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ゼオライト触媒を用いたn-ヘキサン接触分解の速度解析 
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1． 緒 言 

C2～C4 の低級オレフィンは，石油化学産業の基

礎化学物質として重要であり，近年特にプロピレン

の需要が高まっている．現在，これら低級オレフィ

ンの多くはナフサの熱分解によって生産されてい

る．しかし，熱分解プロセスでは生成物中のプロピ

レンとエチレンの比はおよそ 0.6 とプロピレンの選

択性が低い．さらに，熱分解プロセスは 800～850℃

の反応温度が必要であることからエネルギー多消

費型プロセスである．そのため，プロピレン選択合

成と省エネルギー化を可能とする代替プロセスの

開発が期待されており，ゼオライト触媒を用いたナ

フサの接触分解が注目されている．一方で，ゼオラ

イトはナフサに含まれる成分の分子径に近い細孔

を有する為，ゼオライト細孔内での炭化水素の拡散

が律速となることが考えられる．そこで本研究では，

ナフサ接触分解に用いるゼオライト触媒の設計を

目的とした．ここでは，ナフサのモデル物質として

n-ヘキサンを用い，n-ヘキサンがプロピレンとプロ

パンに分解する初期の反応に着目した反応速度解

析およびn-ヘキサンの拡散係数測定を行った．また，

これらの結果を用い反応律速となる MFI 型ゼオラ

イトの粒子径について検討した． 

 
2．実 験 

2.1 反応速度解析 

 水/界面活性剤/有機溶媒を反応場とした水熱合成

法 1, 2)により合成した粒子径 150nm のナノサイズの

MFI 型ゼオライト (Si/Al=280)，従来の水熱合成法に

より合成したマクロサイズ (Si/Al=170，粒子径

2.8m)および BEA 型ゼオライト(Si/Al=310, 東ソー)

を反応速度解析に使用した．n-ヘキサンの熱分解反

応および接触分解反応は，固定床流通式触媒反応器

を使用し，反応温度 500～650℃，窒素気流中，常圧

下，n-ヘキサン供給速度 1.8～3.6ml/h の条件で行っ

た．また，微分反応条件で反応速度解析を行うため，

低転化率となるように W/F を 7.5×10-3～1.4×10-2 

kg-cat./(kg-hexane・h-1)の間で調整して行った．反応

生成物はオンラインのガスクロマトグラフィー

（TCD, FID）を用いて分析した．反応速度解析は微

分条件にて反応次数を決定し，積分反応条件にて各

反応温度での反応速度定数を求めた． 

2.2 拡散係数測定 

n-ヘキサンの拡散係数は定容法を用いて測定した
3)．MFI 型ゼオライトの中でも Al を含有しない

silicalite-1 を水熱合成法により調製し，吸着剤とし

て使用した．Silicalite-1 の結晶性は XRD，窒素吸着

により確認した．また，結晶径は FE-SEM 観察によ

り決定した．拡散係数の測定温度は 100～300℃，測

定圧力は 1.5kPa 以下の条件で実施した．結晶内拡散

係数は，silicalite-1 への吸着量の経時変化と(1)～(3)

式で与えられる理論式によりから得られる経時変

化の計算値のフィッティングにより結晶内拡散係

数を得た．  
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ここで，Mt と Me は時間 t および吸着平衡時それぞ

れの吸着量であり，L は結晶半径（拡散距離）を表

す．また，V は気相の体積，W は吸着剤量，amはゼ

オライト単位体積あたりの外表面積である． 

また，測定から得られる結晶内拡散係数（D）と

吸着等温線から算出される分配係数（H）の積によ

り有効拡散係数（Deff）を求めた． 

Deff＝H×D               ・・・(4) 

 
3．結果と考察 

熱分解および接触分解によるn-ヘキサンからの低

級オレフィン合成反応では，先ず n-ヘキサンの分解

によりプロピレンとプロパンが生成する．そして，

生成物自身の反応，及び生成物と原料ヘキサンの反

応が連鎖的に進行し，他の低級オレフィン（エチレ

 

 
Fig.1 n-ヘキサン熱分解，接触分解の反応速度定

数のアレニウスプロット 
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ンとブテン），パラフィン類，芳香族が生成する．

