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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に設けられた触媒コート層を有する排ガス浄化用触媒であって、
前記触媒コート層は、
含有する全材料粒子の二次粒子径Ｄ５０が２～１２μｍの範囲であり、
触媒金属を担持した第１の金属酸化物粒子と触媒金属を担持しない第２の金属酸化物粒子
を含み、
前記第２の金属酸化物粒子は、
二次粒子径Ｄ５０が３μｍ以下であり、かつ
前記触媒コート層の全材料粒子に対する含有比率が５～５５重量％の範囲であり、
さらに、第１の金属酸化物粒子の二次粒子径は第２の金属酸化物粒子の二次粒子径より大
きい、
前記排ガス浄化用触媒（ただし、前記第２の金属酸化物粒子が前記第１の金属酸化物粒子
に担持されている排ガス浄化用触媒を除く）。
【請求項２】
　触媒コート層の被覆量が、基材の単位体積当たり５０～３００ｇ／Ｌの範囲内である、
請求項１に記載の排ガス浄化用触媒。
【請求項３】
　触媒コート層の空隙率が、水中重量法により測定した空隙率で５０～８０容量％の範囲
内であり、
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　触媒コート層が有する細孔のうち、基材の排ガスの流れ方向に垂直な触媒コート層断面
の断面画像における細孔の円相当径が２～５０μｍの範囲内であり、かつ、５以上のアス
ペクト比を有する高アスペクト比細孔が、触媒コート層が有する空隙全体に対して０．５
～５０容量％を占め、かつ、その平均アスペクト比が１０～５０の範囲内である、請求項
１または２に記載の排ガス浄化用触媒。
【請求項４】
　排ガス浄化用触媒の製造方法であって、
　触媒金属を担持した第１の金属酸化物粒子と触媒金属を担持しない第２の金属酸化物粒
子を用意する工程、
　前記第２の金属酸化物粒子を、二次粒子径Ｄ５０が３μｍ以下となるようミリングする
工程、
　前記第１の金属酸化物粒子と、ミリングした前記第２の金属酸化物粒子を混合して、全
材料粒子の二次粒子径Ｄ５０が２～１２μｍの範囲であり、かつ全材料粒子に対して前記
第２の金属酸化物粒子を５～５５重量％の範囲で含有するスラリーを調製する工程、およ
び
　基材に前記スラリーを塗布して触媒コート層を形成する工程
を含む、前記方法。
【請求項５】
　前記スラリーに繊維状有機物をさらに加えることを含む、請求項４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は排ガス浄化用触媒に関する。より詳しくは触媒コート層に含まれる金属酸化物
粒子のサイズおよび組成に特徴を有する排ガス浄化用触媒に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車などの内燃機関から排出される排ガスには、一酸化炭素（ＣＯ）、窒素酸化物（
ＮＯｘ）、未燃の炭化水素（ＨＣ）などの有害ガスが含まれている。そのような有害ガス
を分解する排ガス浄化用触媒は三元触媒とも称され、コージェライトなどからなるハニカ
ム状のモノリス基材に、触媒活性を有する貴金属が担持された金属酸化物の粒子と、その
他の金属酸化物の粒子とを含むスラリーをウォッシュコートして触媒コート層を設けたも
のが知られている。排ガス浄化用触媒に用いられる金属酸化物としては、酸素貯蔵能を有
するセリア－ジルコニア複合酸化物およびアルミナ－セリア－ジルコニア複合酸化物、な
らびにアルミナなどが一般的である。
【０００３】
　従来の排ガス浄化用触媒では、触媒担持層が比較的緻密な状態となっており、熱および
被毒成分によって担持層内の細孔が閉塞されて担持層内部へのガス拡散が不十分となるこ
とが原因となって、高温域での使用中に触媒性能が低下することが問題となっていた。そ
れに対し、特許文献１では、触媒コート層を平均粒径１～５μｍの酸化物多孔質粒子から
形成された下層と、平均粒径１０～２０μｍの酸化物多孔質粒子から形成された上層との
二層構造とすることによりその問題を解決することを提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－２５３４５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　排ガス浄化用触媒は、触媒コート層のコート量が多いほど耐久性が向上することが知ら
れている。しかし、触媒コート層が厚くなるほど、コート層におけるガス拡散性が低下し
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、貴金属などの触媒金属の利用効率が低下してしまう。特に、加速時などの吸入空気量が
多い条件（高吸入空気量または高Ｇａ条件：高空間速度または高ＳＶ条件と同義）のもと
では、触媒の浄化性能はガス拡散律速となるため、高負荷条件下であっても十分な触媒性
能を発揮するためには、触媒コート層におけるガス拡散性を確保することが必要となる。
触媒コート層の厚さを抑えるために、材料全体の粒径を低減させることも考えられるが、
触媒活性を有する貴金属のシンタリング等を招き、耐久性の低下に繋がり好ましくない。
このように背反である触媒コート層の耐久性の向上と触媒性能の向上を両立させる手段が
求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは上述の問題を検討した結果、触媒コート層に含まれる金属酸化物粒子につ
