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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アルキル化反応条件下ＺＭＳ－５を含有する触媒の存在下において、トルエン　を含む供
給原料とメタノールを反応することを含む、パラ-キシレンの選択性が、８０時間より長
い時間８０％より大きい、選択的パラ-キシレンの生成方法であって、前記触媒がシリコ
ン化合物で選択活性化されたモレキュラーシーブおよびプラチナ及びロジウムから選択さ
れる1つ以上の　金属を含み、ここで以下の条件
a.　　　前記選択活性化モレキュラーシーブが、前記1つ以上の　金属の取り込みに先立
って１００未満のアルファ値を有する、および
b.　　　前記選択活性化および前記１つ以上の金属を取り込んだモレキュラーシーブが１
００未満のアルファ値を有する、
の少なくとも一つを満たすことを特徴とする方法。
【請求項２】
前記モレキュラーシーブがリン化合物を用いた処理によっても選択活性化されることを特
徴とする請求項１　に記載の方法。
【請求項３】
前記シリコン化合物がシリコーンとシリコーンポリマーを含むことを特徴とする請求項１
，２　のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４】
前記シリコーンとシリコーンポリマーによる前記処理が前記シリコーンとシリコーンポリ
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マーによる複数回の処理を含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記モレキュラーシーブがリン化合物、マグネシウム化合物およびシリコン化合物を用い
た処理により選択活性化されることを特徴とする請求項１、２、３および４のいずれか1
項に記載の方法。
【請求項６】
前記ゼオライトが９００：１　Ｓｉ：Ａｌ２より大きいシリカとアルミナの比率を有する
ことを特徴とする請求項１、２、３、４および５のいずれか1項に記載の方法。
【請求項７】
前記選択活性化モレキュラーシーブが前記1つ以上の　金属の取り込みに先立って１００
未満のアルファ値を有することを特徴とする、請求項１、２、３、４、５および６のいず
れか1項に記載の方法。
【請求項８】
前記選択活性化されおよび前記１つ以上の金属を取り込んだモレキュラーシーブが１００
未満のアルファ値を有することを特徴とする、請求項１、２、３、４、５、６および７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、トルエン、ベンゼン、ナフタレン、アルキルナフタレン、およびそれらの混
合物の酸素含有アルキル化試薬による選択的アルキル化プロセスに関する。特にこのプロ
セスは、以下のうち1つ以上の条件を満たす、1つ以上の水素化成分の添加によって修飾さ
れた選択活性化モレキュラーシーブを含む触媒を使用する。すなわち、（ａ）選択活性化
モレキュラーシーブが、水素化成分の取込みに先立って、１００未満のアルファ値を有す
る、または、（ｂ）選択的アルキル化プロセスにおいて使用された選択活性化されおよび
水素化されたモレキュラーシーブが１００未満のアルファ値を有する。本発明のプロセス
は、触媒の非活性化を低減しつつ、アルキル化生成物に対する高い選択性を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　キシレン異性体、すなわちオルト、メタ、およびパラキシレンのうち、パラキシレン異
性体は、大量化学中間体として特に価値がある。パラキシレン製造の一つの方法は、キシ
レンへのトルエンの不均化によるものである。しかし、このプロセスの不利な点は、大量
のベンゼンも生産されることである。パラキシレン製造のもう1つのプロセスは、非平衡
量の混合オルトおよびメタキシレン異性体を含み、パラキシレン含有量は少ない原料供給
流（feedstream）の異性化である。このプロセスの不利な点は、他の異性体からのパラキ
シレンの分離の費用が高いことである。
【０００３】
　次世代のパラキシレン生産方法として、メタノールを用いたトルエンのアルキル化への
関心が高まっている。この技術は、トルエン不均化プロセスと比べて、理論上はトルエン
からパラキシレンの収量の２倍生産できる。そのようなトルエンメチル化プロセスの具体
例には、米国特許ＵＳ３，９６５，２０７号が含まれ、これはZSM-5のようなモレキュラ
ーシーブ触媒を用いたメタノールによるトルエンのメチル化を含む。米国特許US4,670,61
6号は、アルミナ、シリカまたはアルミナ‐シリカのようなバインダーにより結合したホ
ウ素ケイ酸ゼオライト触媒を用いたメタノールによるトルエンのメチル化によるキシレン
生産を含む。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　既知のトルエンメチル化触媒の不利益な点は、所望の生産物であるパラキシレンに対す
るメタノールの選択性が、50-60％の範囲と従来低かったことである。この残りはコーク



(3) JP 4843501 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

スおよび他の望ましくない生成物の産生で失われる。パラキシレンの選択性を増大させる
試みが行なわれてきたが、パラキシレン選択性が増大するにつれ、触媒の寿命が減少する
ことが解ってきた。急速な触媒の非活性化は、触媒へのコークスおよび多大な副産物の蓄
積のためであると考えられている。限られた触媒の寿命は、通常、触媒が連続的に再生さ
れる流動床反応器の使用を必要とする。しかし、そのようなシステムは通常高い資本投資
を必要とする。トルエンのメチル化に好ましいシステムは、より少ない資本投資という理
由から、固定床反応器の使用である。しかしながら、所望の生産物に対する十分な選択性
を伴った十分な寿命を提供する適切な触媒が発見されるまで、固定床システムは非実践的
なだけである。低いパラキシレン選択性および急速な触媒の非活性化を含む従来のシステ
