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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
170〜300℃の温度で複素環化合物を脱水素化する方法であって、
前記の脱水素化反応が酸素の存在下で起こり、
酸素を含有する流れを供給流と混合し、
酸素を含有する流れを計量導入した後の供給流の酸素含有量が、0.05体積％〜10体積％
であり、
複素環化合物が、アルキルピペリジンである、前記の方法。
【請求項２】
酸素を含有する流れを計量導入した後の供給流の酸素含有量が、0.3体積％〜3体積％で
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ある、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
反応が触媒の存在下で起こる、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
触媒が支持触媒である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
触媒が、触媒支持体として酸化ジルコニウムを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
反応が触媒活性物質の存在下で起こる、請求項１〜５のいずれか1項に記載の方法。
【請求項７】
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反応が第10属の金属の存在下で起こる、請求項１〜６のいずれか1項に記載の方法。
【請求項８】
脱水素化反応が3‑メチルピペリジンの3‑ピコリンへの脱水素化である、請求項１〜７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】
本発明は酸素の存在下、150〜400℃の温度で、脱水素化可能な化合物を脱水素化する方
法に関する。
【０００２】
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本発明の別の実施形態は、特許請求の範囲、明細書および実施例に記載されている。本
発明の内容に関する上記の特徴および下に説明する本発明の内容に関する特徴を、個々に
記載する組合せのみでなく、本発明の範囲を逸脱しない他の組合せにおいても使用するこ
とができることは言うまでもない。
【背景技術】
【０００３】
有機化合物が触媒的に脱水素化されて対応する不飽和または芳香族化合物に変換され得
ることが知られている。
【０００４】
通常、ここでは不均一系触媒を使用する。不均一系触媒の場合、純金属（例えば、コロ
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イド金属、スポンジ金属または金属ブラック、金属粉末または針金の形で）、金属化合物
（例えば、金属酸化物、硫化物または窒化物；金属ガラス）および支持触媒に分類される
。通常使用される脱水素化触媒は支持触媒である。支持触媒は実質的に触媒支持体（支持
体）および活性成分を含む。
【０００５】
触媒は反応の間に活性を失うことが知られている。
【０００６】
これは、例えば、触媒表面上での化合物の析出および分解のために起こる。この現象は
当業者にコーキングと呼ばれ、反応中心の遮断、およびその結果として触媒の失活につな
がる。
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【０００７】
反応方法を、反応そのものの中で触媒の失活を減少させるように設計することが有利で
ある。
【０００８】
これは、触媒系の本質的な改良により達成することができる。このアプローチは、例え
ばEP‑A 0 155 649においておこなわれている。そこでは、ピペリジン誘導体のピリジンへ
の変換を、さらに0.1〜10重量％のMgCl2を含むPd/Al2O3触媒を用いて実施する。この方法
は達成可能な触媒の寿命が改良された点で優れている。
【０００９】
さらに、触媒の失活は、水素化の反応経路を改良することにより抑制することができる
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。
【００１０】
EP‑A 1 291 081には、支持貴金属触媒の存在下でピロリジンおよびピペリジンからそれ
ぞれピロールおよびピリジンを調製する方法が記載されており、そこにおいて、合成の進
行が触媒の化学組成を変化させなくても影響を受ける。EP‑A 1 291 081には、ZrO2支持Pd
/Pt触媒を用いるバレロニトリルの形成が、反応物質の流れに水を加えることにより抑制
され得ることが記載されている。水の添加は、プロセス工学およびエネルギーに関して追
加の費用を必要とする。
【００１１】
酸化的脱水素化において、脱水素化反応は酸素の存在下で起こる。脱水素化に必要な熱