いて、触媒金属を担持するものについては粒径を比較的大きなままで維持する一方、触媒
金属を担持しないものについては粒径を抑えることで、耐久性を維持したまま触媒コート
層の厚さを低減し、コート層のガス拡散性を向上できることを見出した。本発明の要旨は
以下のとおりである。
【０００７】
（１）基材上に設けられた触媒コート層を有する排ガス浄化用触媒であって、
前記触媒コート層は、
含有する全材料粒子の二次粒子径Ｄ５０が２～１２μｍの範囲であり、
触媒金属を担持した第１の金属酸化物粒子と触媒金属を担持しない第２の金属酸化物粒子
を含み、
前記第２の金属酸化物粒子は、
二次粒子径Ｄ５０が３μｍ以下であり、かつ
前記触媒コート層の全材料粒子に対する含有比率が５～５５重量％の範囲であり、
さらに、第１の金属酸化物粒子の二次粒子径は第２の金属酸化物粒子の二次粒子径より大
きい、
前記排ガス浄化用触媒。
（２）触媒コート層の被覆量が、基材の単位体積当たり５０～３００ｇ／Ｌの範囲内であ
る、（１）に記載の排ガス浄化用触媒。
（３）触媒コート層の空隙率が、水中重量法により測定した空隙率で５０～８０容量％の
範囲内であり、
　触媒コート層が有する細孔のうち、基材の排ガスの流れ方向に垂直な触媒コート層断面
の断面画像における細孔の円相当径が２～５０μｍの範囲内であり、かつ、５以上のアス
ペクト比を有する高アスペクト比細孔が、触媒コート層が有する空隙全体に対して０．５
～５０容量％を占め、かつ、その平均アスペクト比が１０～５０の範囲内である、（１）
または（２）に記載の排ガス浄化用触媒。
（４）排ガス浄化用触媒の製造方法であって、
　触媒金属を担持した第１の金属酸化物粒子と触媒金属を担持しない第２の金属酸化物粒
子を用意する工程、
　前記第２の金属酸化物粒子を、二次粒子径Ｄ５０が３μｍ以下となるようミリングする
工程、
　前記第１の金属酸化物粒子と、ミリングした前記第２の金属酸化物粒子を混合して、全
材料粒子の二次粒子径Ｄ５０が２～１２μｍの範囲であり、かつ全材料粒子に対して前記
第２の金属酸化物粒子を５～５５重量％の範囲で含有するスラリーを調製する工程、およ
び
　基材に前記スラリーを塗布して触媒コート層を形成する工程
を含む、前記方法。
（５）前記スラリーに繊維状有機物をさらに加えることを含む、（４）に記載の方法。
【発明の効果】
【０００８】
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　本発明の排ガス浄化用触媒は、触媒コート層を構成する材料の粒径および含有比率を上
記のとおり設計することにより、耐久性を低減させることなく触媒コートの厚さを低減さ
せることができ、高負荷条件下でも高い排ガス浄化性能を発揮することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】比較例１で得られた触媒（ａ）および実施例１で得られた触媒（ｂ）の触媒コー
ト層断面のＳＥＭ像である。
【図２】実施例１～２および比較例１～３の各触媒のＡｌ２Ｏ３材二次粒子径Ｄ５０と、
Ｔ５０－ＮＯｘの関係を示すグラフである。
【図３】実施例１～２および比較例１～３の各触媒のＡｌ２Ｏ３材二次粒子径Ｄ５０と、
高負荷時ＮＯｘ浄化率の関係を示すグラフである。
【図４】実施例１～２および比較例１～３の各触媒のＡｌ２Ｏ３材二次粒子径Ｄ５０と、
圧力損失の関係を示すグラフである。
【図５】実施例３～７および比較例４～７の各触媒の全材料二次粒子径Ｄ５０と、Ｔ５０
－ＮＯｘの関係を示すグラフである。
【図６】実施例３～７および比較例４～７の各触媒の全材料二次粒子径Ｄ５０と、高負荷
時ＮＯｘ浄化率の関係を示すグラフである。
【図７】実施例３～７および比較例４～７の各触媒の全材料二次粒子径Ｄ５０と、圧力損
失の関係を示すグラフである。
【図８】実施例４および８～１１ならびに比較例７および９～１２の各触媒のコート層全
体に対するＡｌ２Ｏ３材の割合（重量％）と、Ｔ５０－ＮＯｘの関係を示すグラフである
。
【図９】実施例４および８～１１ならびに比較例７および９～１２の各触媒のコート層全
体に対するＡｌ２Ｏ３材の割合（重量％）と、高負荷時ＮＯｘ浄化率の関係を示すグラフ
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の排ガス浄化用触媒は、基材上に設けられた触媒コート層を有し、触媒コート層
が含有する全材料粒子の二次粒子径Ｄ５０は２～１２μｍの範囲である。触媒コート層は
、触媒金属を担持した第１の金属酸化物粒子と触媒金属を担持しない第２の金属酸化物粒
子を含み、第２の金属酸化物粒子は、二次粒子径Ｄ５０が３μｍ以下であり、かつ触媒コ
ート層の全材料粒子に対する含有比率が５～５５重量％の範囲である。さらに、第１の金
属酸化物粒子の二次粒子径が第２の金属酸化物粒子の二次粒子径より大きい。
【００１１】
（基材）
　基材としては、例えば公知のハニカム形状を有する基材を使用することができ、具体的
には、ハニカム形状のモノリス基材（ハニカムフィルタ、高密度ハニカム等）等が好適に
採用される。また、このような基材の材質も特に制限されず、コージェライト、炭化ケイ
素、シリカ、アルミナ、ムライト等のセラミックスからなる基材や、クロム及びアルミニ
ウムを含むステンレススチール等の金属からなる基材が好適に採用される。これらの中で
も、コストの観点から、コージェライトであることが好ましい。
【００１２】
（触媒コート層）
