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(57)【要約】
【課題】２００℃程度の低温から十分に高度なＣＯ酸化性能を発揮でき、８００℃程度の
高温に晒された場合においても触媒のＣＯ酸化性能の低下を十分に抑制することが可能で
あり、しかも十分に高度なＣＯ転化率を十分に低い温度から達成することが可能なＣＯ酸
化触媒を提供すること。
【解決手段】セリアとジルコニアとアルミナとを含有する複合金属酸化物からなり且つ前
記複合金属酸化物中のセリアの含有量が５０質量％以上である担体と、該担体に担持され
た酸化銅とを備えることを特徴とするＣＯ酸化触媒。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セリアとジルコニアとアルミナとを含有する複合金属酸化物からなり且つ前記複合金属
酸化物中のセリアの含有量が５０質量％以上である担体と、該担体に担持された酸化銅と
を備えることを特徴とするＣＯ酸化触媒。
【請求項２】
　前記複合金属酸化物において、前記セリアと前記ジルコニアと前記アルミナとがｎｍス
ケールで分散していることを特徴とする請求項１に記載のＣＯ酸化触媒。
【請求項３】
　前記酸化銅の含有量が前記担体及び前記酸化銅の総量に対して０．５～３０質量％であ
ることを特徴とする請求項１又は２に記載のＣＯ酸化触媒。
【請求項４】
　請求項１～３のうちのいずれか一項に記載のＣＯ酸化触媒に対して排ガスを接触せしめ
、該排ガス中の一酸化炭素ガスを酸化して除去することを特徴とする排ガス浄化方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＯ酸化触媒及びそれを用いた排ガス浄化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、内燃機関等から排出されるガス中に含まれる一酸化炭素（ＣＯ）を酸化して
浄化するために種々のＣＯ酸化触媒が用いられてきており、低温条件下におけるＣＯ酸化
性能の向上を目的として様々な検討がなされている。このようなＣＯ酸化触媒としては、
例えば、活性種として白金族元素を使用した触媒が知られている。しかしながら、このよ
うなＣＯ酸化触媒の分野において、近年では、希少金属の危機管理の観点や価格の面から
、白金族元素の使用を抑制することが要求されている。特に、ＣＯ酸化触媒を自動車の排
ガス浄化装置に用いる場合、その装置中において、通常、ＮＯｘ還元浄化用触媒と組み合
わせて用いられることが多く、かかるＮＯｘ還元浄化用触媒にＰｔなどの白金族元素が含
まれることが一般的であるため、ＣＯ酸化触媒にも白金族元素を利用した場合には、装置
中に含まれる白金族元素の全量は多大なものとなってしまう。そのため、Ｐｔ、Ｒｈ等の
白金族元素を使用しない構成のＣＯ酸化触媒の研究が進められてきた。
【０００３】
　例えば、１９９３年に発行されたJournal　of　Catalysis（vol.144）の177頁～195頁
に記載されたHarutaらが著者の“Low-Temperature　Oxidation　of　CO　over　Gold　su
pported　on　TiO2,　Fe2O3,　and　CO3O4（非特許文献１）”においては、チタニアから
なる担体等に金（Ａｕ）を担持する触媒等が開示されている。また、特開平１－２６６８
５０号公報（特許文献１）においては、酸化銅と二酸化セリウムの混合物からなるＣＯ酸
化触媒が開示されている。更に、２００８年に発行されたApplied　Catalysis　B:　Envi
ronmental(vol.78）の120頁～128頁に記載されたJian-Liang　Caoらが著者の“Preparati
on,　Characterization　and　Catalytic　behavior　of　nanostructured　mesoporous
