、好ましくは、例えば、アルカンの、比較的高い空間速度、そして好ましくは、全体の
、例えば、イソブタンについて、1000～5000hr-1のGHSVの下で、行われる。
【００２０】
　好ましくは、新規の触媒を使用した酸化的脱水素は、断熱条件、特に熱的中性条件下で
操作される。供給原料中の酸素の量は、好ましくは、それ故、選ばれた他の操作条件下で
これを達成するように制御される。断熱条件下の操作は、直接的脱水素の欠点の多くを克
服する機会を提供する。好ましい態様においては、本発明の方法は: 
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　i)　作られた水素のいくらかと発熱反応させることによりその触媒床内で熱を提供し; 
　ii) 水素の消費により、所望の生成物を味方してその平衡をシフトさせることができ; 
そして、
　iii)　触媒失活の主要原因、すなわち、触媒の過剰還元及び炭素付着の、2 つを抑制す
る。
【００２１】
　酸素の濃度は、断熱条件において注意して制御されなければならない、そして酸素の量
が存在する水素の量に比べて化学量論的に下で維持されなければならない。酸素の量が注
意して制御されなければならないということを要求する2 つの主要な理由、第一に、作ら
れる不所望の生成物を部分的又は深い酸化のいずれかから回避すること、そして第二に、
大量の発熱により生じた過剰温度暴走を防止すること、が在る。
【００２２】
　所望により、新規触媒を使用した酸化的脱水素反応は、350 から550 ℃までの温度にお
いて、より好ましくは400 ～530 ℃、特に440 ～510 ℃の範囲内で、行われる。操作圧力
は、便利には、大気圧であるが、その圧力は、大気圧を超えて又は下回って操作されるこ
とができる。所望により、希釈ガスを使用することができる。但し、水素は、推奨されな
い。なぜなら、それは、消費されるであろうし、そして追加の工程コストとなるであろう
からである。
【００２３】
　本発明は新規の触媒を含むか否かにかかわらず、イソブタン酸化的脱水素に特に関連し
て本明細書中に記載されるけれども、本発明は、それに限定されるものと解釈されるべき
ではなく、そして一般的にアルカンに適用されることができ、そしてまた、新規の触媒は
、直接的脱水素において用途を見つけられることができる。にもかかわらず、酸化的脱水
素において最も大きな利益が生じると信じられる。アルカンは、普通には、2 ～15、好ま
しくは2 ～5 、特に3 又は4 の炭素原子を有する。このアルカンは、直鎖状であることが
できる。但し、好ましくは、それは、分枝状である。
【００２４】
　本発明を、添付の図面により説明する。これは、収率データを示す2 つのグラフであり
、そしてこれを以下の実施例中に記載する。
　本発明を、これから、以下の実施例を参照しながら記載する。
　従来技術においては、Pt及びSnは、普通にはAl2 O 3 上に支持され、Snの重さは、スズ
として測定して< 5%である(J C Hayes, US 4003852を参照のこと) 。ZrO 2 の使用に対す
るいくつかの文献(E Clippinger and B F Mulaskey, US 3864284; G J Antos, US 400382
6; J C Hayes, US 4003852) が在るが、その機能は、単に物理的支持のものであると請求
されている。
【実施例】
【００２５】
　　　　　　　　　　　　　　　実施例1 及び比較例1
　Pt-Sn/Al2 O 3 は、公知の炭化水素変換触媒であり、これは、例えば、C 2 -C20アルカ
ンの改質(T-H Chao et al US 5128300を参照のこと) 及び直接的脱水素(J W Jenkins, US
 3511888を参照のこと) のような反応に有効である。
　1%Pt-1%Sn/Al2 O 3 の( 質量による) 名目上の組成をもつ触媒を、γ- Al2 O 3 を、水
素・ヘキサクロロプラチネート(IV)( クロロ白金酸) と酸性化塩化スズ(II)との水性混合
物と、同時含浸させることにいより、(F C Wilhelm, US 3998900により記載されているよ
うな方法に従って) 調製した。得られた材料を乾燥(110℃; 空気; 24時間) させ、そして
焼いた(500℃; 空気; 2 時間) 。慣用には、少量の酸化スズはSnとして計量され且つ書か
れ、そしてより多量の、例えば、10% のものは、SnO 2 として計量され且つ書かれる。
【００２６】
　粉末サンプル(<150 μm 粒子直径) の充填床(1cm2 ) を断熱反応器内でテストした。比
較例1 において450 ℃における直接的脱水素活性の測定のために、50cm3 min -1の流速(G
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HSV = 3000hr-1; MHSV = 6dm3 hr-1g cat 
-1) における、非希釈イソブタンのガス速度を

