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(57)【要約】
　ディーゼルエンジンおよび改良型燃焼ディーゼルエンジンからの未燃焼の炭化水素（Ｈ
Ｃ）、および一酸化炭素（ＣＯ）の酸化、ならびに窒素酸化物（ＮＯｘ）の還元等の、改
良型燃焼エンジンからの排気ガス排出の処理のための酸化触媒複合材、方法、およびシス
テムが、開示される。より具体的に、パラジウム成分を含む第１のウォッシュコート、お
よび白金を含有する第２のウォッシュコートの少なくとも２つのウォッシュコート層を備
え、総白金の少なくとも約５０％が触媒の後方にある、ウォッシュコート組成物が、開示
される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンからの排気ガス排出の削減のための酸化触媒複合材であって、
　ある長さ、流入端および流出端を有する担体基材、前記担体上のディーゼル酸化触媒の
触媒材料を含み、前記ディーゼル酸化触媒の触媒材料は、第１のウォッシュコート区分お
よび第２のウォッシュコート区分を含み、
　前記第１のウォッシュコート区分は、白金（Ｐｔ）成分およびパラジウム（Ｐｄ）成分
のうちの１種以上と、第１の耐火金属酸化物支持体とを含む第１のウォッシュコート層を
含み、前記第１のウォッシュコート区分は前記担体基材の前記流入端に隣接し、
　前記第２のウォッシュコート区分は、白金成分およびパラジウム成分のうちの１種以上
と、第２の耐火金属酸化物支持体とを含む第２のウォッシュコート層を含み、前記第２の
ウォッシュコート層は前記担体基材の前記流出端に隣接し、前記パラジウム成分の合計の
少なくとも約５０％が、前記第１のウォッシュコート区分中にあり、前記白金成分の少な
くとも５０％が、前記第２のウォッシュコート区分中にあることを特徴とする酸化触媒複
合材。
【請求項２】
　前記第２のウォッシュコート層は実質的にパラジウムを含まない請求項１に記載の酸化
触媒複合材。
【請求項３】
　前記第１のウォッシュコート区分は、前記基材の全体の長さにわたって延在し、前記第
２のウォッシュコート区分は、前記第１のウォッシュコート区分の少なくとも一部と重複
する請求項１に記載の酸化触媒複合材。
【請求項４】
　前記第１のウォッシュコート区分は、前記基材の前記長さの約５％～９５％に沿って、
前記流入端から延在し、前記第２のウォッシュコート区分は、前記基材の前記長さの約５
％～９５％に沿って、前記流出端から延在する請求項１に記載の酸化触媒複合材。
【請求項５】
　前記第１のウォッシュコート区分および前記第２のウォッシュコート区分のうちの一方
は、他方と重複する請求項４に記載の酸化触媒複合材。
【請求項６】
　前記白金およびパラジウムは、約１：１０～約４：１の総白金／パラジウム比で存在す
る請求項１に記載の酸化触媒複合材。
【請求項７】
　前記触媒材料は、メタン成分を含む、改良型燃焼ディーゼルエンジンから排出されるＨ
ＣおよびＣＯを酸化するのに効果的であり、前記第１のウォッシュコート層が、改良型燃
焼ディーゼルエンジンの作動に関連した高排出および低温条件下で、ＣＯおよびＨＣを酸
化するために作用する請求項１に記載の酸化触媒複合材。
【請求項８】
　前記第１の耐火金属酸化物支持体および前記第２の耐火金属酸化物支持体のうちの一方
または双方は、アルミナ、シリカ、ジルコニア、チタニア、およびそれらの組み合わせの
うちの１種以上を含み、前記第２の耐火酸化物支持体は、アルミナ、シリカ、ジルコニア
、チタニア、およびそれらの組み合わせのうちの１種以上を含む請求項１に記載の酸化触
媒複合材。
【請求項９】
　前記第１および第２のウォッシュコート層のうちの一方または双方は、ゼオライト、ア
ルカリ土類酸化物、希土類酸化物、および卑金属酸化物のうちの１種以上をさらに含む請
求項１に記載の酸化触媒複合材。
【請求項１０】
　貴金族金属成分を実質的に含有していないアンダーコート層をさらに含み、前記アンダ
ーコート層は、前記第１のウォッシュコート区分および前記第２のウォッシュコート区分
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のうちの一方または双方の真下で、前記担体基材に施用される請求項１に記載の酸化触媒
複合材。
【請求項１１】
　前記第１の支持体は、セリアと、ベータゼオライト、ＺＳＭ－５、またはゼオライトＹ
から選択されるゼオライトを含む分子篩とを含む請求項１に記載の酸化触媒複合材。
【請求項１２】
　約１０５９ｇ／ｍ３～１２３５９ｇ／ｍ３（３０ｇ／ｆｔ３～３５０ｇ／ｆｔ３）の範
囲の白金およびパラジウムの総充填量を有する請求項１に記載の酸化触媒複合材。
【請求項１３】
　従来のディーゼル排気ガス流または改良型燃焼ディーゼル排気ガス流を処理するための
方法であって、前記排気ガス流を触媒煤煙フィルタに通過させることを含み、前記排気ガ
スが、請求項１～１２のいずれかに記載の酸化触媒複合材を最初に通過することを特徴と
する方法。
【請求項１４】
　ディーゼル排気ガスを、前記触媒煤煙フィルタ（ＣＳＦ）の下流に設置される選択的触
媒還元（ＳＣＲ）触媒物品に誘導することをさらに含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　改良型燃焼ディーゼルエンジンの作動に関連した高排出および低温条件下で、ＣＯおよ
びＨＣを酸化することを含む請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連特許の相互参照
　本出願は、３５ＵＳＣ§１１９（ｅ）の下で、２００９年４月８日に出願された米国仮
出願第６１／１６７，５７５号の優先権の利益を主張し、これは、参照によって本明細書
に組み込まれる。
【０００２】
　本発明の実施形態は、区分化された（ｚｏｎｅｄ）設計を有する酸化触媒を対象とする
。より具体的に、実施形態は、耐火金属酸化物支持体、例えば、Ｃｅを含有する支持体上
に、ＰｔおよびＰｄを含む区分化された触媒調合、ならびにディーゼルエンジンおよび改
良型燃焼ディーゼルエンジンシステム中の一酸化炭素および炭化水素を還元するためのそ
れらの使用を対象とする。
【背景技術】
【０００３】
　希薄燃焼エンジン、例えば、ディーゼルエンジンおよび希薄燃焼ガソリンエンジンの作
動は、使用者に優れた燃費を提供し、燃料希薄条件の下、高い空燃比でのそれらの作動の
ため、火花点火式化学量論的ガソリンエンジンと比較して、気相炭化水素および一酸化炭
素の排出量が非常に低い。ディーゼルエンジンの排出は、粒子状物質（ＰＭ）、窒素酸化
物（ＮＯx）、未燃焼の炭化水素（ＨＣ）、および一酸化炭素（ＣＯ）を含む。ＮＯxとは
、窒素酸化物の様々な化学種を説明するために使用される用語であり、特に、一酸化窒素
（ＮＯ）および二酸化窒素（ＮＯ2）が含まれる。
【０００４】
　ディーゼルエンジン排気ガスおよびガソリンエンジン排気ガスを処理するために使用さ
れる触媒システム間で、大きな差異が存在する。２つの種類のエンジンおよびそれらの作
動の間の著しい差異は、ガソリンエンジンが、化学量論的空燃比内で火花点火および作動
し、ディーゼルエンジンは大過剰の空気を用いて作動する圧縮点火エンジンであることで
ある。これらの２つの種類のエンジンからの排出は非常に異なり、完全に異なる触媒戦略
を必要とする。一般的に、ディーゼル排出の処理は、ディーゼルエンジン中での大量のＮ
Ｏｘおよび粒子状物質の形成のために、ガソリンエンジン排出処理よりもより複雑である
。
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【０００５】
　排気粒子状物質の２つの主要な成分は、可溶性有機成分（ＳＯＦ）および煤煙割合（煤
煙）である。ＳＯＦは層中の煤煙上で凝縮し、未燃焼のディーゼル燃料および潤滑油に由
来する。ＳＯＦは、排気ガスの温度に応じて、蒸気として、またはエアロゾル（液体凝縮
液の微細な液滴）としてディーゼル排気の中に存在することができる。煤煙は、主に炭素
の粒子から成る。ディーゼル排気からの粒子状物質は、その微細な粒径のため呼吸可能性
が極めて高く、より高い暴露レベルでの健康リスクをもたらす。さらに、ＳＯＦは多環式
芳香族炭化水素を含有し、そのうちのいくつかは発癌物質であることが疑われている。
【０００６】
　均質予混合圧縮着火（ＨＣＣＩ）等の新しい改良型燃焼技術を利用するディーゼルエン
ジンは、エンジンシリンダ内の燃焼火炎温度を下げ、かつ点火前の装荷燃料の均一性およ
び混合を高めることによって、エンジンアウトＮＯxおよび粒子状物質（ＰＭ）の排出を
低減することができるようになる。一般的に、任意の処理前に排出される排気ガスは、従
来のディーゼルエンジンから排出される排気ガスと比較して、大幅に低減した粒子状物質
およびＮＯxを含有する。いくつかの事例において、そのような改良型燃焼ディーゼルエ
ンジンからの排出は、従来のディーゼルエンジンからの排出よりも２～３倍少ない。しか
しながら、燃焼プロセスをより低いＮＯxおよびＰＭ排出に変更するプロセスでは、ＣＯ
および炭化水素（ＨＣ）排出の総量が増加し、形成されるＨＣの性質が変化し（例えば、
より多くのメタンが生成され得る）、排気温度が低下し得る。いくつかの事例において、
改良型燃焼ディーゼルエンジンからのＣＯおよびＨＣ排出は、従来のディーゼルエンジン
からのＨＣおよびＣＯ排出よりも約５０％～約１００％高い。これらの排気特徴は、現在
のディーゼル排気の触媒技術に対して重大な課題をもたらすので、Ｅｕｒｏ６およびＵＳ
　Ｔｉｅｒ２Ｂｉｎ５等のますます厳しくなる環境規制を満たすために、新しい触媒の調
合が必要とされる。
【０００７】
　これらの汚染物質を触媒することによって炭化水素および一酸化炭素のガス状汚染物質
の両方を二酸化炭素および水に変換するために、ディーゼルエンジンの排気を処理する際
に耐火金属酸化物支持体上に分散する貴金属を含む酸化触媒を使用することは周知である