　CuO/Ce0.8Zr0.2O2　catalyst　for　low　temperature　CO　oxidation（非特許文献２
）”においては、セリアとジルコニアの固溶体に酸化銅を担持したＣＯ酸化触媒が開示さ
れている。また、特開２００８－２２２５０１号公報（特許文献２）においては、酸化セ
リウムに、酸化アルミニウムを、セリウム及びアルミニウムに換算したモル百分率で２０
ｍｏｌ％以下の混合率で混合してなる担体に酸化銅を担持させたＣＯ選択酸化触媒が開示
されている。しかしながら、特許文献１～２及び非特許文献１～２に記載のような従来の
ＣＯ酸化触媒においては、触媒が８００℃程度の高温に曝されるとＣＯ酸化性能が低下し
てしまうという問題があった。また、このような従来のＣＯ酸化触媒においては、比較的
低い温度では高度なＣＯ転化率を達成することができなかった。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１－２６６８５０号公報
【特許文献２】特開２００８－２２２５０１号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Haruta　et　al．，“Low-Temperature　Oxidation　of　CO　over　Go
ld　supported　on　TiO2,　Fe2O3,　and　CO3O4”，Journal　of　Catalysis，1993年，
vol.144，177頁～195頁
【非特許文献２】Jian-Liang　Cao　et　al．，“Preparation,　Characterization　and
　Catalytic　behavior　of　nanostructured　mesoporous　CuO/Ce0.8Zr0.2O2　catalys
t　for　low　temperature　CO　oxidation”，Applied　Catalysis　B:　Environmental
，2008年，vol.78，120頁～128頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、２００℃程度の低
温から十分に高度なＣＯ酸化性能を発揮でき、８００℃程度の高温に晒された場合におい
ても触媒のＣＯ酸化性能の低下を十分に抑制することが可能であり、しかも十分に高度な
ＣＯ転化率を十分に低い温度から達成することが可能なＣＯ酸化触媒並びにそれを用いた
排ガス浄化方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、担体をセリアとジルコニ
アとアルミナとを含有する複合金属酸化物からなり且つ前記複合金属酸化物中のセリアの
含有量が５０質量％以上であるものとし、しかもその担体に担持する触媒の活性種を酸化
銅としてＣＯ酸化触媒を前記担体に酸化銅が担持された構成とすることにより、驚くべき
ことに、２００℃程度の低温から十分に高度なＣＯ酸化性能を発揮でき、触媒が８００℃
程度の高温でのＣＯ酸化性能の低下が十分に抑制させることができ、しかも十分に高度な
ＣＯ転化率（例えば転化率９０％等）を十分に低い温度から達成することが可能となるこ
とを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００８】
　すなわち、本発明のＣＯ酸化触媒は、セリアとジルコニアとアルミナとを含有する複合
金属酸化物からなり且つ前記複合金属酸化物中のセリアの含有量が５０質量％以上である
担体と、該担体に担持された酸化銅とを備えることを特徴とするものである。
【０００９】
　上記本発明にかかる複合金属酸化物においては、前記セリアと前記ジルコニアと前記ア
ルミナとがｎｍスケールで分散していることが好ましい。
【００１０】
　また、上記本発明にかかる複合金属酸化物においては、前記ジルコニアが前記セリアに