使用した。モル変換( 全生成物に変換されたイソブタンの%)及び選択性( イソブテンに変
換されたイソブタンのモル数を全生成物に変換されたイソブタンのモル数で割ったもの) 
を、選ばれた炉/ ガス入口温度において時間の関数として記録し; モル収率を、以下の関
係: 
　　　　収率/% =　　変換/%　 x　選択性/%　
　　　　　　　　　　　　　 100
から計算した。
【００２７】
　酸化的脱水素を、熱的中性操作( すなわち、床温度 =　炉/ ガス入口温度) を確保する
ようにガス供給するのにちょうど十分な空気を添加することにより、実施例1 中で行った
。イソブタンの空間速度は、それ故、直接的脱水素の間のものと同一であった。再び、モ
ル変換及び選択性を時間の関数として記録した。
　操作の両方のモード( 直接的脱水素及び酸化的脱水素) において、その触媒は、イソブ
タン形成に向けての非常に高い選択性( > 95%)を示した。テストの最初の5 分間の間にの
み、不所望のクラッキング生成物( プロペン) のいくつかの兆候が在った。酸化モードに
おいて、形成したCO2 の量は、GC分析装置の検出限界のちょうど上にあり; COは、全く検
出されなかった。
【００２８】
　表1 中に示すように、直接的酸化脱水素活性は、最初の60分間の間、顕著に下降し; そ
の後、失活は、非常にゆるやかであった。活性における最初の損失は、吸熱反応が定常状
態に達したときの、新たな安定値に減少する床温度と一致した。
【００２９】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表1 
　　　　　　　　　　　　　　　 (比較例1)
　　　　　　　　　1%Pt-1%Sn/Al2 O 3 上の直接的脱水素
　　　　　　　　　経過時間/ 分　　　　イソブテン収率/%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450 ℃
　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　16.3
　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　15.4
　　　　　　　　　　　　55　　　　　　　　15.2
　　　　　　　　　　　 120　　　　　　　　15.1
　　　　　　　　　　　 300　　　　　　　　14.7
　　　　　　　　　　　1800　　　　　　　　--- 
---:　記録せず。
【００３０】
　触媒を450 ℃及び500 ℃における酸化的モードにおいてテストしたとき、反応は、その
酸素濃度が450 ℃において約3 又は4%に、そして500 ℃において約5.5%に達したとき熱的
に中性になった。450 ℃における最初の活性は、直接的脱水素のためのものよりも高かっ
た( 表1 と2 を比較のこと) 。このイソブテンの収率は、450 ℃におけるよりも500 ℃に
おいてより高い。
【００３１】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表2 
　　　　　　　　　　　　　　　 (実施例1)
　　　　　　　　　1%Pt-1%Sn/Al2 O 3 上の酸化的脱水素
　　　　　　　　　経過時間/ 分　　　　　　イソブテン収率/%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450 ℃　　　 500℃
　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　24.6　　　　 27.8 
　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　18.7　　　　 24.6 
　　　　　　　　　　　　55　　　　　　　　18.0　　　　 23.0 



