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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　担体上に、Ｃｅを含有する複数種の複合酸化物粒子成分を有する触媒層が形成されてい
る排気ガス浄化用触媒であって、
　上記複数種の複合酸化物粒子成分として、Ｃｅ及び触媒金属を含有しその一部の触媒金
属が粒子表面に露出している第１複合酸化物粒子成分と、Ｃｅ、Ｚｒ、及びＣｅ以外の希
土類金属を含有する第２複合酸化物粒子成分とを備え、
　上記第１複合酸化物粒子成分は、１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の粒径範囲にピークを
有する粒度分布をもち、
　上記第２複合酸化物粒子成分は、５５０ｎｍ以上１２００ｎｍ以下の粒径範囲にピーク
を有する粒度分布をもち、
　上記第１複合酸化物粒子成分の少なくとも一部の粒子が上記第２複合酸化物粒子成分の
少なくとも一部の粒子に付着していることを特徴とする排気ガス浄化用触媒。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記第２複合酸化物粒子成分は、上記Ｃｅ、Ｚｒ、及びＣｅ以外の希土類金属に加えて
、上記触媒金属を含有し、且つその一部の触媒金属が粒子表面に露出していることを特徴
とする排気ガス浄化用触媒。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
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　上記第１複合酸化物粒子成分は、上記Ｃｅ及び触媒金属に加えて、Ｃｅ以外の希土類金
属を含有することを特徴とする排気ガス浄化用触媒。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　上記第１複合酸化物粒子成分の１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の粒径範囲に含まれる少
なくとも一部の粒子は、Ｘ線光電子分光法による測定で、粒子表面の触媒金属Ｘ濃度が０
．０７原子％以上０．０９原子％以下であることを特徴とする排気ガス浄化用触媒。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　上記第２複合酸化物粒子成分の５５０ｎｍ以上１２００ｎｍ以下の粒径範囲に含まれる
少なくとも一部の粒子は、Ｘ線光電子分光法による測定で、粒子表面の触媒金属Ｘ濃度が
０．０４原子％以上０．０６原子％以下であることを特徴とする排気ガス浄化用触媒。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排気ガス浄化用触媒に関する。
【背景技術】
【０００２】
　排気ガス浄化用触媒では、触媒金属の凝集による性能の低下が従来より問題になってい
る。この触媒金属の凝集は、触媒が高温の排気ガスに晒されることによって生ずる。例え
ば、自動車エンジンの排気マニホールドに直結される排気ガス浄化用触媒では、触媒温度
が１１００℃程度の高温になることがある。触媒金属を活性アルミナのような大きな比表
面積を有するサポート材に分散担持させても、その触媒金属が次第に凝集していくことは
避けられない。従来の触媒では、触媒金属が凝集してもある程度の触媒性能が得られるよ
うに、触媒金属量が多めになっている。しかし、触媒金属として一般に採用されるＰｔ、
Ｐｄ、Ｒｈ等の貴金属は高価であり、しかも、近年はそのようなレアメタル資源の確保が
求められている。
【０００３】
　これに対して、触媒金属を活性アルミナ等の表面に担持するだけでなく、排気ガスの空
燃比の変動に応じて酸素を吸蔵・放出する酸素吸蔵放出材として機能するＣｅＺｒ系複合
酸化物に固溶させることが行なわれている。このＣｅＺｒ系複合酸化物に触媒金属を固溶
させると、その酸素吸蔵放出能が大幅に改善される。そのため、この触媒金属を固溶した
ＣｅＺｒ系複合酸化物を三元触媒に使用し、理論空燃比を中心として排気ガスの空燃比を
リーンとリッチとに繰り返し変化させると、少ない触媒金属量でも優れた排気ガス浄化性
能が得られる。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、触媒貴金属をＣｅＺｒ系複合酸化物の結晶格子、原子間また
は酸素欠損部に配置するとともに、該複合酸化物の表面に触媒貴金属を担持することが記
載されている。特許文献２には、触媒金属を含有しないＣｅＺｒ系複合酸化物粒子の表面
に触媒金属を含有するＣｅＺｒ系複合酸化物粒子を担持すること、触媒金属を含有するＣ
ｅＺｒ系複合酸化物粒子では、触媒金属がその複合酸化物の結晶格子点又は格子点間に配
置されているとともに、その一部がその複合酸化物粒子表面に露出していることが記載さ
れている。特許文献３には、自動車排ガス浄化用触媒用セリア－ジルコニア固溶体ゾルに
関し、そのゾル粒子の平均粒径を５～１００ｎｍにすることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１６１１４３号公報
【特許文献２】特開２００６－３３４４９０号公報
【特許文献３】特開２００７－３１１９２号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記触媒金属を固溶したＣｅＺｒ系複合酸化物粉末は、Ｃｅ、Ｚｒ及び触媒
金属のイオンを含む酸性溶液に塩基性溶液を添加混合し、得られた沈殿物を乾燥・焼成す
るという共沈法で得ることができる。このＣｅＺｒ系複合酸化物粉末の各粒子は、上記乾
燥・焼成の過程で生ずる粒径が５～２０ｎｍ程度の多数の一次粒子が凝集してなる粒子、
つまり二次粒子（凝集粒子）であり、その平均粒径は５００～１０００ｎｍ程度になって
いるのが通常である。
【０００７】
　このＣｅＺｒ系複合酸化物粒子の場合、触媒金属はＣｅ及びＺｒと共に上記一次粒子を
構成し、一部の触媒金属が該一次粒子の表面に露出している。しかし、個々の一次粒子の
表面に露出している触媒金属全てが必ずしも排気ガス浄化に有効に働くわけではない。
【０００８】
　すなわち、かかる一次粒子が多数凝集してなるＣｅＺｒ系複合酸化物粒子（二次粒子）
では、内部に埋もれている一次粒子の触媒金属は、二次粒子の表面に存在する一次粒子の
触媒金属に比べて、排気ガスと接触する機会が少なくなる。また、一次粒子間の界面に存
在する触媒金属は排気ガスとの接触することができない。そのため、排気ガスに接触し易
い二次粒子表面に存在する一次粒子表面の触媒金属に比べて、内部に埋もれている一次粒
子表面の触媒金属は排気ガス浄化にはあまり有効に働かない。従って、ＣｅＺｒ系複合酸
化物への触媒金属の固溶による排気ガス浄化能の向上には限界があった。
【０００９】
　そこで、本発明は、Ｃｅ及び触媒金属を含有する複合酸化物粉末を排気ガスの浄化に更
に有効に利用できるようにすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は、Ｃｅ及び触媒金属を含有する複合酸化物（Ｃｅ及び触媒金属の各イオンを
含む酸化物）粒子の粒径の調整によって排気ガス浄化性能が向上することを見出して本発
明を完成した。以下、具体的に説明する。
【００１１】
　本発明は、担体上に、Ｃｅを含有する複数種の複合酸化物粒子成分を有する触媒層が形
成されている排気ガス浄化用触媒であって、
　上記複数種の複合酸化物粒子成分として、Ｃｅ及び触媒金属を含有しその一部の触媒金
属が粒子表面に露出している第１複合酸化物粒子成分と、Ｃｅ、Ｚｒ、及びＣｅ以外の希
土類金属を含有する第２複合酸化物粒子成分とを備え、
　上記第１複合酸化物粒子成分は、１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の粒径範囲にピークを
有する粒度分布をもち、
　上記第２複合酸化物粒子成分は、５５０ｎｍ以上１２００ｎｍ以下の粒径範囲にピーク
を有する粒度分布をもち、
　上記第１複合酸化物粒子成分の少なくとも一部の粒子が上記第２複合酸化物粒子成分の
少なくとも一部の粒子に付着していることを特徴とする。
【００１２】
