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(57)【要約】
　酸化鉄および少なくとも１種の第１族金属またはこの
化合物を含む混合物を調製することを含み、前記酸化鉄
はハロゲン化鉄および鉄１モル当たり少なくとも０．０
５ミリモルの第６族金属を含む混合物を加熱することに
よって得られる、触媒を調製する方法；上記方法によっ
て作製される触媒；酸化鉄組成物；アルキル芳香族化合
物を前記触媒と接触させることを含む、アルキル芳香族
化合物の脱水素化方法；ならびにポリマーまたはコポリ
マーを作製するために、前記脱水素化方法によって生成
されたアルケニル芳香族化合物を使用する方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化鉄および少なくとも１種の第１族金属またはこれの化合物の混合物を調製すること
を含み、前記酸化鉄は、ハロゲン化鉄および鉄１モル当たり少なくとも０．０５ミリモル
の第６族金属を含む混合物を加熱することによって得られる、触媒を調製する方法。
【請求項２】
　混合物が、鉄１モル当たり約０．５ミリモルから約１００ミリモルの第６族金属を含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　混合物が、鉄１モル当たり約２．５ミリモルから約３０ミリモルの第６族金属を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　第６族金属が、第６族金属の化合物として存在する、請求項１から３のいずれかに記載
の方法。
【請求項５】
　第６族金属の化合物が、第６族金属の塩化物、水酸化物、酸化物および炭酸塩からなる
群から選択される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　第６族金属化合物が、第６族金属に由来する酸のアンモニウム塩を含む、請求項４に記
載の方法。
【請求項７】
　第６族金属がモリブデンである、請求項１から６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　第１族金属またはこれの化合物がカリウムを含む、請求項１から７のいずれかに記載の
方法。
【請求項９】
　第２族金属またはこれの化合物を酸化鉄および第１族金属の混合物に添加することをさ
らに含む、請求項１から８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　酸化鉄および第１族金属の混合物にセリウムを添加することをさらに含む、請求項１か
ら９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　ハロゲン化鉄が塩化鉄の酸性溶液を含む、請求項１から１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　加熱温度が約３００℃から約１０００℃の範囲である、請求項１から１１のいずれかに
記載の方法。
【請求項１３】
　加熱温度が、約４００℃から約７５０℃の範囲である、請求項１から１１のいずれかに
記載の方法。
【請求項１４】
　加熱が噴霧焙焼を含む、請求項１から１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　混合物を約６００℃から約１２００℃の温度で焼成することをさらに含む、請求項１か
ら１４のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
　混合物を約７００℃から約１１００℃の温度で焼成することを含む、請求項１から１４
のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　請求項１から１６のいずれかに記載の方法によって調製される触媒。
【請求項１８】
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　酸化鉄のハロゲン化物含有量が多くとも約１０００ｐｐｍｗである、請求項１７に記載
の触媒。
【請求項１９】
　酸化鉄のハロゲン化物含有量が多くとも約５００ｐｐｍｗである、請求項１７に記載の
触媒。
【請求項２０】
　酸化鉄のハロゲン化物含有量が多くとも約１００ｐｐｍｗである、請求項１７に記載の
触媒。
【請求項２１】
　酸化鉄および少なくとも１種の第１族金属またはこれの化合物を含み、前記酸化鉄は鉄
１モル当たり少なくとも１種の第６族金属の存在下で塩化鉄を加熱することによって形成
され、前記酸化鉄は多くとも５００ｐｐｍｗの塩化物含有量を有しおよび少なくとも２．
５ｍ２／ｇのＢＥＴ表面積を有する組成物。
【請求項２２】
　塩化物含有量が多くとも２５０ｐｐｍｗである、請求項２１に記載の組成物。
【請求項２３】
　ＢＥＴ表面積が少なくとも３．５ｍ２／ｇである、請求項２１または請求項２２に記載
の組成物。
【請求項２４】
　請求項２１から２３のいずれかに記載の組成物を焼成することを含む、触媒を調製する
方法。
【請求項２５】
　組成物が約６００℃から約１２００℃の温度で焼成される、請求項２１から２３のいず
れかに記載の組成物を含む触媒。
【請求項２６】
　アルキル芳香族化合物を含む供給原料を、請求項１７から２０または２５のいずれかに
記載の触媒と接触させることを含む、アルキル芳香族化合物の脱水素化方法。
【請求項２７】
　アルキル芳香族化合物がエチルベンゼンを含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　請求項２６または２７に記載のアルキル芳香族化合物の脱水素化方法で調製されたアル
ケニル芳香族化合物を重合させて、アルケニル芳香族化合物に由来するモノマー単位を含