。当該触媒は、一般的に、ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）、またはより単純に触媒コンバ
ータもしくは触媒と呼ばれるユニットの中に含有され、排気を大気中に通気する前に排気
を処理するように、ディーゼル動力システムからの排気流路の中に配置される。典型的に
、ディーゼル酸化触媒は、その上に１つまたは複数の触媒被覆組成物が蒸着される、セラ
ミックまたは金属基板担体（以下に本明細書で説明する、フロースルーモノリス担体等）
の上に形成される。ガス状ＨＣおよびＣＯ排出物、および粒子状物質（ＳＯＦ部分）の変
換に加えて、白金族金属（典型的に、耐火酸化物支持体上に分散する）を含有する酸化触
媒は、一酸化炭素（ＮＯ）のＮＯ2への酸化を促進する。
【０００８】
　内燃エンジンの排気を処理するために使用される触媒は、エンジン作動の最初の低温始
動期間等の、比較的に低い温度で作動している間はあまり効果的ではないが、これは、エ
ンジン排気が、排気内の有害成分の有効な触媒変換に対して十分に高い温度ではないから
である。耐火金属酸化物支持体上に分散する白金族金属を含む酸化触媒を、ディーゼルエ
ンジンからの排気ガス排出を処理する際に使用することは周知である。白金（Ｐｔ）は、
希薄条件下かつ燃料硫黄の存在下で、高温エージングの後に、ＤＯＣの中でＣＯおよびＨ
Ｃを酸化させるための有効な金属である。一方で、ＰｄリッチＤＯＣ触媒は、典型的に、
特に（高硫黄含有燃料からの）高レベルの硫黄を含有する排気を処理するために使用する
時に、またはＨＣ吸蔵材料とともに使用する時に、ＣＯおよびＨＣの酸化に対してより高
い点火温度を示す。特定の成分に対する「点火」温度とは、その成分の５０％が反応する
温度である。Ｐｄ含有ＤＯＣは、Ｐｔが炭化水素を変換する、および／またはＮＯxを酸
化する活動を害し、また、触媒を、硫黄の毒作用の影響をより受けやすくし得る。これら
の特徴が、典型的に、特に大部分の走行条件についてエンジン温度が２５０℃以下に保た
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れる軽量ディーゼル用途に対して、希薄燃焼作動におけるＰｄリッチ酸化触媒の使用を妨
げてきた。
【０００９】
　白金（Ｐｔ）は、ＣＯおよびＨＣに対して良好な点火特徴を有し、したがって、歴史的
に、ディーゼルエンジン排気を減じるために使用される触媒組成物に選択される好適な貴
金属であったが、近年、その比較的に低いコストのため、パラジウム（Ｐｄ）に対する関
心が高まってきている。いくつかの場合において、パラジウムは、硫黄に対してより敏感
であり、かつ重量基準で反応性が幾分低いにもかかわらず、白金の所要量を低減するよう
に、ＤＯＣ触媒で白金と併用することが好適であることが判明した。実際に、Ｐｔおよび
Ｐｄの組み合わせは、Ｐｔ単独よりも活性である。ＤＯＣ触媒におけるパラジウムのより
低い反応性のため、その性能を阻害しない方法でパラジウムをＤＯＣ触媒の中に配置する
ことを確実にすることが重要である。
【００１０】
　該組み合わせが酸化状態のままの白金をもたらすので、セリウム等の酸素吸蔵成分は、
典型的に、ＤＯＣと混合されない。通常のディーゼルエンジンは、常に希薄条件下で作動
するので、白金は、活性金属形態に還元されるいかなる機会も持たない。
【００１１】
　排出規制がより厳しくなる中で、例えばより低い点火温度といった改善された性能を提
供するディーゼル酸化触媒システムを開発するという永続的な目的がある。また、例えば
パラジウムといったＤＯＣの成分をできる限り効果的に利用するという目的もある。
【発明の概要】
【００１２】
　本発明の一態様は、エンジンからの排気ガス排出の削減のための酸化触媒複合材であっ
て、担体基材であって、ある長さ、流入端および流出端、担体上のディーゼル酸化触媒の
触媒材料を有し、該ディーゼル酸化触媒の触媒材料は、第１のウォッシュコート区分（ｆ
ｉｒｓｔ　ｗａｓｈｃｏａｔ　ｚｏｎｅ）および第２のウォッシュコート区分（ｓｅｃｏ
ｎｄ　ｗａｓｈｃｏａｔ　ｚｏｎｅ）を含む、担体基材を備える、酸化触媒複合材を対象
とする。第１のウォッシュコート区分は、白金（Ｐｔ）成分およびパラジウム（Ｐｄ）成
分のうちの１つまたは複数と、第１の耐火金属酸化物支持体とを含む、第１のウォッシュ
コート層を備える。第１のウォッシュコート区分は、担体基材の流入端に隣接する。第２
のウォッシュコート区分は、白金成分およびパラジウム成分のうちの１つまたは複数と、
第２の耐火金属酸化物支持体とを含む、第２のウォッシュコート層を備える。第２のウォ
ッシュコート層は、担体基材の流出端に隣接する。パラジウム成分の合計の少なくとも約
５０％が、第１のウォッシュコート区分中に設置され、白金成分の少なくとも５０％が、
第２のウォッシュコート区分中に設置される。
【００１３】
　一実施形態において、第２のウォッシュコート層は、実質的にパラジウムを含まない。
１つまたは複数の実施形態において、第１のウォッシュコート区分は、基材の全体の長さ
にわたって延在し、第２のウォッシュコート区分は、第１のウォッシュコート区分の少な
くとも一部と重複する。１つまたは複数の実施形態において、第１のウォッシュコート区
分は、基材の長さの約５％～９５％に沿って、流入端から延在し、第２のウォッシュコー
ト区分は、基材の長さの約５％～９５％に沿って、流出端から延在する。
【００１４】
　１つまたは複数の実施形態において、第１のウォッシュコート区分および第２のウォッ
シュコート区分のうちの１つは、他方と重複する。１つまたは複数の実施形態によれば、
白金およびパラジウムは、約１：１０～約４：１の総白金／パラジウム比で存在する。１
つまたは複数の実施形態において、触媒材料は、メタン成分を含む、改良型燃焼ディーゼ
ルエンジンから排出されるＨＣおよびＣＯを酸化するのに効果的であり、第１のウォッシ
ュコート層が、改良型燃焼ディーゼルエンジンの作動に関連した高排出および低温条件下
で、ＣＯおよびＨＣを酸化するために作用する。
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【００１５】
　１つまたは複数の実施形態によれば、第１の耐火金属酸化物支持体および第２の耐火金
属酸化物支持体のうちの１つまたは双方は、アルミナ、シリカ、ジルコニア、チタニア、
およびそれらの組み合わせのうちの１つまたは複数を含み、第２の耐火酸化物支持体は、
アルミナ、シリカ、ジルコニア、チタニア、およびそれらの組み合わせのうちの１つまた
は複数を含む。１つまたは複数の実施形態において、第１および第２のウォッシュコート
層のうちの１つまたは双方は、ゼオライト、アルカリ土類酸化物、希土類酸化物、および
卑金属酸化物のうちの１つまたは複数をさらに含む。
【００１６】
　１つまたは複数の実施形態において、複合材料は、貴金族金属成分を実質的に含有して
いないアンダーコート層をさらに備え、アンダーコート層は、第１のウォッシュコート区
分および第２のウォッシュコート区分のうちの１つまたは双方の下で、担体基材に適用さ
れる。１つまたは複数の実施形態において、第１の支持体は、セリアと、ベータゼオライ
ト、ＺＳＭ－５、またはゼオライトＹから選択されるゼオライトを含む分子篩とを含む。
１つまたは複数の実施形態によれば、触媒複合材は、約３０ｇ／ｆｔ3～３５０ｇ／ｆｔ3

の範囲の白金およびパラジウムの総充填量を有する。
【００１７】
　本発明の別の態様は、従来のディーゼル排気ガス流または改良型燃焼ディーゼル排気ガ
ス流を処理するための方法に関する。該方法の一実施形態は、排気ガス流をＤＯＣに通過
させることを含む。排気ガスは、プラチナ（Ｐｔ）成分およびパラジウム（Ｐｄ）成分の
うちの１つまたは複数と、第１の耐火金属酸化物支持体とを含む、第１のウォッシュコー
ト層を備える、第１のウォッシュコート区分を最初に通過する。排気ガス流は、次いで、
白金成分およびパラジウム成分のうちの１つまたは複数と、第２の耐火金属酸化物支持体
とを含む、第２のウォッシュコート層を備える、第２のウォッシュコート区分を通過する
。パラジウム成分の合計の少なくとも約５０％が、第１のウォッシュコート区分中に設置
され、白金成分の少なくとも５０％が、第２のウォッシュコート区分中に設置される。
【００１８】
　該方法の１つまたは複数の実施形態において、第２のウォッシュコート層は、実質的に
パラジウムを含まない。該方法の１つまたは複数の実施形態において、第１のウォッシュ
コート区分は、基材の全体の長さにわたって延在し、第２のウォッシュコート区分は、第
１のウォッシュコート区分と完全に重複する。該方法の１つまたは複数の実施形態によれ
ば、第１のウォッシュコート区分は、基材の長さの約５％～９５％に沿って、流入端から
延在し、第２のウォッシュコート区分は、基材の長さの約５％～９５％に沿って、流出端
から延在する。
【００１９】
　該方法の１つまたは複数の実施形態において、第１のウォッシュコート区分および第２
のウォッシュコート区分のうちの１つは、他方と重複する。該方法の１つまたは複数の実
施形態において、白金およびパラジウムは、全体として、約１：１０～約４：１の白金／
パラジウム比の触媒複合材で存在する。
【００２０】
　該方法の１つまたは複数の実施形態によれば、第１の耐火金属酸化物支持体および第２
の耐火金属酸化物支持体のうちの１つまたは双方は、アルミナ、シリカ、ジルコニア、チ
タニア、およびそれらの組み合わせのうちの１つまたは複数を含み、第２の耐火酸化物支
持体は、アルミナ、シリカ、ジルコニア、チタニア、およびそれらの組み合わせのうちの
１つまたは複数を含む。該方法の１つまたは複数の実施形態において、第１および第２の
ウォッシュコート層のうちの１つまたは双方は、ゼオライト、アルカリ土類酸化物、希土
類酸化物、および卑金属酸化物のうちの１つまたは複数をさらに含む。該方法の１つまた