　上記第１複合酸化物粒子成分が１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の粒径範囲にピークを有
する粒度分布をもつということは、その粒径が相当に小さいこと、従って、その比表面積
が大きいことを意味する。このため、第１複合酸化物粒子成分は優れた酸素吸蔵放出能を
有する。また、粒径が小さいということは、粒子表面への触媒金属の露出量が多いという
ことである。従って、第１複合酸化物粒子成分の酸素吸蔵放出能がさらに優れたものにな
るとともに、触媒の活性が高くなる。
【００１３】
　ところで、従来は、粒子の粒径が小さくなると、それだけ、粒子同士が凝集し易くなり
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、排気ガス浄化用触媒が高温の排気ガスに晒されたときの劣化が大きくなるとされている
。しかし、本発明では、第１複合酸化物粒子成分の少なくとも一部の粒子が粒径の大きな
第２複合酸化物粒子成分の少なくとも一部の粒子に付着している。このため、第１複合酸
化物粒子成分の凝集が抑制される。また、上記付着によって、小径の第１複合酸化物粒子
の触媒金属が第２複合酸化物粒子表面に分散した状態になり、酸素吸蔵放出能及び触媒活
性の確保に有利になる。
【００１４】
　このように、本発明によれば、粒子表面に露出する触媒金属が多い小径の第１複合酸化
物粒子成分を利用して、排気ガス浄化性能を効率良く高めることができる。
【００１５】
　上記触媒金属としては、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｉｎ、Ａｕ、Ａｇがあげられる。第２複合
酸化物粒子成分に関し、上記Ｃｅ以外の希土類金属としては、例えば、Ｙ、Ｎｄ、Ｐｒ、
Ｌａ等がある。
【００１７】
　また、好適な実施形態では、さらに、上記第２複合酸化物粒子成分は、上記Ｃｅ、Ｚｒ
、及びＣｅ以外の希土類金属に加えて、上記触媒金属を含有し、且つその一部の触媒金属
が粒子表面に露出している。これにより、酸素吸蔵放出能及び触媒活性の確保にさらに有
利になる。
【００１８】
　また、第１複合酸化物粒子成分は、Ｃｅ及び触媒金属に加えて、Ｚｒを含有するもので
あってもよく、或いはＣｅ以外の希土類金属を含有するものであってもよく、或いは第２
複合酸化物粒子成分と同じく、Ｃｅ、Ｚｒ、触媒金属、及びＣｅ以外の希土類金属を含有
する構成とすることもできる。この場合、第１複合酸化物粒子成分及び第２複合酸化物粒
子成分は、その組成が互いに同じであってもよく、或いは異なるものであってもよい。ま
た、Ｃｅ、Ｚｒ及び触媒金属以外の他の金属成分を添加することができるが、その添加は
任意であり、互いに異なる金属成分を添加してもよい。
【００１９】
　第１複合酸化物粒子成分及び第２複合酸化物粒子成分の組成に関し、好ましいのは、Ｚ
ｒＯ２がリッチ（ＺｒＯ２含有量がＣｅＯ２含有量よりも多い）である複合酸化物粉末で
あり、また、Ｃｅ、Ｚｒ及び触媒金属以外の他の金属成分として好ましいのはＮｄである
。その場合、触媒金属以外の成分の好ましい組成（質量比）は、ＣｅＯ２：ＺｒＯ２：Ｎ
ｄ２Ｏ３＝（５～２５）：（５５～８５）：（５～２０）である。触媒金属の固溶濃度は
０．０１質量％以上２０質量％以下であることが好ましい。Ｎｄ以外の他の金属成分とし
ては、例えばＰｒ、Ｙ、Ｌａ、Ｈｆ、Ｂａ、Ｓｒ、Ｃａ、Ｋ、Ｍｇがあげられる。
【００２０】
　上記担体上の触媒層は、単層であっても、或いは複数の積層構造であってもよい。積層
構造とする場合、触媒金属としてＲｈを採用するときは、第１複合酸化物粒子成分及び第
２複合酸化物粒子成分は上層に配置し、触媒金属としてＰｄを採用するときは、第１複合
酸化物粒子成分及び第２複合酸化物粒子成分は下層に配置することが好ましい。触媒金属
としてＰｔを採用するときは、第１複合酸化物粒子成分及び第２複合酸化物粒子成分は上
層及び下層のうちの一方、又は両層に配置することが好ましい。
【００２１】
　好ましい実施形態では、上記第１複合酸化物粒子成分は、上記粒度分布において１００
ｎｍ以上３００ｎｍ以下の粒径範囲にピークを有し、この粒径範囲に含まれる少なくとも
一部の粒子は、Ｘ線光電子分光法による測定で、粒子表面の触媒金属Ｘ濃度が０．０７原
子％以上０．０９原子％以下であることを特徴とする。かかる第１複合酸化物粒子成分で
あれば、高い酸素吸蔵放出性能ないし触媒活性が得られる。
【００２２】
　また、好ましい実施形態では、上記第２複合酸化物粒子成分は、上記粒度分布において
５５０ｎｍ以上１２００ｎｍ以下の粒径範囲にピークを有し、この粒径範囲に含まれる少
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なくとも一部の粒子は、Ｘ線光電子分光法による測定で、粒子表面の触媒金属Ｘ濃度が０
．０４原子％以上０．０６原子％以下であることを特徴とする。これにより、第１複合酸
化物粒子成分の少なくとも一部の粒子を第２複合酸化物粒子成分の少なくとも一部の粒子
に担持（付着）させて排気ガス浄化性能の向上を図る上で有利になる。
【００２３】
　また、好ましい実施形態では、上記第１複合酸化物粒子成分の粒子数は上記第２複合酸
化物粒子成分の粒子数よりも少ないことを特徴とする。すなわち、第２複合酸化物粒子成
分の粒子が担持（付着）することができる第１複合酸化物粒子成分の粒子数には限界があ
り、第１複合酸化物粒子成分の粒子数が過剰になると、その凝集を招き易くなるだけで、
酸素の吸蔵放出ないし排気ガスの浄化には不利になる。よって、第１複合酸化物粒子成分
の粒子数は第２複合酸化物粒子成分の粒子数よりも少なくすることが好ましい。
【００２４】
　本発明の別の観点は、担体上の触媒層が、触媒金属Ｘが固溶し且つ一部の触媒金属Ｘが
粒子表面に露出しているＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末を含有する排気ガス浄化用触媒であ
って、
　上記触媒層に含まれる上記ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末の粒度分布が２つのピークを有
し、両ピーク間の谷より小径側の第１粒子群は、該谷より大径側の第２粒子群よりも、単
位質量当たりで比較したときの、粒子表面への触媒金属Ｘの露出量が多く、且つ第１粒子
群の少なくとも一部のＣｅＺｒＸ系複合酸化物粒子は第２粒子群のＣｅＺｒＸ系複合酸化
物粒子に担持されていることを特徴とする。
【００２５】
　上記小径側第１粒子群のＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末は、大径側第２粒子群よりも、単
位質量当たりで比較したときの、粒子表面への触媒金属Ｘの露出量が多いから、酸素吸蔵
放出能及び触媒活性が高い。また、ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粒子の径が小さいということ
は、その比表面積が大きいことを意味し、このことも小径側第１粒子群の方が大径側第２
粒子群よりも酸素吸蔵放出能が高い理由になっている。しかし、第１粒子群は小径である
ために凝集し易く、そのため、排気ガス浄化用触媒が高温の排気ガスに晒されたときの劣
化が大きくなる。
【００２６】
　そこで、小径第１粒子群の少なくとも一部のＣｅＺｒＸ系複合酸化物粒子を大径第２粒
子群のＣｅＺｒＸ系複合酸化物粒子に担持させるようにした。これにより、小径ＣｅＺｒ
Ｘ系複合酸化物粒子の凝集が抑制されるとともに、大径ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粒子表面
における触媒金属Ｘの濃度が高くなり、酸素吸蔵放出能及び触媒活性の確保に有利になる
。すなわち、粒子表面に露出する触媒金属Ｘの割合が多い小径のＣｅＺｒＸ系複合酸化物
粒子を利用して、排気ガス浄化性能を効率良く高めることができる。
【００２７】
　上記第１粒子群及び第２粒子群の各々ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末は、ＣｅＺｒ系の複
合酸化物に触媒金属Ｘが固溶し且つ一部の触媒金属Ｘが粒子表面に露出しているものであ