ムの不利益な点を回避あるいは最小化する触媒システムを有する改善されたトルエンのメ
チル化プロセスが依然として必要である。本発明はこの必要を満たす。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
発明の要約
　本発明は、アルキル化反応の条件下における触媒の存在下で、トルエン、ベンゼン、ナ
フタレン、アルキルンナフタレンおよびそれらの混合物からなる群より選択された芳香族
化合物を含む供給原料とアルキル化試薬を反応させることを含む選択的アルキル化芳香族
化合物を形成するプロセスである。ここで、前記触媒は選択活性化モレキュラーシーブお
よび1つ以上の水素化金属を含み、以下の条件の1つ以上を満たす。すなわち、（ａ）選択
活性化モレキュラーシーブは、前記1つ以上の水素化金属の取込みに先立って１００未満
のアルファ値を有する、または（ｂ）選択活性化および水素化モレキュラーシーブは１０
０未満のアルファ値を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
図面の簡単な説明
　図１－１２および１４－１８は、トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパ
ラ選択性を示すプロットである。
【０００７】
　図１３はトルエンのメチル化プロセスにおける、メタノール分解の減少に対する水素化
金属、水、およびリンの影響を示すグラフである。
【０００８】
発明の詳細な説明
　本発明は、酸素含有アルキル化試薬とトルエン、ベンゼン、ナフタレン、アルキルナフ
タレン、およびそれらの混合物の選択的アルキル化プロセスに関する。このプロセスは、
1つ以上の水素化成分の添加によって修飾された選択活性化モレキュラーシーブ、好まし
くは、パラ選択性モレキュラーシーブを含む触媒を用いる。本発明に従って、以下の条件
の1つ以上が満たされねばならない。すなわち（ａ）選択活性化モレキュラーシーブは、
水素化成分の取込みに先立って100未満のアルファ値を有する、または（ｂ）選択活性化
および水素化モレキュラーシーブは100未満のアルファ値を有する。本プロセスにおいて
使用される場合、触媒は、延長した触媒寿命を有する一方で６０％より高い、より好まし
くは７５％より高い、より好ましくは８０％、さらにより好ましくは８５％、および最も
好ましくは９０％のパラ選択性を提供する。好ましくは前記プロセスは、これらの好まし
いパラ選択性範囲において、パラキシレンを形成するトルエンまたはベンゼンのメチル化
プロセスである。
【０００９】
　本発明における使用に適切な触媒は、トルエン、ベンゼン、ナフタレン、アルキルナフ
タレンまたはそれらの混合物のアルキル化に有効な任意の触媒を含む。好ましくは前記触
媒は、トルエンまたはベンゼンの好ましいメチル化プロセスに有効であるものである。本
発明に使用される触媒は、天然由来の、および合成の結晶モレキュラーシーブを含む。そ
のようなモレキュラーシーブの具体例には、大孔のモレキュラーシーブ、中孔モレキュラ
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ーシーブ、および小孔モレキュラーシーブが含まれる。これらのモレキュラーシーブは、
「ゼオライト・フレームワーク・タイプ・アトラス」（Ch.Baerlocher、W.H.Meierおよび
D.H.オルソン編、エルセヴィア社、第５版、2001年）に記述されており、これらは参照に
より本発明に組込まれる。大孔のモレキュラーシーブは、通常約７Å以上の孔サイズを有
し、IWW、LTL、ＶＦＩ、MAZ、MEI、FAU、EMT、OFF、＊BEAおよびMOR構造型モレキュラー
シーブを含む（IUPACのゼオライト命名委員会）。大孔モレキュラーシーブの具体例には
、ITQ-22、マッチー沸石（mazzite）、オフレタイト（offretite）、ゼオライトL、VPI-5
、ゼオライトY、ゼオライトX、オメガ、ベータ、ZSM-3、ZSM-4、ZSM-18、ZSM-20、SAPO-3
7、およびMCM-22が含まれる。中孔サイズのモレキュラーシーブは、通常約５Åから約７
Åの孔サイズを有し、例えば、ITH、ITW、MFI、MEL、MTW、EUO、MTT、HEU、FER、MRSおよ
びTON構造型モレキュラーシーブを含む（IUPACのゼオライト命名委員会）。中孔サイズモ
レキュラーシーブの具体例には、ITQ-12、ITQ-13、ZSM-5、ZSM-12、ZSM-22、ZSM-23、ZSM
-34、ZSM-35、ZSM-38、ZSM-48、ZSM-50、ZSM-57、シリカライト、およびシリカライト２
が含まれる。小孔サイズモレキュラーシーブは、約3Åから約５Åの孔サイズを有し、例
えば、CHA、ERI、KFI、LEV、およびLTA構造型モレキュラーシーブを含む（IUPACのゼオラ
イト命名委員会）。小孔モレキュラーシーブの具体例には、ZK-4、SAPO-34、SAPO-35、ZK
-14、SAPO-42、ZK-21、ZK-22、ZK-5、ZK-20、ゼオライトＡ、エリオナイト、菱沸石(Chab
azite)、ゼオライトＴ、グメリナイト、およびクリノプチロライトが含まれる。
【００１０】
　中孔サイズモレキュラーシーブは一般に以下のモル関係を有する組成である：
　　　　　　式　Ｘ２Ｏ３：（ｎ）ＹＯ２

ここで、Ｘは、アルミニウム、鉄、ホウ素、および／またはガリウムのような三価元素で
あり、Ｙはシリコン、錫、および／またはゲルマニウムのような四価元素である。ｎは、
12より大きな値を有し、本発明に基づいて前記値は、モレキュラーシーブの特定の型およ
び所望のモレキュラーシーブのアルファ値に依存する。中孔サイズのモレキュラーシーブ
がMFI構造型のモレキュラーシーブの場合、ｎは好ましくは10より大きく、好ましくは20:
1から200:1である。
【００１１】
　本発明に基づいて、モレキュラーシーブ触媒は所望のアルキル化生成物の生産のために
選択活性化され、ここで好ましい態様はパラキシレンである。前記触媒は、リンおよび／
またはマグネシウムおよび／または、例えば、酸化カルシウム、酸化マグネシウム等のア
ルカリ性土類酸化物、希土類金属酸化物、酸化ランタンおよび酸化ホウ素、チタニア、酸