むポリマーまたはコポリマーを形成することを含む、ポリマーまたはコポリマーを作製す
るためにアルケニル芳香族化合物を使用する方法。
【請求項２９】
　鉄１モル当たり少なくとも５ミリモルのモリブデンの存在下で塩化鉄化合物を加熱する
ことによって得られるドープ処理された再生酸化鉄とおよびカリウムまたはこれの化合物
とを含む触媒。
【請求項３０】
　酸化鉄および少なくとも１種の第１族金属またはこれの化合物を含む混合物を調製する
ことを含み、前記酸化鉄はモリブデンまたはこれの化合物を塩化鉄混合物に添加し、混合
物を加熱することによって得られる、触媒を調製する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、触媒、前記触媒を調製する方法、酸化鉄組成物、アルキル芳香族化合物の脱
水素化方法、およびポリマーまたはコポリマーを作製するためにアルケニル芳香族化合物
を使用する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　酸化鉄系触媒およびこうした触媒の調製は、当技術分野において知られている。酸化鉄
系触媒は、他の化合物の中でも対応するアルケニル芳香族化合物を生成するため、アルキ
ル芳香族化合物の脱水素化において常習的に使用されている。アルキル芳香族化合物のア
ルケニル芳香族化合物への接触脱水素化のこの分野において、より低コストで作製するこ
とができる改善された触媒を開発する努力が継続されている。酸化鉄系脱水素触媒のコス
トを削減する１つの方法は、より低コストの原料を使用することである。例えば、酸洗に
よって発生する塩酸廃液を噴霧焙焼することによって生成される再生酸化鉄の使用により
、酸化鉄の他の供給源の使用と比較して、原料コストにおいて実質的なコストの節約がも
たらされ得る。
【０００３】
　より低コストの原料を使用する１つの難点は、こうしたより低コストの原料における不
純物の存在または増加量である。例えば、噴霧焙焼法によって生成される再生酸化鉄は、
残留塩化物を含有している場合がある。この残留塩化物含有量は、触媒性能に悪影響を及
ぼす。例えば、残留塩化物含有量により、脱水素化方法の開始を遅延させ、初期触媒活性
を弱くすることになり得る。再生酸化鉄などの、より低コストの原料から高性能の触媒を
生産するため、触媒性能に悪影響を与える不純物の一部または全部を除去する方法が望ま
れる。
【０００４】
　塩化物含有量を低減する１つの方法は、米国特許第６，８６３，８７７号および米国特
許出願公開第２００４／００９７７６８号に記載されている通り、再生酸化鉄の焼成を伴
う。しかし、この方法は酸化鉄の表面積における還元を起こす。
【０００５】
　欧州特許第１０２７９２８－Ｂ１号に、鉄塩溶液の噴霧焙焼によって生成される酸化鉄
を含有する触媒が開示されている。噴霧焙焼法によって生成される酸化鉄は、塩化物が８
００ｐｐｍから１５００ｐｐｍの範囲の残留塩化物含有量を有する。酸化鉄は、一般に、
少なくとも１種のカリウム化合物および１種または複数種の触媒促進剤と組み合わせて触
媒が生産される。該特許に、カリウム化合物の一部および／または促進剤の一部を、例え
ば、噴霧焙焼に使用される鉄塩溶液に添加することができると開示されている。この特許
は、残留塩化物含有量の問題、またはこうした残留塩化物含有量が脱水素触媒の性能に及
ぼす可能性がある悪影響に対する解決法は開示していない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第６，８６３，８７７号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００４／００９７７６８号明細書
【特許文献３】欧州特許第１０２７９２８号明細書
【発明の概要】
【０００７】
　（発明の要旨）
　本発明は触媒を調製する方法を提供する。前記方法は酸化鉄および少なくとも１種の第
１族金属またはこれの化合物の混合物を調製することを含み、前記酸化鉄はハロゲン化鉄
および鉄１モル当たり少なくとも０．０５ミリモルの第６族金属を含む混合物を加熱する
ことによって得られる。
【０００８】
　本発明は触媒をさらに提供する。前記触媒は酸化鉄および少なくとも１種の第１族金属
またはこれの化合物を含有し、前記酸化鉄はハロゲン化鉄および鉄１モル当たり少なくと
も０．０５ミリモルの第６族金属を含む混合物を加熱することによって得られる。
【０００９】
　本発明は、組成物をさらに提供する。前記組成物は、少なくとも１種の第６族金属また
はこれの化合物の存在下で塩化鉄を加熱することによって形成される酸化鉄とおよび少な
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くとも１種の第１族金属またはこれの化合物とを含有し、前記酸化鉄は多くとも５００ｐ
ｐｍｗの塩化物含有量を有しおよび少なくとも２．５ｍ２／ｇのＢＥＴ表面積を有する。
【００１０】
　本発明は、アルキル芳香族化合物の脱水素化方法をさらに提供する。前記方法は、アル
キル芳香族化合物を含む供給原料を触媒と接触させることを含み、前記触媒は、酸化鉄お
よび少なくとも１種の第１族金属またはこれの化合物を含有し、前記酸化鉄は、ハロゲン
化鉄および鉄１モル当たり少なくとも１種の第６族金属を含む混合物を加熱することによ
って得られる。
【００１１】
　本発明は、ポリマーまたはコポリマーを作製するためのアルケニル芳香族化合物を使用
する方法をさらに提供する。前記方法は、アルケニル芳香族化合物を重合させて、アルケ
ニル芳香族化合物に由来するモノマー単位を含むポリマーまたはコポリマーを形成させる
ことを含み、前記アルケニル芳香族化合物は、触媒を使用するアルキル芳香族化合物の脱
水素化方法において調製されたものであり、前記触媒は、酸化鉄および少なくとも１種の