れば、その組成比が互いに同じであることは要さず、また、Ｃｅ、Ｚｒ及び触媒金属Ｘ以
外の他の金属成分を添加することができるが、その添加は任意であり、互いに異なる金属
成分を添加してもよい。
【００２８】
　上記第１粒子群は先に説明した第１複合酸化物粒子成分に対応し、上記第２粒子群は先
に説明した第２複合酸化物粒子成分に対応し、この第１粒子群及び第２粒子群各々は、上
記第１複合酸化物粒子成分及び第２複合酸化物粒子成分と同様に構成することができる。
【００２９】
　また、本発明の別の観点は、担体上の触媒層が、触媒金属Ｘが固溶し且つ一部の触媒金
属Ｘが粒子表面に露出しているＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末を含有する排気ガス浄化用触
媒であって、
　上記ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末には、粒径が１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下であり、
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Ｘ線光電子分光法による測定で、粒子表面の触媒金属Ｘ濃度が０．０７原子％以上０．０
９原子％以下である粒子群が含まれていることを特徴とする。
【００３０】
　このような粒子表面の触媒金属Ｘ濃度が高い小粒径のＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末が触
媒層に含まれていることにより、高い排気ガス浄化性能が得られる。
【００３１】
　本発明のさらに別の観点は、担体上の触媒層が、触媒金属Ｘが固溶し且つ一部の触媒金
属Ｘが粒子表面に露出しているＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末を含有する排気ガス浄化用触
媒の製造方法であって、
　粒度分布のピーク粒径が相異なる第１ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末及び第２ＣｅＺｒＸ
系複合酸化物粉末を準備する粉末準備工程と、この両粉末を混合し上記担体にウォッシュ
コートして触媒層を形成する工程とを有し、
　上記粉末準備工程においては、ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末を粒径が小さくなるように
粉砕したものを上記第１ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末とし、粉砕前の粒径が大きいものを
第２ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末とし、
　上記触媒層形成工程において、上記第１及び第２の両ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末を、
２つのピークを有する粒度分布となるように混合することを特徴とする。
【００３２】
　すなわち、ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末（二次粒子）の場合、その粒径が大きいものほ
ど内部に埋もれている一次粒子が多い。そして、このＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末（二次
粒子）を粉砕してその粒径を小さくすると、元の二次粒子内部に埋もれていた一次粒子が
粉砕によって表面に露出してくるから、それだけ二次粒子の表面に存在する一次粒子の割
合が増える。触媒金属Ｘは一次粒子の表面に露出しているから、粉砕によって二次粒子の
表面に存在する一次粒子の割合が増える結果、二次粒子表面に露出する触媒金属Ｘの割合
が増える。
【００３３】
　つまり、単位質量当たりで比較すると、粉砕前の二次粒子径が大きい第２ＣｅＺｒＸ系
複合酸化物粉末に比べて、粉砕後の二次粒子径が小さい第１ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末
は、粒子表面への触媒金属Ｘの露出量が多くなる。
【００３４】
　そうして、粉砕によって得られたピーク粒径が小さい第１ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末
とピーク粒径が大きい第２ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末とを、２つのピークを有する粒度
分布となるように混合して担体にウォッシュコートすれば、一部の粒径が小さなＣｅＺｒ
Ｘ系複合酸化物粒子は粒径の大きなＣｅＺｒＸ系複合酸化物粒子に担持された状態になる
。
【００３５】
　よって、本発明に係る方法により、担体上の触媒層に含まれるＣｅＺｒＸ系複合酸化物
粉末の粒度分布が２つのピークを有し、両ピーク間の谷より小径側の第１粒子群は、該谷
より大径側の第２粒子群よりも、単位質量当たりで比較したときの、粒子表面への触媒金
属Ｘの露出量が多く、且つ第１粒子群の少なくとも一部のＣｅＺｒＸ系複合酸化物粒子は
第２粒子群のＣｅＺｒＸ系複合酸化物粒子に担持されている排気ガス浄化用触媒が得られ
る。
【００３６】
　ここに、上記第１ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末を得るための粉砕には湿式粉砕を採用し
、得られた第１ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末のゾルと第２ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末と
を混合し上記担体にウォッシュコートして触媒層を形成することが好ましい。
【発明の効果】
【００３７】
　以上のように本発明に係る排気ガス浄化用触媒によれば、Ｃｅ及び触媒金属を含有し一
部の触媒金属が粒子表面に露出している第１複合酸化物粒子成分と、Ｃｅ、Ｚｒ、及びＣ
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ｅ以外の希土類金属を含有する第２複合酸化物粒子成分とを触媒層に備え、第１複合酸化
物粒子成分は１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の粒径範囲にピークを有する粒度分布をもち
、第２複合酸化物粒子成分は５５０ｎｍ以上１２００ｎｍ以下の粒径範囲にピークを有す
る粒度分布をもち、第１複合酸化物粒子成分の少なくとも一部の粒子が第２複合酸化物粒
子成分の少なくとも一部の粒子に付着しているから、粒子表面に露出する触媒金属が多い
小径の第１複合酸化物粒子成分を利用して、排気ガス浄化性能を効率良く高めることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明に係る排気ガス浄化用触媒の一例を模式的に示す断面図である。
【図２】同触媒の触媒層に含まれる各種粒子の状態を模式的に示す断面図である。
【図３】第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末及び第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の粒
度分布を示すグラフ図である。
【図４】実施例１に係るＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末の粒度分布を示すグラフ図である。
【図５】実施例２に係るＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末の粒度分布を示すグラフ図である。
【図６】実施例１，２及び比較例１の排気ガス浄化性能を示すグラフ図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、本発明を実施するための形態を図面に基づいて説明する。尚、以下の好ましい実
施形態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限する
ことを意図するものではない。
【００４０】