は複数の実施形態によれば、ディーゼル酸化触媒複合材は、貴金族金属成分を実質的に含
有していないアンダーコート層をさらに備え、アンダーコート層は、第１のウォッシュコ
ート区分および第２のウォッシュコート区分のうちの１つまたは双方の下で、担体基材に
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適用される。
【００２１】
　該方法の１つまたは複数の実施形態において、第１の支持体は、セリアと、ベータゼオ
ライト、ＺＳＭ－５、またはゼオライトＹから選択されるゼオライトを含む分子篩とを含
む。該方法の１つまたは複数の実施形態は、ディーゼル排気ガスを、前記触媒煤煙フィル
タ（ＣＳＦ）の下流に設置される選択的触媒還元（ＳＣＲ）触媒物品に方向付けることを
さらに含み得る。該方法の１つまたは複数の実施形態は、改良型燃焼ディーゼルエンジン
の作動に関連した高排出および低温条件下で、ＣＯおよびＨＣを酸化することを含み得る
。
【００２２】
　本発明の別の態様は、従来のディーゼルまたは改良型燃焼ディーゼルエンジン排気ガス
処理システムに関する。該システムは、上述の実施形態のうちのいずれかによる前述した
種類の触媒複合材と、煤煙フィルタ、触媒煤煙フィルタ、選択的触媒還元（ＳＣＲ）触媒
物品、ならびにＮＯx吸蔵および還元（ＮＳＲ）触媒物品のうちの１つまたは複数とを含
む。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明によるディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）のウォッシュコート組成物を備えて
もよい、ハニカム型耐火担体部材の斜視図である。
【図２】図１に対して拡大し、図１の担体の端面に平行な面に沿った、図１に示されるガ
ス流路のうちの１つの拡大図を示す、部分断面図である。
【図３Ａ】本発明の種々の実施形態による酸化触媒複合材の断面図である。
【図３Ｂ】本発明の種々の実施形態による酸化触媒複合材の断面図である。
【図３Ｃ】本発明の種々の実施形態による酸化触媒複合材の断面図である。
【図３Ｄ】本発明の種々の実施形態による酸化触媒複合材の断面図である。
【図４】本発明の一実施形態によるエンジン排出処理システムの概略図である。
【図５】本発明の種々の実施形態に関するＣＯ変換のグラフである。
【図６】本発明の種々の実施形態に関する炭化水素変換のグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明のいくつかの例示的な実施形態の説明に先立って、本発明は、以下の説明に記載
される構成またはプロセスステップの詳細に限定されるものではないことを理解されたい
。本発明は、他の実施形態に対応することができ、様々な方法で実施または実行すること
が可能である。
【００２５】
　本発明の実施形態は、ディーゼルエンジン用途、特に改良型燃焼用途でＰｔ／Ｐｄ触媒
の性能を増大させることができる、触媒区分化戦略の使用を対象とする。均質予混合圧縮
着火（ＨＣＣＩ）等の新しい改良型燃焼技術を利用するディーゼルエンジンは、エンジン
シリンダ内の燃焼火炎温度を下げ、かつ点火前の装荷燃料の均一性および混合を高めるこ
とによって、エンジンアウトＮＯxおよび粒子状物質（ＰＭ）の排出を低減することがで
きるようになる。しかしながら、燃焼プロセスをより低いＮＯxおよびＰＭ排出に変更す
る際に、ＣＯおよび炭化水素（ＨＣ）排出の総量が増加し、形成されるＨＣの性質が変化
し（例えば、より多くのメタンが生成され得る）、排気温度が低下し得る。これらの排気
特徴は、現在のディーゼル排気の触媒システムに対して重大な課題をもたらすので、Ｅｕ
ｒｏ６およびＵＳ　Ｔｉｅｒ２Ｂｉｎ５等のますます厳しくなる環境規制を満たすために
、新しい触媒技術が必要とされる。
【００２６】
　白金は、ＣＯおよびＨＣに対して良好な点火特徴を有し、かつディーゼルエンジン排気
を減じるための触媒組成物に好適な貴金属であるが、近年、パラジウムは、その比較的に
低いコストのため、関心が高まってきている。改良型燃焼エンジンの場合、パラジウムは
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また、白金に勝る複数の性能優位性を有し得る。例えば、白金は、高濃度のＣＯによる阻
害（すなわち、毒作用）の影響を受け易く、Ｐｔは、メタン酸化剤として不十分な性能を
呈する。しかしながら、パラジウムは、ＣＯによって自己阻害されず、かつメタン酸化に
ついて白金よりも効果的であることが知られている。改良型燃焼ディーゼルエンジンから
は、ＣＯおよびメタン排出の増加が予想されるので、Ｐｄの使用は、顕著な利益を有し得
る。
【００２７】
　触媒ウォッシュコートの区分被覆は、しばしば、過渡的エンジン作動下での触媒性能を
高めるために、当業者によって利用される。これは、通常、貴金属組成物および／または
ある量の貴金属を、担体基材（例えば、モノリシック触媒ハニカム担体）の全体を通して
、特定の位置（または区分）に隔離することによって達成される。加えて、区分被覆は、
卑金属酸化物ウォッシュコート材料および他のウォッシュコート添加物を、支持貴金属の
性能を最も増大する特定の位置に配置することを可能にする。しばしば、ＣＯおよびＨＣ
酸化のためのより高速な点火を達成するように、増加した量の貴金属（特にＰｔ）を、担
体の前方（流入口）部分に局在化させる。パラジウムは、担体の流出口が、一般的に、触
媒点火のためより熱くなり、Ｐｄは、熱焼結に対してＰｔよりも良好な耐性を有するので
、しばしば、担体の後方（流出口）部分に局在化させる。本発明の実施形態は、より高い
割合のＰｄを担体の前方区分中に局在化させ、対応するより高い割合のＰｔを担体の後方
区分中に局在化させることによって、ディーゼル用途でのＰｔ／Ｐｄ調合の性能を増大す
ることができる、触媒区分化戦略を使用する。この区分化戦略は、改良型燃料ディーゼル
エンジンと関連した高レベルのＣＯおよびＨＣ（特にメタン）を破壊するのに特に役立ち
得る。エンジンからのより高レベルのＣＯおよびＨＣがＰｄ強化流入口区分上で反応する
ので、この場所の中の金属部位において予想される対応するより高い局所温度が、全体的
により低い排気温度であっても、メタンの酸化を増大させる。加えて、より高いＰｄ強化
流入口は、ＣＯおよびＨＣの濃度が高くなった時に、低排気温度でのＣＯの毒作用の影響
を受け難くなる。
【００２８】
　本発明の区分化戦略は、焼結がより起こり易い可能性がある、担体の最も熱い部分の中
に大部分の白金を配置することによって、一般的な通念に反することになる。パラジウム
および白金の区分配置は、エージング後であっても、驚くほど高いＣＯおよびＨＣ変換率
を伴う触媒成分をもたらした。
【００２９】
　本発明の種々の実施形態の範囲は、総パラジウムの約５０％超が担体基材の前方（流入
口）に適用され、総白金の約５０％超が後方（流出口）区分に適用される、全ての触媒ウ
ォッシュコート調合および組み合わせを含む。驚くべきことに、パラジウムを全く伴わな
い流出口区分が、最も大きいＣＯおよびＨＣ変換率を示す。最も驚くべきことに、本発明
の実施形態は、標準ディーゼルエンジンの優れたＣＯおよびＨＣ変換を示す。
【００３０】
　１つまたは複数の実施形態において、第２の区分は、実質的に酸素吸蔵成分を含まない
。１つまたは複数の実施形態において、第２の区分は、実質的にパラジウムを含まない。
１つまたは複数の実施形態において、第１の区分は、実質的に分子篩またはゼオライトを
含まない。１つまたは複数の実施形態において、第２の区分は、実質的に非ゼオライト支
持貴金属成分を含まない。１つまたは複数の実施形態において、第１の区分および第２の
区分のうちの１つまたは複数は、実質的に非貴金属成分を含まない。１つまたは複数の実
施形態において、ディーゼル酸化触媒材料は、実質的にＮＯx（窒素酸化物）の吸蔵に好
適な量の卑金属を含まない。当該卑金属には、Ｂａ、Ｍｇ、Ｋ、およびＬａ等が挙げられ
るが、これに限定されない。他の実施形態において、触媒材料は、ロジウムを含まない。
１つまたは複数の実施形態において、ゼオライトは、ベータゼオライト、ＺＳＭ－５、ま
たはゼオライトＹを含む。
【００３１】
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　本発明の特定の実施形態において、触媒複合材、触媒システム、および方法は、従来の
ディーゼルエンジンよりもＨＣおよびＣＯの高い（いくつかの事例では、５０％～１００
％高い）排出を有すること、およびＮＯxの低い（いくつかの事例では、２～３倍低い）
排出を有することを特徴とし、かつこれらによって従来のディーゼルエンジン排気と区別
される、改良型燃焼ディーゼルエンジン排気からの排気ガス排出を処理するのに特に好適
である。このように、本発明の一実施形態は、改良型燃焼ディーゼルエンジンからの排気
ガス排出の処理のための酸化触媒複合材であって、担体基材であって、ある長さ、流入端
および流出端、担体上のディーゼル酸化触媒の触媒材料を有し、該ディーゼル酸化触媒の
触媒材料は、第１のウォッシュコート区分および第２のウォッシュコート区分を含む、担
体基材を備える、酸化触媒複合材に関する。第１のウォッシュコート区分は、白金（Ｐｔ
）成分およびパラジウム（Ｐｄ）成分のうちの１つまたは複数と、第１の耐火金属酸化物
支持体とを含む、ウォッシュコート層を備え、第１のウォッシュコート区分は、担体基材
の流入端に隣接する。第２のウォッシュコート区分は、白金成分およびパラジウム成分の
うちの１つまたは複数と、第２の耐火金属酸化物支持体とを含む、第２のウォッシュコー
ト層を備え、第２のウォッシュコート層は、担体基材の流出端に隣接し、パラジウム成分
の合計の少なくとも約５０％が、第１のウォッシュコート区分中に設置され、白金成分の
少なくとも５０％が、第２のウォッシュコート区分中に設置される。
【００３２】