第１族金属またはこれの化合物を含有し、前記酸化鉄は、ハロゲン化鉄および鉄１モル当
たり少なくとも１種の第６族金属を含む混合物を加熱することによって得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】二通りに試験した２つの触媒についての、摂氏温度における７０％の変換率（Ｔ
７０）で算出した触媒活性を表す。
【図２】二通りに試験した２つの触媒の試験中に達成されたエチルベンゼンの実際の変換
率を表す。
【００１３】
　（発明の詳細な説明）
　本発明は、より低コストの酸化鉄系触媒に対する必要性を満足させる触媒を提供する。
該酸化鉄は、第６族金属と組み合わせてハロゲン化鉄を加熱することにより調製される。
この方法における第６族金属またはこれの化合物の使用により、第６族金属が存在しない
場合に比して低減されたハロゲン化物濃度を有する酸化鉄がもたらされる。この酸化鉄を
使用して生成される触媒は、低レベルの対応するハロゲン化物の濃度を有し、触媒性能が
改善される。これらの触媒は、酸化鉄が第６族金属またはこれの化合物の存在下で形成さ
れなかった他の酸化鉄系触媒よりも高い初期活性を示す。
【００１４】
　本発明の再生酸化鉄（ｒｅｇｅｎｅｒａｔｏｒ　ｉｒｏｎ　ｏｘｉｄｅ）の表面積によ
り、第１族金属もしくはこの化合物および／または追加触媒成分の組込みに対し、ハロゲ
ン化物含有量を低減するために熱処理または焼成によって処理された他の再生酸化鉄より
活性な部位がもたらされる。
【００１５】
　本発明の酸化鉄系脱水素触媒は、後述においてドープ処理された再生酸化鉄（ｄｏｐｅ
ｄ　ｒｅｇｅｎｅｒａｔｏｒ　ｉｒｏｎ　ｏｘｉｄｅ）と称する酸化鉄系触媒前躯体を追
加触媒成分と混合し、混合物を焼成することによって形成される。ドープ処理された再生
酸化鉄は、ハロゲン化鉄および第６族金属またはこれの化合物を含む混合物を加熱して酸
化鉄を形成することによって形成される。好ましい一実施形態において、ドープ処理され
た再生酸化鉄は、ハロゲン化鉄およびモリブデン化合物の混合物を噴霧焙焼してモリブデ
ンを含む酸化鉄を生成することによって形成される。
【００１６】
　ハロゲン化鉄／第６族金属の混合物のハロゲン化鉄成分は、鋼の酸洗方法によって発生
した酸洗廃液溶液であるのが好ましい。酸洗廃液は、一般に、塩化鉄を含有する塩酸を含
む酸性溶液である。あるいは、ハロゲン化鉄は、乾燥形態もしくは粉末形態でまたは水溶
液もしくは酸性溶液で存在してよい。ハロゲン化鉄は塩化物であるのが好ましいが、臭化
物であってもよい。鉄は少なくとも部分的にカチオンの形態で存在することができる。鉄
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は、二価または三価を含めてこれの形態の１つまたは複数で存在することができる。塩化
物を含むハロゲン化鉄は、少なくとも部分的に塩化鉄（ＩＩ）（ＦｅＣｌ２）および／ま
たは塩化鉄（ＩＩＩ）（ＦｅＣｌ３）として存在することができる。
【００１７】
　ハロゲン化鉄／第６族金属の混合物の第６族金属成分は、クロム、モリブデンおよびタ
ングステンを含める周期表の第６族における金属である。これらの金属の１種もしくは複
数種またはこれらの化合物が存在してよい。第６族金属はモリブデンであるのが好ましい
。第６族金属化合物として、第６族金属の水酸化物、酸化物および／または塩を挙げるこ
とができる。第６族金属の塩として、第６族金属の塩化物、硫酸塩および／または炭酸塩
を挙げることができる。さらに、第６族金属化合物は、第６族金属に由来するオキシ酸の
有機アミン塩またはアンモニウム塩、例えば、ジモリブデン酸アンモニウムまたはヘプタ
モリブデン酸アンモニウムを含むことができる。第６族金属化合物は、三酸化モリブデン
を含むことができる。
【００１８】
　第６族金属またはこれの化合物は、乾燥形態または粉末形態でハロゲン化鉄と混合する
ことができる、または少なくとも部分的に溶液にて存在させることができる。さらに、第
６族金属またはこれの化合物は、少なくとも部分的に濃縮溶液中に添加され得る。
【００１９】
　追加触媒成分もハロゲン化鉄／第６族金属の混合物に添加して、これらの成分を一層上
手く酸化鉄／第６族金属の混合物中に組み込ませることが可能になり、これにより、後の
触媒調製中におけるドープ処理された再生酸化鉄の追加触媒成分との混合および混和に伴
う複雑さおよびコストを低減させることができる。ハロゲン化物の酸化物への変換を減ず
ることがない、そうでなければハロゲン化鉄／第６族金属の混合物の加熱に負の影響を与
えることがない追加触媒成分のいずれも、この段階で添加することができる。例えば、通
常原子番号が５７から６６（末端数も含む。）の範囲にあるランタニドであるランタニド
を、ハロゲン化鉄／第６属金属の混合物に添加することができる。ランタニドはセリウム
であるのが好ましい。追加の例として、金属塩化物もしくはチタンまたはこれの化合物を
、ハロゲン化鉄／第６属金属の混合物に添加することができる。追加触媒成分は、加熱さ
れた時に対応する酸化物に変換される形態においてハロゲン化鉄／第６族金属の混合物に
添加されるのが好ましい。
【００２０】
　ハロゲン化鉄／第６族金属の混合物の調製は、当業者に知られている方法のいずれによ
っても行うことができる。ハロゲン化鉄は、混合物を加熱する前に、第６族金属またはこ
れの化合物と混合される、またはそうでなければ接触させることができる。別の実施形態
において、ハロゲン化鉄は、加熱中に第６族金属またはこれの化合物と混合されることが
できる。
【００２１】
　ハロゲン化鉄および第６族金属を含む混合物は、この混合物中に鉄１モル当たり少なく
とも０．０５ミリモルの第６族金属、好ましくは少なくとも０．１ミリモル、より好まし
くは少なくとも０．５ミリモル、および最も好ましくは少なくとも５ミリモルの第６族金