固溶したセリア－ジルコニア固溶体を形成していることが好ましい。
【００１１】
　さらに、上記本発明のＣＯ酸化触媒においては、前記酸化銅の含有量が前記担体及び前
記酸化銅の総量に対して０．５～３０質量％であることが好ましい。
【００１２】
　本発明の排ガス浄化方法は、上記本発明のＣＯ酸化触媒に対して排ガスを接触せしめ、
該排ガス中の一酸化炭素ガスを酸化して除去することを特徴とする方法である。
【００１３】
　なお、本発明のＣＯ酸化触媒並びに排ガス浄化方法によって、２００℃程度の低温から
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十分に高度なＣＯ酸化性能を発揮でき、８００℃程度の高温に晒された場合においても触
媒のＣＯ酸化性能の低下を十分に抑制することが可能であり、しかも十分に高度なＣＯ転
化率を十分に低い温度から達成することが可能となる理由は必ずしも定かではないが、本
発明者らは以下のように推察する。すなわち、先ず、ＣｕＯが活性種となるＣＯ酸化触媒
におけるＣＯ酸化反応について検討すると、そのＣＯ酸化反応は、下記反応式（１）及び
（２）：
［反応式（１）］　２ＣｕＯ　＋　ＣＯ　→　Ｃｕ２Ｏ　＋　ＣＯ２　
［反応式（２）］　Ｃｕ２Ｏ　＋　Ｏ２　→　２ＣｕＯ
に表される反応により進行する。このような反応式（１）及び（２）中のＣｕＯはＣｕの
価数が２価であり且つＣｕ２ＯはＣｕの価数が１価である。また、このようなＣＯ酸化反
応における律速段階は、反応式（１）に記載の反応であると推察される。このようなＣｕ
Ｏがセリア（ＣｅＯ２）を含有する担体に担持されると、ＣｕＯはＣｅＯ２と相互作用し
、ＣｅＯ２の酸素貯蔵放出機能（ＯＳＣ）により還元され易くなる。また、担体中にＣｅ
Ｏ２とジルコニア（ＺｒＯ２）とを含有した場合において、ＣｅＯ２とＺｒＯ２との固溶
体（ＣｅＯ２－ＺｒＯ２固溶体）が形成されると担体のＯＳＣ性能がより向上するため、
担体上のＣｕＯはより還元され易くなる。そのため、ＣｅＯ２からなる担体又はＣｅＯ２

－ＺｒＯ２固溶体からなる担体においては、ＣＯ酸化反応のうちの上記反応式（１）で表
される反応（律速段階の反応）が促進される傾向にある。しかしながら、ＣｅＯ２からな
る担体又はＣｅＯ２－ＺｒＯ２固溶体からなる担体は、通常、８００℃以上の高温に曝さ
れると酸化物粒子が粒成長して比表面積が低下してしまう。そのため、活性種としてＣｕ
Ｏを利用している上記特許文献１～２及び非特許文献２に記載のような従来の酸化触媒に
おいては、８００℃以上の高温に曝されると、担体との相互作用によって還元され易い状
態のＣｕＯの量が減少して、担体上のＣＯ酸化反応の活性種（ＣｕＯ）が減少してしまう
ことから、ＣＯ酸化活性が低下するものと推察される。なお、活性種としてＡｕを利用し
た非特許文献１に記載のような従来のＣＯ酸化触媒においては、触媒が８００℃程度の高
温に曝されるとＡｕ粒子が粒成長し、これに起因して触媒活性が低下するものと推察され
る。
【００１４】
　これに対して、本発明においては、担体中にＣｅＯ２及びＺｒＯ２とともに、アルミナ
（Ａｌ２Ｏ３）を含有する。このようなＡｌ２Ｏ３はＣｅＯ２、ＺｒＯ２及びＣｅＯ２－
ＺｒＯ２固溶体に固溶しないものである。そのため、Ａｌ２Ｏ３の粒子と、ＣｅＯ２粒子
、ＺｒＯ２粒子及びＣｅＯ２－ＺｒＯ２固溶体の粒子とは、互いに同一の酸化物粒子どう
しが凝集することを防止する障壁として作用する。そして、Ａｌ２Ｏ３粒子が隔壁となっ
てＣｅＯ２粒子どうしやＣｅＯ２－ＺｒＯ２固溶体粒子どうしの凝集が防止されると、こ
れらの粒子どうしの固相反応が阻止されるため、高温に晒された場合においても担体（複
合金属酸化物）の粒成長が抑制され、担体の比表面積が十分に維持される。このように、
高温時における担体（複合金属酸化物）の粒成長が抑制されると、その担体上に担持され