化アンチモン、および酸化マンガンのようなその他の金属酸化物などの種々の金属酸化物
の化合物を用いて表面を処理することによって選択活性化できる。そのような処理に好ま
しい範囲は、触媒の重量に基づいたそのような化合物の約0.1重量パーセントから25重量
パーセント、より好ましくは約1重量パーセントから約10重量パーセントである。また、
選択活性化は、触媒にコークスを沈着させることによって行うことができる。コークスの
選択活性化は、例えば、触媒へのコークスの沈着を可能とする条件でメチル化反応を行な
うなどによりメチル化反応の間に実施することができる。また、触媒は、コークスを用い
て予め選択活性化することができる。例えば、反応槽中の触媒を熱分解可能な有機化合物
、例えば、ベンゼン、トルエン等に、前記化合物の分解温度を超える温度で、例えば、約
400℃から約600℃、より好ましくは425℃から約550℃で、１時間当たり触媒の１ポンド当
たり約0.1から約20lbsの供給原料の範囲におけるWHSVで、約1から約100気圧の範囲の圧力
において、および0から約2モルの水素、より好ましくは有機化合物1モル当たり約0.1から
約1モルの水素、および任意に有機化合物1モル当たり0から約10モルの窒素またはその他
の不活性ガスの存在下で予め選択活性化され得る。この工程は、十分な量のコークス、通
常コークスの約2重量パーセント以上、より好ましくは約8重量パーセントから約40重量パ
ーセントが、触媒の表面に沈着されるまでの時間にわたって行なわれる。
【００１２】
　また、シリコン化合物も触媒を選択活性化するために使用される。このシリコン化合物
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ポリシロキサンを含むことができる。当業者によって知られているように、様々な程度の
選択活性を奏功させるために多数の処理を採用することができる。
【００１３】
　触媒の選択活性化に用いることができるシリコーンには以下のものが含まれる。
【００１４】
【化１】

【００１５】
　ここでR１は、水素、フッ素、ヒドロキシ、アルキル、アラルキル（aralkyl）、アルカ
リル(alkaryl)またはフッ化アルキルである。炭化水素置換基は通常１から約10の炭素原
子を含み、および好ましくはメチルまたはエチル基である。R２はR１と同じ基から選ばれ
、ｎは2以上の、通常２から約1000の範囲の整数である。採用されたシリコーンの分子量
は、通常約80から約20,000の間、好ましくは約150から約10,000の間である。代表的なシ
リコーンには、デメチルシリコーン、ジエチルシリコーン、フェニルメチルシリコーン、
メチル水素シリコーン、エチル水素シリコーン、フェニル水素シリコーン、フルオロプロ
ピルシリコーン、エチルトリフルオロプロピルシリコーン、テトラクロロフェニルメチル
メチルエチルシリコーン、フェニルエチルシリコーン、ジフェニルシリコーン、メチルト
リシリコーン、テトラクロロフェニルエチルシリコーン、メチルビニルシリコーンおよび
エチルビニルシリコーンが含まれる。シリコーンは直鎖状である必要はなく、例えばヘキ
サメチルシクロトリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、ヘキサフェニル
シクロトリシロキサンおよびオクタフェニルシクロテトラシロキサンのように環状である
こともできる。また、これらの化合物の混合物も他の官能基を有するシリコーンと同様に
用いることができる。
【００１６】
　有用なシロキサンおよびポリシロキサンには、ヘキサメチルシクロトリシロキサン、オ
クタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ヘキサメチル
ジシロキサン、オクタメチルトリシロキサン、デカメチルテトラシロキサン、ヘキサエチ
ルシクロトリシロキサン、オクタエチルシクロテトラシロキサン、ヘキサフェニルシクロ
トリシロキサンおよびオクタフェニルシクロ－テトラシロキサンのような非限定的な具体
例が含まれる。
【００１７】
　有用なシラン、ジシラン、またはアルコキシシランには、下記一般式を有する有機置換
シランが含まれる。
【００１８】
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【化２】

【００１９】
　ここでＲは、水素、アルコキシ、ハロゲン、カルボキシ、アミノ、アセトアミド、トリ
アルキルシルオキシであり、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３はＲと同じであり得、または１から約
40の炭素原子のアルキル、アルキルの有機部分が１から約30炭素原子を含み、アリール基
が更に置換され得る約６から約24炭素を含むアルキルまたはアリールカルボル酸、約7か
ら約30炭素原子を含むアルキルアリールおよびアリールアルキル基を含み得る有機基で有
り得る。好ましくは、アルキルシランについてのアルキル基は、鎖長において約１から約
４の間の炭素原子である。混合物もまた用いることができる。
【００２０】
　前記シランまたはジシランには、非限定的な具体例として、ジメチルフェニルシラン、
フェニルトリメチルシラン、トリエチルシランおよびヘキサメチルジシランが含まれる。
有用なアルコキシランは1つ以上のシリコン－水素結合を有するものである。
【００２１】
　好ましい態様において前記モレキュラーシーブ触媒は、モレキュラーシーブをシリコン
化合物と接触させ、マグネシウムおよび／またはリンで処理する、結合された選択活性化
技術を用いて選択活性化される。
【００２２】
　通常前記モレキュラーシーブは、そのプロセスで採用される温度およびその他の諸条件
への耐性のある結合剤材料を用いて取込まれることになる。適切な結合剤材料の具体例は
、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
ネシアおよびシリカ－マグネシア－ジルコニアのような３元組成物だけでなく、粘土、ア
ルミナ、シリカ、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（beryllia）、およびシリカ－チタニアが含まれる。また、