(8) JP 4185024 B2 2008.11.19

10

20

30

40

50

　　　　　　　　　　　 100　　　　　　　　--- 　　　　 21.6 
　　　　　　　　　　　 180　　　　　　　　16.4　　　　 19.2 
　　　　　　　　　　　 300　　　　　　　　15.5　　　　 16.5 
　　　　　　　　　　　 400　　　　　　　　14.9　　　　 ---
【００３２】
　　　　　　　　　　　　　　　　実施例2 
　実施例1 及び比較例1 中に記載した触媒を、比較例1 中に記載した条件下で、450 ℃に
おいてイソブタンを脱水素するために使用した。イソブテンの収率は、空気をガス供給に
添加する前に、15% に下降した。次に触媒の活性を、ガス供給組成の関数として測定した
( 表3)。
【００３３】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表3 
　　　　　　　　　　　　　　　 (実施例1)
　 450℃における 1%Pt-1%Sn/Al 2 O 3 上でのイソブタンの酸化的脱水素
　　　　ガス供給中の　　　床温度　　　　イソブタン　　イソブテン
　　　　空気% 　　　　　　　　℃　　　　変換% 　　　　選択性% 
　　　　　70　　　　　　　 498　　　　　　24.0　　　　　 70 
　　　　　65　　　　　　　 488　　　　　　21.8　　　　　 78 
　　　　　55　　　　　　　 478　　　　　　20.0　　　　　 84 
　　　　　45　　　　　　　 468　　　　　　20.8　　　　　 85 
　　　　　35　　　　　　　 460　　　　　　19.5　　　　　 90 
　　　　　20　　　　　　　 450　　　　　　18.0　　　　　 95 
【００３４】
　高い空気濃度において、触媒床温度は、炉の温度を超え、そして主生成物は、イソブテ
ン及び二酸化炭素であった。空気の濃度がより低くなったとき、床温度は下降し、そして
イソブテンへの選択性が改善された。最適ガス組成がしだいに達成され、450 ℃において
留まる床温度をもたらした。但し、非常に少量の二酸化炭素が形成された。
【００３５】
　　　　　　　　　　　　　　　　実施例3 
　1%Pt-1%Sn/ZrO 2 ( 質量による、名目的組成) を、実施例1 及び比較例1 中に記載した
方法により調製した。但し、ジルコニアを、γ-Al 2 O 3 の代わりに置き換えた。触媒を
、実施例1 及び比較例1 中に記載したものと同一のテスト( イソブタン-GHSV = 3000hr-1