た酸化銅の粒成長も十分に抑制される。更に、本発明においては、担体中にＣｅＯ２が５
０質量％以上の割合で含有されているため、担体中のＣｅＯ２と相互作用を有するＣｕＯ
活性種の数（活性サイト数）が十分に確保され、十分に高度なＣＯ酸化性能を発揮できる
。そのため、本発明においては、２００℃程度の低温から十分に高度なＣＯ酸化性能を発
揮でき、触媒が８００℃程度の高温に晒されても十分に高度なＣＯ触媒活性を維持できる
ものと本発明者らは推察する。
【００１５】
　また、酸化銅は温度が高くなるほどＣｕＯよりもＣｕ２Ｏの方が熱力学的により安定化
する傾向にある。このような酸化銅がＣｅＯ２からなる担体又はＣｅＯ２－ＺｒＯ２固溶
体からなる担体に担持された場合、上述のように、担体との相互作用により酸化銅がより
還元され易くなるため、酸化銅がＣｕ２Ｏとなって安定化する傾向はより顕著となる。そ
のため、酸化銅の担持担体としてＣｅＯ２からなる担体又はＣｅＯ２－ＺｒＯ２固溶体か
らなる担体を用いた場合、通常は、温度が高くなるほど、上記ＣＯ酸化反応のうちの反応
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式（１）で表される反応が促進される一方で反応式（２）で表される反応が抑制されるよ
うになり、温度が高くなるとともに活性種（ＣｕＯ）の数（活性サイト数）が減少してＣ
Ｏ酸化性能が低下していた。そのため、低温から十分にＣＯ酸化活性が発揮されるものの
、そこから少し温度が高くなっても、高度なＣＯ転化率（例えば９０％）に到達すること
が困難であった。これに対して、本発明においては、酸化銅の担持担体として、ＣｅＯ２

及びＺｒＯ２とともにＡｌ２Ｏ３を含有する複合金属酸化物を用いているため、担体中に
おいて、Ａｌ２Ｏ３の表面と一部のＣｕＯとが固相反応してスピネル型複合酸化物ＣｕＡ
ｌ２Ｏ４あるいはそれに類似した複合酸化物が形成されて、Ａｌ２Ｏ３上で酸化銅がＣｕ
Ｏとして安定化される（スピネル型複合酸化物ＣｕＡｌ２Ｏ４が完全に形成されなくとも
Ａｌ２Ｏ３担体上ではＣｕＯが安定な傾向になる。）。そのため、ＣｅＯ２及びＺｒＯ２

とともにＡｌ２Ｏ３を含有する担体上においては、周囲の温度条件に関わらず、銅の価数
が１価に固定化されるようなことがなく、２価と１価との間で適度に変化する。従って、
ＣｅＯ２とＺｒＯ２とＡｌ２Ｏ３とを含有する複合金属酸化物からなる担体に酸化銅を担
持することで、ＣＯ酸化反応（前記反応式（１）及び（２））を効率よく進行させること
が可能となり、これにより活性種（ＣｕＯ）の減少が防止されて高温でも安定して高いＣ
Ｏ酸化性能を発揮させることができるとともに、十分に低い温度においても十分に高度な
ＣＯ転化率を達成できるものと本発明者らは推察する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、２００℃程度の低温から十分に高度なＣＯ酸化性能を発揮でき、８０
０℃程度の高温に晒された場合においても触媒のＣＯ酸化性能の低下を十分に抑制するこ
とが可能であり、しかも十分に高度なＣＯ転化率を十分に低い温度から達成することが可
能なＣＯ酸化触媒並びにそれを用いた排ガス浄化方法を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】初期状態の実施例１～２及び比較例１～７で得られたＣＯ酸化触媒の５０％ＣＯ
転化温度を示すグラフである。
【図２】初期状態の実施例１～２、比較例１並びに比較例４～５で得られたＣＯ酸化触媒
の９０％ＣＯ転化温度を示すグラフである。
【図３】耐熱試験後の実施例１～２及び比較例１～７で得られたＣＯ酸化触媒の５０％Ｃ
Ｏ転化温度を示すグラフである。
【図４】耐熱試験後の実施例１～２、比較例１並びに比較例４～５で得られたＣＯ酸化触
媒の９０％ＣＯ転化温度を示すグラフである。