　触媒コート層は上記の基材の表面に形成されており、一層のみからなっていても、ある
いは二層以上の多層からなっていてもよい。触媒コート層が多層からなるものである場合
、本発明で言及する触媒コート層はそのいずれの層であってもよい。また、触媒コート層
は必ずしも排ガス浄化用触媒の基材全体に渡って均一でなくてもよく、基材の部分ごと、
例えば排ガス流れ方向に対して上流側と下流側で、ゾーンごとに異なる組成を有していて
もよい。その場合、本発明で言及する触媒コート層は、いずれの部分にあってもよい。
【００１３】
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　本発明で言及する触媒コート層は、少なくとも触媒金属を担持した第１の金属酸化物粒
子と、触媒金属を担持しない第２の金属酸化物粒子とを含有する。触媒金属とは、ＣＯ、
ＮＯｘまたはＨＣの浄化において主触媒として機能する金属を意味し、その具体例として
は、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、ロジウム（Ｒｈ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、
イリジウム（Ｉｒ）およびルテニウム（Ｒｕ）などの貴金属が挙げられる。これらの中で
も、触媒性能の観点から、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ及びＲｕからなる群から選択される少
なくとも一種が好ましく、Ｐｔ、Ｒｈ及びＰｄからなる群から選択される少なくとも一種
が特に好ましい。触媒金属は、第１の金属酸化物粒子の一次粒子または二次粒子の表面に
担持されている。
【００１４】
　第１の金属酸化物および第２の金属酸化物としては、具体的には、酸化アルミニウム（
Ａｌ２Ｏ３、アルミナ）、酸化セリウム（ＣｅＯ２、セリア）、酸化ジルコニウム（Ｚｒ
Ｏ２、ジルコニア）、酸化珪素（ＳｉＯ２、シリカ）、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３、イ
ットリア）および酸化ネオジム（Ｎｄ２Ｏ３）、ならびにこれらからなる複合酸化物、例
えばセリア－ジルコニア複合酸化物やセリア－ジルコニア－アルミナ複合酸化物が挙げら
れる。触媒金属を担持する第１の金属酸化物粒子は、好ましくはセリア－ジルコニア複合
酸化物やセリア－ジルコニア－アルミナ複合酸化物のような、酸素貯蔵能を有する金属酸
化物であることが好ましい。また、上記の金属酸化物のうち、特にアルミナは触媒コート
層の耐熱性を向上させることができるため有用である。本発明において、触媒金属を担持
する第１の金属酸化物は好ましくはセリア－ジルコニア－アルミナ複合酸化物である。ま
た、本発明において、触媒金属を担持しない第２の金属酸化物は、好ましくはアルミナ、
またはアルミナを５０重量％以上、特に６０重量％以上、とりわけ７０重量％以上、また
は８０重量％以上含む金属酸化物である。
【００１５】
　触媒コート層は、好ましくは、触媒金属を担持した第１の金属酸化物粒子および触媒金
属を担持しない第２の金属酸化物粒子から主として構成されるが、それら以外の他の成分
を含んでいてもよい。他の成分としては、この種の用途の触媒コート層に用いられる他の
金属酸化物や添加剤、あるいは触媒コート形成用スラリーの調製時に用いたバインダーに
由来するもの、具体的には、上述したような金属酸化物、カリウム（Ｋ）、ナトリウム（
Ｎａ）、リチウム（Ｌｉ）、セシウム（Ｃｓ）等のアルカリ金属、バリウム（Ｂａ）、カ
ルシウム（Ｃａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）等のアルカリ土類金属、ランタン（Ｌａ）、
イットリウム（Ｙ）、セリウム（Ｃｅ）等の希土類元素、鉄（Ｆｅ）等の遷移金属等の一
種以上が挙げられる。触媒コート層には、例えば触媒コート形成用スラリーに用いたアル
ミナ系バインダーに由来するアルミナ粒子が含まれていてもよい。
【００１６】
　触媒コート層に含まれる全材料粒子の二次粒子径Ｄ５０は、２μｍ以上、好ましくは３
μｍ以上であって、１２μｍ以下、好ましくは１１μｍ以下、より好ましくは１０μｍ以
下である。そのような範囲であれば、コート層の耐久性に問題が生じることがなく、コー
ト層の剥離なども生じにくく、かつコート層内のガス拡散性も十分確保できる。ここで、
触媒コート層に含まれる「全材料粒子」とは、触媒金属を担持した第１の金属酸化物粒子
および触媒金属を担持しない第２の金属酸化物粒子を少なくとも含み、存在する場合には
、さらに上述したようなそれら以外の成分の粒子を含む概念である。なお、本明細書にお
いて「二次粒子」とは、外見上の形態から一単位を構成していると判断される粒子（一次
粒子）が複数集まって形成された凝集体または集合体を意味し、「二次粒子径Ｄ５０」と
は、そのような二次粒子の、体積基準の累積粒度分布における累積５０％径を意味する。
二次粒子径Ｄ５０は、水分を含んだスラリーをそのまま、または希釈して、レーザー回折
粒度分布測定装置により測定して求めることができる。
【００１７】
　触媒金属を担持しない第２の金属酸化物粒子は、二次粒子径Ｄ５０が３μｍ以下、好ま
しくは２μｍ以下、より好ましくは１．５μｍ以下である。さらに、第１の金属酸化物粒
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子の二次粒子径は第２の金属酸化物粒子の二次粒子径より大きい。すなわち、第２の金属