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の導入は、外部からの熱の導入を通じてではなく、脱水素化反応の間の水素の燃焼により
直接おこなわれる。脱水素化および酸化は同じ触媒または異なる触媒により起こり得る。
脱水素化および酸化は同じ場所で同時に、または別々に起こり得る。
【００１２】
EP‑A 0 323 115には、蒸気の存在下および単一の触媒の存在下でのC2〜C30‑パラフィン
の脱水素化が開示されている。これは好ましくは、触媒支持体としてのアルミナ上に白金
、カリウムおよびスズを含む。酸素をパラフィンを基準として約0.01〜2モルの量で用い
る。脱水素化は400〜900℃の温度で実施する。
【００１３】
US 3,670,044には、好ましくは触媒支持体としての亜鉛アルミニウムスピネル上に白金
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および場合によりスズを含む触媒の存在下での2〜12個の炭素原子を有するアルカン、ア
ルキルアルカンおよびアリールアルカンの脱水素化が記載されている。酸素を、使用する
炭化水素を基準として0.02〜0.15モルの量で使用する。脱水素化は510〜621℃の温度で実
施する。
【００１４】
US‑A 5,733,518には、ニッケル触媒の存在下でのC3〜C10‑アルカンの脱水素化が記載さ
れている。脱水素化および酸化は異なる触媒により反応器の異なる地点で起こる。脱水素
化は、中性アルミナおよびゼオライトなどの非酸性支持体上の硫化ニッケルからなる触媒
によりおこなわれる。水素の酸化は、触媒であるゲルマニウム、スズ、鉛、ヒ素、アンチ
モンおよびビスマス金属のリン酸化物の存在下で、5.05 mol%の酸素を供給して、300〜60
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0℃の温度でおこなわれる。
【００１５】
WO‑A 94/29021には、その触媒支持体が実質的にマグネシウムおよびアルミニウムの混
合酸化物を含み、さらに第VIII族の貴金属および別の成分を含む触媒が記載されている。
これらは、C2〜C30‑炭化水素の400〜700℃の温度での、水素の酸化が同時におこなわれる
、またはおこなわれない脱水素化を触媒する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
本発明の目的は、活性および選択性が改善された、脱水素化可能な化合物の脱水素化の
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方法を提供することであった。さらに、本発明の目的は、収率の低下が起こらない、寿命
のより長い複素環化合物の脱水素化の方法を提供することであった。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
前記の目的は、脱水素化反応が酸素の存在下で起こり、ただし、酸素の存在下での脱水
素化反応の温度プロファイルが、酸素が存在しない点以外は同一の条件下での脱水素化反
応の温度プロファイルと実質的に異ならない、脱水素化可能な化合物の脱水素化の方法を
提供することにより達成される。
【００１８】
酸素の添加は、本発明において、エアブリードとも呼ばれる。
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【００１９】
出発物質を、400℃以下の好適な温度および好適な圧力で、好適な触媒上を通過させる
。
【００２０】
本発明において、使用する化合物1分子あたり少なくとも1分子の水素を除去することが
原理上可能であれば、その化合物は脱水素化可能である。使用する化合物1分子から2分子
以上の水素を除去することができる場合にも可能である。遊離する水素の量は、収集して
決定することができる。脱水素化が水素の添加を伴って実施される場合には、決定に当た
ってこの添加された量を考慮しなければならない。
【００２１】
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あるいは、形成される複数の結合の相対的な数を決定することができる。これは、例え
ば，赤外線(IR)分光法、近赤外線(NIR)分光法および核磁気共鳴(NMR)分光法によりおこな
う。
【００２２】
脱水素化反応の好適な出発物質は、例えば3〜10個の環原子を有し、1個以上のH原子が
同一のまたは異なる基により置換されていてもよい脱水素化可能な単環式炭化水素である
。好ましい化合物はシクロヘキサンおよびシクロヘキセンであり、1個以上のH原子が同一
のまたは異なる基により置換されていてもよい。好適な標的化合物はスチレンである。
【００２３】
また、脱水素化反応の好適な出発物質は、環あたり3〜10個の環原子を有する多環式炭