【図５】初期状態の実施例１～２及び比較例１～３で得られたＣＯ酸化触媒のＨ２－ＴＰ
Ｒスペクトル（出ガス中のＨ２濃度と温度との関係のグラフ）である。
【図６】初期状態及び上記耐熱試験後の実施例１～２及び比較例１～７で得られたＣＯ酸
化触媒の比表面積を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明をその好適な実施形態に即して詳細に説明する。
【００１９】
　先ず、本発明のＣＯ酸化触媒について説明する。すなわち、本発明のＣＯ酸化触媒は、
セリアとジルコニアとアルミナとを含有する複合金属酸化物からなり且つ前記複合金属酸
化物中のセリアの含有量が５０質量％以上である担体と、該担体に担持された酸化銅とを
備えることを特徴とするものである。
【００２０】
　本発明のＣＯ酸化触媒において前記担体として利用される前記複合金属酸化物はセリア
を含有するものである。このようなセリアの含有量は複合金属酸化物の総量に対して５０
質量％以上である。このようなセリアの含有量が前記下限未満では、ＣｅＯ２との相互作
用により還元され易くなるＣｕＯが十分に形成されず、触媒のＣＯ酸化性能が低下する。
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また、前記複合金属酸化物におけるセリアの含有量としては、５０～９５質量％であるこ
とがより好ましく、７０～９０質量％であることが更に好ましい。このようなセリアの含
有量が前記下限未満では還元され易いＣｕＯが十分に形成されなくなる傾向にあり、他方
、前記上限を超えると高温に曝されると担体の酸化物粒子が粒成長し易くなり、耐熱性が
低下する傾向にある。
【００２１】
　また、前記複合金属酸化物はジルコニアを含有する。このようなジルコニアは、セリア
とアルミナに対して中性の性質を有する担体であり、これを含有させることによりセリア
を単独で用いた場合と比較して、より高度なＯＳＣ性能によりＣｕＯを還元され易くする
ことが可能となる。このようなジルコニアの含有量としては、複合金属酸化物の総量に対
して２～４５質量％であることがより好ましく、５～２０質量％であることが更に好まし
い。このようなジルコニアの含有量が前記下限未満では、ＯＳＣ性能によりＣｕＯを還元
され易くする効果が減少する傾向にあり、他方、前記上限を超えると、ＣｅＯ２との相互
作用により還元され易くなるＣｕＯ活性種の数（活性サイト数）が減少する傾向にある。
また、このような複合金属酸化物においては、より高度なＯＳＣ性能が得られることから
、前記セリアと前記ジルコニアとが固溶体を形成していることが好ましい。すなわち、こ
のような複合金属酸化物においては、セリアの少なくとも一部とジルコニアの少なくとも
一部とが、立方晶系のセリア－ジルコニア固溶体を形成していることが好ましい。
【００２２】
　さらに、前記複合金属酸化物はアルミナを含有する。このようなアルミナは、セリア、
ジルコニア及びこれらの固溶体に、固溶しない性質を有する。そのため、担体中における
アルミナと、セリア、ジルコニア及びこれらの固溶体とは、互いに拡散の障壁となり、こ
れにより同種の酸化物どうしの凝集が抑制され、更には、担持させた酸化銅の粒成長を抑
制することが可能となる。このようなアルミナの含有量としては、複合金属酸化物の総量
に対して２～４５質量％であることが好ましく、５～２０質量％であることがより好まし
い。このようなアルミナの含有量が前記下限未満になると、複合金属酸化物（担体）の熱
安定性が低下する傾向にあり、他方、前記上限を超えると、還元され易いＣｕＯ活性種の
数（活性サイト数）が減少する傾向にある。
【００２３】
　また、このような複合金属酸化物においては、高いＣＯ酸化活性の発現と高い耐熱性と
の両立の観点から、前記セリアと前記ジルコニアと前記アルミナとがｎｍスケールで分散