酸化物粒子の粒径は、触媒コート層に含まれる他の材料、特に触媒金属を担持した第１の
金属酸化物粒子の粒径よりも相対的に小さい。第２の金属酸化物粒子の粒径のみを小さく
することにより、触媒コート層における第２の金属酸化物粒子の分布が密となり、その結
果触媒コート層の厚さが低減し、ガス拡散性が向上する効果が得られる。ただし、第２の
金属酸化物粒子の粒径が小さすぎると、触媒コート層が過度に密となりガス拡散性に劣る
結果となるため、第２の金属酸化物粒子の粒径は０．１μｍ以上であることが好ましい。
【００１８】
　上述のような第２の金属酸化物粒子の一方で、触媒金属を担持した第１の金属酸化物粒
子は、従来の排ガス浄化触媒における触媒金属担持粒子と同等あるいはそれより大きな粒
径を有するため、触媒金属のシンタリングなどは発生しにくく、耐熱性に劣るようなこと
はない。第１の金属酸化物粒子の粒径が過度に大きい場合には、第２の金属酸化物粒子の
粒径を小さくしたことによるコート層の厚みの低減効果が表れにくくなることも考えられ
るが、全材料粒子の二次粒子径Ｄ５０が上述の範囲内となるように調整されていればその
ような問題が生じることはない。触媒コート層が含有する全材料粒子のうち、第２の金属
酸化物粒子の比率は５～５５重量％の範囲、好ましくは１０～５５重量％の範囲、より好
ましくは１０～５０重量％の範囲である。第２の金属酸化物粒子の含有比率がそのような
範囲であれば、粒径の低減によるコート層の厚みの低減効果が得られ、かつ粒径の低減に
よる耐久性低下の影響が触媒全体に及ぶようなこともない。
【００１９】
　本発明で言及する触媒コート層は、触媒全体の平均値として、２５～１６０μｍの範囲
内の厚さを有することが好ましい。触媒コート層が薄すぎると、十分な触媒性能が得られ
なくなる一方、厚すぎても、排ガス等が通過する際の圧力損失が大きくなりＮＯｘ浄化性
能等の十分な触媒性能が得られないが、上記範囲ではそのような問題は生じない。なお、
圧力損失と触媒性能と耐久性のバランスの観点から、３０～９６μｍ、特に３２～９２μ
ｍの範囲内であることがより好ましい。ここで、触媒コート層の「厚さ」とは、触媒コー
ト層の基材の平坦部の中心に対して垂直な方向の長さ、すなわち触媒コート層の表面と基
材表面（基材との間に別の触媒コート層が存在する場合は、その触媒コートとの間の界面
）の間の最短距離を意味する。触媒コート層の平均厚さは、例えば、触媒コート層を、走
査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）や光学顕微鏡を用いて観察して、任意の１０個以上の部分につ
いて厚さを測定し、その厚さの平均値を算出することにより算出することができる。
【００２０】
　触媒コート層の一層あたりの被覆量は、基材の単位体積当たり５０～３００ｇ／Ｌの範
囲内であることが好ましい。被覆量が少なすぎると、触媒粒子の触媒活性性能が十分に得
られないためＮＯｘ浄化性能等の十分な触媒性能が得られない一方、多すぎても、圧力損
失が増大し燃費が悪化する原因となるが、上記範囲ではそのような問題は生じない。なお
、圧力損失と触媒性能と耐久性のバランスの観点から、触媒コート層の一層あたりの被覆
量は、基材の単位体積当たり５０～２５０ｇ／Ｌ、特に１００～２５０ｇ／Ｌの範囲内で
あることがより好ましい。
【００２１】
（ガス拡散性に優れた触媒コート層構造）
　触媒コート層がガス拡散性に優れた多孔構造を有している場合、触媒金属を担持しない
第２の金属酸化物粒子の粒径を低減することとの相乗効果により、高Ｇａ条件下での触媒
性能をさらに向上させることができる。従って、本発明の一実施形態において、触媒コー
ト層は空隙を多く有し、その空隙率は、ＪＩＳ　Ｒ　２２０５に規定される方法に準じて
水中重量法により測定した空隙率で５０～８０容量％の範囲内であることが好ましい。空
隙率が高すぎると、拡散性が高すぎることにより触媒活性点と接触せずにコート層を素通
りするガスの割合が増え十分な触媒性能が得られないが、上記範囲ではそのような問題は
生じない。
【００２２】
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　上記の空隙のうち、全体の０．５～５０容量％が、５以上のアスペクト比を有する高ア
スペクト比細孔からなると、空隙間の連通性に優れるため好ましい。そのような高アスペ
クト比細孔は、排ガスの流れ方向に垂直な触媒コート層断面の断面画像における細孔の円
相当径が２～５０μｍの範囲内であり、かつ平均アスペクト比が１０以上であって特に５
０以下の範囲内であることが好ましい。なお、高アスペクト比細孔の空隙全体に占める割
合は、ガス拡散性と触媒性能と触媒コート層の強度のバランスの観点から、０．６～４０
．９容量％、特に１～３１容量％の範囲内であることがより好ましい。触媒コート層にお
ける高アスペクト比細孔の空隙全体に占める割合は、触媒コート層の基材平坦部に対して
水平方向に５００μｍ以上、かつ、基材平坦部に対して垂直方向に２５μｍ以上、軸方向
に１０００μｍ以上の範囲、又はこれに相当する範囲における高アスペクト比細孔の空隙
率を、水中重量法により測定して得られる触媒コート層の空隙率で割って求めることがで
きる。
【００２３】
　高アスペクト比細孔の平均アスペクト比は、低すぎると細孔の連通性が十分得られない
一方、高すぎるとガス拡散性が高すぎることにより、触媒活性点と接触せずにコート層を