　より具体的な実施形態において、第２のウォッシュコート層は、実質的にパラジウムを
含まない。より具体的な実施形態において、第１のウォッシュコート層は、ＰｔおよびＰ
ｄの混合物を含有し、かつ改良型燃焼エンジンの作動と関連した高排出および低温の条件
下で、ＣＯおよびＨＣを酸化することに対して活性があり、第１のウォッシュコート層か
ら放出された熱は、ディーゼル排気のメタン成分の酸化に寄与するように利用することが
できる。一実施形態によれば、排気内の排気ガス成分の燃焼は、メタン成分を酸化させる
のに十分な局在的な発熱を発生させるのに十分である。具体的な実施形態において、第１
のウォッシュコート層は、基材の上流部分に沿って、流入端から延在し、第２のウォッシ
ュコート層は、基材の下流部分に沿って、流出端から延在する。
【００３３】
　触媒複合材または触媒物品という記述は、例えばＨＣおよびＣＯの酸化を触媒するのに
有効である貴金属成分といった、触媒成分を含有する１つまたは複数のウォッシュコート
層を有する、例えばハニカム基材といった担体基材を含む、触媒物品を意味する。
【００３４】
　「本質的にない」、「本質的に含まない」、および「実質的に含まない」という記述は
、述べられた材料が、述べられた層の中に意図的に提供されないことを意味する。しかし
ながら、材料は、ごくわずかであるとみなされる微細な量（すなわち、材料の１０％、９
％、８％、７％、６％、５％、４％、３％、２％、さらには１％未満）が、述べられた層
に移入または拡散し得ることを認識されたい。
【００３５】
　耐火金属酸化物支持体とは、２０Åより多い孔、および広い孔分布を有する、支持体粒
子のことである。本明細書に定義されるように、当該金属酸化物支持体は、分子篩、特異
的にゼオライトを除去する。特定の実施形態において、例えば「ガンマアルミナ」または
「活性アルミナ」とも称されるアルミナ支持体材料といった、高表面積耐火金属酸化物支
持体を利用することができ、典型的に、１グラムあたり６０平方メートル（「ｍ2／ｇ」
）を超え、しばしば、最高で約２００ｍ2／ｇ以上のＢＥＴ表面積を呈する。当該活性ア
ルミナは、通常、アルミナのガンマ相およびデルタ相の混合物であるが、相当量のイータ
相、カッパ相、およびシータアルミナ相を含有してもよい。活性化アルミナ以外の耐火金
属酸化物は、所定の触媒の中の触媒成分の少なくとも一部の支持体として使用することが
できる。例えば、バルクセリア、ジルコニア、アルファアルミナ、および他の材料をその
ように使用することは周知である。これらの材料のうちの多くが、活性化アルミナよりも
著しく低いＢＥＴ表面積を有するという不利な点を有するが、この不利な点は、得られる
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触媒のより高い耐久性または性能の強化によって相殺される傾向にある。「ＢＥＴ表面積
」とは、通常、Ｎ2の吸着によって表面積を測定するための、Ｂｒｕｎａｕｅｒ－Ｅｍｍ
ｅｔｔ－Ｔｅｌｌｅｒ法に関するものであるという意味を有する。孔直径および孔容積も
、ＢＥＴ式Ｎ2吸着または脱着実験を用いて測定することができる。
【００３６】
本明細書で使用される場合、ゼオライト等の分子篩は、粒子形態の支持体触媒貴金属であ
ってもよい材料を指し、該材料は、実質的に均一な孔の分布を有し、平均孔サイズは、大
きくても２０Åである。触媒層における「非ゼオライト支持体」という記述は、分子篩ま
たはゼオライトでなく、かつ結合、分散、含浸、または他の好適な方法を通して、貴金属
、安定剤、促進剤、結合剤等を受ける材料を指す。当該支持体の例には、高表面積耐火金
属酸化物が挙げられるが、これに限定されない。本発明の１つまたは複数の実施形態は、
アルミナ、ジルコニア、シリカ、チタニア、シリカ－アルミナ、ジルコニア－アルミナ、
チタニア－アルミナ、酸化ランタン－アルミナ、酸化ランタン－ジルコニア－アルミナ、
バリア－アルミナ、バリア－酸化ランタン－アルミナ、バリア－酸化ランタン－ネオジミ
ア－アルミナ、ジルコニア－シリカ、チタニア－シリカ、または、ジルコニア－チタニア
から成る群より選択される活性化合物を含む、高表面積耐火金属酸化物支持体を含む。
【００３７】
　「含浸した」という記述は、貴金属含有溶液を、ゼオライトまたは非ゼオライト支持体
などの金属の孔の中に入れることを意味する。詳細な実施形態において、貴金属の含浸は
、Ｉｎｃｉｐｉｅｎｔ　Ｗｅｔｎｅｓｓ法によって達成され、該方法では、希釈した貴金
属含有溶液の容積は、支持体本体の孔の容積に等しい。Ｉｎｃｉｐｉｅｎｔ　Ｗｅｔｎｅ
ｓｓ法による含浸は、一般的に、材料の孔系の全体を通して、前駆体の溶液の実質的に均
一な分散をもたらす。貴金属を添加する他の方法も、当技術分野で周知であり、用いるこ
とができる。
【００３８】
　ＯＳＣ（酸素吸蔵成分）という記述は、多価状態を有し、かつ酸化条件下で、酸素また
は亜酸化窒素等の酸化剤と、または還元条件下で、一酸化炭素（ＣＯ）または水素等の還
元剤と活発に反応することができる材料を意味する。典型的に、酸素吸蔵成分は、１つま
たは複数の希土類金属の１つまたは複数の還元可能な酸化物を含む。好適な酸素吸蔵成分
の例には、セリア、ジルコニア、およびその組み合わせが挙げられる。プラセオジミアも
、ＯＳＣまたは促進剤として含むことができる。ＯＳＣは、Ｙ、Ｌａ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｐｒ
、およびその組み合わせ等の、１つまたは複数の促進剤または調節剤を含んでもよい。Ｏ
ＳＣは、いずれかの層の中に、特に、この状況では、それらの層の中に含有されるＰｄの
ための活性剤として含むことができる。
【００３９】
　「改良型燃焼ディーゼルエンジン」という記述は、従来のディーゼルエンジンと区別さ
れ、かつ均質予混合圧縮着火（ＨＣＣＩ）、予混合圧縮着火（ＰＣＣＩ）、および低温燃
焼（ＬＴＣ）エンジンを含み、これらは、エンジンシリンダ内の燃焼火炎温度を下げるこ
とによって、および点火前の装荷燃料の均一性および混合を高めることによって作動する
。改良型燃焼技術の多数の変形例は、当技術分野で周知であり、上記リストは、全ての変
形例を含むことを意味していない。改良型燃焼ディーゼルエンジン排気は、従来のディー
ゼルエンジンよりもＨＣおよびＣＯの高い（いくつかの事例では、５０％～１００％高い
）排出を有すること、およびＮＯxの低い（いくつかの事例では、２～３倍低い）排出を
有することを特徴とし、かつこれらによって従来のディーゼルエンジン排気と区別される
。より具体的には、改良型燃焼車両からの排出は、典型的に、新排出ドライビングサイク
ル（ＮＥＤＣ）で、ＮＯxが０．１８ｇ／ｋｍ、ＣＯが２．５ｇ／ｋｍ超、ＨＣが０．５
ｇ／ｋｍ超であることを特徴とする。改良型燃焼エンジンでは、粒子状物質も大幅に低減
することができる。希薄燃焼改良型燃焼ディーゼルエンジンからの排出は、むしろ火花点
火式化学量論ガソリンエンジンからの排出に近いが、エンジンの作動モードが完全に異な
り、したがって、排気処理戦略も完全に異なる。当業者に理解されるように、従来のディ
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ーゼルエンジンおよびガソリン火花点火式エンジンとは異なる、改良型燃焼ディーゼルエ
ンジンの排気ガス特性およびエンジンの作動モードは、ディーゼルエンジンおよび火花点
火式エンジンに従来使用されてきたものとは異なる、ＨＣ、ＣＯ、およびＮＯxの有効な
処理のための処理戦略および／または触媒組成物を必要とする。
【００４０】
　本発明の実施形態によるガス処理物品の構成要素およびシステムの詳細を以下に提供す
る。
【００４１】
担体
　１つまたは複数の実施形態によれば、担体は、ＤＯＣ触媒を調製するために典型的に使
用される材料のうちのいずれかであってもよく、好ましくは、金属またはセラミックのハ
ニカム構造を備える。そこを通って流れる流体に対して流路が開口するように、担体の流
入面または流出面からそこを通って延在する、複数の微細な並列ガス流路を有する種類の
モノリシック担体等の、任意の好適な担体を採用してもよい。それらの流体流入口から流
体流出口まで本質的に直線路である通路は、該通路を通って流れるガスが触媒材料と接触
するように、触媒材料が「ウォッシュコート」としてその上に被覆される壁によって画定
される。モノリシック担体の流路は、台形、長方形、正方形、正弦曲線、六角形、楕円形
、円形等の、あらゆる好適な断面形状およびサイズであることができる、薄肉のチャネル
である。当該構造は、断面の１平方インチあたり約６０～約６００以上のガス流入開口部
（すなわち、「セル」）を含有し得る。
【００４２】
　セラミック担体は、例えばコーディエライト、コーディエライト－アルファアルミナ、
窒化ケイ素、炭化ケイ素、ジルコンムライト、スポジュマイト（ｓｐｏｄｕｍｅｉｔｅ）
、アルミナ－シリカマグネシア、ケイ酸ジルコン、シリマナイト、ケイ酸マグネシウム、
ジルコン、ｐｅｔａＨｔｅ、アルファアルミナ、アルミノケイ酸塩等の、あらゆる好適な
耐火材料でできていてもよい。
【００４３】
　本発明の層状の触媒複合材に有用な担体は、本質的に金属であってもよく、また、１つ
または複数の金属もしくは合金で構成されていてもよい。金属担体は、波形シートまたは
モノリシック形態等の種々の形状で採用されてもよい。好適な金属支持体には、チタニウ
ムおよびステンレス鋼、ならびに鉄が実質的または主要な成分である他の合金等の、耐熱
金属および金属合金が挙げられる。当該合金は、ニッケル、クロミウム、および／または
アルミニウムを含有してもよく、これらの材料の総量は、好都合に、合金の少なくとも１
５重量％を含有してもよく、例えば、１０～２５重量％のクロミウム、３～８重量％のア
ルミニウム、および最高２０重量％のニッケルを含有する。合金はまた、マンガン、銅、
バナジウム、チタニウム等の、少量または微量の１つまたは複数の材料を含有してもよい