属を含む。この混合物は、混合物中に鉄１モル当たり多くとも２００ミリモルの第６族金
属、好ましくは多くとも１００ミリモル、およびより好ましくは多くとも８０ミリモルを
含むことができる。
【００２２】
　ハロゲン化鉄／第６族金属の混合物が調製されたら、その混合物を、ハロゲン化鉄の少
なくとも一部が酸化鉄に変換されるように加熱する。ハロゲン化鉄／第６族金属の混合物
は、液状形態または固体形態で存在することができる。温度は、水および／または他の液
体のいずれかの少なくとも一部が気化して存在するのに十分な温度であってよい。温度は
少なくとも約３００℃、または好ましくは少なくとも約４００℃であってよい。温度は約
３００℃から約１０００℃、または好ましくは約４００℃から約７５０℃であってよいが
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、約１０００℃より高くてもよい。加熱は、酸化性雰囲気中、例えば、空気、酸素または
酸素強化空気中で行うことができる。
【００２３】
　ハロゲン化鉄は、参照により本明細書に組み込む米国特許第５，９１１，９６７号に記
載されている通りに噴霧焙焼することが可能である。ハロゲン化鉄は、少なくとも１種の
第６族金属またはこれの化合物の存在下で噴霧焙焼することができる。噴霧焙焼は、ノズ
ルを介して直熱型チャンバに組成物を噴霧することを含む。チャンバ内の温度は、特に直
熱型チャンバに存在する任意のバーナのすぐ近くにて１０００℃を超えてよい。
【００２４】
　上記方法によって形成されるドープ処理された再生酸化鉄は、大部分がヘマタイト（Ｆ
ｅ２Ｏ３）の形態にて存在し得る。ドープ処理された再生酸化鉄は、二価または三価を含
めて、酸化鉄を、これの任意の形態で含むことができる。
【００２５】
　好ましい実施形態において、ドープ処理された再生酸化鉄は、Ｆｅ２Ｏ３として算出さ
れる酸化鉄の重量に対して、ハロゲンの重量として算出される多くとも１０００ｐｐｍｗ
、好ましくは多くとも８００ｐｐｍｗ、より好ましくは多くとも５００ｐｐｍｗ、および
最も好ましくは多くとも２５０ｐｐｍｗの残留ハロゲン化物含有量を有する。ハロゲン化
物の含有量は、好ましくは少なくとも１ｐｐｂｗ、好ましくは少なくとも５００ｐｐｂｗ
、またはより好ましくは少なくとも１ｐｐｍｗである。ハロゲン化物は、一般に塩化物で
ある。
【００２６】
　ドープ処理された再生酸化鉄は、触媒成分の有効な組込みを可能にする表面積を有する
。好ましい実施形態において、ドープ処理された再生酸化鉄の表面積は、少なくとも１ｍ
２／ｇ、好ましくは少なくとも２．５ｍ２／ｇ、より好ましくは少なくとも３ｍ２／ｇ、
および最も好ましくは少なくとも３．５ｍ２／ｇである。本明細書で使用する場合、表面
積は、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉ
ｅｔｙ　６０（１９３８）３０９－３１６頁に記載されている通り、ＢＥＴ（Ｂｒｕｎａ
ｕｅｒ，Ｅｍｍｅｔｔ　ａｎｄ　Ｔｅｌｌｅｒ）法によって測定される通りの表面積を指
すと理解される。
【００２７】
　本発明の触媒は、通常、当業者に知られている方法のいずれかによって調製することが
できる。一般に、該触媒は、ドープ処理された再生酸化鉄、任意の他の酸化鉄、少なくと
も１種の第１族金属またはこれの化合物、および下記に言及する化合物のいずれかなどの
任意の追加触媒成分を十分な分量で含む混合物を調製することによって調製される。さら
に、該混合物は焼成することができる。触媒成分の十分な分量は、調製される所望の触媒
の組成から算出することができる。適用可能な方法の例は、米国特許第５，６６８，０７
５号、米国特許第５，９６２，７５７号、米国特許第５，６８９，０２３号、米国特許第
５，１７１，９１４号、米国特許第５，１９０，９０６号、米国特許第６，１９１，０６
５号および欧州特許第１０２７９２８号において見出すことが可能であり、これらを参照
により本明細書に組み込む。
【００２８】
　酸化鉄または酸化鉄供給化合物はドープ処理された再生酸化鉄と組み合わされて、触媒
が調製され得る。他の酸化鉄の例として、黄酸化鉄、赤酸化鉄および黒酸化鉄が挙げられ
る。黄酸化鉄は水和酸化鉄であり、α－ＦｅＯＯＨまたはＦｅ２Ｏ３・Ｈ２Ｏと表示され
ることが多い。Ｆｅ２Ｏ３として算出される全酸化鉄の少なくとも５重量％、または好ま
しくは少なくとも１０重量％は、黄酸化鉄であってよい。全酸化鉄の多くとも５０重量％
は黄酸化鉄であってよい。さらに、黒酸化鉄または赤酸化鉄をドープ処理された再生酸化
鉄に添加することができる。赤酸化鉄の一例は、例えば米国特許第１，３６８，７４８号
に開示されている通りのペニマン法により作製される黄酸化鉄の焼成によって作製され得
る。酸化鉄供給化合物の例として、針鉄鉱、ヘマタイト、磁鉄鉱、磁赤鉄鉱、鱗繊石（ｌ
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ｅｐｉｄｏｃｒｉｃｉｔｅ）およびこれらの混合物が挙げられる。さらに、本発明に従っ
て調製されなかった再生酸化鉄を、ドープ処理された再生酸化鉄と組み合わせることがで
きる。
【００２９】
　該触媒におけるドープ処理された再生酸化鉄の分量は、Ｆｅ２Ｏ３として触媒中に存在
する酸化鉄の全重量に対して、Ｆｅ２Ｏ３として算出される少なくとも５０重量％、また
は好ましくは少なくとも７０重量％、最高１００重量％であってよい。
【００３０】
　触媒混合物に添加される第１族金属またはこれの化合物は、リチウム、ナトリウム、カ
リウム、ルビジウム、セシウムおよびフランシウムを含める周期表の第１族における金属
を含む。これらの金属の１種または複数種を使用することができる。第１族金属はカリウ
ムであるのが好ましい。第１族金属は、通常、酸化鉄（Ｆｅ２Ｏ３）１モル当たり、少な