素通りするガスの割合が増えて十分な触媒性能が得られないが、平均アスペクト比が１０
～５０の範囲内であればそのような問題は生じない。ガス拡散性と触媒性能の両立という
観点から、高アスペクト比細孔の平均アスペクト比は、１０～３５、特に１０～３０の範
囲内であることがより好ましい。
【００２４】
　触媒コート層における高アスペクト比細孔の平均アスペクト比は、ＦＩＢ－ＳＥＭ（Fo
cused Ion Beam-Scanning Electron Microscope）またはＸ線ＣＴ等で得られる触媒コー
ト層の細孔の三次元情報から、基材の排ガスの流れ方向（ハニカム状の基材の軸方向）に
垂直な触媒コート層断面の断面画像を解析することにより測定することができる。
【００２５】
　さらに、高アスペクト比細孔は、当該細孔の長径方向ベクトルと基材の排ガスの流れ方
向ベクトルとがなす角（円錐角）の角度基準の累積角度分布における累積８０％角度の値
で０～４５度の範囲内に配向していることが好ましい。そのようにすると、排ガスの流れ
方向におけるガス拡散性が特に向上し、触媒活性点の利用効率を向上させることができる
。累積８０％角度の値が大きすぎると、ガス拡散性の軸方向の成分が不十分となり活性点
の利用効率が低下する傾向にあるが、上記範囲ではそのような問題は生じない。なお。前
記累積８０％角度の値は、触媒性能の観点から、１５～４５度、特に３０～４５度の範囲
内であることが好ましい。
【００２６】
　本発明者らは、以前より触媒コート層のガス拡散性を向上させることにより触媒性能を
向上させる研究を行っており、それにより下記の条件を満たす触媒コート層が顕著にガス
拡散性に優れており、高Ｇａ条件下でも優れた触媒性能を発揮できることを確認している
。その条件とは、触媒コート層の被覆量が、基材の単位体積当たり５０～３００ｇ／Ｌの
範囲内であり、触媒コート層の平均厚さが２５～１６０μｍの範囲内であり、触媒粒子の
粒径が、触媒コート層の断面の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）観察による触媒粒子の断面積
基準の累積粒度分布における累積１５％径の値で３～１０μｍの範囲内であり、触媒コー
ト層の空隙率が、水中重量法により測定した空隙率で５０～８０容量％の範囲内であり、
かつ、触媒コート層中の細孔のうち、基材の排ガスの流れ方向に垂直な触媒コート層断面
の断面画像における細孔の円相当径が２～５０μｍの範囲内であり、かつ、５以上のアス
ペクト比を有する高アスペクト比細孔の平均アスペクト比が１０～５０の範囲内であり、
かつ当該高アスペクト比細孔が空隙全体に対する占有率が０．５～５０容量％の範囲内で
ある、というものである。
【００２７】
　空隙を多く有することによりガス拡散性を向上させた触媒コート層は、空隙を有する分
、コート量に対してコート層の厚さが増大してしまう。これまで述べたように、コート層
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の厚さの増大はガス拡散性の低下をもたらす要因となり得るため好ましくない。しかし、
そのような触媒コート層において、本発明を適用し、触媒金属を担持しない第２の金属酸
化物粒子を低減すると、そのコート層の厚さの増大を抑制することができ、相乗的に触媒
性能、特に高負荷条件下での触媒性能を向上させることができる。
【００２８】
（排ガス浄化用触媒の製造方法）
　本発明の排ガス浄化用触媒は、まず触媒金属を担持した第１の金属酸化物粒子と触媒金
属を担持しない第２の金属酸化物粒子を用意し、第２の金属酸化物粒子を二次粒子径Ｄ５
０が３μｍ以下となるようミリングする工程、第１の金属酸化物粒子とミリングした第２
の金属酸化物粒子を、必要に応じてバインダーなどと共に混合して、全材料粒子の二次粒
子径Ｄ５０が２～１２μｍの範囲であり、かつ全材料粒子に対して前記第２の金属酸化物
粒子を５～５５重量％の範囲で含有するスラリーを調製する工程、および基材に前記スラ
リーを塗布して触媒コート層を形成する工程を含む方法により製造することができる。
【００２９】
　触媒金属を担持した第１の金属酸化物粒子は、従来公知な方法、例えば含浸法、析出沈
殿法、およびスパッタリング法などの任意の方法により調製することができる。含浸法で
あれば、例えば蒸留水に触媒金属の前駆体を溶解させ、そこに担体となる金属酸化物粒子
加えて撹拌し、得られた混合物を乾燥させて焼成することにより調製することができる。
【００３０】
　金属酸化物粒子のミリングは、湿式粉砕により行うことができ、あるいは金属酸化物粒
子の微細化が可能であれば乾式粉砕によっても行うことができる。第２の金属酸化物粒子
のミリングは、ミリング後に二次粒子径Ｄ５０が３μｍ以下、好ましくは２μｍ以下、よ
り好ましくは１．５μｍ以下となるように行う。
【００３１】
　第１の金属酸化物粒子とミリングした第２の金属酸化物粒子を混合して調製するスラリ
ーにおける全材料粒子の二次粒子径Ｄ５０の調整は、混合前に予め第１の金属酸化物粒子
のみ、または第１の金属酸化物粒子とバインダーの混合物をミリングすることにより行っ
てもよく、あるいは第１の金属酸化物粒子とミリングした第２の金属酸化物粒子を先に混
合し、その混合物をミリングすることにより行ってもよい。全材料粒子の二次粒子径Ｄ５
０が２μｍ以上、好ましくは３μｍ以上であって、１２μｍ以下、好ましくは１１μｍ以
下、より好ましくは１０μｍ以下の範囲であるスラリーが得られれば、いずれの方法でも
