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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも部分的な液相条件下で、そしてアルキル交換反応触媒の存在下に、ポリアルキ
ル化芳香族化合物をアルキル化可能な芳香族化合物と接触させてモノアルキル化芳香族化
合物を製造する工程を含む、モノアルキル化芳香族化合物を製造する方法であって、アル
キル交換反応触媒が、少なくとも
（ｉ）１２．４±０．２５、６．９±０．１５、３．５７±０．０７、及び３．４２±０
．０７オングストロームにおいてｄ－間隔極大点を含むＸ線回折パターンを有する第１の
結晶性モレキュラーシーブ、及び
（ｉｉ）第１のモレキュラーシーブとは異なり、そしてゼオライトベーター、ゼオライト
Ｙ、及びモルデナイトから選択される第２の結晶性モレキュラーシーブ、の混合物を含む
方法。
【請求項２】
第１の結晶性モレキュラーシーブが、ＭＣＭ－２２、ＭＣＭ－３６、ＭＣＭ－４９、及び
ＭＣＭ－５６から選択される、請求項1の方法。
【請求項３】
第２の結晶性モレキュラーシーブが、０．５ミクロン未満の平均結晶サイズを有するＴＥ
Ａ－モルデナイトを含む、請求項1の方法。
【請求項４】
アルキル交換反応触媒が、触媒中のモレキュラーシーブ物質の総重量に基づいて、１５乃
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至５０重量％の第１の結晶性モレキュラーシーブ、及び１５乃至５０重量％の第２の結晶
性モレキュラーシーブを含む、請求項1の方法。
【請求項５】
アルキル交換反応触媒が、少なくとも２種の異なる結晶性モレキュラーシーブの前記混合
物の同時押出しによって製造される、請求項１の方法。
【請求項６】
ポリアルキル化芳香族化合物のアルキル基が１乃至５個の炭素原子を有する、請求項１の
方法。
【請求項７】
ポリアルキル化芳香族化合物がポリイソプロピルベンゼンであり、そしてアルキル化可能
な芳香族化合物がベンゼンである、請求項１の方法。
【請求項８】
前記接触工程が、１００乃至２６０℃の温度、１０乃至５０バールｇ（１１００～５１０
０ｋＰａ）の圧力、全供給物に基づいて１乃至１０の重量空間速度、及び１：１乃至６：
１のベンゼン／ポリアルキル化ベンゼン重量比で行われる、請求項１の方法。
【請求項９】
モノアルキル化芳香族化合物を製造する方法であって、
（ａ）アルキル化触媒の存在下にアルキル化可能な芳香族化合物をアルキル化剤と接触さ
せて、前記モノアルキル化芳香族化合物とポリアルキル化芳香族化合物を含む生成物を提
供する工程、そして、その後
（ｂ）少なくとも部分的な液相条件下で、そしてアルキル交換反応触媒の存在下に、工程
（ａ）からのポリアルキル化芳香族化合物を前記アルキル化可能な芳香族化合物と接触さ
せてモノアルキル化芳香族化合物を製造する工程であって、アルキル交換反応触媒が、少
なくとも
（ｉ）１２．４±０．２５、６．９±０．１５、３．５７±０．０７、及び３．４２±０
．０７オングストロームにおいてｄ－間隔極大点を含むＸ線回折パターンを有する第１の
結晶性モレキュラーシーブ、及び
（ｉｉ）第１のモレキュラーシーブとは異なり、そしてゼオライトベーター、ゼオライト
Ｙ、及びモルデナイトから選択される第２の結晶性モレキュラーシーブ、の混合物を含む
工程、
を含む方法。
【請求項１０】
アルキル化工程（ａ）が、少なくとも部分的な液相条件下で行われる、請求９の方法。
【請求項１１】
アルキル化剤が、１乃至５個の炭素原子を有するアルキル化脂肪族基を含む、請求項１０
の方法。
【請求項１２】
アルキル化剤がプロピレンであり、そしてアルキル化可能な芳香族化合物がベンゼンであ
る、請求項９の方法。
【請求項１３】
工程（ａ）のアルキル化触媒が、ＭＣＭ－２２、ＭＣＭ－４９、ＭＣＭ－５６、及びゼオ
ライトベーターから選択される、請求項９の方法。
【請求項１４】
工程（ｂ）のアルキル交換反応触媒の第１の結晶性モレキュラーシーブが、ＭＣＭ－２２
、ＭＣＭ－３６、ＭＣＭ－４９、及びＭＣＭ－５６から選択される、請求項９の方法。
【請求項１５】
工程（ｂ）のアルキル交換反応触媒の第２の結晶性モレキュラーシーブが、０．５ミクロ
ン未満の平均結晶サイズを有するＴＥＡ－モルデナイトを含む、請求項９の方法。
【請求項１６】
工程（ｂ）のアルキル交換反応触媒が、触媒中のモレキュラーシーブ物質の総重量に基づ
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いて、１５乃至５０重量％の第１の結晶性モレキュラーシーブ、及び１５乃至５０重量％
の第２の結晶性モレキュラーシーブを含む、請求項９の方法。
【請求項１７】
クメンを製造する方法であって、
（ａ）少なくとも部分的な液相条件下で、そしてアルキル化触媒の存在下にベンゼンをプ
ロピレンと接触させて、クメンとポリイソプロピルベンゼン類を含む生成物を提供する工
程、そして、その後
（ｂ）少なくとも部分的な液相条件下で、そしてアルキル交換反応触媒の存在下に、工程