くとも０．２モル、好ましくは少なくとも０．２５モル、より好ましくは少なくとも０．
４５モル、および最も好ましくは少なくとも０．５５モルの全分量で、ならびに一般に、
酸化鉄１モル当たり多くとも５モル、または好ましくは多くとも１モルの分量で適用され
る。第１族金属の化合物または化合物として、水酸化物；重炭酸塩；炭酸塩；カルボン酸
塩、例えば、ギ酸塩、酢酸塩、シュウ酸塩およびクエン酸塩；硝酸塩；ならびに酸化物を
挙げることができる。
【００３１】
　ドープ処理された再生酸化鉄に添加することができる追加触媒成分として、第２族金属
の１種または複数種の化合物が挙げられる。これらの金属の化合物は、所望のアルケニル
芳香族化合物への選択性を増加させ、触媒活性低下の速度を減少させる傾向がある。好ま
しい実施形態において、第２族金属は、マグネシウム、カルシウムまたはこれらの組合せ
を含むことができる。第２族金属は、通常、Ｆｅ２Ｏ３として算出される酸化鉄１モル当
たり少なくとも０．０１モル、好ましくは少なくとも０．０２モル、およびより好ましく
は少なくとも０．０３モルの分量で、ならびに通常、酸化鉄１モル当たり多くとも１モル
、および好ましくは多くとも０．２モルの分量で適用することができる。
【００３２】
　ドープ処理された再生酸化鉄と組み合わせることができるさらなる触媒成分として、第
３族、第４族、第５族、第６族、第７族、第８族、第９族および第１０族の金属から選択
される金属およびこれらの化合物が挙げられる。これらの成分は、当業者に知られている
方法のいずれかによって添加することが可能であり、水酸化物；重炭酸塩；炭酸塩；カル
ボン酸塩、例えば、ギ酸塩、酢酸塩、シュウ酸塩およびクエン酸塩；硝酸塩；ならびに酸
化物を挙げることができる。触媒成分は、触媒の製造工程中に対応する金属酸化物に変換
される適切な金属酸化物前駆体であってよい。
【００３３】
　ドープ処理された再生酸化鉄および他の触媒成分を混合する方法は、当業者に知られて
いるいずれかの方法であってよい。例えば、ドープ処理された再生酸化鉄、少なくとも１
種の第１族金属またはこれの化合物および任意の追加触媒成分を含むペーストを形成する
ことができる。混合物を混和および／もしくは混練することができる、または第１族金属
もしくはこの化合物の同種溶液もしくは異種溶液を、ドープ処理された再生酸化鉄上に含
浸させることができる。
【００３４】
　触媒を形成する際、ドープ処理された再生酸化鉄、少なくとも１種の第１族金属または
これの化合物および任意の追加触媒成分を含む混合物は、適切ないずれかの形態、例えば
、タブレット、球体、ピル、サドル、トリローブ、ねじれ状トリローブ、テトラローブ、
環、星ならびに空洞円筒および固体円筒のペレットの形状にすることができる。水の適切
な分量、例えば、混合物の重量で算出する最高３０重量％、一般に２重量％から２０重量
％の添加により、ペレットへの成形が容易になり得る。水を添加すると、水は、焼成の前
に少なくとも部分的に除去され得る。適切な成形方法は、ペレット成形、押出し成形およ
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び加圧成形である。ペレット成形、押出し成形または加圧成形の代わりに、混合物を噴霧
または噴霧乾燥して触媒を形成することができる。所望であれば、噴霧乾燥を拡大して焼
成を含めてもよい。
【００３５】
　追加の化合物は、触媒を成形および／または押出しする方法に助剤として作用する混合
物、例えば飽和脂肪酸もしくは不飽和脂肪酸（パルミチン酸、ステアリン酸もしくはオレ
イン酸など）もしくはこの塩、多糖類由来の酸もしくはこの塩、または黒鉛、スターチも
しくはセルロースと組み合わせることができる。脂肪酸または多糖類由来の酸の任意の塩
、例えばアンモニウム塩、またはこれまでに述べた任意の金属の塩を適用することができ
る。脂肪酸は、この分子構造中に６個から３０個（末端の数も含む。）の炭素原子、好ま
しくは１０個から２５個（末端の数も含む。）の炭素原子を含むことができる。脂肪酸ま
たは多糖類由来の酸を使用する場合、触媒を調製する際に適用される金属塩と組み合わせ
て、脂肪酸または多糖類由来の酸の塩を形成することができる。追加化合物の適切な分量
は、例えば混合物の重量に対して最高１重量％、特に０．００１重量％から０．５重量％
である。
【００３６】
　好ましい実施形態において、触媒はねじれ状トリローブとして形成される。ねじれ状ト
リローブ触媒は、触媒床に供給される時に触媒片が一緒に「絡まる」ことがないようにね
じれているトリローブ形状を持つ触媒である。この形状は、触媒床を横断する圧力降下の
減少を提供する。ねじれ状トリローブ触媒は、再生酸化鉄、ドープ処理された再生酸化鉄
、酸化鉄の他の形態またはこれらの混合物で形成されても、脱水素反応において有効であ
る。該混合物は、触媒床全体に圧力降下の減少をもたらす形状に形成することができる。
ねじれ状トリローブ触媒は参照により本明細書に組み込む米国特許第４，６７３，６６４
号に記載されている。
【００３７】
　形成後、触媒混合物を焼成してもよい。焼成には通常、一般に、不活性なガス中、例え
ば窒素もしくはヘリウム中、または酸化性雰囲気下、例えば、酸素含有ガス、空気、酸素
強化空気もしくは酸素／不活性ガスの混合物中にて、ドープ処理された再生酸化鉄を含む
混合物を加熱することが含まれる。焼成温度は、一般に少なくとも約６００℃、または好
ましくは少なくとも約７００℃である。焼成温度は、一般に多くとも約１２００℃、また
は好ましくは多くとも約１１００℃である。一般に、焼成の所要時間は、５分から１２時
間、より一般には１０分から６時間である。
【００３８】
　本発明に従って形成される触媒は、広範囲の物理的性質を示すことができる。触媒の表
面構造は、一般に、細孔容積、中央細孔直径および表面積の観点から、広い限度内で選択