よい。第１の金属酸化物粒子と第２の金属酸化物粒子の混合は、全材料粒子に対して第２
の金属酸化物粒子の含有量が５～５５重量％の範囲、好ましくは１０～５５重量％の範囲
、より好ましくは１０～５０重量％の範囲となるように行う。
【００３２】
　触媒コート層をガス拡散性に優れた多孔構造とする場合、スラリーにさらに繊維状有機
物を加える。繊維状有機物の量は、触媒コート層を前述したような空隙率とするためには
、スラリー中に含まれる金属酸化物１００重量部に対して０．５～９．０重量部の範囲の
量で加えることが好ましい。繊維状有機物としては、スラリーを基材に塗布した後の加熱
工程により除去可能な物質であれば特に制限されないが、例えば、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）繊維、アクリル繊維、ナイロン繊維、レーヨン繊維、セルロース繊維が
挙げられる。その中でも、加工性と焼成温度のバランスの観点から、ＰＥＴ繊維及びナイ
ロン繊維からなる群から選択される少なくとも１種のものを用いることが好ましい。触媒
スラリーにこのような繊維状有機物を含有させ、その後の工程において繊維状有機物の少
なくとも一部を除去することにより、繊維状有機物の形状と同等形状の空隙を触媒コート
層内に形成することが可能となる。このようにして調製した空隙は排ガスの拡散流路とな
り、高ガス流量の高負荷領域においても優れた触媒性能を発揮させることができる。
【００３３】
　繊維状有機物は、平均繊維径が１．７～８．０μｍの範囲内であることが好ましい。平
均繊維径が小さすぎると、有効な高アスペクト比細孔が得られないため触媒性能が不十分
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となり、他方、大きすぎると、触媒コート層の厚さが増大することで圧力損失が増大し燃
費悪化の原因となるが、上記範囲ではそのような問題は生じない。触媒性能とコート厚さ
のバランスの観点から、繊維状有機物の平均繊維径は、２．０～６．０μｍ、特に２．０
～５．０μｍの範囲内であることが好ましい。
【００３４】
　また、繊維状有機物は、平均アスペクト比が９～４０の範囲内であることが好ましい。
平均アスペクト比が小さすぎると、細孔の連通性が不十分なためガス拡散性が不足し、他
方、大きすぎると、拡散性が大きすぎることにより触媒活性点と接触せずにコート層を素
通りするガスの割合が増え十分な触媒性能が得られないが、上記範囲ではそのような問題
は生じない。繊維状有機物の平均アスペクト比は、ガス拡散性と触媒性能のバランスの観
点から、９～３０、特に９～２８の範囲内であることが好ましい。なお、繊維状有機物の
平均アスペクト比は「平均繊維長／平均繊維径」と定義する。ここで、繊維長とは繊維の
始点と終点を結ぶ直線距離とする。平均繊維長は、無作為に５０以上の繊維状有機物を抽
出し、これら繊維状有機物の繊維長を測定して平均することによって求めることができる
。また、平均繊維径は、無作為に５０以上の繊維状有機物を抽出し、これら繊維状有機物
の繊維径を測定して平均することによって求めることができる。
【００３５】
　上述のようにして調製したスラリーは、従来公知の方法に従って基材に塗布する。塗布
方法としては、基材を触媒スラリーに浸漬させて塗布する方法（浸漬法）、ウォッシュコ
ート法、触媒スラリーを圧入手段により圧入する方法などが挙げられる。スラリーを塗布
した基材を乾燥および焼成することにより、排ガス浄化用触媒が得られる。
【実施例】
【００３６】
　以下、実施例を用いて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定さ
れるものではない。
【００３７】
１．触媒の調製
（１）比較例１：Ｒｈ（０．２）／ＡＣＺ＋Ａｌ２Ｏ３

　硝酸ロジウム水溶液を用い、含浸法により、Ｒｈをアルミナ－セリア－ジルコニア複合
酸化物材（３０重量％のＡｌ２Ｏ３、２０重量％のＣｅＯ２、４４重量％のＺｒＯ２、２
重量％のＮｄ２Ｏ３、２重量％のＬａ２Ｏ３および２重量％のＹ２Ｏ３からなる複合酸化
物材；以下「ＡＣＺ材」と称する：第一稀元素化学工業製）に担持させたＲｈ／ＡＣＺ材
を調製した。担持後の粒子径は約２００μｍであった。なお、本明細書の各実施例および
比較例に記載の粒径の測定には、いずれもレーザー回折粒度分布測定装置ＬＡ９２０（Ｈ
ＯＲＩＢＡ製）を用いた。
【００３８】
　次に、そのＲｈ／ＡＣＺ材と、１重量％のＬａ２Ｏ３を含有する複合化Ａｌ２Ｏ３材（
初期二次粒子径Ｄ５０＝３０μｍ；以下、単に「Ａｌ２Ｏ３材」と称する：サソール製）
およびＡｌ２Ｏ３系バインダーを蒸留水に撹拌しながら加えて懸濁し、スラリーを調製し
た。得られたスラリーについて、全材料粒径Ｄ５０が所定の値となるよう、湿式ミリング
を行った。
【００３９】
　容量８７５ｃｃのコージェライト製のハニカム構造基材（６００セル、六角状、壁厚２
ｍｉｌ）に得られたスラリーを流し込み、次いでブロアーで不要分を吹き払い、基材壁面
をコーティングした。コーティングには、基材容量に対してＲｈが０．２ｇ／Ｌ、Ａｌ２

Ｏ３材が５０ｇ／Ｌ、およびＲｈ／ＡＣＺ材が１３０ｇ／Ｌ含まれるようにした。コーテ
ィング後、１２０℃の乾燥機で２時間水分を除去した後、５００℃の電気炉で２時間の焼
成を行って触媒を得た。
【００４０】
（２）比較例２：Ｒｈ（０．２）／ＡＣＺ＋Ａｌ２Ｏ３