。表面または金属担体は、担体の表面に酸化物層を形成することによって、合金の耐食性
を高めるように、例えば１０００℃以上といった高温で酸化させてもよい。当該高温誘導
の酸化は、担体に対する耐火金属酸化物支持体および触媒促進金属成分の粘着性を増大し
得る。
【００４４】
触媒複合材の調製
　本発明の触媒複合材は、単層または多層で形成されてもよい。いくつかの事例では、そ
れは、触媒材料の１つのスラリーを調製すること、および該スラリーを使用して担体上に
多層を形成することに好適であり得る。複合材料は、周知のプロセスによって容易に調製
することができる。代表的な方法を以下に記載する。本明細書で使用される場合、「ウォ
ッシュコート」という用語は、当技術分野において、通常、処理されているガス流が通路
を通ることを可能にするように十分に多孔性である、ハニカム型担体部材等の基材担体材
料に適用される触媒または他の材料の薄い粘着性の被覆を意味する。
【００４５】
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　触媒複合材は、モノリシック担体上の層の中に容易に調製することができる。特定のウ
ォッシュコートの第１の層のために、ガンマアルミナ等の、高表面積耐火金属酸化物の微
粉化した粒子を、例えば水といった適切なビヒクルの中でスラリー化する。次いで、担体
を当該スラリーの中に１回以上浸漬してもよく、または例えば１浸漬あたり約０．５～約
２．５ｇ／ｉｎ3といった所望の金属酸化物の充填量を担体上に蒸着するように、スラリ
ーを担体上に被覆してもよい。貴金属（例えば、パラジウム、ロジウム、白金、および／
またはそれら組み合わせ）、および安定剤、ならびに／または促進剤等の成分を組み込む
ために、当該成分を、水溶性または水分散性の化合物または複合体の混合物として担体を
被覆する前に、スラリーに組み込んでもよい。その後に、被覆担体を、例えば４００℃～
６００℃で約１０分～約３時間、加熱によって焼成する。典型的に、パラジウムが所望さ
れる時に、パラジウム成分は、例えば活性アルミナといった耐火金属酸化物支持体上への
成分の分散を達成するように、化合物または複合体の形態で利用される。本発明のために
、「パラジウム成分」という用語は、焼成時またはその使用時に、通常は金属または金属
酸化物である、触媒活性形態に分解あるいは変換する、あらゆる化合物、複合体等を意味
する。金属成分を耐火金属酸化物支持体の粒子上に含浸または蒸着するために使用される
液体媒体が、触媒成分の中に存在し得る金属、もしくはその化合物、もしくはその複合体
、または他の成分と不都合に反応せず、かつ加熱時および／または真空の適用時に蒸発ま
たは分解によって金属成分から取り除くことが可能であれば、金属成分の水溶性化合物、
または水分散性化合物もしくは複合体を使用してもよい。いくつかの場合において、触媒
を使用するために配置して、作動中に起こる高温を受けるまで、液体除去の完了が起こら
ないことがある。一般的に、経済的側面および環境的側面の双方の観点から、貴金属の可
溶性化合物または複合体の水溶液が利用される。好適な化合物の限定的でない例には、硝
酸パラジウム、硝酸テトラアンミンパラジウム、塩化白金、および硝酸白金が挙げられる
。焼成ステップ中、または少なくとも複合材料の使用の初期段階中に、当該化合物は、金
属またはその化合物の触媒活性形態に変換される。
【００４６】
　本発明の層状触媒複合材の任意の層を調製する好適な方法は、所望の貴金属化合物（例
えば、パラジウム化合物）と、後に被覆可能なスラリーを形成するように水と組み合わせ
られる湿潤固体を形成するために、実質的に全ての溶液を吸収するように十分に乾燥され
る、例えばガンマアルミナといった、微粉化した高表面積の耐火金属酸化物支持体等の、
少なくとも１つの支持体との混合物を調製することである。１つまたは複数の実施形態に
おいて、スラリーは、例えば約２～約７未満のｐＨを有する、酸性である。スラリーのｐ
Ｈは、十分な量の無機酸または有機酸をスラリーに追加によって下げてもよい。酸および
原料の融和性を考慮する時には、両方の組み合わせを使用することができる。無機酸には
、硝酸が挙げられるが、これに限定されない。有機酸には、酢酸、プロピオン酸、蓚酸、
マロン酸、コハク酸、グルタミン酸、アジピン酸、マレイン酸、フマル酸、フタル酸、酒
石酸、クエン酸等が挙げられるが、これに限定されない。その後、所望であれば、例えば
酢酸バリウムといった水溶性もしくは水分散性化合物および／または安定剤、ならびに例
えば硝酸ランタンといった促進剤を、スラリーに添加してもよい。
【００４７】
　一実施形態において、その後、固体の実質的に全てが、平均直径が約２０ミクロン未満
、すなわち約０．１～１５ミクロンの間の粒径を有するように、スラリーを粉砕する。粉
砕は、ボールミルまたは他の類似した装置で達成してもよく、スラリーの固体含量は、例
えば、約２０～６０重量％、より具体的には、約３０～４０重量％であってもよい。
【００４８】
　担体上への第１の層の蒸着について前述したものと同じ様態で、付加層、すなわち第２
および第３の層を調製して第１の層上に蒸着してもよい。
【００４９】
　被覆した多区分の触媒基材の提供は、例えば米国特許第７，１８９，３７６号（参照す
ることによりその全体が本願明細書に組み込まれる）に記載されているような、当技術分
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野で周知の方法によって行うことができる。
【００５０】
　前述のように、パラジウム（Ｐｄ）は、その比較的に低いコストのため、ＤＯＣでの使
用に関心が高まってきている。しかしながら、コストは、自動車用触媒組成物の設計にお
いて考慮する唯一の要因ではない。コストに関係なく、特定の触媒材料が、特定のエンジ
ン排気環境の中で毒作用または分解の影響を受けやすい場合、触媒組成物が経時的に害を
受ける、または分解するのであれば、その特定の材料は、該触媒組成物に利用されない。
改良型燃焼ディーゼルエンジンに関連した実施形態において、Ｐｄは、Ｐｔに勝る複数の
性能優位性を有し得る。例えば、Ｐｔは、高濃度のＣＯによる阻害（すなわち、毒作用）
の影響を受け易く、Ｐｔは、メタンの酸化に対して極めて不十分な性能を有する。一方で
、Ｐｄは、ＣＯによって自己阻害されず、かつメタン酸化についてＰｔよりも効果的であ
ることが知られている。改良型燃焼ディーゼルエンジンからは、ＣＯおよびメタン排出の
増加が予想されるので、Ｐｄの使用は、顕著な利益を有し得る。
【００５１】
　低温始動条件下での不安定な燃焼特性のため、改良型燃焼エンジンは、おそらく、より
少ないＣＯおよびＨＣ排出を生成する従来のモードで始動する。できるだけ迅速に（例え
ば１～２分後に）、エンジンを「改良型燃焼モード」にして、エンジンアウトＮＯxおよ
びＰＭ排出を少なくする。触媒は、どちらの作動モード下でも活性を保たなければならず
、したがって、非常に極端なＣＯおよびＨＣ排出を扱うことが可能でなければならない。
従来のＰｔまたはＰｔ／Ｐｄに基づく触媒は、従来のディーゼル作動条件の下で良好なＣ
ＯおよびＨＣ性能を示しているが、それらの点火温度は、より高いエンジンアウトＣＯお
よびＨＣレベルとともに大幅に上昇する。さらに、触媒が活性して、「改良型燃焼モード
」で作動すると、全体的なエンジンアウト温度が低下しても、これらの成分を効果的に酸
化することが可能でなければならない。
【００５２】
　本発明の１つまたは複数の実施形態に従う触媒複合材は、図１および２への参照によっ
てより容易に理解することができる。図１および２は、本発明の一実施形態に従う耐火担
体部材２を示す。図１を参照すると、耐火担体部材２は、円筒状の外面４、上流端面６、
および端面６と全く同じである下流端面８を有する円筒形状であり、担体部材２は、その
中に形成される複数の微細で平行なガス流路１０を有する。図２に見られるように、流路
１０は壁１２によって形成され、上流端面６から下流端面８まで担体２を通って延在し、
流路１０は、流体の流れ、例えば、ガス流が、担体２をそのガス流路１０を介して縦方向
に通ることを可能にするように、遮られていない。図２でより容易に見られるように、壁
１２は、ガス流路１０が実質的に規則的な多角形、説明される実施形態においては実質的
に正方形を有するが、Ｊ．　Ｃ．　Ｄｅｔｔｌｉｎｇらの１９８２年６月１５日に発行さ
れた米国特許第４，３３５，０２３号に従って、角丸であるように寸法決めされ、構成さ
れている。当技術分野において、かつ以下でも時に「ウォッシュコート」と称される第１
のウォッシュコート層１４は、担体部材の壁１２上に固着または被膜される。図２に示さ
れるように、第２のウォッシュコート層１６は、上述のように、第１のウォッシュコート
層１４上に被膜される。一実施形態において、アンダーコート層（図示せず）が、第１の
ウォッシュコート層の下の基材１６に適用されてもよい。
【００５３】
　図２に示されるように、担体部材は、ガス流路１０によって提供される空隙を含み、こ
れらの流路１０の断面積および流路を画定する壁１２の厚さは、担体部材の種類によって
異なる。同様に、かかる担体に適用されるウォッシュコートの重量は、場合によって異な
る。故に、ウォッシュコートまたは触媒金属成分あるいは組成物の他の成分の量の説明に
おいて、触媒担体の単位体積あたりの成分の重量の単位を使用することが簡便である。し
たがって、本明細書において、立方インチ当たりのグラム（「ｇ／ｉｎ3」）（＝０．０
６１ｇ／ｃｍ3）および立方フィート当たりのグラム（「ｇ／ｆｔ3」）（＝３５．３ｇ／
ｍ3）の単位が、担体部材の空隙の体積を含む、担体部材の体積当たりの成分の重量を意
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味するために使用される。
【００５４】