していることが好ましい。ここで、「ｎｍスケールの分散」とは、複合金属酸化物を断面
の直径が１ｎｍ以下の複数の微小領域に分割してその組成を高分解能を有するミクロ分析
装置を用いて測定した場合に、前記微小領域の大部分（好ましくは全測定点のうちの９０
％以上の部分）が複数の成分によって形成されている状態をいう。このようなミクロ分析
が可能な装置としては、例えば、日立製作所製「ＨＤ－２０００」などの電界放射型走査
透過顕微鏡（ＦＥ－ＳＴＥＭ）が挙げられる。さらに、ここにいう「断面の直径が１ｎｍ
以下の微小領域」とは、ミクロ分析装置を用いた測定において直径が１ｎｍ以下のビーム
を複合金属酸化物に照射した場合に、このビームが透過した複合金属酸化物中の領域を意
味する。また、このようなミクロ分析装置を用いた測定においては、複合金属酸化物上の
任意の５点以上の測定点において測定することが好ましい。
【００２４】
　また、このような複合金属酸化物としては、この複合金属酸化物を断面の直径が１ｎｍ
以下の複数の微小領域に分割した場合に、前記微小領域内のセリウム、ジルコニウム及び
アルミニウムの含有率がそれぞれセリウム、ジルコニウム及びアルミニウムの仕込み比率
±２０％（好ましくは±１０％）の範囲内にあり且つこのような微小領域が全微小領域（
全測定点）のうちの９０％以上の割合で存在するものが好ましい。このように大部分の微
小領域の組成が仕込み組成とほぼ同一である複合金属酸化物は、組成がほぼ均一なもの（
各金属酸化物が均一に分散されているもの）となり、より高度なＣＯ酸化活性を示す傾向
にある。なお、「セリウム、アルミニウム及びジルコニウムの仕込み比率」とは、複合金



(7) JP 2011-183280 A 2011.9.22

10

20

30

40

50

属酸化物を形成する金属原子の全仕込み量に対するセリウム、アルミニウム及びジルコニ
ウムのそれぞれの仕込み量の割合（元素数の比、単位：％）を意味する。また、「仕込み
比率±２０％の範囲内」とは、例えば、仕込み比率が７０％の場合には５０～９０％を意
味する。
【００２５】
　また、このような複合金属酸化物においては、セリア粒子とジルコニア粒子とアルミナ
粒子との凝集体（なお、凝集体中において前記セリア粒子と前記ジルコニア粒子の一部又
は全部がセリア－ジルコニア固溶体の粒子となっていてもよい。）であることが好ましい
。このような粒子の凝集体により、より高度な比表面積が得られるとともに、粒子同士の
空隙として細孔が形成され、細孔内にＣＯを拡散させて効率よくＣＯを酸化して浄化する
ことが可能となる。
【００２６】
　また、このような複合金属酸化物の比表面積としては特に制限されないが、１０～１０
００ｍ２／ｇであることが好ましく、２０～５００ｍ２／ｇであることがより好ましい。
前記比表面積が前記上限を超えると、担体が焼結し易くなり、得られる触媒の耐熱性が低
下する傾向にあり、他方、前記下限未満では、ＣｅＯ２と相互作用を有するＣｕＯが十分
に形成されなくなる傾向にある。また、このような複合金属酸化物の比表面積としては、
高温に晒された後においても十分にＣＯ酸化活性を維持するという観点から、８００℃で
５時間の焼成後においても２～２００ｍ２／ｇの範囲にあることが好ましい。なお、この
ような比表面積は、吸着等温線からＢＥＴ等温吸着式を用いてＢＥＴ比表面積として算出
することができる。
【００２７】
　さらに、このような複合金属酸化物に細孔が形成されている場合には、かかる細孔がメ
ソ細孔であることが好ましい。ここにいう「メソ細孔」とは、水銀ポロシメータを用いて
測定可能な下限値３．５ｎｍから１００ｎｍまでの範囲の細孔直径を有する細孔を意味す
る。
【００２８】
　また、このような複合金属酸化物においては、メソ細孔の細孔容積が６００℃で５時間
の焼成後においても０．０７ｃｍ３／ｇ以上であり且つ８００℃で５時間の焼成後におい