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　比較例１と同様にしてＲｈ／ＡＣＺ材を調製した。担持後の粒子径は約２００μｍであ
った。別途、Ａｌ２Ｏ３材とＡｌ２Ｏ３系バインダーを蒸留水に撹拌しながら加えて懸濁
し、スラリーを調製した。得られたスラリーについて、最終的に得られるスラリーの全材
料粒径Ｄ５０が所定の値となるよう、湿式ミリングを行った。そこに、予め湿式ミリング
により二次粒子径Ｄ５０が所定の値となるようにしたＲｈ／ＡＣＺ材を加えた。
【００４１】
　比較例１と同じ基材に得られたスラリーを流し込み、次いでブロアーで不要分を吹き払
い、基材壁面をコーティングした。コーティングに含まれる各材料の量は比較例１と同一
になるようにした。コーティング後、１２０℃の乾燥機で２時間水分を除去した後、５０
０℃の電気炉で２時間の焼成を行って触媒を得た。
【００４２】
（３）実施例１～２および比較例３：Ｒｈ（０．２）／ＡＣＺ＋Ａｌ２Ｏ３

　比較例１と同様にしてＲｈ／ＡＣＺ材を調製した。担持後の粒子径は約２００μｍであ
った。次に、そのＲｈ／ＡＣＺ材とＡｌ２Ｏ３系バインダーを蒸留水に撹拌しながら加え
て懸濁し、スラリーを調製した。得られたスラリーについて、最終的に得られるスラリー
の全材料粒径Ｄ５０が所定の値となるよう、湿式ミリングを行った。そこに、予め湿式ミ
リングにより二次粒子径Ｄ５０が所定の値となるようにしたＡｌ２Ｏ３材を加えた。
【００４３】
　比較例１と同じ基材に得られたスラリーを流し込み、次いでブロアーで不要分を吹き払
い、基材壁面をコーティングした。コーティングに含まれる各材料の量は比較例１と同一
になるようにした。コーティング後、１２０℃の乾燥機で２時間水分を除去した後、５０
０℃の電気炉で２時間の焼成を行って触媒を得た。
【００４４】
（４）比較例４～７および９～１１：Ｒｈ（０．１５）／ＡＣＺ＋Ａｌ２Ｏ３［造孔材使
用］
　比較例１と同様にしてスラリーを調製し、得られたスラリーについて、全材料粒径Ｄ５
０が所定の値となるよう、湿式ミリングを行った。そこに、断面の直径３μｍ、長さ５０
μｍのＰＥＴ製繊維である造孔材３重量％を添加した。
【００４５】
　比較例１と同じ基材に得られたスラリーを流し込み、次いでブロアーで不要分を吹き払
い、基材壁面をコーティングした。コーティングには、基材容量に対してＲｈが０．１５
ｇ／Ｌ、複合化Ａｌ２Ｏ３材およびＲｈ／ＡＣＺ材が下記の表１に示される量で含まれる
ようにした。コーティング後、１２０℃の乾燥機で２時間水分を除去した後、５００℃の
電気炉で２時間の焼成を行って触媒を得た。
【００４６】
（５）比較例８：Ｒｈ（０．１５）／ＡＣＺ＋Ａｌ２Ｏ３

　スラリーに造孔材を添加しない以外は、比較例４～７および９～１１と同様の工程によ
り触媒を得た。
【００４７】
（６）実施例３～１０および比較例１２～１３：Ｒｈ（０．１５）／ＡＣＺ＋Ａｌ２Ｏ３

［造孔材使用］
　比較例１と同様にしてＲｈ／ＡＣＺ材を調製した。担持後の粒子径は約２００μｍであ
った。そのＲｈ／ＡＣＺ材とＡｌ２Ｏ３系バインダーを蒸留水に撹拌しながら加えて懸濁
し、スラリーを調製した。得られたスラリーについて、最終的に得られるスラリーの全材
料粒径Ｄ５０が所定の値となるよう、湿式ミリングを行った。そこに、予め湿式ミリング
により二次粒子径Ｄ５０が所定の値となるようにしたＡｌ２Ｏ３材と、断面の直径３μｍ
、長さ５０μｍのＰＥＴ製繊維である造孔材３重量％を添加した。
【００４８】
　比較例１と同じ基材に得られたスラリーを流し込み、次いでブロアーで不要分を吹き払
い、基材壁面をコーティングした。コーティングには、基材容量に対してＲｈが０．１５
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ｇ／Ｌ、複合化Ａｌ２Ｏ３材およびＲｈ／ＡＣＺ材が下記の表１に示される量で含まれる
ようにした。コーティング後、１２０℃の乾燥機で２時間水分を除去した後、５００℃の
電気炉で２時間の焼成を行って触媒を得た。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
２．評価
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（１）耐久試験
　各排ガス浄化用触媒をＶ型８気筒エンジンの排気系にそれぞれ装着し、触媒床温１００
０℃で５０時間にわたり、リッチ、ストイキおよびリーンの各雰囲気の排ガスを一定時間
ずつ繰り返して流すことにより行った。
【００５１】
（２）高Ｇａ条件下での浄化性能評価
　耐久試験後の各排ガス浄化用触媒に空燃比（Ａ／Ｆ）１４．４の排ガスを供給し、高Ｇ
ａ条件（吸入空気量Ｇａ＝３５ｇ／ｓ）での昇温特性（～５００℃）を評価し、ＮＯｘ浄
化率が５０％となった温度（Ｔ５０－ＮＯｘ）を測定し、触媒活性の指標として評価した
。また、４５０℃定常状態でのＮＯｘ浄化率（高負荷時ＮＯｘ浄化率）を算出し、ガス拡
散律速域での浄化性能の指標として評価した。
【００５２】
（３）圧力損失の測定
　各触媒に、室温下、７ｍ３／分の流速で空気を流し、背圧から圧力損失を算出してコー
ト層の厚さの指標とした。
【００５３】
３．結果
（１）触媒コート層のＳＥＭ観察
　図１に、比較例１および実施例１で得られた触媒の触媒コート層断面のＳＥＭ像を示す
。比較例１のコート層（ａ）ではＲｈ／ＡＣＺ材とＡｌ２Ｏ３材が同様の粒径を有してい
るのに対し、実施例１のコート層（ｂ）ではＡｌ２Ｏ３材の粒径が小さくなっている一方