　別の実施形態において、本発明のウォッシュコート層は、第１のウォッシュコート層が
上流端上にあり、第２のウォッシュコート層が担体基材の下流端上にあるように区分被膜
されてもよい。例えば、上流ウォッシュコート層が、基材の上流領域の一部上を被膜して
もよく、下流ウォッシュコート層が、基材の下流部分上を被膜してもよい。かかる実施形
態において、本発明の第２または下流ウォッシュコート層は、第１または上流ウォッシュ
コート層上を少なくとも部分的に被膜してもよい。
【００５５】
　上流および下流区分を含む触媒複合材の実施形態は、図３Ａから３Ｄを参照することに
よってより容易に理解され得る。図３Ａは、エンジンからの排気ガス排出の削減のための
酸化触媒複合材２０の実施形態を示す。担体基材２２、例えば、流入または上流端２５、
および流出または下流端２７、ならびに流入端２５と流出端との間で延在している軸長を
有するハニカムモノリスは、２つの別個の区分被膜ウォッシュコート層を含む。第１のウ
ォッシュコート層２４および第２のウォッシュコート層２６が、基材２２に適用される。
第１のウォッシュコート層２４は、流入または上流端２５から延在し、１つまたは複数の
白金（Ｐｔ）およびパラジウム（Ｐｄ）成分を含む第１の耐火金属酸化物支持体を含む。
第２のウォッシュコート層２６は、流出または下流端２７から延在し、第２の耐火酸化物
支持体、ならびに白金成分およびパラジウム成分のうちの１つまたは複数を備える。図３
Ａに示される実施形態において、第２のウォッシュコート区分２６は、少なくとも部分的
に第１のウォッシュコート区分２４と重複する。触媒複合材は、第１のウォッシュコート
区分２４中に少なくとも約５０％の総パラジウム成分、および第２のウォッシュコート区
分２６中に少なくとも約５０％の白金成分を有する。詳細な実施形態において、第２のウ
ォッシュコート層は実質的にパラジウムを含まない。
【００５６】
　いくつかの具体的な実施形態において、第１のウォッシュコート区分２４は基材２２の
全長を覆い、第２のウォッシュコート区分２６で基材２２の一部の長さを覆う。他の具体
的な実施形態において、第１のウォッシュコート区分２４は、基材２２の一部の長さを覆
い、第２のウォッシュコート区分２６は、基材２２の全長を覆う。第１のウォッシュコー
ト区分２４または第２のウォッシュコート区分２６のいずれかがまず基材２２に適用され
て、他のウォッシュコートをそれと重複させるか、または接触させてもよい。
【００５７】
　また、上流ウォッシュコート区分２４の長さは、上流端から下流端までの触媒部材の長
さのパーセントとしても説明することができる。典型的に、上流ウォッシュコート区分２
４は、基材支持体２２の全体の長さの約５％～約９５％から成る。また、例示されるもの
は、基材２２の長さの最大約２０％、最大約４０％、および最大約６０％の上流ウォッシ
ュコート区分２４である。下流ウォッシュコート区分２６で、基材２２の残りの下流部分
を覆う。よって、下流ウォッシュコート区分２６は、軸長基材２２の９５％～約５％から
成る。
【００５８】
　他の実施形態に従って、図３Ｂに示されるように、アンダーコート層２８が、第１のウ
ォッシュコート区分２４または第２のウォッシュコート区分２６の前に（最初に適用され
るいずれでもよい）、基材に適用されてもよい。具体的な実施形態において、アンダーコ
ート層は、アンダーコート層組成物中に意図的に添加される貴金属成分を有しない。例え
ば、アンダーコート層は耐火酸化物支持体を含み得る。拡散または移動を通して、第１の
ウォッシュコート層からのいくつかのパラジウムまたは白金がアンダーコート層２８中に
存在し得る。第１のウォッシュコート区分２４および第２のウォッシュコート区分２６の
組成物は、図３Ａに関して上述されたとおりであり得る。
【００５９】
　ここで図３Ｃを参照すると、代替的被膜戦略が示される。この実施形態において、第１
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のウォッシュコート区分２４は、流入端から流出端に向かって延在する。第２のウォッシ
ュコート区分２６は、第１のウォッシュコート区分に隣接して、かつ第１のウォッシュコ
ート区分から下流に設置される。第１のウォッシュコート区分２４は、第２のウォッシュ
コート区分と少なくとも部分的に重複し得る。一実施形態において、第１のウォッシュコ
ート区分２４は、少なくとも１つまたは複数の白金およびパラジウム成分を含む、第１の
耐火金属酸化物支持体を含有する。第２のウォッシュコート区分２６は、第２の耐火酸化
物支持体、および少なくとも１つまたは複数の白金およびパラジウム成分を備える。詳細
な実施形態において、総白金と総パラジウムとの比率は、約１０：１～約１：１０の範囲
である。いくつかの態様の比率は、約１０：１～約１：４、４：１～約１：１０、または
１：４～約４：１であり得る。また、比率は、約３：１～約１：３、約２：１～約１：２
、および約１：１の範囲内でもあり得る。第１のウォッシュコート区分は、流入端２５か
ら基材２２の軸長の約５％まで、かつ最大約９５％まで延在することができる。第２のウ
ォッシュコート区分２６は流出端２７から延在し、第２のウォッシュコート区分２６は、
基材２２の軸長の約５％～約９５％延在できる。
【００６０】
　図３Ｄは、第１のウォッシュコート区分２４および第２のウォッシュコート区分２６が
、担体基材２２の長さに沿って、並んで設置される実施形態を示す。具体的な実施形態の
第１のウォッシュコート区分２４は、基材２２の長さの約５％および約９５％の範囲を介
して、基材２２の流入端２５から延在する。第２のウォッシュコート区分２６は、基材の
軸長の約５％～約９５％にわたって、基材２２の流出端２７から延在する。第１および第
２のウォッシュコート層の組成物は、図３Ａ～３Ｃに関して上述されたとおりであり得る
。
【００６１】
　第１および第２のウォッシュコート層中の成分の好適な充填は、以下のとおりである。
【００６２】
　第１のウォッシュコート層中のＰｄ成分は、約１０ｇ／ｆｔ3～２００ｇ／ｆｔ3の範囲
の量で存在し得る（２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１１０
、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０、および１９０ｇ／ｆｔ3

を含む）。Ｐｔ成分は、約１０ｇ／ｆｔ3～１４０ｇ／ｆｔ3の範囲の量で存在し得る（２
０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１１０、１２０、１３０ｇ／
ｆｔ3を含む）。いくつかの態様において、パラジウムおよび白金の総充填は、約２０ｇ
／ｆｔ3～約４００ｇ／ｆｔ3の範囲であり得る（３０、４０、５０、６０、７０、８０、
９０、１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０、１
９０、２００、２１０、２２０、２３０、２４０、２５０、２６０、２７０、２８０、２
９０、３００、３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０、３７０、３８０、お
よび３９０ｇ／ｆｔ3を含む）。
【００６３】
　耐火酸化物支持体、例えば、アルミナは約０．１～約３ｇ／ｉｎ3の範囲で存在し得、
約０．５ｇ／ｉｎ3～約２ｇ／ｉｎ3のより具体的な範囲を伴う。モレキュラーシーブ、例
えば、Ｈ－ベータゼオライトは約０．１～約１ｇ／ｉｎ3で存在し得、約０．２～約０．
５ｇ／ｉｎ3のより具体的な範囲を伴う。第１のウォッシュコート層および／または第２
のウォッシュコート層の双方の支持体の様々な実施形態は、１つまたは複数のゼオライト
、アルカリ土類酸化物、希土類酸化物、および卑金属酸化物をさらに含む。他の詳細な実
施形態において、支持体は、ベータゼオライト、ＺＳＭ－５、またはゼオライトＹから選
択されるゼオライトを含むセリアおよびモレキュラーシーブをさらに含む。
【００６４】
　本発明のディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）複合材料は、ディーゼル排気ガス排出の処理の
ために、１つまたは複数の追加の成分を備える統合された排出処理システムにおいて使用
され得る。例えば、排出処理システムは、煤煙フィルタ成分および／または選択的触媒還
元（ＳＣＲ）触媒物品をさらに備え得る。ディーゼル酸化触媒は、煤煙フィルタおよび／
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または選択的触媒還元成分から上流または下流に設置され得る。
【００６５】
　排気を処理することに加えて、本発明の酸化触媒の使用を介した排気ガス排出は、粒子
状物質を除去するための煤煙フィルタを採用してもよい。煤煙フィルタは、ＤＯＣの上流
または下流に設置されてもよいが、典型的に、煤煙フィルタは、ディーゼル酸化触媒の下
流に設置される。一実施形態において、煤煙フィルタは、触媒煤煙フィルタ（ＣＳＦ）で
ある。ＣＳＦは、捕捉した煤煙を燃焼させるための、および／または排気ガス流排出を酸
化するための、１つまたは複数の触媒を含有するウォッシュコート層で被覆した基材を備
えてもよい。一般に、煤煙燃焼触媒は、煤煙を燃焼させるためのあらゆる周知の触媒であ
ることができる。例えば、ＣＳＦは、未燃焼の炭化水素およびある程度の粒子状物質の燃
焼のために、１つまたは複数の高表面積耐火酸化物（例えば、酸化アルミニウムまたはセ
リア－ジルコニア）で被覆することができる。煤煙燃焼触媒は、１つまたは複数の貴金属
（ＰＭ）触媒（白金、パラジウム、および／またはロジウム）を含む、酸化触媒であるこ
とができる。
【００６６】
　一般に、例えば、壁流フィルタ、巻回またはパック繊維フィルタ、連続気泡発泡体、焼
結金属フィルタ等を含む、あらゆる当技術分野で周知のフィルタ基材を使用することがで