反応の律速段階はn-ヘキサンの分解によるプロピレ

ンとプロパン生成反応であると考えられる為，n-ヘ

キサン濃度を基準に速度解析を行った． 

微分反応条件での解析の結果，熱分解，接触分解

ともに反応速度はn-ヘキサン濃度の一次に比例する

ことが明らかになった．また，積分反応条件におい

て 1 次反応として求めた反応速度定数のアレニウス

プロットを Fig.1 に示す．なお，550℃～650℃の温

度領域では接触分解と同時に熱分解が生じる為，接

触分解の速度解析には熱分解の転化率を差し引い

た接触分解の転化率を用いた．熱分解反応と接触分

解反応の速度定数を比較するため，Fig.1 中の接触分

解の速度定数は，解析から得られた速度定数[m3/(kg 

s)]と触媒層嵩密度[kg/m3]の積から得られた値[1/s]を

示している．活性化エネルギーは熱分解反応の 212.7 

kJ/mol に比べ，接触分解反応では約 120～150 kJ/mol

と小さい値が得られた．また，熱分解反応と比較し，

接触分解の反応速度定数は，反応温度 650℃で 10～

30 倍大きい値を示している．そのため，触媒反応を

実施したときの総括の反応は，その 3~10％は熱分解

反応の寄与であることが分かる．  

結晶構造の異なる MFI 型ゼオライトと BEA 型ゼ

オライトを比較すると，活性化エネルギーはそれぞ

れ 124.9 kJ/mol，147.1 kJ/mol と異なる値を示した．

これは，MFI 型ゼオライトと BEA 型ゼオライトの

酸強度の違いに起因するものと考えられる．また，

結晶サイズの異なる MFI 型ゼオライトの反応速度

定数を比較すると，マクロサイズ MFI 型ゼオライト

の反応速度定数はナノサイズ MFI 型ゼオライトの

反応速度定数より約 3 倍大きい値を示した．これは，

n-ヘキサンの接触分解により細孔内で生成したプロ

ピレンなどの低級オレフィンと原料n-ヘキサンの二

次的な反応に起因すると考えられる． 

Fig.2 は n-ヘキサンの有効拡散係数と吸着ポテン

シャル（A）の関係を示す．吸着ポテンシャルは気

体成分の固体表面への吸着における自由エネルギ

ー変化量を示し，(5)式で求められる 4)． 

A=RTln(P/P0)                 ・・・・（5） 

ここで P0は飽和蒸気圧，P は吸着平衡圧である． 

Fig.2 より silicalite-1 における n-ヘキサンの有効拡散

係数は，温度に依存しない一本の曲線で相関される

ことが明らかとなった．また，本結果を用いること

で任意の温度とn-ヘキサン分圧に対する有効拡散係

数を推算することが可能である． 

 次に，本研究で得られた反応速度定数および有効

拡散係数から 650℃において反応律速となる MFI 型

ゼオライトの触媒粒子径について Thiele 数を用いて

検討した．Thiele 数は(5)式で求められる 3, 5)．  

 Thiele 数,  = L×(km/Deff)
1/2  ・・・(5) 

ここで L は粒子半径，ρは見かけ密度，kmは反応速

度定数である． 

Fig.3 は触媒粒子内のヘキサンの濃度分布に対す

る Thiele 数の影響を示す．Thiele 数が 0.1 より小さ

い領域では，粒子内のヘキサン濃度は粒子表面

(l/L=1)の濃度とほぼ等しくなり，触媒有効係数はほ

ぼ１になるため反応律速になる 5)．Thiele 数が 0.1

となるときの触媒粒子径(2L)を求めると，粒子径は

約 250nm となる．よって，n-ヘキサンが分解しプロ

ピレン，プロパンが生成する反応に対し n-ヘキサン

の拡散の影響が無視小となる MFI 型ゼオライト粒

子径は，250nm 以下であると考えられる． 

 
Fig.2 有効拡散係数と吸着ポテンシャルの関係 

 

本研究の成果は，独立行政法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構（NEDO）の委託業務で得られた

ものです． 
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Fig.3 触媒粒子内のヘキサン濃度分布に対する
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