　[実施形態１]
　図１に示す排気ガス浄化用触媒において、１は担体であり、この担体１上に上触媒層２
と下触媒層３とが積層されている。この排気ガス浄化用触媒１は、自動車のガソリンエン
ジンが理論空燃比付近で運転されるときの排気ガスに含まれるＨＣ（炭化水素）、ＣＯ及
びＮＯｘ（窒素酸化物）を同時に浄化する三元触媒としての利用に適する。
【００４１】
　担体１は例えばコージェライト製のハニカム担体とされる。上触媒層２及び下触媒層３
各々は、触媒金属と酸素吸蔵放出材とを含有する。この実施形態では、上触媒層２は、触
媒金属ＸとしてのＲｈが固溶し且つ一部のＲｈが粒子表面に露出しているＣｅＺｒＲｈ系
複合酸化物粉末を酸素吸蔵放出材として含有する。以下では、Ｒｈが固溶し且つ一部のＲ
ｈが粒子表面に露出している複合酸化物を適宜「Ｒｈドープ複合酸化物」と称する。Ｃｅ
ＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は、上触媒層２だけでなく下触媒層３に設けることもできる。
【００４２】
　図２は上触媒層２の触媒成分の状態を模式的に示す。ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末に
は、小径の第１粒子群に属するＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子（第１複合酸化物粒子成分
）４と、大径の第２粒子群に属するＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子（第２複合酸化物粒子
成分）５とが含まれる。さらに、上触媒層は、ＺｒＬａ複合酸化物を担持した活性アルミ
ナに、Ｒｈを担持させてなるＲｈ／ＺｒＬａ－アルミナ粒子６及びＬａ含有活性アルミナ
粒子７の各粉末を含有する。小径第１粒子群のＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子４及び大径
第２粒子群のＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子５各々の表面にはＲｈ８が露出している。な
お、ＺｒＬａ－アルミナ粒子６に担持されているＲｈの図示は省略している。
【００４３】
　小径第１粒子群のＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子４は、上触媒層に略均一に分散して含
まれ、一部のＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子４は、大径第２粒子群のＣｅＺｒＲｈ系複合
酸化物粒子５、Ｒｈ／ＺｒＬａ－アルミナ粒子６及びＬａ含有アルミナ粒子７各々の表面
に担持されている。この小径第１粒子群のＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子４は、触媒成分
として機能する一方、触媒粒子５～６間に介在して該触媒粒子同士を結合するとともに、
担体表面の多数の微小凹部ないし細孔に入り、触媒層が担体から剥離しないようにするバ
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インダとしても機能する。
【００４４】
　以下、実施形態１に係る実施例及び比較例を説明する。
【００４５】
　＜実施例１＞
　図１に示す二層構造の排気ガス浄化用触媒の上触媒層及び下触媒層を次の方法によって
形成した。
【００４６】
　－ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の調製－
　Ｒｈドープ複合酸化物成分として、粒度分布のピーク粒径が相異なる第１ＣｅＺｒＲｈ
系複合酸化物粉末（第１複合酸化物粒子成分）及び第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末（
第２複合酸化物粒子成分）を調製した。粒度分布のピーク粒径は、第１ＣｅＺｒＸ系複合
酸化物粉末の方が第２ＣｅＺｒＸ系複合酸化物粉末よりも小さい。
【００４７】
　先にピーク粒径が大きい第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の調製法を説明する。すな
わち、硝酸セリウム６水和物（１７．３９ｇ）とＺｒＯ２に換算して２５．１３質量％の
Ｚｒを含有するオキシ硝酸ジルコニル溶液（７９．９０ｇ）と硝酸ネオジム６水和物（７
．８１ｇ）とＲｈ濃度８．１５質量％硝酸ロジウム溶液（０．３７ｇ）とをイオン交換水
（３００ｍＬ）に溶かす。この硝酸塩溶液に２８質量％アンモニア水の８倍希釈液（９０
０ｍＬ）を混合して中和させることにより、共沈物を得る。この共沈物を遠心分離法で水
洗した後、空気中において１５０℃の温度で一昼夜乾燥させ、粉砕した後、空気中におい
て５００℃の温度に２時間保持する焼成を行なうことにより、複合酸化物粉末３０ｇを得
ることができる。これを第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末とする。この第２ＣｅＺｒＲ
ｈ系複合酸化物粉末のＲｈを除く組成は、ＣｅＯ２：ＺｒＯ２：Ｎｄ２Ｏ３＝２３：６７
：１０（質量比）であり、Ｒｈ固溶濃度は０．１質量％である。
【００４８】
　ピーク粒径が小さい第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は、上記方法によって得られる
第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末を湿式粉砕することによって得る。すなわち、第２Ｃ
ｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末にイオン交換水を添加してスラリー（固形分２５質量％）と
し、このスラリーをボールミルに投入して、０．５ｍｍのジルコニアビーズによって粉砕
する（約３時間）ことにより、粒径が小さくなった第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末が
分散したＲｈドープＣｅＺｒＮｄゾルを得ることができる。この第１ＣｅＺｒＲｈ系複合
酸化物粉末のＲｈを除く組成及びＲｈ固溶濃度は第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末と同
じである。
【００４９】
　図３は第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末及び第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の粒
度分布（頻度分布）を示す。粒度分布の測定には、株式会社島津製作所製レーザー回折式
粒度分布測定装置を用いた。両ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は互いの粒度分布のピーク
粒径が相異なり、第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の粒度分布は１００ｎｍ以上３００
ｎｍ以下の粒径範囲にピークを有し、第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の粒度分布は５
５０ｎｍ以上１２００ｎｍ以下の粒径範囲にピークを有する。
【００５０】
　第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の場合、累積分布１０質量％粒径が１０７ｎｍ、累
積分布５０質量％粒径が１８４ｎｍ、累積分布９０質量％粒径が２８７ｎｍである。すな
わち、累積分布１０質量％粒径は１００ｎｍ以上であり、累積分布９０質量％粒径は３０
０ｎｍ以下である。第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の場合、累積分布１０質量％粒径
が５７６ｎｍ、累積分布５０質量％粒径が８４８ｎｍ、累積分布９０質量％粒径が１１６
０ｎｍである。すなわち、累積分布１０質量％粒径は５５０ｎｍ以上であり、累積分布９
０質量％粒径は１２００ｎｍ以下である。
【００５１】