前記モレキュラーシーブも、米国特許US5,993,642号において開示されているゼオライト
材料のように、ゼオライト材料を用いて合成することが可能である。
【００２３】
　モレキュラーシーブおよび結合剤材料の相対比率は、約１から約99重量パーセントの間
の範囲で、より好ましくはモレキュラーシーブの約10から約70重量パーセントの間、なお
一層好ましくは約20から約50％の間でモレキュラーシーブ含有量に従って広範に変動する
ことになる。
【００２４】
　メチル化反応に特に適切な触媒は、ゼオライト結合ゼオライト触媒である。これらの触
媒は、それらの調製方法と同様、米国特許US5,994,603号において記述されており、参照
により本発明に組み込まれる。ゼオライト結合ゼオライト触媒は、酸性中孔サイズ第一モ
レキュラーシーブの第一結晶および第二モレキュラーシーブの第二結晶を包む結合剤を含
むことになる。好ましくは、ゼオライト結合ゼオライト触媒は、非ゼオライト結合剤、例
えばアモルファス結合剤の第一および第二ゼオライトの総重量に基づいて10重量パーセン
ト未満を含む。そのような触媒の例には、MFIまたはMEL構造型の第一結晶、例えばZSM-5
またはZSM-11、およびMFIまたはMEL構造型の第二結晶、例えばシリカライト１またはシリ
カライト２を含む結合剤を含む。
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【００２５】
　本発明に従って有用な水素化金属は、元素状態（すなわち、ゼロ価）における、または
酸化物、硫化物、ハロゲン化物、カルボン酸塩等のようないくつかの他の触媒活性におけ
る１つまたは複数のそのような金属を含む。好ましくは前記金属はその元素状態で用いら
れる。適切な水素化金属の具体例には、VIIIA族金属（すなわち、プラチナ、パラジウム
、イリジウム、ロジウム、オスミウム、ルテニウム、ニッケル、コバルトおよび鉄）、IV
B族金属（すなわち、錫および鉛）、VB族金属（すなわち、アンチモンおよびビスマス）
およびVIIA族金属（すなわち、マンガン、テクネチウムおよびレニウム）が含まれる。貴
金属（すなわち、プラチナ、パラジウム、イリジウム、ロジウム、オスミウムおよびルテ
ニウム）が好ましい場合があり、最も好ましくはロジウムである。水素化成分もまた他の
金属プロモータを伴うことが可能である。
【００２６】
　触媒に存在するVIIIA群の水素化金属の量は、通常、触媒の重量に基づいて約0.1重量パ
ーセントから約5重量パーセントの水素化金属からのものである。水素化金属の取込みは
当業者に既知の種々の技術を用いて行なうことができる。例えば、金属は注入により、ま
たは適切な塩を含んだ水溶液のイオン交換により、またはこれらの方法の組合わせにより
触媒に組み込むことができる。一例として、イオン交換工程においてプラチナは、テトラ
アンミン－プラチナ（II）硝酸塩のようなカオチン性プラチナ錯体を用いて導入すること
ができる。さらに水素化機能は、物理的に密な混合（admixing）によって存在できる。す
なわち、水素化機能は活性化触媒を用いて物理的に混合または押し出すことが可能である
。物理的に密な混合はまた、活性化触媒から分離された粒子に水素化機能を組み込むこと
によって行われ、次に水素化機能を保有する粒子が触媒に接近して置かれる。例えば、水
素化金属は、米国特許US.Re31,919号でバター（Butter）他により記述され、参照により
本発明に取り込まれる活性化モレキュラーシーブ触媒と混合されたアモルフォス支持体に
含浸することができる。
【００２７】
　典型的なアルキル化試薬には、メタノール、ジメチルエーテル、塩化メチル、臭化メチ
ル、炭酸メチル、アセトアルデヒド、ジメトキシエタン、アセトン、およびジメチルスル
フィドが含まれる。トルエンまたはベンゼンのメチル化プロセスに好ましいメチル化試薬
は、メタノールおよびジメチルエーテルである。前記メチル化試薬はまた、合成ガスから
形成できる。例えば、この試薬は合成ガスのH2、COおよび／またはCO2から形成できる。
前記メチル化試薬はメチル化反応ゾーン内の合成ガスから形成できる。当業者は、その他
のメチル化試薬が本発明で示された記載に基づいてベンゼンおよび／またはトルエンのメ
チル化に採用できることを認識することになる。
【００２８】
　本発明に従って、アルキル化工程で使用される（ａ）選択活性化モレキュラーシーブま
たは（ｂ）選択活性化および水素化されたモレキュラーシーブは、100未満の、より好ま
しくは50未満の、より一層好ましくは25未満の、最も好ましくは10未満のアルファ値を有
することになる。本発明で用いられるように、アルファ値は、選択活性化モレキュラーシ
ーブのブレンステッド酸活性の測定値であり、すなわち、それはモレキュラーシーブのア
ルファ値への水素化成分の添加の影響を差し引いている。前記アルファテストは、米国特
許US3,354,078号およびジャーナル・オブ・キャタリシス、4巻、522－529頁（1965年）、
6巻、278頁（1966年）、および61巻、395頁（1980年）に記述されており、それぞれ本発
明に参照により組み込まれる。アルファテストの実験条件は、好ましくは538℃の一定温
度およびジャーナル・オブ・キャタリシス、61巻、395頁（1980年）に詳細が記述されて
いる可変流動速度（variable　flow　rate）を含む。典型的にはより高いシリカ／アルミ
ナ比を有するモレキュラーシーブは、より低いアルファ値を有することになる。にも関わ
らず、触媒のアルファ活性は、当業者に既知の技術に従って低減できる。例えば、触媒の
アルファ活性は、（１）適切な条件における触媒のスチーミング、または（２）アルカリ
金属鉄のような陽イオンを持つ触媒のイオン交換によって低減できる。
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【００２９】
　アルキル化反応は、気相において実施することができる。本発明での使用に適切な反応
条件は、約300℃から約700℃の、好ましくは約400℃から約700℃の温度を含む。反応は、