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化水素であって、環が独立して、縮合して、またはスピロ型で存在し、1個以上のH原子が
同一のまたは異なる基により置換されていてもよく、環の少なくとも一つが脱水素化可能
であるものである。前記の化合物の例は、フェニルシクロヘキサン、シクロヘキシルビフ
ェニル、デカリンおよびテトラリンである。
【００２４】
また、脱水素化反応の好適な出発物質は、環の中に1個以上のヘテロ原子を有する単環
式または多環式炭化水素であって、環が独立して、縮合して、またはスピロ型で存在し、
1個以上のH原子が同一のまたは異なる基により置換されていてもよく、環の少なくとも一
つが脱水素化可能であるものである。前記の化合物の例は、ピロリジン、ピロリドン、テ
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トラヒドロフラン、ピペリジンおよびオクタヒドロインドールである。
【００２５】
好ましい標的化合物は、ピリミジン、ピリダジン、ピロール、インドール、キノリン、
イミダゾールまたはフランであり、1個以上のH原子が同一のまたは異なる基により置換さ
れていてもよく、完全にまたは部分的に飽和した同種の複素環化合物に由来するものであ
る。
【００２６】
すべての上記の化合物において、同一のまたは異なる基の数は、少なくとも1個の環を
脱水素化できるような数である。好ましくは同一のまたは異なる基の数は0〜3個である。
【００２７】
上記の基は、アルキル（好ましくはC1〜C4‑アルキル、すなわち、メチル、エチル、n‑
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プロピル、イソプロピル、n‑ブチル、イソブチル、sec‑ブチル、tert‑ブチル）、アルケ
ニル（好ましくはC2〜C4‑アルケニル、例えば、ビニル、アリル）、およびアルキニル（
好ましくはC2〜C4‑アルキニル、例えばプロパルギル）などの無置換炭化水素基である。
【００２８】
さらに、可能な基は、‑OH、‑OR、‑OC(O)R、‑NH2、‑NHR、‑NRR

、‑CN、‑C(O)OH、‑C(O)

OR、‑C(O)NH2、‑C(O)NHR、‑C(O)NR2、‑CHO、‑C(O)R [式中、RおよびR

は互いに独立して

、上で定義した通りのアルキル、アルケニルおよび／またはアルキニルである]である。
さらに、基は、上で定義した通りのアルキル、アルケニルおよびアルキニルであって、1
個以上のH原子が‑OH、‑OR、‑OC(O)R、‑NH2、‑NHR、‑NRR

、‑CN、‑C(O)OH、‑C(O)OR、‑C(

O)NH2、‑C(O)NHR、‑C(O)NR2、‑CHO、‑C(O)R [式中、RおよびR

は、互いに独立して、上
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で定義した通りのアルキル、アルケニルおよび／またはアルキニルである]などの同一ま
たは異なる置換基により置換されているものからなる群より選択される。
【００２９】
これらは、例えば、‑CH2OH、‑CH2CNおよび‑CH2CH(OH)CH3である。
【００３０】
本発明において、独立したとは、環が少なくとも1個の架橋原子を介した結合により互
いに結合していることを意味する。
【００３１】
本発明において、縮合したとは、2個の環がそれらの辺を介して互いに結合しているこ
とを意味する。
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【００３２】
本発明において、スピロ型とは、2個の環が1個のみの共通の環原子を有することを意味
する。
【００３３】
好ましい化合物はデカリン、ヒドロアズレンおよびテトラリンであり、1個以上のH原子
が同一のまたは異なる基により置換されていてもよい。
【００３４】
炭化水素環は、本発明の触媒を用いることにより脱水素化することができる。適切な場
合にはヘテロ原子を含んでもよい少なくとも1個の脱水素化可能な炭化水素環が、部分的
な脱水素化または最大限の脱水素化を受ける。脱水素化された環は、反応後に好ましくは
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芳香族になる。
【００３５】
有機基により一置換または多置換された環の場合には、有機基の脱水素化が起こり得る
。1個以上の環の脱水素化と比較して、有機基の脱水素化はより速く、より遅く、または
同じ速度で起こり得る。
【００３６】
本出願において、出発物質という用語は、純粋な化合物または化合物の混合物を意味す
る。好ましくは純粋な化合物を使用する。
【００３７】
出発物質は好ましくは気体である。気体として存在するためには、出発物質は室温で既
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に気体であるか、好適な条件下で予備加熱される。前記の予備加熱は、例えばエバポレー