（ａ）からのポリイソプロピルベンゼン類をベンゼンと接触させてクメンをさらに製造す
る工程であって、アルキル交換反応触媒が、少なくとも
（ｉ）１２．４±０．２５、６．９±０．１５、３．５７±０．０７、及び３．４２±０
．０７オングストロームにおいてｄ－間隔極大点を含むＸ線回折パターンを有する第１の
結晶性モレキュラーシーブ、及び
（ｉｉ）第１のモレキュラーシーブとは異なり、そしてゼオライトベーター、ゼオライト
Ｙ、及びモルデナイトから選択される第２の結晶性モレキュラーシーブ、の混合物を含む
工程、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の背景
本発明は、アルキル芳香族化合物、特に、エチルベンゼンとクメン、を製造する方法に関
する。
【０００２】
エチルベンゼン及びクメンは、それぞれ、スチレンモノマーの製造及びフェノールとアセ
トンの同時製造用に工業的に使用されている高価な化学製品である。エチルベンゼンは、
かなりの数の異なる化学的プロセスによって製造することができるが、かなりの程度の商
業的成功を達成した１つのプロセスは、固体酸性ＺＳＭ－５ゼオライト触媒の存在下のエ
チレンによるベンゼンの蒸気相アルキル化である。そのようなエチルベンゼン製造プロセ
スの例は、米国特許第３，７５１，５０４号（Ｋｅｏｗｎ）、第４，５４７，６０５号（
Ｋｒｅｓｇｅ）、及び第４，０１６，２１８号（Ｈａａｇ）中に記載されている。
【０００３】
より最近になって、ベンゼンとエチレンからエチルベンゼンを製造するための液相プロセ
スに焦点が向けられた。なぜならば、液相プロセスは、それらの蒸気相プロセスよりも低
い温度で行われ、そして従って副生成物のより低い収率をもたらす傾向を有するからであ
る。例えば、米国特許第４，８９１，４５８号は、ゼオライトベーターを使用するエチル
ベンゼンの液相合成を記載し、一方、米国特許第５，３３４，７９５号は、エチルベンゼ
ンの液相合成におけるＭＣＭ－２２の使用を記載する。
【０００４】
クメンは、長年の間、フリーデル－クラフツ触媒、特に固体燐酸又は塩化アルミニウム、
上でのプロピレンによるベンゼンの液相アルキル化によって商業的に製造されてきた。し
かしながら、より最近になって、ゼオライトに基づく触媒系が、クメンへのベンゼンのプ
ロピル化に対してより活性で選択的であることが判明した。例えば、米国特許第４，９９
２，６０６号は、プロピレンによるベンゼンの液相アルキル化におけるＭＣＭ－２２の使
用を記載している。
【０００５】
エチルベンゼン及びクメンを製造するための既存のアルキル化プロセスは、本来、ポリア
ルキル化種並びに所望のモノアルキル化生成物を製造する。従って、ポリアルキル化種を
アルキル化反応器に再循環させるか、又は、より頻繁には、ポリアルキル化種を別個のア
ルキル交換反応反応器に供給することによって、追加のエチルベンゼン又はクメンを製造
するために、ポリアルキル化種をベンゼンでアルキル交換反応を行なうことが通常である
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。ポリエチルベンゼン類及びポリイソプロピルベンゼン類のようなポリアルキル化種のア
ルキル交換反応における使用のために提案されている触媒の例は、米国特許第５，５５７
，０２４号中に挙げられており、そしてＭＣＭ－４９、ＭＣＭ－２２、ＰＳＨ－３、ＳＳ
Ｚ－２５、ゼオライトＸ、ゼオライトＹ、ゼオライトベーター、酸脱アルミニウム化モル
デナイト（ａｃｉｄ　ｄｅａｌｕｍｉｎｉｚｅｄ　ｍｏｒｄｅｎｉｔｅ）、及びＴＥＡ－
モルデナイトを含む。小結晶（＜０．５ミクロン）形態のＴＥＡ－モルデナイト上のアル
キル交換反応も、１９９９年５月４日に出願された米国特許出願番号０９／３０５，０１
９中に開示されている。
【０００６】
アルキル化工程が液相中で行われる場合、アルキル交換反応工程を液相条件下で行うこと
も望ましい。しかしながら、比較的低い温度で行うことによって、特に、嵩高の大きいポ
リアルキル化種が望ましくない副生成物を製造することなく追加のモノアルキル化生成物
に転化されなければならないアルキル交換反応工程において、液相プロセスは触媒に対し
て増大した要求を課す。これは、既存の触媒が望ましい活性を欠いていたか、又はエチル
ベンゼン及びｎ－プロピルベンゼンのような副生成物のかなりの量の製造をもたらしたク
メン製造の場合において重大な問題を示した。
【０００７】
本発明によれば、特定の混合触媒系が、液相アルキル交換反応触媒として、特にポリイソ
プロピルベンゼン類のクメンへの液相アルキル交換反応のために、使用されたとき、活性
と選択性の特異な組み合わせを有することが、今や予測外にも判明した。
【０００８】
発明の概要
本発明の１つの面によれば、少なくとも部分的な液相条件下で、そしてアルキル交換反応
触媒の存在下に、ポリアルキル化芳香族化合物をアルキル化可能な芳香族化合物と接触さ
せてモノアルキル化芳香族化合物を製造する工程を含む、モノアルキル化芳香族化合物を