き、壁流フィルタが好まれる。ＣＳＦ組成物を支持するのに有用である壁流基材は、基材
の縦軸に沿って延在する、複数の微細で実質的に平行なガス流路を有する。典型的に、各
通路は、基材本体の一方の端部で遮断され、別の通路は、対向端面で遮断される。このよ
うなモノリシック担体は、１平方インチの断面あたり最高で７００以上の流路（また「セ
ル」）を含有してもよいが、より少ない流路を使用してもよい。例えば、担体は、１平方
インチ（「ｃｐｓｉ」）あたり、約７～６００、より一般的には約１００～４００のセル
を有してもよい。セルは、長方形、正方形、円形、楕円形、三角形、六角形、または他の
多角形である断面を有することができる。壁流基材は、典型的に、０．００２～０．１イ
ンチ（約０．０５～２．５４ｍｍ）の間の壁厚を有する。好適な壁流基材は、０．００２
～０．０１５インチ（約０．０５～０．３８ｍｍ）の間の壁厚を有する。
【００６７】
　典型的な壁流フィルタ基材は、コーディエライト、α－アルミナ、炭化ケイ素、窒化ケ
イ素、ジルコニア、ムライト、黝輝石、アルミナ－シリカ－マグネシア、もしくは珪酸ジ
ルコニウム、または多孔性耐火金属等の、セラミック類似の材料で構成される。壁流基材
は、セラミック繊維複合体材料で形成されてもよい。好適な壁流基材は、コーディエライ
トおよび炭化ケイ素から形成される。このような材料は、排気流を処理する際に起こる、
特に高温の環境に耐えることが可能である。
【００６８】
　本発明の排気ガス処理システムは、選択的接触還元（ＳＣＲ）構成要素をさらに含んで
もよい。ＳＣＲ成分は、ＤＯＣおよび／または煤煙フィルタの上流または下流に設置され
てもよい。好ましくは、ＳＣＲ構成要素は、煤煙フィルタ構成要素の下流に設置される。
排出処理システムで使用するための好適なＳＣＲ触媒構成要素は、６００℃を下回る温度
でＮＯx成分を効果的に触媒することが可能であり、よって、典型的に低排気温度と関連
した低充填量という条件下であっても、十分なＮＯxレベルを処理することができる。好
ましくは、触媒物品は、システムに添加される還元剤の量に応じて、ＮＯx成分の少なく
とも５０％をＮ2に変換することが可能である。組成物の別の望ましい属性は、ＮＨ3が大
気に排出されないように、Ｎ2およびＨ2へのＯ2と任意の過剰なＮＨ3との反応を触媒する
能力を有する。排出処理システムで使用される有用なＳＣＲ触媒組成物は、６５０℃を超
える温度に対する耐熱性も持たなければならない。このような高温は、上流側の触媒煤煙
フィルタの再生中に起こり得る。
【００６９】
　好適なＳＣＲ触媒組成物は、例えば、米国特許第４，９６１，９１７号および第５，５
１６，４９７号に記載されており、どちらも参照することによりその全体が本明細書に組
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み込まれる。米国特許第４，９６１，９１７号に記載されている組成物は、促進剤にゼオ
ライトを加えた総重量の約０．１～３０重量％、好ましくは約１～５重量％でゼオライト
の中に存在する、鉄および銅の１つまたは双方を含む。Ｎ2へのＮＯxとＮＨ3との還元を
触媒するそれらの能力に加えて、開示された組成物はまた、特により高い促進剤濃度を有
する組成物に対して、Ｏ2による過剰なＮＨ3の酸化を促進することもできる。システムは
さらに、ＮＯx吸蔵および解放（ＮＳＲ）触媒物品を備えてもよい。特定の実施形態にお
いて、ＳＣＲまたはＮＳＲ触媒物品のうちのどちらか一方がシステムに含まれる。
【００７０】
　一実施形態では、本発明は、ディーゼル排気ガス排出を処理するための１つまたは複数
の付加的な構成要素を備える、排出処理システムを対象とする。例示される排出処理シス
テムは、本発明のこの実施形態による排出処理システム３２の概略的な代表例を示す図４
を参照することによって、より容易に理解され得る。図４を参照すると、ガス状汚染物質
（例えば、未燃焼炭化水素、一酸化炭素、およびＮＯx）および粒子状物質を含有する排
気ガス流は、エンジン３４から、ライン３６を介して、本発明のウォッシュコート組成物
で被覆したディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）３８に搬送される。ＤＯＣ３８では、未燃焼ガ
ス状で不揮発性の炭化水素（すなわち、ＳＯＦ）および一酸化炭素が大幅に燃焼されて、
二酸化炭素および水を形成する。加えて、ＮＯx成分のうちのある割合のＮＯが、ＤＯＣ
の中でＮＯ2に酸化される。排気流は、次に、ライン４０を介して、排気ガス流内に存在
する粒子状物質を捕捉する、触媒煤煙フィルタ（ＣＳＦ）４２に搬送される。ＣＳＦ４２
は、随意に、受動的な再生のために触媒される。ＣＳＦ４２を介して粒子状物質を除去し
た後、排気ガス流は、ライン４４を介して、ＮＯxの処理および／または変換のための下
流の選択的接触還元（ＳＣＲ）構成要素１６に搬送される。ＤＯＣ３８は、密結合位置に
配置されてもよい。
【００７１】
　本発明の１つまたは複数の実施形態は、ＣＯ、ＨＣ、およびＮＯxを含むディーゼル排
気ガス流を処理するための方法を対象とする。排気ガス流は、最初に、白金成分およびパ
ラジウム成分のうちの１つまたは複数と、耐火金属酸化物支持体とを含むウォッシュコー
ト層を備える、第１のウォッシュコート区分を通過する。排気ガスは、次いで、白金成分
およびパラジウム成分のうちの１つまたは複数と、第２の耐火金属酸化物支持体とを含む
第２のウォッシュコート層を備える、第２のウォッシュコート区分を通過する。金属は、
パラジウムの合計の少なくとも約５０％が第１のウォッシュコート層の中にあり、白金の
合計の少なくとも約５０％が第２のウォッシュコート層の中にあるように分散される。
【００７２】
　他の実施形態において、ディーゼル排気ガス流は、第２のウォッシュコート層に接触し
た後に、ディーゼル酸化触媒の下流に設置される触媒煤煙フィルタ（ＣＳＦ）に方向付け
られる。さらなる実施形態において、ディーゼル排気ガス流は、触媒煤煙フィルタ（ＣＳ
Ｆ）に接触した後に、触媒煤煙フィルタ（ＣＳＦ）の下流に設置される選択的接触還元（
ＳＣＲ）構成要素に方向付けられる。
【００７３】
　本明細書で開示されるＤＯＣ触媒組成物は、安定した密結合触媒として有用であり得る
。密結合触媒は、できるだけ早く反応物温度に到達することを可能にするように、エンジ
ンの近くに配置される。具体的な実施形態において、密結合触媒は、３フィート（約９１
．４ｃｍ）以内に配置され、より具体的には、エンジンの１フィート（３０．５ｃｍ）以
内に配置され、さらに具体的には、エンジンから６インチ（１５．２ｃｍ）未満に配置さ
れる。密結合触媒は、しばしば、排気ガスマニホールドに直接的に取り付けられる。密結
合触媒は、エンジンの近傍にあるため、好ましくは、高温で安定している。
【００７４】
　本発明による具体的な実施形態を、以下の実施例で説明する。実施例は、例示的なもの
に過ぎず、いかなる形であれ本開示の残部を限定することを意図していない。本明細書は
、ディーゼルエンジンからの汚染物質の酸化に重点を置いているが、本明細書に記載する
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酸化触媒は、ガソリンエンジンのＣＯおよび炭化水素の酸化等の、他の触媒反応に有用で
ある。
【００７５】
　本発明のいくつかの例示的な実施形態の説明に先立って、本発明は、以下の説明に記載
される構成またはプロセスステップの詳細に限定されるものではないことを理解されたい
。本発明は、他の実施形態が可能であり、かつ種々の方法で実施することが可能である。
以下、単独で、または限定されない組み合わせで列挙される組み合わせ等を含み、その使
用について、本発明の他の態様のシステムおよび方法を含む、層状触媒のための好適な設
計を提供する。
【実施例】
【００７６】
参照サンプルＡ
　直径４．６６インチ（約１１．８ｃｍ）×長さ６インチ（約１５．２ｃｍ）のコーディ
エライトハニカムモノリス基材（４００ｃｓｐｉ、壁厚４ｍｉｌ）上に、ＰｔおよびＰｄ
含有水性スラリーを被覆することによって、ウォッシュコートＰｔ／Ｐｄ触媒組成物を、
ＯＳＣ上のＰｄおよびアルミナ上のＰｔの均一な混合物で調製した。貴金属の総充填量は
、１１０ｇ／ｆｔ3であり、ＰｔとＰｄとの比率は、１：２であった。ＰｔおよびＰｄ含
有水性スラリーを、以下のように調製した。
【００７７】
　２０％のセリア、６％のネオジミア、６％の酸化ランタン、および６８％のジルコニア
を含み、かつ約９０ｍ2／ｇのＢＥＴ表面積を有するＯＳＣ材料に、標準Ｉｎｃｉｐｉｅ
ｎｔ　Ｗｅｔｎｅｓｓ技術を使用して、水溶性Ｐｄ塩を含浸させた。別途、約１５０ｍ2

／ｇのＢＥＴ表面積、約０．４ｃｃ／ｇの孔容積、および約５０Åの平均孔サイズを有す
る高表面積ガンマアルミナに、標準Ｉｎｃｉｐｉｅｎｔ　Ｗｅｔｎｅｓｓ技術を使用して
、Ｐｔ塩を含浸させた。この粉体に、有機酸をさらに含浸させた。得られたＰｄ／ＯＳＣ
およびＰｔ／アルミナ含浸粉体を、酢酸ジルコニウム（総スラリー固体の５重量％のＺｒ
Ｏ2）を伴うＤＩ水の中に置き、得られた水性スラリーのｐＨを、有機酸の添加によって
３．７に下げた。当技術分野で周知の方法を使用して、９０％、１０μｍ未満の粒子サイ
ズに低減した後に、スラリーを、同じく当技術分野で周知の蒸着方法を使用して、コーデ
ィエライト基材上に被覆した。被覆モノリスを乾燥させ、次いで、５５０℃で１時間焼成
した。焼成後のウォッシュコートの総充填量は、約１．６ｇ／ｉｎ3であり、ＯＳＣ材料
を約１．０ｇ／ｉｎ3含み、アルミナを０．５ｇ／ｉｎ3含んでいた。同様に、第２の層を
第１の層上に適用し、２回被覆したモノリスを乾燥させ、再度、５５０℃で１時間焼成し
た。第２の層の焼成後のウォッシュコートの総充填量は、約１．６ｇ／ｉｎ3であり、Ｏ
ＳＣ材料を約１．０ｇ／ｉｎ3含み、アルミナを０．５ｇ／ｉｎ3含んでいた。
【００７８】
参照サンプルＢ