ターを用いておこなう。熱の導入は、適切な場合には担体物質を介しておこなう。
【００３８】
さらに、出発物質を気体に送り込んでもよい。気体を出発物質により飽和または過飽和
させる。
【００３９】
本発明の方法は、150〜400℃、好ましくは170〜300℃、特に好ましくは200〜270℃の温
度で実施する。
【００４０】
脱水素化は好適な温度で実施する。温度の選択は、例えば出発物質のタイプおよび濃度
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、ならびに使用する触媒に依存する。
【００４１】
適切な場合には、傾斜法が望ましい。
【００４２】
脱水素化は好適な圧力で実施する。本発明の方法は、0.01〜50 bar、好ましくは0.1〜5
barの圧力で、特に好ましくは大気圧で実施することができる。圧力のデータは絶対圧力
であると理解されたい。
【００４３】
使用される脱水素化触媒は、通常支持触媒である。本明細書において、支持触媒とは、
活性成分が触媒支持体上に存在する触媒を指す。
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【００４４】
原則として、すべての脱水素化触媒が好適であり、支持触媒が好ましい。
【００４５】
原則として、すべての支持触媒が好適である。
【００４６】
好ましい触媒支持体は酸化ジルコニウムである。これは種々の変態で存在する。酸化ジ
ルコニウムは天然のバデレアイトとして見出される。合成酸化ジルコニウムは通常他のジ
ルコニウム化合物の焼成により得られる。大気圧において公知の変態として、立方晶、正
方晶（準安定）および単斜晶（安定）が区別される。立方晶の変態は、酸化マグネシウム
、酸化カルシウム、酸化イットリウムまたは元素周期表の第3族の金属の酸化物などの好
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適な添加物を加えることにより室温で安定化することができる。この目的で、典型的には
、これらを加熱段階の前に、触媒支持体の総質量を基準として3重量％〜8重量％の量で加
える。
【００４７】
さらに、部分的に安定化された酸化ジルコニウム(PSZ)が公知であり、立方晶酸化ジル
コニウムの粒子中の準安定正方晶酸化ジルコニウムの析出により得ることができる。
【００４８】
さらに正方晶酸化ジルコニウム多結晶が公知である(TZP)。高圧変態は斜方晶であり、
大気圧で、12 mol%以上の酸化ニオブ、酸化タンタルまたはそれらの混合物を加えること
により安定化することができる。
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【００４９】
さらに、別のジルコニウムおよび酸素の準化学量論的化合物または酸素のジルコニウム
中の固溶体、ZrOn [式中、n<2である]も公知である。
【００５０】
触媒支持体の構成要素として好ましい酸化ジルコニウムの変態は単斜晶の変態である。
【００５１】
酸化ジルコニウムは、通常、ハフニウム、ケイ素、硫黄およびナトリウムを含む。精製
された形においてさえ、これらの元素は触媒支持体中に存在する。酸化ハフニウムの割合
は好ましくは2重量％以下である。硫黄の割合は好ましくは100 mg/kg以下である。
【００５２】
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特に好ましい触媒支持体は少なくとも97%の酸化ジルコニウムを含む。
【００５３】
別の実施形態において、触媒支持体として他の酸化または非酸化支持体物質が好適であ
る。これらの支持体物質は、ごくわずかの触媒活性を有するか、不活性な物質である。し
かしながら、それらは触媒活性を有する成分と相互作用し、それによりその触媒特性に多
かれ少なかれ顕著な効果を有する物質である。これらの支持体物質は好ましくは触媒活性
物質の焼結温度まで熱安定性である固体である。これらの支持体物質を識別する基準は、
例えば、それらの化学的特性および比表面積である。
【００５４】
好適な支持体物質は、天然の粘土、ケイ酸塩、アルミノケイ酸塩、珪藻土、珪藻岩、ス
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ピネル、軽石、チタン酸塩などの天然の酸化物；アルミナ、酸化マグネシウム、シリカ、
粉末ガラス、シリカゲル、酸化ケイ素アルミニウム、スピネル、酸化亜鉛、酸化チタンな
どの合成金属酸化物；炭化ケイ素などの金属炭化物；動物または植物由来の活性炭素；煤
、黒鉛、カーボンブラック；窒化物；および焼結の手段を用いて粉末冶金法により調製さ
れ、金属粉末粒子からなる成形体（適切な場合には、金属化合物および非金属を用いる）
である。
【００５５】
これらは種々の物理的変態として存在し得る。アルミナの変態の例は、γ‑Al2O3、η‑A
l2O3およびα‑Al2O3である。