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　粒径１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末について、Ｘ
ＰＳ（Ｘ-ray Photoelectron Spectroscopy；Ｘ線光電子分光法）により、５箇所の測定
領域（直径数μｍ）を選んで各測定領域に存する粒子の粒子表面（深さ数ｎｍの範囲）の
Ｒｈ濃度を測定した。粒径５５０ｎｍ以上１２００ｎｍ以下の第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸
化物粉末についても、同様に５箇所の測定領域を選んで、ＸＰＳにより、粒子表面のＲｈ
濃度を測定した。すなわち、当該測定領域から放射されるＣｅ、Ｚｒ、Ｎｄ、Ｒｈ及びＯ
各々の元素に固有の波長のピーク面積を算出し、Ｒｈ濃度（全元素のピーク面積値に対す
るＲｈのピーク面積の割合）を求めた。結果は、表１に示すとおりである。
【００５２】
【表１】

【００５３】
　第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は粒子表面のＲｈ濃度が０．０７原子％以上０．０
９原子％以下であり、第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は粒子表面のＲｈ濃度が０．０
４原子％以上０．０６原子％以下である。すなわち、粉砕によって粒径が小さくなった第
１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は、粉砕前の第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末よりも
粒子表面のＲｈ濃度が高くなっている。
【００５４】
　このＲｈ濃度について検討すると、第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子は第１ＣｅＺｒ
Ｒｈ系複合酸化物粒子よりも粒径が大であるから、粒子内部に埋もれているＲｈの量が多
い。この第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子が粉砕されると、粒子内部に埋もれていた一
部のＲｈが粉砕粒子（第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子）の表面に露出する。この粉砕
によって露出したＲｈのうちの少なくとも一部はＸＰＳの測定領域において当該元素固有
の波長を放射するＲｈとして検出される。その影響により、第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化
物粉末では、第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末よりも、ＸＰＳで得られる粒子表面のＲ
ｈ濃度が高くなっていると考えられる。
【００５５】
　そうして、第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の上記Ｒｈ濃度が第２ＣｅＺｒＲｈ系複
合酸化物粉末の上記Ｒｈ濃度よりも高いということは、粒子内部に埋もれていたＲｈが粉
砕によって粒子表面に露出したことを意味するから、単位質量当たりで比較したときの、
粒子表面へのＲｈの露出量は、第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の方が第２ＣｅＺｒＲ
ｈ系複合酸化物粉末よりも多いと云うことができる。
【００５６】
　－下触媒層の形成－
　ＣｅＺｒＮｄ複合酸化物（ＣｅＯ２：ＺｒＯ２：Ｎｄ２Ｏ３＝２３：６７：１０（質量
比））粉末と、Ｌａ２Ｏ３を４質量％含有するＡｌ２Ｏ３にＰｄを担持させたＰｄ／Ｌａ
含有アルミナ粉末と、ＣｅＺｒＮｄ複合酸化物（ＣｅＯ２：ＺｒＯ２：Ｎｄ２Ｏ３＝２３
：６７：１０（質量比））粉末にＰｄを担持させたＰｄ／ＣｅＺｒＮｄ複合酸化物粉末と
、硝酸ジルコニル（バインダ）とをイオン交換水と共に混合してスラリー化し、担体にウ
ォッシュコートして下触媒層を形成した。上記Ｐｄの担持には蒸発乾固法を採用した。Ｐ
ｄ等の触媒金属の担持に蒸発乾固法を採用している点は、後述の他の実施例及び比較例も
同じである。
【００５７】
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　担体としては、セル壁厚さ３．５mil（８．８９×１０－２ｍｍ）、１平方インチ（６
４５．１６ｍｍ２）当たりのセル数６００のコージェライト製ハニカム担体（容量１Ｌ）
を用いた。この担体に関しては、後述の他の実施例及び比較例も同じである。触媒成分等
の配合量（担体１Ｌ当たりの質量）については表２に記載した。
【００５８】
　－上触媒層の形成－
　上記第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末が分散したＲｈドープＣｅＺｒＮｄゾルと、Ｒ
ｈ／第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末と、Ｒｈ／ＺｒＬａ－アルミナ粉末と、Ｌａ含有
アルミナ（Ｌａ２Ｏ３を４質量％含有）粉末とをイオン交換水と共に混合してスラリー化
し、下触媒層の上にウォッシュコートして上下触媒層を形成した。
【００５９】
　Ｒｈ／第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は、第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末に硝
酸Ｒｈ溶液を含浸させて、２００℃で２時間保持する乾燥、並びに５００℃に２時間保持
する焼成を行なうことにより、Ｒｈドープ型の第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末にＲｈ
を担持させたものである。
【００６０】
　Ｒｈ／ＺｒＬａ－アルミナ粉末は次のようにして調製した。すなわち、硝酸ジルコニウ
ム及び硝酸ランタンの混合溶液に活性アルミナ粉末を分散させ、これにアンモニア水を加
えて沈殿を生成した。得られた沈殿物を濾過、洗浄し、２００℃で２時間保持する乾燥、
並びに５００℃に２時間保持する焼成を行なうことにより、表面がＺｒＬａ複酸化物で被
覆された活性アルミナ粒子を得た。これに硝酸ロジウム水溶液を混合し、蒸発乾固を行な
うことにより、Ｒｈ／ＺｒＬａ－アルミナ粉末を得た。ＺｒＬａ－アルミナの組成はＺｒ
Ｏ２：Ｌａ２Ｏ３：Ａｌ２Ｏ３＝３８：２：６０（質量比）である。
【００６１】
　触媒成分等の配合量については表２に記載した。上触媒層では、ＲｈドープＣｅＺｒＮ
ｄゾルがバインダとして機能するため、専用のバインダ原料（硝酸ジルコニル）は配合し
ていない。なお、表２の各成分の配合量は乾燥重量である。
【００６２】
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【表２】

【００６３】
　－上触媒層のＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の粒度分布－
　上触媒層のＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の粒度分布（第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物
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粉末と第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末との混合状態での粒度分布）は図４のとおりで
ある。同粒度分布は、１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の粒径範囲と５５０ｎｍ以上１２０
０ｎｍ以下の粒径範囲の２ヶ所にピークを有する。すなわち、両ピーク間の谷（４５０ｎ
ｍ（０．４５μｍ）付近）より小径側の第１粒子群は２００ｎｍ（０．２μｍ）付近にピ
ークを有し、該谷より大径側の第２粒子群は８５０ｎｍ（０．８５μｍ）付近にピークを
有する。
【００６４】