好ましくは約１psig（108kPa）から1000psig（6996kPa）、より好ましくは約１psig（108
kPa）から150psig（1136kPa）、またさらにより好ましくは約１psig（108kPa）から50psi
g（446kPa）の圧力で行なわれる。反応は、好ましくは、時間当たり、触媒の重量当たり
約0.1および約200の間の、より好ましくは約１から約20の間の、またさらに好ましくは約
6および12の間の、および好ましくは約1および100の間の負荷の重量時間当たり空間速度
において行なわれる。トルエンおよびベンゼンのアルキル化試薬に対するモル比は変動で
き、通常約0.1：１から約20：１となる。操作にとって好ましい比率は2：1から約4：1ま
での範囲である。前記アルキル化試薬は通常複数の供給原料地点、例えば3から6の供給原
料地点を通じて、反応ゾーンへ供給される。前記プロセスは、好ましくは5psi（34kPa）
以上の分圧で、水素の存在下で行なわれる。好ましくは、このシステムは、供給原料にお
ける芳香族化合物およびアルキル化試薬に対する水素および／または添加される水のモル
比が約0.01から約10の間であるように、供給原料に添加される水も含む。
【００３０】
　ある態様において、本発明に従って用いられるモレキュラーシーブは、ロジウムを含む
水素化金属を有する。水素化成分としてのロジウムの使用は、アルキル化試薬（すなわち
好ましい態様におけるメタノール）の分解のために形成される合成ガスの量を低減するこ
とが知られている。
【００３１】
　他の態様において、本発明に従って用いられるモレキュラーシーブは、プラチナを含む
水素化金属、およびリンを含む選択活性化された化合物を有する。そのようなモレキュラ
ーシーブが本発明のプロセスにおいて用いられるときに、水が反応槽に一緒に送り込まれ
る場合、アルキル化試薬（すなわち好ましい態様におけるメタノール）の分解のために形
成される合成ガスの量が低減されることがわかる。
【実施例】
【００３２】
実施例１　４Xシリカ選択活性化0.1％プラチナ含浸H-ZSM-5／SiO2（触媒　Ａ）
　シリカ結合H-ZSM-5(0.4μｍ、　26：1　Si:Al2)押出物（extrudate）(65/35　ZSM-5/Si
O2,　1/16”円筒形)は、テトラアンミンプラチナ硝酸塩を用いて0.1重量％プラチナ（Pt
）に含浸され、660°F(349℃)で焼成された。この物質は次に、デカンの中で7.8重量％ダ
ウ（商標）－550シリコーン（ジメチルフェニルメチルポリシロキサン）で含浸すること
によりシリカで選択活性化され、デカンを剥離し、および1000°F（538℃）で焼成した。
このシリカ選択活性化の操作は、さらに3回繰り返された。最終材料はアルファ値225を有
した。
【００３３】
実施例２ 蒸気負荷された４Xシリカ選択活性化０．１％プラチナ含浸H-ZSM-5／SiO2
（触媒 B）
シリカ結合H-ZSM-5(0.4μｍ, 26：1 Si：Al2)押出物(65/35 ZSM-5/SiO2, 1/16”円筒形)
は、テトラアンミンプラチナ硝酸塩を用いた初期湿気含浸、それに続く250°F(121℃)で
の乾燥および660°F（349℃）での空気中における1時間にわたる焼成により0.1重量％プ
ラチナ（Pt）を負荷された。プラチナ含有押出物は次に、デカンの中で7.8重量％ダウ（
商標）－550シリコーンを含浸、デカンを剥離し、および焼成することによりシリカを用
いて選択活性化され　た。この操作は、さらに3回繰り返された。４X選択活性化物質は、
次に1000°F(538℃)で24時間にわたり大気圧下で100％蒸気中で蒸気負荷された。最終材
料はアルファ値17を有した。
【００３４】
実施例３　蒸気負荷された３Xシリカ選択活性化H-ZSM-5/SiO2（触媒　C）
　シリカ結合H-ZSM-5(0.4μｍ,　26:1　Si:Al2)押出物(65/35　ZSM-5/SiO2,　1/16”円柱
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)は、デカンの中で7.8重量％ダウ（商標）－550シリコンを含浸することによりシリカを
用いて選択活性化され、デカンを剥離し、および1000°Fで焼成した。この操作は、さら
に3回繰り返された。3X選択活性化物質は、次に1000°F(538℃)で24時間にわたり大気圧
下で100％蒸気中で蒸気負荷された。最終材料はアルファ値15を有した。
【００３５】
実施例４．　蒸気負荷された0.1％プラチナ含浸３Xシリカ選択活性化、H-ZSM-5／SiO2（
触媒　D）
　実施例３の触媒は、テトラアンミンプラチナ硝酸塩を用いた初期湿気含浸、それに続く
250°F(121℃)での乾燥および660°F（349℃）での空気中における3時間にわたる焼成に
より0.1重量％プラチナ（Pt）を負荷された。触媒は水素化金属の取込みに先立って、ア
ルファ値15を有する。
【００３６】
実施例５．　蒸気負荷された３Xシリカ選択活性化0.1％プラチナ含浸H-ZSM-5／SiO2（触
媒　E）
　シリカ結合H-ZSM-5(0.4μｍ、26：1　Si：Al2)押出物(65／35ZSM-5／SiO２、１／16”
円筒形)は、テトラアンミンプラチナ硝酸塩を用いた初期湿気含浸、それに続く250°F(12
1℃)での乾燥および660°F（349℃）での空気中における3時間にわたる焼成により0.1重
量％プラチナ（Pt）を負荷された。プラチナ含有押出物は次に、デカンの中で7.8重量％
ダウ（商標）550シリコーンを含浸することによりシリカを用いて選択活性化され、デカ
ンを剥離し、および1000°F(538℃)で焼成した。この操作は、さらに2回繰り返された。3
X選択活性化物質は、次に1000°F(538℃)で18時間にわたり大気圧下で100％蒸気中で蒸気
負荷された。最終材料はアルファ値14を有した。
【００３７】
実施例６．　触媒ＡおよびＢの触媒評価
　特記のない限り、以下の触媒データは、以下の操作条件で下向流固定床反応槽を用いて
得られた。すなわち、温度＝500℃、圧力＝15psig(205kPa)、H2／炭化水素モル比＝0.8、