製造する方法であって、アルキル交換反応触媒が、少なくとも２種の異なる結晶性モレキ
ュラーシーブの混合物を含み、前記モレキュラーシーブの各々が、ゼオライトベーター、
ゼオライトＹ、モルデナイト、並びに１２．４±０．２５、６．９±０．１５、３．５７
±０．０７、及び３．４２±０．０７オングストロームにおいてｄ－間隔極大点（ｄ－ｓ
ｐａｃｉｎｇ　ｍａｘｉｍａ）を含むＸ線回折パターンを有する物質から選択される、方
法が提供される。
【０００９】
好ましくは、前記アルキル交換反応触媒は、少なくとも、
（ｉ）１２．４±０．２５、６．９±０．１５、３．５７±０．０７、及び３．４２±０
．０７オングストロームにおいてｄ－間隔極大点を含むＸ線回折パターンを有する第１の
結晶性モレキュラーシーブ、及び
（ｉｉ）第１のモレキュラーシーブとは異なり、そしてゼオライトベーター、ゼオライト
Ｙ、及びモルデナイトから選択される第２の結晶性モレキュラーシーブ、の混合物を含む
。
【００１０】
好ましくは第１の結晶性モレキュラーシーブは、ＭＣＭ－２２、ＭＣＭ－３６、ＭＣＭ－
４９、及びＭＣＭ－５６から選択される。
【００１１】
好ましくは第２の結晶性モレキュラーシーブは、０．５ミクロン未満の平均結晶サイズを
有するＴＥＡ－モルデナイトである。
【００１２】
好ましくは、ポリアルキル化芳香族化合物のアルキル基は、１乃至５個の炭素原子を有す
る。
【００１３】
別の面において、本発明は、モノアルキル化芳香族化合物を製造する方法であって、
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（ａ）アルキル化触媒の存在下にアルキル化可能な芳香族化合物をアルキル化剤と接触さ
せて、前記モノアルキル化芳香族化合物とポリアルキル化芳香族化合物を含む生成物を提
供する工程、そして、その後
（ｂ）少なくとも部分的な液相条件下で、そしてアルキル交換反応触媒の存在下に、工程
（ａ）からのポリアルキル化芳香族化合物を前記アルキル化可能な芳香族化合物と接触さ
せてモノアルキル化芳香族化合物を製造する工程であって、アルキル交換反応触媒が、少
なくとも２種の異なる結晶性モレキュラーシーブの混合物を含み、前記モレキュラーシー
ブの各々が、ゼオライトベーター、ゼオライトＹ、モルデナイト、並びに１２．４±０．
２５、６．９±０．１５、３．５７±０．０７、及び３．４２±０．０７オングストロー
ムにおいてｄ－間隔極大点を含むＸ線回折パターンを有する物質から選択される工程、
を含む方法にある。
【００１４】
好ましくは、アルキル化工程（ａ）は、少なくとも部分的な液相条件下で行われる。
【００１５】
好ましくは、アルキル化剤は、１乃至５個の炭素原子を有するアルキル化脂肪族基を含む
。
【００１６】
好ましくは、アルキル化剤はエチレン又はプロピレンであり、そしてアルキル化可能な芳
香族化合物はベンゼンである。
【００１７】
好ましくは、工程（ａ）のアルキル化触媒は、ＭＣＭ－２２、ＭＣＭ－４９、ＭＣＭ－５
６、及びゼオライトベーターから選択される。
【００１８】
発明の詳細な説明
本発明は、特別の混合アルキル交換反応触媒上での、ポリアルキル化誘導体のアルキル化
可能な化合物、特にベンゼンとの液相アルキル交換反応による、モノアルキル化芳香族化
合物、特にエチルベンゼン及びクメンの製造方法に関する。より特別には、本発明は、液
相アルキル交換反応工程がアルキル化工程に続く方法に関し、アルキル化工程もまた液相
中で行うことができ、そこでアルキル化可能な化合物を、アルキル化剤、特にエチレン及
びプロピレンと反応させ、必要なモノアルキル化芳香族最終生成物とポリアルキル化誘導
体を製造させ、ポリアルキル化誘導体を分離してアルキル交換反応工程に供給する。
【００１９】
本発明において有用なアルキル化可能な化合物についての言及において「芳香族化合物」
という用語は、アルキル置換及び未置換の単核及び多核の化合物を含む、その技術分野に
おいて認識されている範囲に従って理解されなければならない。ヘテロ原子を有する芳香
族の特性の化合物も、それらが選択された反応条件下で触媒毒として作用しない限りは、
有用である。
【００２０】
本発明においてアルキル化できる置換芳香族化合物は、芳香族核に直接的に結合した少な
くとも１つの水素原子を有していなければならない。芳香族環は、１つ以上のアルキル、
アリール、アルカリール、アルコキシ、アリールオキシ、シクロアルキル、ハリド、及び
／又はアルキル化反応を妨害しないその他の基で置換することができる。
【００２１】
適する芳香族炭化水素は、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、ナフタセン、ペリレン
、コロネン及びフェナントレンを含み、ベンゼンが好ましい。
【００２２】
一般的に、芳香族化合物上に置換基として存在できるアルキル基は、１乃至約２２個の炭
素原子を含み、通常は約１乃至８個の炭素原子を含み、そして最も通常は約１乃至４個の
炭素原子を含む。
【００２３】