　図３及び図４から、第１粒子群の多くは第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末によって構
成され、第２粒子群の多くは第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末によって構成されている
ことがわかる。
【００６５】
　第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は、上触媒層に略均一に分散して含まれており、従
って、一部の第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子は、大径のＲｈ／第２ＣｅＺｒＲｈ系複
合酸化物粒子、Ｒｈ／ＺｒＬａ－アルミナ粒子及びＬａ含有アルミナ粒子各々の表面に担
持されている。また、第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は、上触媒層においてバインダ
として機能している。
【００６６】
　＜実施例２＞
　下触媒層については、実施例１の硝酸ジルコニル（バインダ）に代えて第１ＣｅＺｒＲ
ｈ系複合酸化物粉末（10.000g/L）を配合し、他は実施例１と同じ構成にした。上触媒層
については、Ｒｈ／第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末量を50.012g/L（第２ＣｅＺｒＲ
ｈ系複合酸化物粉末50.000g/L，Ｒｈ含浸担持量0.012g/L）とした。上触媒層の他の構成
は実施例１と同じである。
【００６７】
　上触媒層のＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の粒度分布（第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物
粉末と第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末との混合状態での粒度分布）は図５のとおりで
ある。同粒度分布は、１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の粒径範囲と５５０ｎｍ以上１２０
０ｎｍ以下の粒径範囲の２ヶ所にピークを有する。両ピーク間の谷（４５０ｎｍ（０．４
５μｍ）付近）より小径側の第１粒子群は２００ｎｍ（０．２μｍ）付近にピークを有し
、該谷より大径側の第２粒子群は８５０ｎｍ（０．８５μｍ）付近にピークを有する。
【００６８】
　実施例２においては、第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は、上触媒層及び下触媒層の
双方に含まれ、各層において略均一に分散している。従って、実施例１と同じく、上触媒
層においては、一部の第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子は、大径のＲｈ／第２ＣｅＺｒ
Ｒｈ系複合酸化物粒子、Ｒｈ／ＺｒＬａ－アルミナ粒子及びＬａ含有アルミナ粒子各々の
表面に担持されている。さらに第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は上触媒層においてバ
インダとして機能している。下触媒層においても、第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の
一部は、ＣｅＺｒＮｄ複合酸化物粒子、Ｐｄ／Ｌａ含有アルミナ粒子及びＰｄ／ＣｅＺｒ
Ｎｄ複合酸化物粒子に担持され、さらに、この第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は下触
媒層においてバインダとして機能している。
【００６９】
　＜比較例１＞
　下触媒層は実施例１と同じ構成とした。上触媒層については、実施例１の第１ＣｅＺｒ
Ｒｈ系複合酸化物粉末に代えて硝酸ジルコニル（バインダ）（10.000g/L）を配合すると
ともに、Ｒｈ／第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末量を70.012g/L（第２ＣｅＺｒＲｈ系
複合酸化物粉末70.000g/L，Ｒｈ含浸担持量0.012g/L）とし、他は実施例１と同じ構成に
した。なお、比較例１では、上触媒層の第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末量が、実施例
１の上触媒層の第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末と第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末
との合計量と同量になっている。
【００７０】
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　（排気ガス浄化性能）
　実施例１，２及び比較例１の各触媒にベンチエージング処理を施した。これは、各触媒
をエンジン排気系に取り付け、(1)Ａ／Ｆ＝１４の排気ガスを１５秒間流す→(2)Ａ／Ｆ＝
１７の排気ガスを５秒間流す→(3)Ａ／Ｆ＝１４．７の排気ガスを４０秒間流す、という
サイクルが合計５０時間繰り返されるように、且つ触媒入口ガス温度が９００℃となるよ
うに、エンジンを運転するというものである。
【００７１】
　しかる後、各触媒から担体容量約２５ｍＬ（直径２５．４ｍｍ，長さ５０ｍｍ）のコア
サンプルを切り出し、これをモデルガス流通反応装置に取り付け、ＨＣ、ＣＯ及びＮＯｘ
の浄化に関するライトオフ温度Ｔ５０（℃）を測定した。Ｔ５０（℃）は、触媒に流入す
るモデルガス温度を常温から漸次上昇させていき、浄化率が５０％に達したときの触媒入
口のガス温度である。モデルガスは、Ａ／Ｆ＝１４．７±０．９とした。すなわち、Ａ／
Ｆ＝１４．７のメインストリームガスを定常的に流しつつ、所定量の変動用ガスを１Ｈｚ
でパルス状に添加することにより、Ａ／Ｆを±０．９の振幅で強制的に振動させた。空間
速度ＳＶは６００００ｈ－１、昇温速度は３０℃／分である。Ａ／Ｆ＝１４．７、Ａ／Ｆ
＝１３．８及びＡ／Ｆ＝１５．６のときのガス組成を表３に示し、ライトオフ温度Ｔ５０
の測定結果を図６に示す。
【００７２】
【表３】

【００７３】
　図６によれば、ＨＣ、ＣＯ及びＮＯｘのいずれに関しても、実施例１，２は比較例１よ
りもライトオフ温度Ｔ５０が低く、優れた排気ガス浄化性能を有することがわかる。実施
例１，２の触媒層に含まれている粒径の小さな第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は、粒
径が大きい第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末に比べて、粒子表面に露出する触媒金属Ｒ
ｈの割合が多く、従って、その酸素吸蔵放出能及び触媒活性は第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸
化物粉末よりも高い。このことが、実施例１，２の排気ガス浄化性能が高い一因になって
いると考えられる。
【００７４】
　また、実施例１，２の粒径の小さな第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の一部は、大径
のＲｈ／第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子、Ｒｈ／ＺｒＬａ－アルミナ粒子、Ｌａ含有
アルミナ粒子等に担持されているから、高温の排気ガスに晒された場合でも、凝集し難い
。そして、酸素吸蔵放出能が高い第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子が、Ｒｈ／ＺｒＬａ
－アルミナ粒子など他の触媒成分に担持されているため、それら触媒成分の活性も高くな
る。このことも、実施例１，２の排気ガス浄化性能に寄与していると考えられる。
【００７５】
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　また、実施例１の方が実施例２よりもライトオフ温度は低い。これは、実施例２では上