におけるもの) に供した。但し、酸化的及び直接的脱水素を、500 ℃及び450 ℃の両方に
おいて行った。
【００３６】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表4 
　　　　　　　　　1%Pt-1%Sn/ZrO 2 上の直接的脱水素
　　　　　　　　　経過時間/ 分　　　　　　イソブテン収率/%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450 ℃　　　 500℃
　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　15.7　　　　 29.2 
　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　15.2　　　　 25.7 
　　　　　　　　　　　　60　　　　　　　　15.1　　　　 25.4 
　　　　　　　　　　　 240　　　　　　　　14.5　　　　 23.6 
　　　　　　　　　　　 500　　　　　　　　--- 　　　　 22.4 
　　　　　　　　　　　1150　　　　　　　　13.4　　　　 ---　
　　　　　　　　　　　1380　　　　　　　　13.4　　　　 19.0 
　　　　　　　　　　　1500　　　　　　　　13.4　　　　 18.6 
　500 ℃における顕著な改善を見ることができる。
【００３７】
　酸化的モードにおいては、450 ℃における使用に比較して500 ℃において再び顕著な改
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善が在った。500 ℃において、ジルコニア含有触媒は、1%Pt-1%Sn/Al 2 O 3触媒を超える
改善された耐久性を示し( 表2 及び5)、イソブテンの収率は、(Pt-Sn/Al 2 O 3 について
の150 分間と比較して) テストの最初の185 分間の間20% を超えた。
【００３８】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表5 
　　　　　　　　　1%Pt-1%Sn/ZrO 2 上の酸化的脱水素
　　　　　　　　　経過時間/ 分　　　　　　イソブテン収率/%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450 ℃　　　 500℃
　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　19.6　　　　 31.6 
　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　18.3　　　　 29.0 
　　　　　　　　　　　　55　　　　　　　　17.8　　　　 26.5 
　　　　　　　　　　　 120　　　　　　　　15.2　　　　 23.1 
　　　　　　　　　　　 180　　　　　　　　14.6　　　　 20.0 
　　　　　　　　　　　 300　　　　　　　　14.0　　　　 18.0 
【００３９】
　　　　　　　　　　　　　実施例4 及び比較例2 
　1%Pt-1%Sn/10%ZrO 2 -Al 2 O 3　( 質量による、名目的組成) を、実施例1 及び比較例
1 中に記載した方法により調製した。但し、ZrO 2 -Al 2 O 3 を、Al 2 O 3の代わりに置
き換えた。この混合酸化物を、乾燥(110℃; 空気; 24時間) 及び焼き(500℃; 空気; 2 時
間) の前に、硝酸ジルコニウムの水溶液によりγ-Al 2 O 3 を含浸させることにより、作
った。( 実施例3 中の)ZrO 2を使用することにより得られた良好な耐久性は、Al 2 O 3を
添加することにより失われた。実施例3 のものと同一の条件下で500 ℃における酸化的テ
スト( 実施例4)の間、イソブテンの収率は、最初の85分間の経過中に30.0% から15.0% ま
で降下した。これは、アルミナの有害効果を示しており; この触媒は、本支持量の酸価ス
ズと酸化ジルコニウムとの混合物をもっていない。
【００４０】
　　　　　　　　　　　　　　　　実施例5 
　1%Pt/10%SnO 2 -ZrO 2( 質量による、名目的組成) を、沈殿剤として水性水酸化ナトリ
ウムを使用して、塩化スズ(IV)と水和ジルコニウム・オキシクロライドとの水性混合物か
らSnO 2 とZrO 2 とを共沈させることにより、調製した。この沈殿物を、乾燥(110℃; 空
気; 24時間) 及び焼き(500℃; 空気; 2 時間) の前に、十分に洗浄した。得られた酸化混
合物を、先の乾燥及び焼き段階を繰り返す前に、水性ジニトロジアミン白金(II)により含
浸させた。この触媒を、実施例3 中に記載した条件下でテストした。
【００４１】
　Snの増加重量は、直接的脱水素に有益ではなかったが、( 表5 と6 とを比較のこと) 酸
化的脱水素の間の改善された耐久性をもたらした。500 ℃において、イソブテンの収率は
、(1%Pt-1%Sn/ZrO 2についての185 分間と比較して) の最初の210 分間の間20% を超えた
。
【００４２】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表6 
　　　　　　　　　1%Pt/10%SnO 2 -ZrO 2上の酸化的脱水素
　　　　　　　　　経過時間/ 分　　　　　　イソブテン収率/%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450 ℃　　　 500℃
　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　17.1　　　　 28.2 
　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　18.4　　　　 28.7 
　　　　　　　　　　　　55　　　　　　　　18.2　　　　 27.6 
　　　　　　　　　　　 120　　　　　　　　16.5　　　　 24.2 
　　　　　　　　　　　 180　　　　　　　　14.8　　　　 21.3 
　　　　　　　　　　　 240　　　　　　　　--- 　　　　 18.7 
【００４３】
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　　　　　　　　　　　　　　　　実施例6 
　1%Pt/20%SnO 2 -ZrO 2( 質量による、名目的組成) を、実施例5 中に記載した方法によ
り調製し、そして実施例3 中に記載した条件下でテストした。再び、高いスズ重量から生
じた最も明瞭な有益性が450 ℃と500 ℃の両方における酸化的モードにおいて、明らかで
あった。このとき、失活の速度はさらに減少されていた( 表5 、6 及び7 を比較のこと）
。特に、( 収率> 15% の経過により測定されるような)450℃における耐久性は、(1%Pt-1%
Sn/Al 2 O 3 についての6 時間と比較して)24 時間を超えた; 図1 を参照のこと。
【００４４】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表7 
　　　　　　　　　1%Pt/20%SnO 2 -ZrO 2上の酸化的脱水素
　　　　　　　　　経過時間/ 分　　　　　　イソブテン収率/%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450 ℃　　　 500℃
　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　19.0　　　　 38.7 
　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　18.8　　　　 31.4 
　　　　　　　　　　　　55　　　　　　　　18.6　　　　 29.0 
　　　　　　　　　　　 180　　　　　　　　18.0　　　　 24.0 
　　　　　　　　　　　 300　　　　　　　　17.6　　　　 20.8 
　　　　　　　　　　　 400　　　　　　　　--- 　　　　 18.8 
　　　　　　　　　　　1260　　　　　　　　15.1　　　　 ---　
　　　　　　　　　　　1500　　　　　　　　14.9　　　　 ---　
【００４５】
　　　　　　　　　　　　　　　　実施例7 
　( 実施例6 中に記載したような)1%Pt/20%SnO 2 -ZrO 2 の新たなサンプルを、酸化的条
件下であるが、実施例1 ～6 及び比較例1 及び2 中で使用した空間速度の半分において、
処理した。
　このより低い空間速度( イソブタン-GHSV = 1500hr-1) において、触媒の失活は、より
ゆっくりになった。図2 が示すように、500 ℃におけるその最初の活性は、実施例6 中で
観察されるものと類似であるが、その収率は、( イソブタン-GHSV = 3000hr-1においてそ
の収率が20% を下回るのに要する時間である)5時間後にさえ25% を超えた。
【００４６】
　　　　　　　　　　　　　　　　比較例3 
　1%Pt/SnO2 ( 質量による、名目的な組成) を、乾燥(110℃; 空気; 24時間) 及び焼き(5
00℃; 空気; 2 時間) の前に、テトラアンミン白金(II)ヒドロキシドの水溶液によりSnO 