ても０．０４ｃｍ３／ｇ以上であるものが好ましく、６００℃で５時間の焼成後において
も０．１３ｃｍ３／ｇ以上であり且つ８００℃で５時間の焼成後においても０．１０ｃｍ
３／ｇ以上であるものがより好ましく、６００℃で５時間の焼成後においても０．１９ｃ
ｍ３／ｇ以上であり且つ８００℃で５時間の焼成後においても０．１５ｃｍ３／ｇ以上で
あるものが特に好ましい。このように細孔容積が十分に確保された複合金属酸化物を含む
担体に酸化銅を担持させることで、酸化銅をメソ細孔内に高分散な状態で担持することが
可能となる。そして、このようにして酸化銅を担持した触媒においては、メソ細孔がＣＯ
酸化反応の反応場となるため、より高度なＣＯ酸化活性を達成することが可能となる。な
お、前記複合金属酸化物においては、アルミナ粒子の障壁作用により、高温に曝露された
後においても、複合金属酸化物中において同一金属酸化物同士の凝集のよる粒成長が十分
に抑制されているため、その細孔の細孔容量等を十分に維持することが可能である。
【００２９】
　また、このような複合金属酸化物においては、Ｘ線回折によるＣｅＯ２（２２０）のピ
ークの半値幅から計算したセリアの結晶子径が、６００℃で５時間の焼成後において５～
１０ｎｍであり、８００℃で５時間の焼成後において１０～２０ｎｍであるものが好まし
い。セリア結晶子径が前記範囲にあると高温時のシンタリングがより一層抑制され、高温
に曝露された後においても十分な細孔容積を確保することができる傾向にある。
【００３０】
　また、このような複合金属酸化物が粉末状である場合には、その粉末（前記複合金属酸
化物が凝集体である場合には二次粒子）の平均粒子径は、特に制限されないが、０．１～
１００μｍであることが好ましく、１～１０μｍであることがより好ましい。このような
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平均粒子径が前記下限未満では、高温条件下において担体が焼結し易くなる傾向にあり、
他方、前記上限を超えると、ＣＯが拡散し難くなってＣＯ酸化触媒活性が低下する傾向に
ある。なお、このような複合金属酸化物の平均粒子径は定法（例えば乳鉢で粉砕する方法
や冷間等方圧プレス法（ＣＩＰ）等）により適宜変更できる。また、ＣＯ酸化触媒を製造
後に、その触媒の平均粒子径を定法により変更することにより、触媒中における前記複合
金属酸化物（担体）の粉末の平均粒子径を変更してもよい。
【００３１】
　また、このような複合金属酸化物からなる担体を製造するための方法としては特に制限
されず、例えば、市販のセリアとジルコニアの固溶体の粉末と市販のアルミナ粉末とを十
分に撹拌することにより複合金属酸化物からなる担体を得る方法（Ｉ）や、セリウム化合
物、ジルコニウム化合物およびアルミニウム化合物が溶解した水溶液又は水を含む溶液を
調製した後、その水溶液又は溶液中にアルカリ性溶液を添加してセリア前駆体、ジルコニ
ア前駆体及びアルミナ前駆体を沈殿物として析出させ、得られた沈殿物（前駆体の沈殿物
）を焼成することにより複合金属酸化物からなる担体を得る方法（ＩＩ）を採用すること
ができる。このような複合金属酸化物からなる担体を製造するための方法の中でも、セリ
アとジルコニアとアルミナとがｎｍスケールで分散している複合金属酸化物からなる担体
を得ることが可能となることから前記方法（ＩＩ）を採用することが好ましい。また、前
記方法（ＩＩ）を採用する場合には、セリア前駆体とジルコニア前駆体を沈殿物（前駆体
の沈殿物）として同時に析出させた後に、その共沈殿物を焼成するため、少なくとも、セ
リアの一部とジルコニアの一部とにより、セリアとジルコニアの固溶体が形成される。以
下、このような複合金属酸化物からなる担体を得る方法（ＩＩ）について具体的に説明す
る。
【００３２】
　このような方法（ＩＩ）に用いられるセリウム化合物、アルミニウム化合物及びジルコ