　直径４．６６インチ（約１１．８ｃｍ）×長さ６インチ（約１５．２ｃｍ）のコーディ
エライトハニカムモノリス基材（４００ｃｓｐｉ、壁厚４ｍｉｌ）上に、ＰｔおよびＰｄ
含有水性スラリーを被覆することによって、ウォッシュコートＰｔ／Ｐｄ触媒組成物を、
ＯＳＣ上のＰｄ、アルミナ上のＰｔ、およびベータゼオライトの均一な混合物で調製した
。貴金属の総充填量は、１５０ｇ／ｆｔ3であり、ＰｔとＰｄとの比率は、１：２であっ
た。ＰｔおよびＰｄ含有水性スラリーを、以下のように調製した。
【００７９】
　２０％のセリア、６％のネオジミア、６％の酸化ランタン、および６８％のジルコニア
を含み、かつ約９０ｍ2／ｇのＢＥＴ表面積を有するＯＳＣ材料に、標準Ｉｎｃｉｐｉｅ
ｎｔ　Ｗｅｔｎｅｓｓ技術を使用して、水溶性Ｐｄ塩を含浸させた。別途、約１５０ｍ2

／ｇのＢＥＴ表面積、約０．４ｃｃ／ｇの孔容積、および約５０Åの平均孔サイズを有す
る高表面積ガンマアルミナに、標準Ｉｎｃｉｐｉｅｎｔ　Ｗｅｔｎｅｓｓ技術を使用して
、Ｐｔ塩を含浸させた。この粉体に、有機酸をさらに含浸させた。得られたＰｄ／ＯＳＣ
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およびＰｔ／アルミナ含浸粉体を、酢酸ジルコニウム（総スラリー固体の５重量％のＺｒ
Ｏ2）を伴うＤＩ水の中に置き、得られた水性スラリーのｐＨを、有機酸の添加によって
３．７に下げた。当技術分野で周知の方法を使用して、９０％、１０μｍ未満の粒子サイ
ズに低減した後に、乾燥Ｈ－ベータゼオライトを添加した。９０％、９μｍ未満のスラリ
ーの粒子サイズにさらに低減した後に、スラリーを、同じく当技術分野で周知の蒸着方法
を使用して、コーディエライト基材上に被覆した。被覆モノリスを乾燥させ、次いで、５
５０℃で１時間焼成した。焼成後のウォッシュコートの総充填量は、約１．６ｇ／ｉｎ3

であり、ＯＳＣ材料を約０．７５ｇ／ｉｎ3含み、アルミナを０．５ｇ／ｉｎ3含み、Ｈ－
ベータゼオライトを０．２５ｇ／ｉｎ3含んでいた。同様に、第２の層を第１の層上に適
用し、２回被覆したモノリスを乾燥させ、再度、５５０℃で１時間焼成した。第２の層の
焼成後のウォッシュコートの総充填量は、約１．６ｇ／ｉｎ3であり、ＳＣ材料を約０．
７５ｇ／ｉｎ3含み、アルミナを０．５ｇ／ｉｎ3含み、Ｈ－ベータゼオライトを０．２５
ｇ／ｉｎ3含んでいた。
【００８０】
参照サンプルＣ
　直径４．６６インチ（約１１．８ｃｍ）×長さ６インチ（約１５．２ｃｍ）のコーディ
エライトハニカムモノリス基材（４００ｃｓｐｉ、壁厚４ｍｉｌ）上に、Ｐｔ含有水性ス
ラリーを被覆することによって、ウォッシュコートＰｔ単独触媒組成物を、シリカ－アル
ミナ上のＰｔおよびベータゼオライトの均一な混合物で調製した。貴金属の総充填量は、
１１０ｇ／ｆｔ3であった。Ｐｔ含有水性スラリーを、以下のように調製した。
【００８１】
　約１２０ｍ2／ｇのＢＥＴ表面積、約０．７ｃｃ／ｇの孔容積、および約８０Å未満の
平均孔サイズを有する高表面積シリカ－アルミナ（５％シリカ）に、標準Ｉｎｃｉｐｉｅ
ｎｔ　Ｗｅｔｎｅｓｓ技術を使用して、水溶性Ｐｔ塩を含浸させた。この粉体に、有機酸
をさらに含浸させた。得られたＰｔ／シリカ－アルミナ含浸粉体を、Ｈベータゼオライト
を伴う水の中に置き、得られた水性スラリーのｐＨを、有機酸の添加によって４に下げた
。当技術分野で周知の方法を使用して、９０％、１２μｍ未満の粒子サイズに低減した後
に、スラリーを、同じく当技術分野で周知の蒸着方法を使用して、コーディエライト基材
上に被覆した。被覆モノリスを乾燥させ、次いで、５００℃で１時間焼成した。焼成後の
ウォッシュコートの総充填量は、約１ｇ／ｉｎ3であり、シリカ－アルミナを約０．７５
ｇ／ｉｎ3含み、Ｈベータゼオライトを０．２５ｇ／ｉｎ3含んでいた。同様に、第２の層
を第１の層上に適用し、２回被覆したモノリスを乾燥させ、再度、５００℃で１時間焼成
した。第２の層の焼成後のウォッシュコートの総充填量は、約１ｇ／ｉｎ3であり、シリ
カ－アルミナ材料を約０．７５ｇ／ｉｎ3含み、Ｈベータゼオライトを０．２５ｇ／ｉｎ3

含んでいた。
【００８２】
区分化サンプルＤ～Ｇ
　ＣＯおよびＨＣのＮＥＤＣ性能を測定した後、参照サンプルＡ～Ｃの前方半分および後
方半分に対応する、直径４．６６インチ（約１１．８ｃｍ）×長さ３．０インチ（約７．
６ｃｍ）の２つの被覆モノリスを作成するために、参照サンプルＡ、Ｂ、およびＣのそれ
ぞれを、長さに沿って半分に（すなわち、長さに沿った中間地点で）切断した。次いで、
異なる区分化構成をシミュレートするために、比較実施例Ｄ、Ｅ、Ｆ、およびＧを生成す
るように、これらを、特定の組み合わせで背中合わせに組み合わせた。比較実施例Ｄは、
参照サンプルＣ（Ｐｔ単独）の前方半分と、参照サンプルＡの後方半分とを備えた。逆に
、比較実施例Ｅは、参照サンプルＡの前方半分と、参照サンプルＣ（Ｐｔ単独）の後方半
分とを備えた。比較実施例Ｆは、参照サンプルＣ（Ｐｔ単独）の前方半分と、参照サンプ
ルＢの後方半分とを備えた。逆に、比較実施例Ｇは、参照サンプルＢの前方半分と、参照
サンプルＣ（Ｐｔ単独）の後方半分とを備えた。新しい「区分化した」比較サンプルＤ～
Ｇを、以下に説明するように、参照サンプルＡ～Ｃに類似したＣＯおよびＨＣ性能につい
て評価した。試験結果を、図５および６、ならびに表１に示す。
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サンプルの試験
　実施例１～３で調製した被覆触媒組成物を、以下の様態で試験を行った。最初に、被覆
モノリスを、ディーゼル試験エンジンの排気流の中に載置し、次いで、高温ポストインジ
ェクション（ＰＩ）エージングを受けさせた。これは、触媒の前方面の温度を４００℃に
保ち、次いで、触媒の前方で周期的に排気ガス流の中に燃料を注入することによって達成
した。注入燃料は、触媒を通過させて、燃焼させ、それによって、触媒の後方面において
測定される温度を上昇させた。触媒の後方面での温度は、排気流の中に注入される燃料の
量を制御することによって制御した。この方法を使用して、触媒の後方での温度を、２５
時間にわたって１５分間隔で、４００℃と７００℃との間を反復させた（合計５０サイク
ル）。
【００８４】
　エージング後、被覆モノリスを、欧州軽量自動車証明局の新排出ドライビングサイクル
（ＮＥＤＣ）を用いて、試験エンジンに関するＣＯおよびＨＣについて評価を行った。Ｎ
ＥＤＣサイクル上で１．６ｇ／ｋｍのＣＯ排出および０．４ｇ／ｋｍのＨＣ排出の標準的
なエンジンアウトである、３Ｌ　ＢＭＷ　Ｍ５７エンジン（Ｅｕｒｏ４較正）の排気流の
中に、モノリスを個々に載置した。触媒のＣＯおよびＨＣ変換を算出するために、エンジ
ンをＮＥＤＣサイクルの仕様に従って「運転」した時の、ＣＯおよびＨＣ濃度を、被覆モ
ノリスの前方および後方で観察した。試験後、前述のように、実施例Ｄ～Ｇを調製するた
めに、実施例Ａ～Ｃで調製したモノリスを半分に切断した。実施例Ａ～Ｇで調製した被覆
モノリスの試験結果を、図５および６、ならびに表１に示す。
【００８５】
　図５および６に示されるように、区分化サンプルＤ～Ｇのディーゼルエンジンベンチ試
験は、逆の構成および貴金属分散で区分被覆したモノリスと比較して、前方区分をＰｔ／
Ｐｄ触媒ウォッシュコート調合で被覆し、後方区分をＰｔ単独ウォッシュコート調合で被
覆したモノリスが、７００℃での２５時間ポストインジェクションエージング後の、ＣＯ
およびＨＣ酸化について極めて良好な性能を発揮することを示している。実際に、この新
規の被覆方法によって、最新技術のＰｔ単独ＤＯＣ触媒に等しい結果を達成した（参照サ
ンプルＣと比較した比較実施例ＤおよびＦ）。Ｐｔは、典型的に後方区分の位置と関連し
た高温発熱から保護することができる前方区分の中に局在化する時により効果的であると
一般的に考えられているので、これらの結果は予想外であった。この新規の区分化戦略の
利用は、Ｐｔ／Ｐｄ触媒がＰｔ単独のものに等しい結果を示すので、ＤＯＣの総コストを
低減するための有意な機会がある。加えて、この区分化戦略の使用は、改良型燃焼エンジ
ンと関連した高レベルのＣＯおよびＨＣ（特にメタン）を破壊するのに特に有益であり得
る。結果を以下の表に要約する。
【００８６】
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【表１】

【００８７】
　記載される種々の実施形態は、標準（Ｅｕｒｏ４）ディーゼルエンジンに関して例証し
てきたが、本発明は、標準ディーゼル用途および改良型燃焼ディーゼルエンジンの双方に
適用することができる。
【００８８】
　この明細書の全体を通じた「一実施形態」、「特定の実施形態」、「１つまたは複数の
実施形態」、または「実施形態」という記述は、実施形態と関連して記載される具体的な
特徴、構造、材料、または特性が、本発明に含まれることを意味する。加えて、この明細
書の全体を通じて様々な箇所に現れる「１つまたは複数の実施形態において」、「特定の
実施形態において」、「一実施形態において」、または「ある実施形態において」等の表
現は、必ずしも本発明の同じ実施形態を参照しているとは限らない。さらに、具体的な特
徴、構造、材料、または特性は、１つまたは複数の実施形態においてあらゆる好適な様態
で組み合わせてもよい。
【００８９】
　本発明を特定の実施形態に関して本明細書に記載したが、これらの実施形態は、本発明
の原理および用途の単なる例示に過ぎないことを理解されたい。当業者には、本発明の方
法および装置には、本発明の趣旨または範囲から逸脱することなく、種々の修正および変
更が行えることが明らかになるであろう。したがって、本発明が、添付の特許請求の範囲
およびそれらの同等物の範囲内にある修正および変更を含むことを意図している。
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