でＲｈ／ＡＣＺ材の粒径は大きく微粉が少ないこと、および比較例１と比べてコート層が
薄くなっていることを確認することができた。
【００５４】
（２）触媒評価結果
　表２に各触媒の評価結果を示す。
【００５５】
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【表２】

【００５６】
　図２～４は、実施例１～２および比較例１～３の各触媒のＡｌ２Ｏ３材二次粒子径Ｄ５
０と、Ｔ５０－ＮＯｘ、高負荷時ＮＯｘ浄化率および圧力損失の関係をそれぞれ示すグラ
フである。Ａｌ２Ｏ３材二次粒子径Ｄ５０を３μｍ以下とした実施例１および２の触媒は
、比較例１～３の触媒と比較して耐久性能に優れていた。また、圧力損失が低いことから
、コート層の厚さが低減されていることが推察された。
【００５７】
　なお、比較例２の触媒ではＡｌ２Ｏ３材の粒径が比較的大きい一方で全材料粒径は他の
比較例および実施例と同等であり、ＡＣＺ材の粒径が他よりも小さくなっている。比較例
２の触媒では、コート層の厚さは低減されていることが低い圧力損失から確認することが
できるが、耐久性能については他よりも劣っているとの結果が得られた。このことは、触
媒金属であるＲｈを担持したＡＣＺ材の粒径の低減が耐久性能の低下を招いたことを示唆
している。
【００５８】
　図５～７は、実施例３～７および比較例４～７の各触媒の全材料二次粒子径Ｄ５０と、
Ｔ５０－ＮＯｘ、高負荷時ＮＯｘ浄化率および圧力損失の関係をそれぞれ示すグラフであ
る。Ａｌ２Ｏ３材二次粒子径Ｄ５０が３μｍ以下である実施例３～７の触媒は、同等の全
材料二次粒子径Ｄ５０を有する比較例４～７の触媒よりも耐久性能に優れており、圧力損
失も低かった。実施例３～７の触媒の優位性は全材料二次粒子径Ｄ５０が少なくとも２μ
ｍ以上、特に３μｍ以上であって、１２μｍ以下、特に１１μｍ以下の領域で確認するこ
とができた。なお、造孔材の使用の有無のみで相違する比較例７および８について高負荷
時ＮＯｘ浄化率を比較すると、造孔材の使用が高負荷時の浄化性能に大きな影響を与えて
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【００５９】
　図８および９は、実施例４および８～１１ならびに比較例７および９～１２の各触媒の
コート層全体に対するＡｌ２Ｏ３材の割合（重量％）と、Ｔ５０－ＮＯｘおよび高負荷時
ＮＯｘ浄化率の関係をそれぞれ示すグラフである。Ａｌ２Ｏ３材の割合は、コート層全体
に対して５重量％未満であると剥離などが生じるためコーティングを適切に行うことがで
きないが、それより多い５重量％、特に１０重量％から、５５重量％以下の範囲において
、耐久性能の向上を確認することができた。なお、Ａｌ２Ｏ３材の割合が５５重量％より
高い領域では、Ａｌ２Ｏ３材の粒径を小さくしたことによる耐熱性低下の影響が触媒全体
に及んだことにより耐久性が低下したことが推察された。

【図１】 【図２】

【図３】



(16) JP 6426650 B2 2018.11.21

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(17) JP 6426650 B2 2018.11.21

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｂ０１Ｄ   53/94     ２８０　        　　　　　
   　　　　                                Ｂ０１Ｄ   53/94     ２４１　        　　　　　
   　　　　                                Ｆ０１Ｎ    3/10     　　　Ａ        　　　　　

(72)発明者  三浦　真秀
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  平尾　哲大
            静岡県掛川市千浜７８００番地　株式会社キャタラー内
(72)発明者  佐藤　正尚
            静岡県掛川市千浜７８００番地　株式会社キャタラー内
(72)発明者  小里　浩隆
            静岡県掛川市千浜７８００番地　株式会社キャタラー内

    審査官  森坂　英昭

(56)参考文献  国際公開第２０１４／００２６６７（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００５－２４６２１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２４００２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１８０２３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１３１８３９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０１Ｊ　　２１／００　－　３８／７４
              Ｂ０１Ｄ　　５３／８６　　　　
              Ｂ０１Ｄ　　５３／９４　　　　
              Ｆ０１Ｎ　　　３／００　－　　３／３８　　　　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