【００５６】
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適切な場合には、触媒支持体はさらに添加物を含む。これらには、特に細孔形成剤また
は結合剤またはそれらの混合物が含まれる。細孔形成剤はより大きい内部表面積を作る目
的で使用される。好適な細孔形成剤は、硝酸アンモニウム、クエン酸塩、ポリエチレンオ
キシドなどのポリアルキレンオキシド、セルロース、デンプンまたは糖などの炭水化物、
天然繊維、パルプまたはポリビニルアルコールなどの合成ポリマー、またはそれらの混合
物である。
【００５７】
結合剤は、小さい粒子を結合してより大きい凝集体を与えることにより、より大きい機
械的強度を確保する目的で使用する。
【００５８】
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好ましくはコロイド型の、例えば水酸化物の形のアルミニウムおよび／またはケイ素前
駆物質を結合剤として使用することができる。これらは加熱するとアルミナおよび／また
はシリカに変換する。
【００５９】
触媒支持体はさらに別の添加剤を含んでもよい。別の添加剤は、例えば、レオロジーに
影響を与える公知の化合物である。
【００６０】
活性成分は元素周期表の第7〜11族の物質であってよい。2005年10月3日発行のIUPACに
よる元素周期表が適用される。特に、Mn、Re、Fe、Ru、Os、Co、Rh、Ir、Ni、Pd、Pt、Cu
、AgおよびAuの元素である。特に好ましい実施形態において、触媒活性を有する物質は、

10

白金、パラジウムまたはそれらの混合物である。
【００６１】
混合物とは、白金およびパラジウム粒子の巨視的混合物、および例えば焼結した物質ま
たは合金などの微視的混合物の両方をさす。
【００６２】
触媒活性を有する物質を触媒支持体に適用する方法それ自体は公知である。
【００６３】
提供される一つの形は、いわゆる被覆触媒であって、そこにおいて、触媒支持体に触媒
活性物質の前駆物質、例えば貴金属塩の溶液を含浸させる。
【００６４】
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一実施形態において、触媒支持体に、適切な処理の後に活性成分に変換されるような1
種以上の貴金属化合物の溶液または懸濁液を含浸させる。
【００６５】
含浸は連続的にまたはバッチ法式でおこなうことができる。含浸は1回または数回おこ
なうことができる。含浸は当業者に公知の次の方法：上澄み溶液から、噴霧により、溶液
の蒸発により、または化合物の溶融により、おこなうことができる。含浸は好ましくは上
澄み溶液からおこなう。
【００６６】
貴金属塩の形の触媒活性物質を使用することが好ましい。好ましい実施形態において、
そのアニオンを熱処理により容易に除去することができる貴金属塩を使用する。
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【００６７】
特に好ましい実施形態において、硝酸アニオンおよび酢酸アニオンからなる群より選択
されるアニオンを有する貴金属塩を使用する。
【００６８】
好ましい貴金属化合物は硝酸パラジウムである。
【００６９】
一般的に触媒活性物質は、触媒中で、触媒支持体上に活性型として存在する。この活性
型はそれぞれの場合において選択された触媒活性物質に依存する。
【００７０】
本発明の一実施形態において、触媒活性物質は支持体上に不活性な、またはわずかに活
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性な形で存在する。別の実施形態において、触媒活性物質は支持体上に活性な形で存在す
る。触媒活性物質は一般的に還元型で活性である。したがって、一般的に触媒活性物質は
、触媒活性物質が共有結合によりまたは静電的に結合した形の場合に還元されなければな
らない。還元は、例えば純粋な水素の存在下での熱処理によりおこなうことができる。
【００７１】
触媒活性物質は、一般的に触媒活性が確保されるような量で存在する。個々の触媒活性
物質に応じて、例えばPdの場合には、触媒を基準として、一般に0.1重量％以上、好まし
くは0.3重量％、特に好ましくは0.5%以上の触媒活性物質の含有量で用いる。
【００７２】
触媒活性物質の割合は、例えば、50重量％以下、好ましくは10重量％以下である。割合
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はより大きくてもよいが、一般的にはより低く、例えば触媒を基準にして5重量％以下、
特に1重量％以下である。
【００７３】
触媒の大きさおよび形（幾何学的形状）は脱水素化反応に影響を与える。
【００７４】
大きい表面積を有する、より微細に分散した触媒はしばしばよりよい変換を可能にする
が、より高い流動抵抗を有する。高い流動抵抗は、密度の高い充填によっても達成される