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適するアルキル置換芳香族化合物は、トルエン、キシレン、イソプロピルベンゼン、ノル
マルプロピルベンゼン、α－メチルナフタレン、エチルベンゼン、メシチレン、ズレン、
シメン、ブチルベンゼン、プソイドクメン、ｏ－ジエチルベンゼン、ｍ－ジエチルベンゼ
ン、ｐ－ジエチルベンゼン、イソアミルベンゼン、イソヘキシルベンゼン、ペンタエチル
ベンゼン、ペンタメチルベンゼン；１，２，３，４－テトラエチルベンゼン；１，２，３
，５－テトラメチルベンゼン；１，２，４－トリエチルベンゼン；１，２，３－トリメチ
ルベンゼン、ｍ－ブチルトルエン；ｐ－ブチルトルエン；３，５－ジエチルトルエン；ｏ
－エチルトルエン；ｐ－エチルトルエン；ｍ－プロピルトルエン；４－エチル－ｍ－キシ
レン；ジメチルナフタレン；エチルナフタレン；２，３－ジメチルアントラセン；９－エ
チルアントラセン；２－メチルアントラセン；ｏ－メチルアントラセン；９，１０－ジメ
チルフェナントレン；及び３－メチル－フェナントレンを含む。より高分子量のアルキル
芳香族炭化水素も出発材料として使用することができ、そして芳香族炭化水素のオレフィ
ンオリゴマーによるアルキル化によって製造されたもののような芳香族炭化水素を含む。
そのような生成物は本技術分野においてしばしばアルキレートと呼ばれ、ヘキシルベンゼ
ン、ノニルベンゼン、ドデシルベンゼン、ペンタデシルベンゼン、ヘキシルトルエン、ノ
ニルトルエン、ドデシルトルエン、ペンタデシルトルエン、その他を含む。非常にしばし
ば、アルキレートは、芳香族核に結合したアルキル基のサイズが約Ｃ６から約Ｃ１２まで
変化する高沸点留分として得られる。クメン又はエチルベンゼンが所望の生成物である場
合、本発明の方法は、許容可能なほど少ないキシレンのような副生成物しか製造しない。
そのような例におけるキシレン類の生成量は約５００ｐｐｍ未満であり得る。
【００２４】
かなりの量のベンゼン、トルエン、及び／又はキシレンを含む改質油は、本発明のアルキ
ル化プロセス用の特に有用な供給物を構成する。
【００２５】
本発明の方法において有用なアルキル化剤は、一般的に、アルキル化可能な芳香族化合物
と反応することができる１つ以上の利用可能なアルキル化脂肪族基を有する脂肪族又は芳
香族の有機化合物を含み、好ましくはアルキル化基は１乃至５個の炭素原子を有するアル
キル化基を有する。適するアルキル化剤の例は、エチレン、プロピレン、ブテン類、及び
ペンテン類のようなオレフィン；メタノール、エタノール、プロパノール類、ブタノール
類、及びペンタノール類のようなアルコール（モノアルコール、ジアルコール、トリアル
コール、その他を含む）；ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド
、ブチルアルデヒド、及びｎ－バレルアルデヒドのようなアルデヒド；及び塩化メチル、
塩化エチル、塩化プロピル類、塩化ブチル類、及び塩化ペンチル類のようなハロゲン化ア
ルキル、などである。
【００２６】
軽質オレフィンの混合物は本発明のアルキル化プロセスにおけるアルキル化剤として特に
有用である。従って、様々な精油所流れ、例えば、燃料ガス、エチレン、プロピレン、そ
の他を含むガスプラント排ガス、軽質オレフィンを含むナフサ分解器排ガス、精油所ＦＣ
Ｃプロパン／プロピレン流れ、その他の主要な成分であるエチレン、プロピレン、ブテン
類、及び／又はペンテン類の混合物は、本発明における有用なアルキル化剤である。例え
ば、典型的なＦＣＣ軽質オレフィン流れは、以下の組成を有する：
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【００２７】
本発明の方法から得ることができる反応生成物は、ベンゼンとエチレンの反応からのエチ
ルベンゼン、ベンゼンとプロピレンの反応からのクメン、トルエンとエチレンの反応から
のエチルトルエン、トルエンとプロピレンの反応からのシメン類、及びベンゼンとｎ－ブ
テンの反応からのｓｅｃ－ブチルベンゼンを含む。好ましくは、本発明の方法は、ベンゼ
ンのプロピレンによるアルキル化、それに続くポリイソプロピルベンゼン副生成物の追加
のベンゼンによるアルキル交換反応によるクメンの製造に関する。
【００２８】
本発明のアルキル化方法は、有機反応体、即ち、アルキル化可能な芳香族化合物及びアル
キル化剤が、有効なアルキル化条件下で、例えば、触媒組成物の固定床を含む流れ反応器
（ｆｌｏｗ　ｒｅａｃｔｏｒ）中のような適切な反応領域中において、アルキル化触媒と
接触させられるように行われる。そのような条件は、約０℃乃至約５００℃、好ましくは
約５０℃乃至約２５０℃の温度、約０．２乃至約２５０気圧、好ましくは約５乃至約１０
０気圧の圧力、約０．１：１乃至約５０：１、好ましくは約０．５：１乃至約１０：１で
よいアルキル化可能な芳香族化合物対アルキル化剤のモル比、及び約０．１乃至５００時
間－１、好ましくは０．５乃至１００時間－１の供給物重量空間速度（ｆｅｅｄ　ｗｅｉ
ｇｈｔ　ｈｏｕｒｌｙ　ｓｐａｃｅ　ｖｅｌｏｃｉｔｙ）（ＷＨＳＶ）を含む。
【００２９】