1：3のモル比での純メタノールおよびトルエン供給原料、シーブ含有基本ケース触媒に基
づいてWHSV＝3.9ｈ－1。触媒の装填量は、基本触媒運転について2gであった。1：3モル供
給原料混合物について、メタノールを用いた反応から予想される最大トルエン変換率は、
約33％となる。メタノールの利用は、（形成されるキシレンのモル－形成されるベンゼン
のモル）／（変換されるメタノールのモル）と報告されている。ベンゼンは、キシレンと
ベンゼンへのトルエンの不均化により形成された任意のキシレンを説明するために差し引
かれる。
【００３８】
　次に図１を参照すると、触媒Ａはプラチナ水素化成分で含浸されたが、しかし、試験デ
ータは10時間の弱い安定性を示す。図２を参照すると、触媒が低いアルファ値を有すると
き、水素化成分の含浸は高いパラ‐キシレン選択性を維持しながらも、トルエンのメチル
化プロセスの触媒安定性を高めることをこのデータは示している。
【００３９】
実施例7．　触媒Ｃ、Ｄ、およびＥの触媒評価
　図3‐５は触媒Ｃ、Ｄ、およびＥの能力の比較を示す。このデータは、アルファ値が本
発明の範囲内であるとき、酸性モレキュラーシーブ触媒へのプラチナの取込みは触媒安定
性、パラ‐キシレン選択性、およびトルエンのメチル化反応のメタノール利用を増強する
ことを示す。
【００４０】
実施例８．　触媒Ｆ
　450：1、Si：Al2、HSLS　ZSM-5モレキュラーシーブを、シリカ／アルミナ／粘土／リン
のマトリックスにおいて噴霧乾燥し、続いて540℃の空気中で焼成する。次に、基材を、
高温（約1060℃）での蒸気処理による選択活性化をする。その結果、材料はアルファ値２
を有した。
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【００４１】
実施例９．　0.1％プラチナ含浸触媒Ｆ（触媒Ｇ）
　実施例８の触媒は、テトラアンミンプラチナ硝酸塩を用いた初期湿気含浸、それに続く
250°F(121℃)での乾燥および660°F（349℃）での空気中における3時間にわたる焼成に
より0.1重量％プラチナ（Pt）を負荷された。
【００４２】
実施例10
　下記に示した触媒データは、図に特記のない限り、以下の操作条件で下向流固定床反応
槽を用いて、触媒ＦおよびＧに関して得られた。すなわち、温度＝500‐585℃、圧力＝40
psig(377kPa)、H2／炭化水素モル比＝2、水／炭化水素のモル比＝２、1：2のモル比での
純メタノールおよびトルエン供給原料、シーブ含有基本ケース触媒に基づいてWHSV＝2-8
ｈ－1。触媒の装填量は2gであった。1：2モル供給原料混合物について、メタノールを用
いた反応から予想される最大トルエン変換率は約50％になる。メタノールの利用は（生成
されるキシレンのモル－生成されるベンゼンのモル）／（変換されるメタノールのモル）
と報告されている。ベンゼンは、キシレンとベンゼンへトルエンの不均化により形成され
た任意のキシレンを説明するために差し引かれる。
【００４３】
　触媒Ｆの触媒能力を図６に示す。このデータは、トルエン変換が、蒸気で13時間以内に
25％から12％に減少したことを示す。
【００４４】
　触媒Ｇの触媒能力を図７に示す。このデータは、プラチナを用いた触媒Ｆの含浸が触媒
の寿命を劇的に延ばすことを示す。触媒活性は150時間で維持される。
【００４５】
実施例11．触媒Ｈ
　触媒Ｈは、シリカと結合した（結合剤含量は最終触媒の30％）ZSM-5（70-75：1　Si：A
l2）を含むコア・ゼオライト結晶を有するゼオライト‐結合‐ゼオライトであり、そこで
シリカ結合剤はシリカライトに変換される（＞900：1　Si：Al2）。そのようなゼオライ
ト‐結合‐ゼオライトの調製は、米国特許US5,665,325号および5,993,642号に記述される
。最終材料はアルファ値630を有した。
【００４６】
　実施例11-16の触媒データは、特記のない限り、以下の操作条件で下向流固定床反応槽
を用いて得られた。すなわち、温度＝500℃、圧力＝15psig(205kPa)‐150psig(1136kPa)
、H2／炭化水素モル比＝2、1：3のモル比での純メタノールおよびトルエン供給原料、シ
ーブ含有基本ケース触媒に基づいてWHSV＝8hr－1。触媒の装填量は、基本触媒運転につい
て2gであった。1：3モル供給原料混合物について、メタノールを用いた反応から予想され
る最大トルエン変換率は約33％となる。メタノールの利用は（変換されるメタノールのモ
ル）／（生成されるキシレンのモル－生成されるベンゼンのモル）と報告されている。ベ
ンゼンは、キシレンとベンゼンへのトルエンの不均化により形成された任意のキシレンを
説明するために差し引かれる。
【００４７】
　図8を参照すると、参照触媒Hの触媒能力は良好な安定性およびメタノール利用を示すが
、パラ‐選択性の強化は示していない。トルエンの不均化反応のために、高い初期ベンゼ
ン生成（７％）が得られた。トルエン変換率は、蒸気で時間とともに低下する。この低下
は、主にトルエン不均化反応による触媒活性の喪失のためである。ベンゼン生成は24時間
以内に7％から2％未満まで減少した。
【００４８】
実施例12．７重量パーセントマグネシウム含浸触媒H（触媒I）
　触媒Hを、以下の方法により７重量％のマグネシウム（Mｇ）で選択活性化した。アンモ
ニウム硝酸塩６水和物（55.4ｇ）を、27.95ｇの脱イオン水に溶解した。この溶液を回転
含浸器（rotary　impregnator）において100ｇの触媒Ｈに徐々に加えた。触媒を、室温（
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ambient）条件で一晩乾燥した。触媒をフルエア中(3容積／容積／分)で3時間660°Ｆ（34
9℃）で焼成した。その結果得られた材料はアルファ値20を有した。
【００４９】
　次に図9を参照すると、マグネシウム含浸処理はパラ‐キシレン選択性を約30％から約6
0％まで高める。しかしながら、触媒安定性、トルエン変換およびメタノール利用へのわ
ずかな効果が示される。また図9は、50psig（446kPa）に対するより高い反応圧力（150ps