。より粗い触媒はしばしばより速い流動を可能にするが、これはしばしば変換を犠牲にし
ておこなわれる。
【００７５】
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触媒は通常1.5〜6 mmの粒径を有するバルク材料として提供される。望まれる反応の温
度および圧力の範囲に応じて、ある巨視的形状が有利な場合がある。反応器のタイプに応
じて、触媒は、例えば丸剤、押出成型品、空洞押出成型品、馬車の車輪型、星型、種々の
直径の球または粉末の形で提供される。当業者が、反応条件、例えば温度および圧力の範
囲、ならびに反応器の大きさを考慮して、適切な触媒のサイズおよび形状を選択する。
【００７６】
触媒は、必要に応じて、脱水素化反応の後に当業者に公知の条件下で再生することがで
きる。
【００７７】
例えば、触媒を熱処理してもよい。好ましくは、再生温度は、触媒活性成分の焼結が起
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こらないように選択する。
【００７８】
所望により、再生は、再生を促進する物質の存在下で実施することができる。酸素が好
ましく、例えば空気の形で計量導入することができる。
【００７９】
本発明の方法において、脱水素化は酸素の存在下で起こる。酸素は好ましくは空気の形
で反応に供給される。純粋な酸素または他の酸素を含有する気体混合物でも本発明の方法
を実施することが可能である。
【００８０】
本発明において、酸素の存在下での温度と酸素が存在しない場合の温度が、絶対温度尺
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度で数パーセント、例えば3%以下、好ましくは2%以下、特に好ましくは1%以下しか異なら
ない場合には、反応温度への影響は実質的にないとみなされる。パーセント偏差は、二つ
の温度の差を高い方の温度の値で割ったものである。
【００８１】
温度の測定のために、温度は反応器の中の1箇所以上の任意の点で測定しうる。これに
関して、当業者は反応の温度プロファイルという用語を用いる。反応に対する酸素の影響
を決定するために、対応する時間に同じ位置で測定された温度値のみを互いに比較する。
さらに、測定は同じ測温体を用いて、または較正された測温体を用いておこなわなければ
ならない。
【００８２】

40

酸素は、その添加が温度プロファイルに実質的に観察される影響を与えないような量で
使用する。
【００８３】
好ましくは、酸素は供給流と混合される。
【００８４】
本出願において、「供給流」という用語は、出発物質を含み、反応器の方向に向かう流
れを指す。一つ以上の供給流が存在しうる。
【００８５】
酸素は、酸素の存在下での脱水素化反応の温度プロファイルが、酸素が存在しない点以
外は同一の条件下での脱水素化反応の温度プロファイルと実質的に異ならない、すなわち
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ごくわずかしか異ならないという条件で、反応器に供給する総流量を基準として、0.05体
積％および10体積％の量で加えることができる。
【００８６】
好ましい実施形態において、脱水素化反応は、酸素が脱水素化において完全に消費され
るように実施する。好ましくは、酸素は二酸化炭素CO2への変換には消費されない。
【００８７】
さらに、反応は好適な別の添加物の存在下で実施することができる。好ましい別の添加
物は、好適には、担体媒体として作用する不活性物質、例えば溶媒または担体ガスである
。これらはしばしば反応物質の流れを希釈する、および／または反応の熱を除去する目的
を有する。好ましい担体媒体は窒素である。
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【００８８】
さらに、プロセスを改善する物質が別の添加剤として好適である。好ましいプロセスを
改善する物質は水素である。
【００８９】
すべての物質を互いに別々にまたは一緒に反応器に計量導入することができる。さらに
、異なる物質を予め混合して、それ以外のものとは別に反応器に計量導入してもよい。
【００９０】
混合物は好ましくは気体の混合物である。
【００９１】
好ましくは、すべての物質を反応器に入れる前に混合する。
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【００９２】
特に好ましくは、酸素を含有する流れおよびH2およびN2を含有する流れを混合した後、
この新しい混合物を有機供給物と混合する。
【００９３】
別の特に好ましい実施形態において、H2およびN2を含有する流れおよび有機供給物を混
合した後、この新しい混合物を酸素を含有する流れと混合する。
【００９４】
反応器に入るすべての流れの流速は、0.5 cm/s以上である。反応器に入るすべての流れ
の流速は、100 cm/s以下である。好ましくは、反応器に入るすべての流れの流速は、1 cm