反応体は蒸気相又は部分的に又は完全に液相でよく、そして混ぜ物のないもの（即ち、他
の物質との意図的な混合や希釈が行われていないもの）でよく、又はそれらは、例えば、
水素又は窒素のようなキャリヤーガス又は希釈剤の補助によってゼオライト触媒組成物と
接触させてもよい。
【００３０】
エチルベンゼンを製造するためにベンゼンがエチレンでアルキル化される場合、アルキル
化反応は、好ましくは、液相中において、３００乃至６００°Ｆ（約１５０℃乃至３１６
℃）、より好ましくは４００°Ｆ乃至５００°Ｆ（約２０５℃乃至２６０℃）の温度、約
３０００ｐｓｉｇ（２０８７５ｋＰａ）まで、より好ましくは４００乃至８００ｐｓｉｇ
（２８６０乃至５６００ｋＰａ）の圧力、エチレン供給物に基づいて、約０．１乃至２０
ＷＨＳＶ、より好ましくは１乃至６ＷＨＳＶの空間速度、及び１：１乃至３０：１、より
好ましくは約１：１乃至１０：１のアルキル化反応器中のベンゼン対エチレンのモル比を
含む条件下で、行われる。
【００３１】
クメンを製造するためにベンゼンをプロピレンでアルキル化する場合、この反応も、約２
５０℃まで、例えば約１５０℃まで、例えば約１０℃乃至約１２５℃の温度、約２５０気
圧以下、例えば約１乃至約３０気圧の圧力、及び約５時間－１乃至約２５０時間－１、好
ましくは５時間－１乃至５０時間－１の芳香族炭化水素重量空間速度（ＷＨＳＶ）を含む
液相条件下で行うことができる。
【００３２】
アルキル化触媒は、好ましくはＭＣＭ－２２（米国特許第４，９５４，３２５号中に詳細
に記載されている）、ＭＣＭ－４９（米国特許第５，２３６，５７５号中に詳細に記載さ
れている）、ＭＣＭ－５６（米国特許第５，３６２，６９７号中に詳細に記載されている
）、及びゼオライトベーター（米国特許第３，３０８，０６９号中に詳細に記載されてい
る）から選択される結晶性モレキュラーシーブである。モレキュラーシーブは、最終のア
ルキル化触媒が２乃至８０重量％のシーブを含むように、従来的方法でアルミナのような
酸化物結合剤と組み合わせることができる。
【００３３】
アルキル化反応器流出物は、過剰分の芳香族供給物、モノアルキル化生成物、ポリアルキ
ル化生成物、及び様々な不純物を含む。芳香族供給物は蒸留によって回収され、そしてア
ルキル化反応器に再循環される。非反応性の不純物をループから除去するために、通常少
量のブリード（ｂｌｅｅｄ）が再循環流れから取り出される。ベンゼン蒸留からの残渣を
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さらに蒸留して、モノアルキル化生成物をポリアルキル化生成物及びその他の重質分から
分離する。
【００３４】
アルキル化反応器流出物から分離されたポリアルキル化生成物を、アルキル化反応器とは
別個のアルキル交換反応反応器中において適するアルキル交換反応触媒上で追加の芳香族
供給物と反応させる。本発明によれば、アルキル交換反応触媒は、少なくとも２種の異な
る結晶性モレキュラーシーブの混合物であり、前記モレキュラーシーブの各々が、ゼオラ
イトベーター、ゼオライトＹ、モルデナイト、並びに１２．４±０．２５、６．９±０．
１５、３．５７±０．０７、及び３．４２±０．０７オングストロームにおいてｄ－間隔
極大点を含むＸ線回折パターンを有するさらなる物質から選択される。
【００３５】
本発明の混合アルキル交換反応触媒の前記のさらなる物質を特徴付けるために使用される
Ｘ線回折データは、入射放射として銅のＫ－α二重線並びに収集装置としてシンチレーシ
ョンカウンター及び関連するコンピューターを備えた回折計を使用する標準的技術によっ
て得られる。必要なＸ線回折線を有する物質は、ＭＣＭ－２２（米国特許第４，９５４，
３２５号に記載されている）、ＰＳＨ－３（米国特許第４，４３９，４０９号に記載され
ている）、ＳＳＺ－２５（米国特許第４，８２６，６６７号に記載されている）、ＭＣＭ
－３６（米国特許第５，２５０，２７７号に記載されている）、ＭＣＭ－４９（米国特許
第５，２３６，５７５号に記載されている）、及びＭＣＭ－５６（米国特許第５，３６２
，６９７号に記載されている）を含み、ＭＣＭ－２２が特に好ましい。
好ましくは、アルキル交換反応触媒は、少なくとも、
（ｉ）１２．４±０．２５、６．９±０．１５、３．５７±０．０７、及び３．４２±０
．０７オングストロームにおいてｄ－間隔極大点を含むＸ線回折パターンを有する第１の
結晶性モレキュラーシーブ並びに
（ｉｉ）第１のモレキュラーシーブとは異なり、そしてゼオライトベーター、ゼオライト
Ｙ、及びモルデナイトから選択される第２の結晶性モレキュラーシーブの混合物を含む。
【００３６】
ゼオライトベーターは米国特許第３，３０８，０６９号中に開示されている。ゼオライト
Ｙ及びモルデナイトは天然産であるが、米国特許第３，４４９，０７０号中に開示されて
いるウルトラステーブル（Ｕｌｔｒａｓｔａｂｌｅ）Ｙ（ＵＳＹ）、米国特許第４，４１
５，４３８号中に開示されている希土類交換（Ｒａｒｅ　ｅａｒｔｈ　ｅｘｃｈａｎｇｅ
ｄ）Ｙ（ＲＥＹ）、及び米国特許第３，７６６，０９３号及び第３，８９４，１０４号中