ig（1136kPa））が、より低いパラ‐キシレン選択性（65％に対して58％）をもたらすこ
とを示す。
【００５０】
実施例13．1.5重量％リン、７重量％マグネシウム含浸触媒H（触媒J）
　実施例12の触媒を、1.5重量％のリン（P）で修飾し、結果として得られた材料はアルフ
ァ値37を有した。図10に関連して、触媒Jは、異なった反応温度で、ともに供給する水を
用いて、および用いないで、異なった時間当たり空間速度でトルエンのメチル化反応で評
価した。データは、4から8までの時間当たり空間速度の増大が、より高いパラ‐キシレン
選択性（63％に対して78％）を生じたことを示す。さらに、トルエン変換およびメタノー
ル利用はわずかに改善した。
【００５１】
実施例14．2.5重量％リン、７重量％マグネシウム含浸触媒H（触媒K）
　実施例12の触媒を、2.5重量％のリン（P）で修飾し、その結果、アルファ値37を有する
最終材料を得た。次に図1１に関連して、リン含量の実施例13で示された1.5重量％以上へ
の増大が、パラ‐キシレン選択性を同一条件で75％から93まで改善する。しかしながら、
触媒の安定性は、実施例13のより低いリン含有触媒よりも速く触媒を非活性化するこの実
施例14のより高いリン含量に影響される。
【００５２】
実施例15．0.1重量％ロジウム、2.5重量％リン、7重量％マグネシウム含浸触媒H（触媒L
）
　実施例1４の触媒を、水素化成分として0.1重量％のロジウム（Rh）で修飾した。塩化ロ
ジウム水和物を脱イオン水に溶解した。この溶液を回転含浸器にて、実施例14の触媒に徐
々に加えた。触媒を充分に混合し、次に250°F（121℃）で一晩乾燥した。触媒を、次に3
時間（3容積/容積/分）660°Ｆ（349℃）で焼成した。
【００５３】
　図１２に示すように、有意な触媒安定性は、高いパラ‐キシレン選択性を維持しながら
も、水素化成分、ロジウムを加えることにより達成された。
【００５４】
　さらに図１３に示すように、気相分析は、本発明に従ってモレキュラーシーブについて
の水素化成分としてのロジウムの使用は、特に水を反応槽にともに供給する場合、好まし
くない合成ガスへのメタノール分解を低減させることを示す。図１３で使われる「ＭＴＰ
Ｘ」という用語は、４Ｘシリカ選択活性化Ｈ－ＺＳＭ－５／ＳｉＯ２モレキュラーシーブ
のことを言う。さらに、図１３は、共に供給される水が他の水素化成分と共に用いられた
場合、好ましくない合成ガスへのメタノール分解を抑制する間、リンを用いたモレキュラ
ーシーブの選択活性化を示す。例えば、水素化成分としてプラチナを、および選択活性化
成分としてリンを有する本発明の限定事項に従ったモレキュラーシーブ触媒は、水が反応
槽に共に供給される場合の合成ガスへのメタノール分解を低減させた。
【００５５】
実施例１６．触媒 Ｍ
シリカ結合H-ZSM-5 (0.4μｍ、26：1 Si：Al2)押出物(65/35ZSM-5／SiO２、１／16”円筒
形)は、デカンの中で7.8重量％ダウ（商標）－550シリコーンを含浸、デカンを剥離し、
および1000°F（538℃）で焼成することによりシリカを用いて選択活性化　した。この操
作はさらに２回繰り返された。３Ｘ選択活性化材料は、次に９２５°F(496℃)で１２時間
にわたり大気圧下１００％蒸気中で蒸気負荷された。
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【００５６】
　硝酸マグネシウム６水和物（3.61g）を、１３．２３ｇの脱イオン水に溶解し、４５ｇ
の蒸気負荷した触媒に加えた。混合後に、前記触媒を２５０°Ｆ（121℃）で一晩乾燥し
た。次に、触媒をフルエア中で１時間（5容積/容積/分）、１０００°Ｆ（538℃）で焼成
した。
【００５７】
　リン酸アンモニウム（2.08g）を、１３．４６ｇの脱イオン水に溶解し、３７．２２ｇ
の上記触媒に徐々に加えた。混合後に、触媒を２５０°Ｆ（121℃）で２時間乾燥した。
次に、触媒を、フルエア中で３時間（3容積/容積/分）、６６０°Ｆ（349℃）で焼成した
。
【００５８】
　塩化ロジウム水和物（0.076g）を、９．４９ｇの脱イオン水に溶解し、３０ｇの上記触
媒に徐々に加えた。前記触媒を充分に混合し、次に２５０°Ｆ（121℃）で４時間乾燥し
た。次に、触媒をフルエア中で３時間（容積/容積/分）、６６０°Ｆ（349℃）で焼成し
た。
【００５９】
結果として触媒は、　０．１重量％のロジウム、０．７６重量％のマグネシウムおよび１
．５重量％のリンという組成および水素添加成分の取込みに先立って、アルファ値５１を
有した。
【００６０】
　図１４は、共に供給される水を用いておよび用いないで、異なった圧力で試験した触媒
を示す。前記触媒は安定的で、選択的である。
【００６１】
実施例１７．　蒸気負荷された３Ｘシリカ選択活性化Ｈ－ＺＳＭ－５／ＳｉＯ２

　シリカ結合Ｈ－ＺＳＭ－５(0.4μｍ、26：1　Si：Al2)押出物(65／35ZSM-5／SiO２、１
／16”円筒形)を、デカンの中で７．８重量％ダウ（商標）－５５０シリコーンを含浸す
ることによりシリカを用いて選択活性化し、デカンを剥離し、および１０００°Ｆ(538℃
)で焼成した。この処理をさらに2回繰り返した。次に３Ｘ選択活性化材料を、それぞれア
ルファ値５１、３２および１５を有する3つの触媒を生成するため、９２５°Ｆ(496℃)、
９７５°Ｆ(524℃)および１０００°Ｆ(538℃)で２４時間大気圧下１００％蒸気中で蒸気
負荷した。
【００６２】
実施例１８．０．１％Ｐｔ／Ａｌ２Ｏ３

　アルミナ押出物(100%　Al2O3　1/16”円筒形)に、テトラアミンプラチナ硝酸塩を用い
た初期湿気含浸、それに続く２５０°F(121℃)での乾燥および６６０°F（349℃）での空
気中における３時間の焼成により、０．１重量％プラチナ（Pt）を充填した。
【００６３】
実施例１９．　触媒評価
　特記のない限り、本発明の触媒データは以下の操作条件で下向流固定床反応槽を用いて
得た。すなわち、温度＝５００℃、圧力＝１５ｐｓｉｇ(205kPa)、Ｈ２／炭化水素モル比
＝０．８、１：３のモル比での純メタノールおよびトルエン供給原料、シーブ含有基本ケ
ース触媒に基づいてＷＨＳＶ＝３．９ｈ－１。前記触媒の装填物は、実施例１８の０．４