触媒層の第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末の量が実施例１よりも少なくなっているため
と考えられる。すなわち、実施例２では、下触媒層にも第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉
末を添加しているが、この添加による排気ガス浄化性能の向上はそれほど大きくなく、こ
の添加効果よりも、上触媒層の第２ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末量の減少による触媒性
能の低下の方が効果としては大きくなっていると考えられる。この実施例１，２との比較
から、第１ＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粉末は下触媒層よりも上触媒層に添加した方が、排
気ガスの浄化性能を効率良く高めることができることがわかる。
【００７６】
　[実施形態２]
　実施形態１は、第１複合酸化物粒子成分及び第２複合酸化物粒子成分が共に触媒金属Ｘ
としてＲｈを含有するＲｈドープ型であるケースである。これに対して、本実施形態２は
、第１複合酸化物粒子成分をＲｈドープ型とし、第２複合酸化物粒子成分をＲｈドープ型
ではなく、Ｒｈ後担持型としたケースである。
【００７７】
　（実施形態２－１）
　この実施形態は、触媒層が単層である。第１複合酸化物粒子成分としてのＲｈドープ複
合酸化物粒子をバインダ材として触媒層を形成し、その触媒層が第２複合酸化物粒子成分
としてＲｈ／ＣｅＺｒＮｄ材を含有する。以下、その実施例３～６及び比較例２～５を述
べる。
【００７８】
　＜実施例３＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルとＲｈ／ＣｅＺｒＮｄ材とイオン交換水とを混合してスラリー
とし、ハニカム担体にコーティングして触媒層を形成した。
【００７９】
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルは、ＣｅＺｒ複合酸化物（ＣｅＯ２：ＺｒＯ２＝２５：７５（
質量比））にＲｈがドープされてなるＲｈドープＣｅＺｒ複合酸化物粉末（Ｒｈ濃度０．
０５質量％）が水中に分散したものである。このゾルは、硝酸塩溶液として、硝酸セリウ
ム６水和物とオキシ硝酸ジルコニル溶液と硝酸ロジウム溶液とをイオン交換水に溶かした
ものを用いる他は、実施例１のＲｈドープＣｅＺｒＮｄゾルと同じ方法によって調製した
。ＲｈドープＣｅＺｒゾルの粒度分布（頻度分布）は、ＲｈドープＣｅＺｒＮｄゾルと同
じく、１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の粒径範囲にピークを有する構成になっている。
【００８０】
　Ｒｈ／ＣｅＺｒＮｄ材は、ＺｒリッチのＣｅＺｒＮｄ複合酸化物粒子にＲｈを担持させ
たものである。ＣｅＺｒＮｄ複合酸化物粒子の組成はＣｅＯ２：ＺｒＯ２：Ｎｄ２Ｏ３＝
１０：８０：１０（質量比）であり、Ｒｈ濃度は０．１２質量％である。ＣｅＺｒＮｄ複
合酸化物粒子の粒度分布（頻度分布）は、５５０ｎｍ以上１２００ｎｍ以下の粒径範囲に
ピークを有する構成になっている。
【００８１】
　触媒層の各成分の担持量（担体１Ｌ当たりの量）は、ＲｈドープＣｅＺｒ複合酸化物粉
末（バインダ）が１２ｇ／Ｌ、Ｒｈ／ＣｅＺｒＮｄ材が７０ｇ／Ｌである。
【００８２】
　＜実施例４＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えてＲｈドープＣｅＺｒＮｄＹゾルを採用し、他は実施例
３と同じ構成の触媒を調製した。ＲｈドープＣｅＺｒＮｄＹゾルは、ＣｅＺｒＮｄＹ複合
酸化物（ＣｅＯ２：ＺｒＯ２：Ｎｄ２Ｏ３：Ｙ２Ｏ３＝１０：８０：５：５（質量比））
にＲｈがドープされてなるＲｈドープＣｅＺｒＮｄＹ複合酸化物粉末（Ｒｈ濃度０．０５
質量％）が水中に分散したものである。このゾルは、硝酸塩溶液として、硝酸セリウム６
水和物とオキシ硝酸ジルコニル溶液と硝酸ネオジム６水和物と硝酸イットリウム６水和物
と硝酸ロジウム溶液とをイオン交換水に溶かしたものを用いる他は、実施例１のＲｈドー
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プＣｅＺｒＮｄゾルと同じ方法によって調製した。ＲｈドープＣｅＺｒＮｄＹゾルの粒度
分布（頻度分布）は、ＲｈドープＣｅＺｒＮｄゾルと同じく、１００ｎｍ以上３００ｎｍ
以下の粒径範囲にピークを有する構成になっている。
【００８３】
　＜実施例５＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えてＲｈドープＣｅＯ２ゾルを採用し、他は実施例３と同
じ構成の触媒を調製した。ＲｈドープＣｅＯ２ゾルは、ＣｅＯ２にＲｈがドープされてな
るＲｈドープＣｅＯ２複合酸化物粉末（Ｒｈ濃度０．０５質量％）が水中に分散したもの
である。このゾルは、硝酸塩溶液として、硝酸セリウム６水和物と硝酸ロジウム溶液とを
イオン交換水に溶かしたものを用いる他は、実施例１のＲｈドープＣｅＺｒＮｄゾルと同
じ方法によって調製した。ＲｈドープＣｅＯ２ゾルの粒度分布（頻度分布）は、Ｒｈドー
プＣｅＺｒＮｄゾルと同じく、１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の粒径範囲にピークを有す
る構成になっている。
【００８４】
　＜実施例６＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えてＲｈドープＣｅＺｒＮｄゾルを採用し、Ｚｒリッチの
Ｒｈ／ＣｅＺｒＮｄ材に代えて、ＣｅリッチのＲｈ／ＣｅＺｒＮｄ材を採用し、他は実施
例３と同じ構成の触媒を調製した。
【００８５】
　ＲｈドープＣｅＺｒＮｄゾルは、実施例１のＲｈドープＣｅＺｒＮｄゾルとは異なり、
ＣｅＺｒＮｄ複合酸化物の組成は、ＣｅＯ２：ＺｒＯ２：Ｎｄ２Ｏ３＝１０：８０：１０
（質量比）であり、Ｒｈ濃度は０．０５質量％である。このゾルは、実施例１のＲｈドー
プＣｅＺｒＮｄゾルと同様の方法によって調製した。この実施例のＲｈドープＣｅＺｒＮ
ｄゾルの粒度分布（頻度分布）も、１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の粒径範囲にピークを
有する構成になっている。
【００８６】
　ＣｅリッチのＲｈ／ＣｅＺｒＮｄ材は、ＣｅリッチのＣｅＺｒＮｄ複合酸化物粒子にＲ
ｈを担持させたものである。ＣｅＺｒＮｄ複合酸化物粒子の組成はＣｅＯ２：ＺｒＯ２：
Ｎｄ２Ｏ３＝６５：２５：１０（質量比）であり、Ｒｈ濃度は０．１２質量％である。Ｃ
ｅＺｒＮｄ複合酸化物粒子の粒度分布（頻度分布）は、５５０ｎｍ以上１２００ｎｍ以下
の粒径範囲にピークを有する構成になっている。
【００８７】
　＜比較例２＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えてＺｒＯ２ゾル（Ｒｈドープなし）を採用し、Ｒｈ担持
量を実施例３と同じにするために、Ｒｈ／ＣｅＺｒＮｄ材の担持量を７５ｇ／Ｌとし、他
は実施例３と同じ構成の触媒を調製した。ＺｒＯ２ゾルはＺｒＯ２粉末が水中に分散した
ものである。
【００８８】
　＜比較例３＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えてＣｅＺｒゾル（Ｒｈドープなし）を採用し、Ｒｈ担持
量を実施例３と同じにするために、Ｒｈ／ＣｅＺｒＮｄ材の担持量を７５ｇ／Ｌとし、他
は実施例３と同じ構成の触媒を調製した。ＣｅＺｒゾルは、ＣｅＺｒ複合酸化物粉末（Ｃ
ｅＯ２：ＺｒＯ２＝２５：７５（質量比））が水中に分散したものである。
【００８９】
　＜比較例４＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えてＣｅＯ２ゾル（Ｒｈドープなし）を採用し、Ｒｈ担持
量を実施例３と同じにするために、Ｒｈ／ＣｅＺｒＮｄ材の担持量を７５ｇ／Ｌとし、他
は実施例３と同じ構成の触媒を調製した。ＣｅＯ２ゾルはＣｅＯ２粉末が水中に分散した
ものである。
【００９０】