/s〜30 cm/sである。特に好ましい実施形態において、反応器に入るすべての流れの流速
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は、2 cm/s〜10 cm/sである。
【００９５】
少なくとも二つの流れが反応器に入る場合には、それらの流れの流速は同一であっても
異なっていてもよい。
【００９６】
一つのみの流れが反応器に入り、一つのみの流れが反応器から出る場合、反応器から出
る流れの流速は、遊離する水素のために、通常反応器に入る流れの流速よりも速い。例え
ば、反応器から出る流れの流速は2倍の速度である。
【００９７】
反応器に入るすべての流れの酸素濃度は、平均して0.05〜10体積％、好ましくは0.1〜5
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体積％、特に好ましくは0.3〜3体積％のO2である。
【００９８】
脱水素化反応は好適な反応器の中で実施する。一実施形態は固定床反応器中での脱水素
化反応である。これは好ましくは断熱的におこなわれる。
【００９９】
別の実施形態は、中間熱交換器を有する、複数の部品、いわゆるトレーの中の触媒床の
提供である。管束反応器としての設計も可能である。
【０１００】
さらに、脱水素化反応は懸濁液中および気体‑固体流動床上で実施することができる。
【０１０１】
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本発明を下に実施例を参照してさらに詳細に説明する。これらの実施例は説明であり、
決して本発明の範囲および基礎となる原理を限定するものと見なしてはならない。当業者
は、実施例および明細書から派生して、記載された実施例に多くの変更を加えることがで
きる。これらの変更は同様に添付した特許請求の範囲に含まれる。
【実施例】
【０１０２】
3 mm ZrO2押出成型品にPd(NO3)2溶液を含浸させることにより調製した0.9% Pd/ZrO2触
媒を、26 mmの内径を有する管型反応器中での3‑メチルピペリジン(3‑MPIP)の3‑ピコリン(
3‑PIC)への脱水素化に対するその活性について研究した。そのために、まず50 mlの触媒
物質を取り、20体積％のH2（N2中）雰囲気下、80℃で4時間、次いで純粋なH2雰囲気下、2
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00℃で3時間活性化した。次に、3‑MPIPの計量導入を開始した。3‑MPIPの計量導入には、3
0〜120 ml/hの出発物質をエバポレーターに通し、完全に蒸発させて担体ガス流に混合し
た。担体ガスは20体積％のH2、0〜10体積％の空気および70〜80体積％のN2からなるもの
であった。担体ガスの総体積の流速は20 l/hであった。出発物質の気体混合物を、エバポ
レーターの後に触媒床の上に通した。脱水素化は、265℃、大気圧で実施した。0.5時間の
反応時間の後、1時間間隔で3回サンプルを取り、3‑MPIPおよび3‑PIC含有量を分析した。
別の実験において、それぞれの場合において1時間後に3‑MPIPの供給量を2倍の値に増やし
た。空間速度が2倍に増加した後、最後に、最初の空間速度(1時間あたり0.3 l / l)でさ
らに1時間流し、排出物中のPIC含有量を最初のサンプルの値と比較した。最初と最後のサ
ンプルのPIC含有量の比較は触媒が失活する傾向の尺度である。
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【０１０３】
表1：4つの異なる酸素濃度における3‑PIC含有量、触媒の失活およびCバランス
【表１】
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【０１０４】
表1は、1時間あたり触媒1 lあたり0.3および1.2 lの3‑MPIPの空間速度における生成物
流の3‑PIC含有量の測定値、および担体ガス流中のO2分圧の関数としての触媒の失活を示
す。O2分圧が増すと触媒の失活が減少し、1時間あたり1.2 l / lの空間速度における生成
物中の3‑PIC含有量が増加する。0.4%の酸素含有量のものについて、反応器から排出され
る排ガスをそのCO2およびCO含有量に関して調べた。CO2は実質的に検出されず(3ppm)、CO
濃度は濃度の測定限界未満であった(<1ppm)。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】図1は、1時間あたり0.3および1.2 l / lの空間速度における脱水素化反応器の温
度プロファイルを示す図である。
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【図１】
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