することができる。触媒の表面構造は、焼成の温度および時間の選択によってならびに押
出し助剤の適用によって影響されることがある。
【００３９】
　適切には、触媒の細孔容積は、少なくとも０．０１ｍｌ／ｇ、より適切には少なくとも
０．０５ｍｌ／ｇである。適切には、触媒の細孔容積は、多くとも０．５ｍｌ／ｇ、好ま
しくは多くとも０．２ｍｌ／ｇである。適切には、触媒の中央細孔直径は、少なくとも５
００Å、特に少なくとも１０００Åである。適切には、触媒の中央細孔直径は、多くとも
１００００Å、特に多くとも７０００Åである。好ましい一実施形態において、中央細孔
直径は、２０００Åから６０００Åの範囲である。本明細書で使用する場合、細孔容積お
よび中央細孔直径は、マイクロメリティクス社のオートポア９４２０モデルを使用し、６
０００ｐｓｉａ（４．２×１０７Ｐａ）絶対圧力まで、（接触角１３０°、０．４７３Ｎ
／ｍの表面張力を持つ水銀）にて、ＡＳＴＭ　Ｄ４２８２－９２に従って水銀圧入により
測定される通りである。本明細書で使用する場合、中央細孔直径は、水銀圧入容積が５０
％に達する細孔直径として定義される。
【００４０】
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　触媒の表面積は、好ましくは０．０１ｍ２／ｇから２０ｍ２／ｇ、より好ましくは０．
１ｍ２／ｇから１０ｍ２／ｇの範囲である。
【００４１】
　触媒の粉砕強度は、適切には少なくとも１０Ｎ／ｍｍであり、およびより適切には、こ
れは２０Ｎ／ｍｍから１００Ｎ／ｍｍの範囲であり、例えば約５５Ｎ／ｍｍまたは６０Ｎ
／ｍｍである。
【００４２】
　別の態様において、本発明は、アルキル芳香族化合物および水蒸気を本発明に従って作
製されるドープ処理された再生酸化鉄系触媒と接触させることによってアルキル芳香族化
合物を脱水素化して、対応するアルケニル芳香族化合物を生成する方法を提供する。この
脱水素化方法は、反応剤を含む気体状の供給原料を固体触媒と接触させる気相法であるこ
とが多い。触媒は、触媒粒子の流動床の形態で、または充填床の形態で存在することがで
きる。該方法はバッチ法としてまたは連続法として行うことができる。水素が脱水素化方
法のさらなる生成物である場合があり、問題になっている脱水素化は非酸化脱水素化であ
ってよい。この脱水素化方法を行うための適用可能な方法の例は、米国特許第５，６８９
，０２３号、米国特許第５，１７１，９１４号、米国特許第５，１９０，９０６号、米国
特許第６，１９１，０６５号および欧州特許第１０２７９２８号において見出すことが可
能であり、これらを参照により本明細書に組み込む。
【００４３】
　アルキル芳香族化合物は、アルキル置換ナフタレン、アルキル置換アントラセンまたは
アルキル置換ピリジンなどの他の芳香族化合物も同様に適用することができるが、一般に
、アルキル置換ベンゼンである。アルキル置換基は、２個以上の任意の炭素数、例えば（
末端数も含めて）最高６個まで有することができる。適切なアルキル置換基は、プロピル
（－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ３）、２－プロピル（即ち、１－メチルエチル、－ＣＨ（－Ｃ
Ｈ３）２）、ブチル（－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ３）、２－メチル－プロピル（－
ＣＨ２－ＣＨ（－ＣＨ３）２）およびヘキシル（－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｃ
Ｈ２－ＣＨ３）であり、特にエチル（－ＣＨ２－ＣＨ３）である。適切なアルキル芳香族
化合物の例は、ブチル－ベンゼン、ヘキシルベンゼン、（２－メチルプロピル）ベンゼン
、（１－メチルエチル）ベンゼン（即ち、クメン）、１－エチル－２－メチル－ベンゼン
、１，４－ジエチルベンゼンであり、特にエチルベンゼンである。
【００４４】
　供給原料の追加成分として、水蒸気の形態であってよい水を適用することが有利である
。水の存在により、脱水素化工程中の触媒上へのコーク堆積の速度が減少する。一般に、
供給原料におけるアルキル芳香族化合物に対する水のモル比は、１から５０、より一般に
は３から３０の範囲、例えば、５、８または１０である。
【００４５】
　脱水素化方法は、一般に５００℃から７００℃、より一般に５５０℃から６５０℃の範
囲、例えば６００℃または６３０℃の温度で行われる。一実施形態において、脱水素化方
法は一定温度で行われる。他の実施形態において、脱水素化方法は断熱方式で行われ、こ
の場合言及した温度は反応器の注入口温度であり、脱水素化が進行するにつれて、温度は
、一般に１５０℃以下、より一般に１０℃から１２０℃、低下することがある。絶対圧力
は、一般に１０ｋＰａから３００ｋＰａ、より一般に２０ｋＰａから２００ｋＰａの範囲
、例えば５０ｋＰａまたは１２０ｋＰａである。
【００４６】
　所望であれば、１つ、２つまたはそれ以上の反応器、例えば、３つまたは４つを適用す
ることができる。反応器は、連続してまたは平行して操作することができる。反応器は互
いに独立してまたは互いに独立しないで操作してよく、各反応器は、同じ条件下または異
なる条件下で操作してよい。
【００４７】
　充填床反応器を使用する気相法として脱水素化方法を操作する場合、ＬＨＳＶは、好ま
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しくは０．０１ｈ－１から１０ｈ－１の範囲、より好ましくは０．１ｈ－１から２ｈ－１

の範囲であってよい。本明細書で使用する場合、「ＬＨＳＶ」という用語は、正常条件（
即ち、０℃および１絶対バール）で測定し、触媒床の容積または２つ以上の触媒床がある