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　＜比較例５＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えて比較例２と同じＺｒＯ２ゾルを採用し、Ｚｒリッチの
Ｒｈ／ＣｅＺｒＮｄ材に代えて、ＣｅリッチのＲｈ／ＣｅＺｒＮｄ材を採用し、Ｒｈ担持
量を実施例３と同じにするために、Ｒｈ／ＣｅＺｒＮｄ材の担持量を７５ｇ／Ｌとし、他
は実施例３と同じ構成の触媒を調製した。
【００９１】
　（実施形態２－２）
　この実施形態は、実施形態２－１と同じく単一触媒層において、第１複合酸化物粒子成
分としてのＲｈドープ複合酸化物粒子（バインダ材）と、第２複合酸化物粒子成分として
ＺｒリッチのＲｈ／ＣｅＺｒＮｄ材と、さらに、Ｒｈ／ＺｒＬａ－アルミナとを含有する
。以下、その実施例７～１０及び比較例６～９を述べる。
【００９２】
　＜実施例７＞
　実施例３において、触媒層がさらにＲｈ／ＺｒＬａ－アルミナを含有する構成とした。
ＺｒＬａ－アルミナの組成はＺｒＯ２：Ｌａ２Ｏ３：Ａｌ２Ｏ３＝３８．５：２：５９．
５（質量比）であり、Ｒｈ濃度は０．１質量％である。各成分の担持量は、ＲｈドープＣ
ｅＺｒゾルに係るＲｈドープＣｅＺｒ複合酸化物粉末（バインダ）が１２ｇ／Ｌ、Ｒｈ／
ＣｅＺｒＮｄ材が７０ｇ／Ｌ、Ｒｈ／ＺｒＬａ－アルミナが３０ｇ／Ｌである。
【００９３】
　＜実施例８＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えて実施例４と同じＲｈドープＣｅＺｒＮｄＹゾルを採用
し、他は実施例７と同じ構成の触媒を調製した。
【００９４】
　＜実施例９＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えて実施例５と同じＲｈドープＣｅＯ２ゾルを採用し、他
は実施例７と同じ構成の触媒を調製した。
【００９５】
　＜実施例１０＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えて実施例６と同じＲｈドープＣｅＺｒＮｄゾルを採用し
、ＺｒリッチのＲｈ／ＣｅＺｒＮｄ材に代えて、実施例６と同じＣｅリッチのＲｈ／Ｃｅ
ＺｒＮｄ材を採用し、他は実施例７と同じ構成の触媒を調製した。
【００９６】
　＜比較例６＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えて比較例２と同じＺｒＯ２ゾルを採用し、Ｒｈ担持量を
実施例７と同じにするために、Ｒｈ／ＣｅＺｒＮｄ材の担持量を７５ｇ／Ｌとし、他は実
施例７と同じ構成の触媒を調製した。
【００９７】
　＜比較例７＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えて比較例３と同じＣｅＺｒゾルを採用し、Ｒｈ担持量を
実施例７と同じにするために、Ｒｈ／ＣｅＺｒＮｄ材の担持量を７５ｇ／Ｌとし、他は実
施例７と同じ構成の触媒を調製した。
【００９８】
　＜比較例８＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えて比較例４と同じＣｅＯ２ゾルを採用し、Ｒｈ担持量を
実施例７と同じにするために、Ｒｈ／ＣｅＺｒＮｄ材の担持量を７５ｇ／Ｌとし、他は実
施例７と同じ構成の触媒を調製した。
【００９９】
　＜比較例９＞
　ＲｈドープＣｅＺｒゾルに代えて比較例２と同じＺｒＯ２ゾルを採用し、Ｚｒリッチの
Ｒｈ／ＣｅＺｒＮｄ材に代えて、実施例６と同じＣｅリッチのＲｈ／ＣｅＺｒＮｄ材を採
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ｇ／Ｌとし、他は実施例７と同じ構成の触媒を調製した。
【０１００】
　[実施形態３]
　この実施形態は、図１に示す二層構造の触媒において、上触媒層及び下触媒層を次のよ
うに構成した。
【０１０１】
　＜実施例１１＞
　上触媒層は、バインダとしての実施例４と同じＲｈドープＣｅＺｒＮｄＹゾルに係るＲ
ｈドープＣｅＺｒＮｄＹ、実施例４と同じＺｒリッチのＲｈ／ＣｅＺｒＮｄ材、実施例７
と同じＲｈ／ＺｒＬａ－アルミナ、並びにＬａ－アルミナ（触媒金属非担持）を混合して
含有する構成とした。下触媒層は、Ｐｄ／ＣｅＺｒＮｄ材、Ｐｄ／Ｌａ－アルミナ、Ｃｅ
ＺｒＮｄ材（触媒金属非担持）、並びにバインダとしてのＺｒＯ２ゾルに係るＺｒＯ２を
混合して含有する構成とした。
【０１０２】
　上触媒層のＬａ－アルミナ（触媒金属非担持）はＬａ２Ｏ３を４質量％含有する活性ア
ルミナである。下触媒層のＰｄ／ＣｅＺｒＮｄ材は、ＣｅとＺｒとＮｄとを含有するＣｅ
ＺｒＮｄ複合酸化物粒子にＰｄを担持させたものである。その複合酸化物の組成はＣｅＯ

２：ＺｒＯ２：Ｎｄ２Ｏ３＝２３：６７：１０（質量比）であり、Ｐｄ担持量は０．５５
質量％である。Ｐｄ／Ｌａ－アルミナは、Ｌａ２Ｏ３を４質量％含有するＬａ－アルミナ
にＰｄを担持させたものであり、Ｐｄ濃度は０．８６質量％である。ＣｅＺｒＮｄ材（触
媒金属非担持）はＰｄ／ＣｅＺｒＮｄ材のＣｅＺｒＮｄ材と同じものである。
【０１０３】
　担体に対する担持量は、上触媒層のＲｈドープＣｅＺｒＮｄＹが１２ｇ／Ｌ、Ｚｒリッ
チのＲｈ／ＣｅＺｒＮｄ材が７０ｇ／Ｌ、Ｒｈ／ＺｒＬａ－アルミナが３０ｇ／Ｌ、Ｌａ
－アルミナ（触媒金属非担持）が１０ｇ／Ｌである。下触媒層のＰｄ／ＣｅＺｒＮｄ材が
３５ｇ／Ｌ、Ｐｄ／Ｌａ－アルミナが４５ｇ／Ｌ、ＣｅＺｒＮｄ材（触媒金属非担持）が
２０ｇ／Ｌ、ＺｒＯ２バインダが１１ｇ／Ｌである。
【０１０４】
　＜比較例１０＞
　上触媒層のバインダとしてＲｈドープＣｅＺｒＮｄＹに代えてＺｒＯ２バインダを採用
し、Ｒｈ担持量を実施例１１と同じにするために、Ｒｈ／ＣｅＺｒＮｄ材の担持量を７５
ｇ／Ｌとし、他は実施例１１と同じ構成の触媒とした。
【０１０５】
　（排気ガス浄化性能）
　実施形態２及び実施形態３の各触媒に実施形態１の場合と同じベンチエージング処理を
施した後、各触媒から担体容量約２５ｍＬ（直径２５．４ｍｍ，長さ５０ｍｍ）のコアサ
ンプルを切り出し、実施形態１と場合と同じ条件でＨＣ、ＣＯ及びＮＯｘの浄化に関する
ライトオフ温度Ｔ５０（℃）及び排気ガス浄化率Ｃ４００を測定した。排気ガス浄化率Ｃ
４００は、触媒入口でのモデル排気ガス温度が４００℃であるときのＨＣ、ＣＯ及びＮＯ
ｘ各々の浄化率である。結果を表４に示す。
【０１０６】



(18) JP 5515936 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

【表４】

【０１０７】
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　実施例３～５と比較例２～３との比較から、触媒層のＲｈ量は同じでも、バインダ材と
してＲｈドープＣｅ含有酸化物ゾルを用いると、触媒のライトオフ性能が良くなり、また
、排気ガス浄化率も高くなることがわかる。実施例３～５のうちでもＲｈドープＣｅＺｒ
ＮｄＹゾルを採用した実施例４が特に優れている。ＲｈドープＣｅ含有酸化物ゾルが有利
であることは、実施例７～９と比較例６～８との比較からもわかる。また、ＲｈドープＣ
ｅＺｒＮｄＹゾルが特に優れていることは、実施例７～９からも認められる。
【０１０８】
　実施例６と比較例５との比較、並びに実施例１０と比較例９との比較から、他の成分が
ＣｅリッチのＲｈ／ＣｅＺｒＮｄ材であるケースでも、ＲｈドープＣｅ含有酸化物ゾルの
有利性がわかる。また、実施例１１と比較例１０との比較から、二層構造においても、Ｒ
ｈドープＣｅ含有酸化物ゾルの有利性がわかる。
【符号の説明】
【０１０９】
　　１　　担体
　　２　　上触媒層
　　３　　下触媒層
　　４　　第１粒子群のＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子
　　５　　第２粒子群のＣｅＺｒＲｈ系複合酸化物粒子
　　６　　Ｒｈ／ＺｒＬａ－アルミナ粒子
　　７　　Ｌａ含有アルミナ粒子
　　８　　Ｒｈ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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