から０．８ｇの０．１％Ｐｔ／Ａｌ２Ｏ３および実施例１７の２ｇの各蒸気負荷された触
媒との混合物であった。
【００６４】
　触媒Ｎは、実施例１８の押出物０．８ｇおよび実施例１７のアルファ値５１を有す蒸気
負荷された触媒２ｇの触媒装填量を有する。
【００６５】
　触媒Oは、実施例１８の押出物０．８ｇおよび実施例１７のアルファ値３２を有す蒸気
負荷された触媒２ｇの触媒装填量を有する。
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【００６６】
　触媒Pは、実施例１８の押出物０．４ｇおよび実施例１７のアルファ値１５を有す蒸気
負荷された触媒２ｇの触媒装填量を有する。
【００６７】
　１：３モル供給原料混合物について、メタノールを用いた反応から予想される最大トル
エン変換は、約３３％になる。メタノールの利用は（生成されるキシレンのモル－生成さ
れるベンゼンのモル）／（変換されるメタノールのモル）と報告されている。ベンゼンは
、キシレンとベンゼンへのトルエンの不均化により生成された任意のキシレンを説明する
ために差し引かれる。
【００６８】
　図１５－１７で示されるように、触媒N、OおよびPはそれぞれ良好な安定性を示す。触
媒Oは、７％のトルエン変換を伴う８５％の最高パラ－キシレン選択性を維持するように
思われる。触媒Pは、７３％という良好なパラ－キシレン選択性を伴う１４％の最高トル
エン変換を示す。この実施例は、水素化機能がモレキュラーシーブに近接している限り、
本発明に従って有効であるモレキュラーシーブに水素化機能が直接位置される必要がない
ことを示している。この実施例に示されるように、水素化金属は活性モレキュラーシーブ
触媒と入り混ったアモルファス支持体へ含浸できる。
【００６９】
実施例２０． ０．１％ロジウム、３Xシリカ選択活性化１％リン含浸ＺＳＭ－５／ＳｉＯ

２（触媒 Q）
シリカ結合Ｈ－ＺＳＭ－５(450:1 Si：Al2)押出物(50/50 ZSM-5/SiO２、１/16” 円筒形)
に、リン酸アンモニウム用いた初期湿気含浸、２５０°F(121℃)での乾燥および１０００
°F（538℃）での空気中における３時間の焼成により、１重量％のリンを充填した。次に
、押出物を含んだリンをデカンの中で７．８重量％ダウ（商標）－５５０シリコーンを含
浸、デカンを剥離し、および１０００°Ｆ(538℃)で焼成することによりシリカを用いて
選択活性化　した。この操作をさらに2回繰り返した。次に、３Ｘ選択活性化材料に塩化
ロジウム水和物を用いた初期湿気含浸、２５０°F(121℃)での乾燥、および６６０°F（3
49℃）での空気中における３時間の焼成により、０．１重量％ロジウムを充填した。結果
として触媒は、　０．１重量％のロジウムおよび1重量％のリンの組成、および水素添加
成分の取込みに先立ってアルファ値１を有した。
【００７０】
　次に、図１８を参照すると、触媒データは触媒Ｑが高いパラ選択性および優れた触媒安
定性を維持することを示す。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロットを
示す図である。
【図２】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロットを
示す図である。
【図３】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロットを
示す図である。
【図４】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロットを
示す図である。
【図５】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロットを
示す図である。
【図６】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロットを
示す図である。
【図７】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロットを
示す図である。
【図８】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロットを
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示す図である。
【図９】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロットを
示す図である。
【図１０】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロット
を示す図である。
【図１１】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロット
を示す図である。
【図１２】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロット
を示す図である。
【図１３】トルエンのメチル化プロセスにおける、メタノール分解の減少に対する水素化
金属、水、およびリンの影響を示すグラフである。
【図１４】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロット
を示す図である。
【図１５】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロット
を示す図である。
【図１６】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロット
を示す図である。
【図１７】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロット
を示す図である。
【図１８】トルエンのメチル化プロセスにおける種々の触媒のパラ選択性を示すプロット
を示す図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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