場合は触媒床の全容積で割った、炭化水素供給原料の液容積流量として定義される液空間
速度を意味する。
【００４８】
　脱水素化方法の条件は、アルキル芳香族化合物の変換が２０モル％から１００モル％好
ましくは、３０モル％から８０モル％、またはより好ましくは３５モル％から７５モル％
の範囲となるように選択することができる。
【００４９】
　アルケニル芳香族化合物は、公知手段のいずれかによって脱水素化方法の生成物から回
収されることができる。例えば、脱水素化方法は、分留または反応蒸留を含むことができ
る。所望であれば、脱水素化方法は、生成物の少なくとも一部が水素化を受けることによ
り、脱水素化中に形成されるアルキニル芳香族化合物のいずれかの少なくとも一部がアル
ケニル芳香族化合物に変換される水素化ステップを含むことができる。スチレンを形成す
るためのエチルベンゼンの脱水素化において、対応するアルキニル芳香族化合物はフェニ
ルアセチレンである。水素化を受けた生成物の一部は、アルキニル芳香族化合物が強化さ
れている生成物の一部であり得る。こうした水素化は当技術分野において知られている。
例えば米国特許第５，５０４，２６８号、米国特許第５，１５６，８１６号および米国特
許第４，８２２，９３６号から知られている方法は、本発明に容易に適用可能であり、こ
れらを参照により本明細書に組み込む。
【００５０】
　上記した方法に従って調製される触媒を使用することにより、アルキニル芳香族化合物
に対する脱水素反応の選択性を低下させる場合がある。したがって、水素化を受ける生成
物の一部が減少する可能性があり得る。場合によって、アルキニル芳香族化合物に対する
選択性は、水素化ステップが除去され得る程度まで低下することがある。
【００５１】
　該脱水素化方法によって生産されるアルケニル芳香族化合物は、重合法および共重合法
におけるモノマーとして使用することができる。例えば、得られるスチレンは、ポリスチ
レンゴムおよびスチレン／ジエンゴムの製造において使用することができる。より低コス
トの触媒を用いるこの発明によって達成される改善された触媒性能は、アルケニル芳香族
化合物の生成のためのより魅力的な方法をもたらし、したがって、アルケニル芳香族化合
物の生成と、および、引き続き、アルケニル芳香族化合物のモノマー単位を含むポリマー
およびコポリマーの製造におけるアルケニル芳香族化合物の使用とを含む、より魅力的な
方法が得られる。適用可能な重合触媒、重合法、ポリマー加工法およびこうして生じるポ
リマーの使用に関し、Ｈ．Ｆ．Ｍａｒｋｓら、（ｅｄ．）「Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　
ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ」、第２版、
ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１６巻、１－２４６頁、およびそこにおける引用文献を参照とする。
【００５２】
　以下の実施例は、本発明の実施形態を例示するために提示されているが、本発明の範囲
を制限すると解釈されるべきではない。
【実施例１】
【００５３】
　１リットル当たり１．４５モルのモリブデンを含有するジモリブデン酸アンモニウム水
溶液を、１リットル当たりおよそ３．７モルの鉄を含有する酸洗廃液溶液に添加すること
により、ドープ処理された再生酸化鉄を作製した。鉄の大部分は、ＦｅＣｌ２として存在
した。酸洗廃液溶液は、およそ１５０ｇ／Ｌの塩酸を含有していた。酸洗廃液溶液を約７
．５ｍ３／ｈの速度で噴霧焙焼炉に添加し、ジモリブデン酸アンモニウム溶液の添加速度
を調節して、ドープ処理された再生酸化鉄中におけるモリブデンの所望濃度を達成した。
噴霧焙焼炉は、当業者に知られている一般の噴霧焙焼条件で操作した。生成されたドープ
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処理された再生酸化鉄の特性を表１に示す。
【実施例２】
【００５４】
　ジモリブデン酸アンモニウムを酸洗廃液溶液に添加しないこと以外は実施例１の方法に
よって、再生酸化鉄を作製した。生成された再生酸化鉄の特性を表１に示す。
【実施例３】
【００５５】
　実施例２の再生酸化鉄を使用して、触媒を調製した。以下の成分：再生酸化鉄９００ｇ
および黄酸化鉄１００ｇを、十分な炭酸カリウム、炭酸セリウム、三酸化モリブデンおよ
び炭酸カルシウムと組み合わせて、表２に示す組成物を得た。水（乾燥混合物の重量に対
して約１０重量％）を添加してペーストを形成し、ペーストを押し出して、長さ６ｍｍに
切った直径３ｍｍの円筒を形成した。ペレットを１７０℃にて１５分間空気中で乾燥し、
引き続き８２５℃にて１時間空気中で焼成した。焼成後の触媒の組成を、Ｆｅ２Ｏ３とし
て算出した酸化鉄１モル当たりのモルとして表２に示す。
【００５６】
　触媒の試料１００ｃｍ３を、連続操作用に設計された反応器内において一定温度試験条
件下で使用して、エチルベンゼンからスチレンを調製した。条件は以下の通りであった：
絶対圧力７６ｋＰａ、エチルベンゼンに対する水蒸気のモル比１０およびＬＨＳＶ　０．
６５ｈ－１。この試験において、初期温度を６００℃に保持した。後に、エチルベンゼン
の７０モル％変換率（Ｔ７０）を達成するように温度を調節した。選択した温度でのスチ
レンに対する選択性（Ｓ７０）および生成物のフェニルアセチレン（ＰＡ）含有量を測定
した。データを表２に示す。
【００５７】
　上記した試験条件でのこの触媒の性能および開始挙動を、図１および図２に示す。触媒
を二通り（Ａ、Ｂ）に試験した。図１は触媒の７０％変換率で算出した触媒活性を示し、
図２は触媒の実際の変換率を示す。
【実施例４】
【００５８】
　実施例１に記載した通りにドープ処理された再生酸化鉄を使用して、触媒を調製および