に開示されているＴＥＡ－モルデナイト[即ち、テトラエチルアンモニウム指示剤（ｄｉ
ｒｅｃｔｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）を含む反応混合物から調製された合成モルデナイト]のよ
うな、それらの合成形態の１つで使用されてもよい。しかしながら、ＴＥＡ－モルデナイ
トの場合、これらの特許に記載された特定の合成方法は、１ミクロンより大きい、典型的
には約５乃至１０ミクロンのサイズを有する主に大きい結晶から成るモルデナイト生成物
の製造をもたらす。得られるＴＥＡ－モルデナイトが０．５ミクロン未満の平均結晶サイ
ズを有するように合成を制御することによって、液相の芳香族化合物のアルキル交換反応
に対して著しく改善された活性を有する触媒がもたらされることが判明した。
【００３７】
必要な小結晶のＴＥＡ－モルデナイトは、以下の範囲内のモル組成を有する合成混合物か
らの結晶化によって製造することができる：

【００３８】
結晶化は、９０乃至２００℃の温度において６乃至１８０時間行われる。
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【００３９】
本発明の混合アルキル交換反応触媒は、触媒中のモレキュラーシーブ物質の総重量に基づ
いて、好ましくは、約１０乃至約７５重量％、そしてより好ましくは約１５乃至約５０重
量％、の第１の結晶性モレキュラーシーブ、及び約１０乃至約７５重量％、そしてより好
ましくは約１５乃至約５０重量％、の第２の結晶性モレキュラーシーブを含む。
【００４０】
本発明の混合アルキル交換反応触媒は、また、無機酸化物物質と複合体化されるマトリッ
クス又は結合剤も含んでもよい。そのようなマトリックス物質は、クレー、シリカ、及び
／又は金属酸化物のような無機物質と同様に合成又は天然産の物質を含む。前者は、天然
産でも、又はシリカ及び金属酸化物の混合物を含むゼラチン状析出物又はゲルの形態でよ
い。無機酸化物物質と複合体化されてもよい天然産のクレーは、モンモリロナイト及びカ
オリンの族のものを含み、これらの族はスベントナイト類（ｓｕｂｂｅｎｔｏｎｉｔｅｓ
）、及びディキシー（Ｄｉｘｉｅ）、マクナミー（ＭｃＮａｍｅｅ）、ジョージア（Ｇｅ
ｏｒｇｉａ）及びフロリダ（Ｆｌｏｒｉｄａ）クレーとして一般的に知られているカオリ
ン類又は主要な鉱物成分がハロイサイト、カオリナイト、ディッカイト、ナクライト、又
はアナウキサイトであるその他のものを含む。そのようなクレーは、採掘されたままの未
処理の状態で使用することができ、又は初めに焼成、酸処理、又は化学的改質を施すこと
ができる。
【００４１】
前述の物質に加えて、本発明において使用される無機酸化物物質は、シリカ、アルミナ、
ジルコニア、チタニア、シリカ－アルミナ、シリカ－マグネシア、シリカ－ジルコニア、
シリカ－トリア、シリカ－ベリリア、シリカ－チタニアのような多孔質マトリックス物質
並びにシリカ－アルミナ－トリア、シリカ－アルミナ－ジルコニア、シリカ－アルミナ－
マグネシア、及びシリカ－マグネシア－ジルコニアのような３成分系組成物と複合体化す
ることができる。マトリックスは共ゲル（ｃｏｇｅｌ）の形態でよい。これらの成分の混
合物も使用できた。
【００４２】
無機酸化物物質と結合剤の相対比率は広範囲に変化し、無機酸化物物質含有率は触媒全体
の約１乃至約９０重量％の範囲内であり、より一般的には約３０乃至約８０重量％の範囲
内である。
【００４３】
本発明の混合アルキル交換反応触媒は、触媒粒子の形成の前に異なるモレキュラーシーブ
成分を物理的に混合するか、異なるモレキュラーシーブ成分を含む別々の触媒粒子を混合
することによって製造することができ、又は異なるモレキュラーシーブ成分を、通常は結
合剤と共に、同時押出しすることによって製造することができる。
【００４４】
本発明のアルキル交換反応は、追加のモノアルキル化生成物を製造するためにポリアルキ
ル化芳香族化合物を追加の芳香族供給物と反応させるような少なくとも部分的な液相条件
下で行われる。適するアルキル交換反応条件は、１００乃至２６０℃の温度、１０乃至５
０バールｇ（１１００～５１００ｋＰａ）の圧力、全供給物に基づいて１乃至１０の重量
空間速度、及び１：１乃至６：１のベンゼン／ポリアルキル化ベンゼン重量比を含む。
【００４５】
ポリアルキル化芳香族がポリエチルベンゼン類であり、エチルベンゼンを製造するために
ベンゼンと反応させる場合、アルキル交換反応条件は、好ましくは、２２０乃至２６０℃
の温度、２０乃至３０バールｇの圧力、全供給物に基づいて２乃至６の重量空間速度、及
び２：１乃至６：１のベンゼン／ＰＥＢ重量比を含む。
【００４６】
ポリアルキル化芳香族化合物がポリイソプロピルベンゼン類であり、クメンを製造するた
めにベンゼンと反応させる場合、アルキル交換反応条件は、好ましくは、１００乃至２０
０℃の温度、２０乃至３０バールｇの圧力、全供給物に基づいて１乃至１０の重量空間速