2 を含浸させることにより調製した。それを、実施例３中に記載した条件下でテストした
。この材料は、直接的脱水素(450℃において2.0%の最大収率) 及び酸化的脱水素(450℃に
おいて3.2%の最大収率) の両方について非常に弱い触媒であった。
【００４７】
　　　　　　　　　　　　　　　　実施例8 
　( 実施例6 中に記載したような)1%Pt/20%SnO 2 -ZrO 2 が直鎖状アルカンを脱水素する
能力を、実施例3 中に与えた手順を追従し、そして正ブタンによりイソブタンを置き換え
ることにより、テストした。直接的脱水素の間、不飽和生成物の最初の全体の収率は、26
% であったが( 生成物の選択性: 32% 1-ブテン、27% cis 2-ブテン、38% trans 2-ブテン
、2%ブタジエン) 、3 時間の間に14% に下降した。酸化的モードへのスイッチングの間、
いずれかの方法でその触媒を最初に再生することなく、その全体のい収率が回復し、ゆっ
くりと( さらに2 時間後25% までに) 下降する前に最大29% に達し; その生成物の分布は
、直接的脱水素の間に観察されたものと非常に類似していた。
【００４８】
　　　　　　　　　　　　　　　　実施例9 
　実施例8 中に記載したテストのシーケンスを、アルカン反応体としてプロパンを使用し
て繰り返した。直接的脱水素の間、プロペンの最初の収率は、19% であり;3時間後、それ
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は、12% に降下した。酸化的モードへのスイッチングの間、その収率は、19% に回復した
。その後、それは、次の4 時間の間、17% にゆっくりと降下した。
【００４９】
　本発明を、添付図1 及び2 中の様々な触媒についてグラフにより与えられた収率データ
によりさらに説明する。
【００５０】
図１: 
(a) 1%Pt/20%SnO 2 -ZrO 2; 
(b) 1%Pt-1%Sn/Al 2 O 3
上の、450 ℃におけるイソブタンの酸化的脱水素(GHSV = 3000hr-1) 。
図２: 
(a) 1%Pt/20%SnO 2 -ZrO 2; 
(b) 1%Pt/20%SnO 2 -ZrO 2; 
(c) 1%Pt-1%Sn/ZrO 2 ; 
(d) 1%Pt-1%Sn/Al 2 O 3
上の、500 ℃におけるイソブタンの酸化的脱水素。
ここで、(a) について、GHSV = 1500hr -1; (b) ～(d) について、3000hr -1 。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本図は、(a) 1%Pt/20%SnO 2 -ZrO 2; (b) 1%Pt-1%Sn/Al 2 O 3上の、450 ℃にお
けるイソブタンの酸化的脱水素(GHSV = 3000hr-1) を示す。
【図２】本図は、(a) 1%Pt/20%SnO 2 -ZrO 2; (b) 1%Pt/20%SnO 2 -ZrO 2; (c) 1%Pt-1%S
n/ZrO 2 ; (d) 1%Pt-1%Sn/Al 2 O 3上の、500 ℃におけるイソブタンの酸化的脱水素を示
す。ここで、(a) について、GHSV = 1500hr -1; (b) ～(d) について、3000hr -1 。

【図１】

【図２】



(12) JP 4185024 B2 2008.11.19

10

フロントページの続き

(72)発明者  スタニスロウ　エドムンド　ゴルンスキ
            イギリス国，リーディング　アールジー４　９アールアール，ソニング　コモン，ウィドモア　レ
            ーン　２
(72)発明者  ジョン　ウィリアム　ヘイス
            イギリス国，リーディング　アールジー４　９エヌディー，ソニング　コモン，エルム　コート　
            ５

    審査官  岡田　隆介

(56)参考文献  特開昭５８－２０５５４６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０１Ｊ　２１／００－３８／７４
              ＷＰＩ
              ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍ２）
              ＪＳＴＰｌｕｓ（ＪＤｒｅａｍ２）
              Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｄｉｒｅｃｔ


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