試験した。追加の三酸化モリブデンを触媒調製中に添加しないこと以外は実施例３の方法
および材料を使用して、触媒を調製および試験した。初期温度を６００℃に保持し、後に
、エチルベンゼンの７０％モル％変換率を達成するように温度を調節した。焼成後の触媒
の組成およびスチレンの調製における触媒の性能を表２に示す。
【００５９】
　この触媒の性能および開始挙動も、二通り（Ｃ、Ｄ）に試験し、図１および図２に示す
。一定温度試験条件は、実施例３に記載した条件と同じであった。
【実施例５】
【００６０】
　実施例４に従って実施例１のドープ処理された再生酸化鉄を使用して、触媒を調製しお
よび試験し、追加のカリウムを添加した。触媒試験条件は、実施例３に記載した条件と同
じであった。組成および性能のデータを表２に示す。
【実施例６】
【００６１】
　実施例２の再生酸化鉄を使用して、触媒を調製しおよび試験した。触媒を追加量の炭酸
セリウムで調製した。初期温度は５９０℃であり、後に、７０％の変換率を達成するため
調節すること以外は実施例３に記載した通りに触媒を試験した。組成および性能のデータ
を表２に示す。
【実施例７】
【００６２】
　実施例１のドープ処理された再生酸化鉄を使用して、触媒を調製および試験した。触媒
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を追加量の炭酸セリウムで調製した。実施例６に記載した通りに触媒を試験した。初期温
度は５９０℃であり、後に、７０％の変換率を達成するために調節した。組成および性能
のデータを表２に示す。
【００６３】
【表１】

【００６４】
【表２】

【００６５】
　前述の実施例からわかるように、実施例４および実施例７によって示されている実施例
１のドープ処理された再生酸化鉄を使用して作製された触媒は、実施例３および実施例６
に示されている実施例２の再生酸化鉄を使用して作製された同様の組成を持つ触媒より活
性であった。さらに、実施例４および実施例５の触媒は、実施例３の触媒より低いフェニ
ルアセチレンの生産を示した。実施例７の触媒も、実施例６の触媒より低いフェニルアセ
チレンの生成を示した。
【００６６】
　実施例５の触媒は、実施例４によって示した通りにドープ処理された再生酸化鉄を使用
して作製した触媒の選択性が、活性における対応減少とともに増加することが可能である
ことを示しているが、実施例３によって示した通りに再生酸化鉄で作製した触媒より高い
活性を未だ維持している。
【００６７】
　図１からわかるように、ドープ処理された再生酸化鉄で作製された触媒Ｃおよび触媒Ｄ
は、再生酸化鉄で作製された触媒Ａおよび触媒Ｂより高い初期活性を示す。このことは、
触媒Ｃおよび触媒Ｄが、触媒Ａおよび触媒Ｂより高い初期変換率を示すことを表している
図２によって裏打ちされている。
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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月18日(2009.9.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化鉄および少なくとも１種の第１族金属またはこれの化合物とを含む混合物を調製す
ることを含み、前記酸化鉄はハロゲン化鉄および鉄１モル当たり少なくとも０．０５ミリ
モルの第６族金属を含む混合物を噴霧焙焼することによって得られる、触媒を調製する方
法。
【請求項２】
　混合物が、鉄１モル当たり約０．５ミリモルから約１００ミリモルの第６族金属を含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第６族金属がモリブデンである、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　酸化鉄および第１族金属の混合物に第２族金属又はこれの化合物を添加することをさら
に含む、請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　ハロゲン化鉄が塩化鉄の酸性溶液を含む、請求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　加熱温度が約３００℃から約１０００℃の範囲である、請求項１から５のいずれかに記
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載の方法。
【請求項７】
　混合物を約６００℃から約１２００℃の温度で焼成することをさらに含む、請求項１か
ら６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれかに記載の方法によって調製される触媒。
【請求項９】
　酸化鉄のハロゲン化物含有量が多くとも約５００ｐｐｍｗである、請求項８に記載の触
媒。
【請求項１０】
　酸化鉄のハロゲン化物含有量が多くとも約１００ｐｐｍｗである、請求項８に記載の触
媒。
【請求項１１】
　酸化鉄および少なくとも１種の第１族金属またはこれの化合物を含み、前記酸化鉄は鉄
１モル当たり少なくとも１種の第６族金属の存在下で塩化鉄を加熱することによって形成
され、前記酸化鉄は多くとも５００ｐｐｍｗの塩化物含有量を有しおよび少なくとも２．
５ｍ２／ｇのＢＥＴ表面積を有する組成物。
【請求項１２】
　ＢＥＴ表面積が少なくとも３．５ｍ２／ｇである、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　アルキル芳香族化合物を含む供給原料を、請求項８から１０のいずれかに記載の触媒と
接触させることを含む、アルキル芳香族化合物の脱水素化方法。
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