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度、及び１：１乃至６：１のベンゼン／ＰＩＰＢ重量比を含む。
【００４７】
アルキル交換反応反応器からの流出物をアルキル化反応器流出物とブレンドし、所望のモ
ノアルキル化生成物を分離するために組み合わされた流れを蒸留する。
【００４８】
本発明を、以下の実施例を参照して説明する。
【００４９】
実施例１　供給物の調製
ベンゼン（薬品グレード）及びポリイソプロピルベンゼン（商業的クメン装置から得られ
たもの）を活性アルミナ上のパーコレーションによって精製した。精製されたベンゼンと
ポリイソプロピルベンゼンを２：１の重量比率で混合し、そして窒素雰囲気下に貯蔵した
。この供給物のＧＣ分析は、以下の重量組成を示した：
軽質成分　　　　　　　　　　　　０．０１１
ベンゼン　　　　　　　　　　　６５．６２８
トルエン　　　　　　　　　　　　０．０１０
クメン　　　　　　　　　　　　　０．０７８
ｍ－ジイソプロピルベンゼン　　　８．５２０
ｏ－ジイソプロピルベンゼン　　　１．３２７
ｐ－ジイソプロピルベンゼン　　　３．２９８
その他のＣ１２芳香族化合物　　　０．７８９
Ｃ１５芳香族化合物　　　　　　　０．３３８
合計、重量％　　　　　　　　１００．０００
【００５０】
実施例２　ゼオライトベーター上のベンゼン／ポリイソプロピルベンゼンのアルキル交換
反応によるクメンの合成
２．０ｇのゼオライトベーター（３５％のＡｌ２Ｏ３結合剤を有する１／１６インチ（１
．６ｍｍ）の直径の押出し物を１／１６インチ（１．６ｍｍ）の長さに切ったもの）を実
施例１の供給物のアルキル交換反応に使用した。触媒を砂で５．５ｃｃまで希釈し、恒温
の、順流、３／８インチ（９．５ｍｍ）外側直径の固定床反応器に装填した。触媒を、１
００ｃｃ／分でＮ２を流しながら１２５℃及び大気圧で２時間乾燥させた。Ｎ２を止め、
そして反応器圧力をグローブローダー（ｇｒｏｖｅ　ｌｏａｄｅｒ）によって３００ｐｓ
ｉｇ（２１７０ｋＰａ）に設定した。実施例１に記載した供給物を６０ｃｃ／時間で１時
間反応器に導入し、その後（触媒総重量に基づいて）２．０の全ＷＨＳＶで反応器に導入
した。供給物の初期の高い流れの間に、反応器温度を５℃／分の勾配で１８０℃まで上昇
させた。ライニングアウト（ｌｉｎｉｎｇ　ｏｕｔ）後、液体生成物はコールドトラップ
中に回集され、そしてＨＰ　５８９０　ＧＣを使用してオフラインで分析された。２．０
ＷＨＳＶにおけるジイソプロピルベンゼン（ＤＩＰＢ）の転化率は５５％であった。触媒
を２．２と２．４のＷＨＳＶにおいてそれ以外は同一の条件下でさらに試験したが、それ
ぞれ５３％と５０％のＤＩＰＢ転化率が得られた。５０％のＤＩＰＢ転化率における触媒
性能を表１に示す。
【００５１】
実施例３　ＭＣＭ－２２上のベンゼン／ポリイソプロピルベンゼンのアルキル交換反応に
よるクメンの合成
２．５ｇのＭＣＭ－２２（３５％のＡｌ２Ｏ３結合剤を有しそして１／１６インチ（１．
６ｍｍ）の長さに切られた１／１６インチ（１．６ｍｍ）の直径の押出し物）を実施例１
の供給物のアルキル交換反応に使用した。触媒を砂で７ｃｃまで希釈し、そして反応器に
装填した。触媒を実施例２に記載したのと同じ方法で２．０と１．１のＷＨＳＶで試験し
、ＤＩＰＢ転化率はそれぞれ３０％及び５０％であった。５０％のＤＩＰＢ転化率におけ
る触媒性能を表１に示す。
【００５２】
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実施例４　ＴＥＡ－モルデナイト上のベンゼン／ポリイソプロピルベンゼンのアルキル交
換反応によるクメンの合成
ＴＥＡ－モルデナイトを、水、硫酸アルミニウム溶液、水酸化ナトリウム、及び臭化テト
ラエチルアンモニウムから成り、以下のモル組成（アルミナ＝１に基づく）を有する合成
混合物から調製した：
シリカ　　＝　　３９．７
Ｎａ２Ｏ　＝　　　７．３
ＳＯ４

＝　＝　　　２．９
ＴＥＡ　　＝　　１２．３
水　　　　＝　　３７０
【００５３】
この合成混合物を１４９℃（３００°Ｆ）において９０ＲＰＭで撹拌しながら４０～４４
時間結晶化させた。得られたＴＥＡ－モルデナイトを濾過によって単離し、洗浄し、そし
て乾燥し、そして走査型電子顕微鏡によって０．５ミクロン未満の結晶サイズを有するこ
とが判明した。
【００５４】
得られたＴＥＡ－モルデナイトを３５％のＡｌ２Ｏ３結合剤と複合体化し、そしてその複
合体を１／１６インチ（１．６ｍｍ）の直径の円柱状押出し物に押出すことによって触媒
を調製した。押出し物を１／１６インチ（１．６ｍｍ）の長さに切り、そして１．０ｇの
得られた触媒を実施例１の供給物のアルキル交換反応に使用した。触媒を砂で３ｃｃまで
希釈し、そして反応器に装填した。試験を開始するために、実施例２に記載したのと同じ
手順に従った。触媒を、４．０、５．３、及び６．３の全ＷＨＳＶにおいて試験し、それ
ぞれ、６６％、６０％、及び５２％のＤＩＰＢ転化率が得られた。５２％のＤＩＰＢ転化
率における触媒性能を表１に示す。
【００５５】
実施例５　１：１のＭＣＭ－２２及びＴＥＡ－モルデナイト触媒混合物上のベンゼン／ポ
リイソプロピルベンゼンのアルキル交換反応によるクメンの合成
実施例３及び４に記載した、１．０ｇのＭＣＭ－２２及び１．０ｇのＴＥＡ－モルデナイ
トを徹底的に混合し、そしてアルキル交換反応に使用した。触媒混合物を砂で５．５ｃｃ
まで希釈し、そして反応器に装填した。試験を開始するために、実施例２に記載したのと
同じ手順に従った。触媒を、３．０の全ＷＨＳＶ（２ｇの触媒に基づいて）において試験
し、そしてＤＩＰＢ転化率は５１％であった。この転化率における触媒性能を表１に示す
。
【００５６】
実施例６　１：１のＭＣＭ－２２及びＴＥＡ－モルデナイトの同時押出しされた触媒上の
ベンゼン／ポリイソプロピルベンゼンのアルキル交換反応によるクメンの合成
アルミナで結合された同時押出しされたＭＣＭ－２２とＴＥＡ－モルデナイトの触媒を以
下に記載したようにして調製した。２５のシリカ対アルミナ比を有する合成されたままの
ＭＣＭ－２２及び３７のシリカ対アルミナ比を有する合成されたままのＴＥＡ－モルデナ
イトを触媒の調製のために使用した。４０部のＭＣＭ－２２、４０部のＴＥＡ－モルデナ
イト、及び２０部のプソイドベーム石（ｐｓｅｕｄｏｂｏｅｈｍｉｔｅ）アルミナの物理
的混合物を十分にすりつぶして均質混合物を形成した。全ての成分は、１００％固体基準
に基づく重量部でブレンドされた。十分量の脱イオン水を添加して押出し可能なペースト
を形成した。混合物を１／２０インチの四裂片（ｑｕａｄｒｕｌｏｂｅ）形状の押出し物
にオーガー（ａｕｇｅｒ）押出しし、そして１２１℃で一晩乾燥させた。乾燥した押出し
物を不活性雰囲気中で焼成し、そしてＮＨ４ＮＯ３溶液で交換し、その後最終の空気焼成
をしてＨ－型形態を製造した。Ｈ－型形態の最終触媒は、３５０アルファのヘキサン分解
活性を有していた。
【００５７】
２．０ｇの、先に調製された同時押出し触媒を徹底的に混合し、そしてアルキル交換反応
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に使用した。触媒を砂で５．５ｃｃまで希釈し、そして反応器に装填した。試験を開始す
るために、実施例２に記載したのと同じ手順に従った。触媒を、３．０の全ＷＨＳＶにお
いて試験し、ＤＩＰＢ転化率は５３％であった。この転化率における触媒性能を表１に示
す。
【００５８】
実施例７　１：１のＭＣＭ－２２及びベーター触媒混合物上のベンゼン／ポリイソプロピ
ルベンゼンのアルキル交換反応によるクメンの合成
実施例２及び３に記載した、１．０ｇのＭＣＭ－２２及び１．０ｇのベーターを徹底的に
混合し、そしてアルキル交換反応に使用した。触媒混合物を砂で５．５ｃｃまで希釈し、
そして反応器に装填した。試験を開始するために、実施例２に記載したのと同じ手順に従
った。触媒を、実施例２に記載したのと同じ方法で１．５及び１．３のＷＨＳＶ（２ｇの
触媒に基づいて）において試験し、ＤＩＰＢ転化率はそれぞれ３６％及び５２％であった
。５２％のＤＩＰＢ転化率における触媒性能を表１に示す。
【００５９】
【表１】

【００６０】
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表１中の結果は、約５０％の一定のＤＩＰＢ転化率を達成するために、ベーターは２．４
、ＭＣＭ－２２は１．１、そしてＴＥＡ－モルデナイトは６．３のＷＨＳＶで運転できる
ことを示す。物理的混合物としてか又は同時押出し触媒としての、１：１の重量比率のＴ
ＥＡ－モルデナイトとＭＣＭ－２２の混合は、同じＤＩＰＢ転化率を与えるために３．０
のＷＨＳＶで運転できた活性な触媒を提供した。
【００６１】
単独で使用したとき、ＭＣＭ－２２は、ｏ－ＤＩＰＢ及びＴＩＰＢを転化するのに非常に
活性であったが、ＥＢ及びｎ－プロピルベンゼン不純物が多かった。対照的に、ＴＥＡ－
モルデナイトはｏ－ＤＩＰＢ及びＴＩＰＢの転化に対して不活性であるが、ＥＢ及びｎ－
プロピルベンゼン不純物は少なかった。物理的混合物としてか又は同時押出し触媒として
、混合物として使用したとき、ＭＣＭ－２２／ＴＥＡ－モルデナイト系は、ｏ－ＤＩＰＢ
及びＴＩＰＢを９９＋％のクメン選択率で効果的に転化し、同時押出し触媒は、物理的混
合物と比較して、増大した活性とクメン選択性の両方を示した。ＥＢ及びｎ－プロピルベ
ンゼンを含む全不純物は、ＭＣＭ－２２／ＴＥＡ－モルデナイト混合物については少なか
った。
【００６２】
単独で使用したとき、ベーターは非常に効果的な触媒であったが、その２，２－ジフェニ
ルプロパン不純物は多かった。ＭＣＭ－２２／ベーター混合物として使用したとき、この
組み合わされた触媒系は、ＭＣＭ－２２のものに匹敵する転化率でｏ－ＤＩＰＢ及びＴＩ
ＰＢを効果的に転化した。この混合触媒は、また、単独で使用されたＭＣＭ－２２と比較
して、ＥＢ及びｎ－プロピルベンゼン不純物を効果的に減少させた。さらに、この混合触
媒は、単独で使用されたベーターと比較して、２，２－ジフェニルプロパン不純物をかな
り減少させた。
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