ニウム化合物としては、それぞれ、その金属の硫酸塩、硝酸塩、塩化物、酢酸塩などの塩
を用いることができる。また、このような塩を溶解する溶媒としては水及びアルコール類
が挙げられる。更に、例えば、硝酸アルミニウムを含む水溶液として水酸化アルミニウム
と硝酸と水とを混合したものを使用してもよい。なお、このようなセリウム化合物、アル
ミニウム化合物及びジルコニウム化合物の使用量としては、得られる担体中におけるセリ
アの含有量が５０質量％以上となるようにする以外は特に制限されず、目的の設計に応じ
て、その使用量を適宜変更することができる。
【００３３】
　また、前記前駆体の沈殿物は、セリウム化合物、ジルコニウム化合物及びアルミニウム
化合物が溶解した前記水溶液又は水を含む溶液に対して、前記アルカリ性溶液を添加して
前記水溶液又は水を含む溶液のｐＨを調節することによって析出させることができる。ま
た、このようにして前記前駆体の沈殿物を析出させる際に、各前駆体の沈殿物がより均一
に分散した状態となるように、各前駆体の沈殿物をほぼ同時に析出させるような方法を好
適に採用することができ、このような方法としては、例えば、前記水溶液又は前記溶液に
対してアルカリ性溶液を瞬時に添加して強く撹拌する方法や、前記水溶液又は前記溶液に
対して過酸化水素水等を添加して前記水溶液又は前記溶液のｐＨを各前駆体が沈殿し始め
るｐＨに調節した後、前記アルカリ性溶液を添加する方法を採用することができる。また
、前記前駆体の沈殿物を析出させる際には、アルミナ前駆体の沈殿物を他の前駆体の沈殿
物よりも先に（またはその逆）析出させるような方法を採用してもよく、この場合には、
例えば、前記アルカリ性溶液の添加に時間をかけて（好ましくは１０分以上の時間をかけ
て）中和時間を長くする方法、前記水溶液又は前記溶液のｐＨをモニタリングして各前駆
体の沈殿物が析出するｐＨに段階的に調節する方法、あるいは、前記水溶液又は前記溶液
のｐＨが各前駆体の沈殿物が析出するｐＨに保たれるように緩衝溶液を添加する方法を採
用してもよい。
【００３４】
　また、このような方法（ＩＩ）に用いられるアルカリ性溶液としては、アンモニア水や
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、炭酸アンモニウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム等が溶解した
水溶液又はアルコール溶液が挙げられる。このようなアルカリ性溶液の中でも、複合金属
酸化物を焼成する際に揮発させて除去することが容易であることから、アンモニア水、炭
酸アンモニウムの水溶液又はアルコール溶液がより好ましい。また、前記前駆体の沈殿物
の析出反応を促進させるという観点から、アルカリ性溶液のｐＨは９以上に調整すること
が好ましい。
【００３５】
　また、このような担体を製造する方法（ＩＩ）においては、前記前駆体の沈殿物を焼成
する前に、必要に応じて前記前駆体の沈殿物を熟成させる工程を施してもよい。このよう
な熟成工程としては、前記前駆体の沈殿物が析出した前記水溶液又は前記溶液を室温以上
（より好ましくは１００～２００℃、更に好ましくは１００～１５０℃）の熟成温度に加
熱する工程を採用することが好ましい。このようにして、前駆体の沈殿物を熟成させると
、加温の熱によって、前記水溶液又は前記溶液中における沈殿物の溶解、再析出が促進さ
れるとともに、得られる複合金属酸化物中のセリアの粒子を成長させることができ、比較
的結晶性が高く適度な粒子径（好ましくは５～１０ｎｍ）を有する各金属酸化物の粒子が
凝集した複合金属酸化物を得ることが可能となる。ここで、このような熟成温度が前記下
限未満になると熟成による促進効果が小さく、熟成に要する時間が長くなる傾向にあり、
他方、前記上限を超えると水蒸気圧が極めて高くなるため、耐圧容器が必要となり製造コ
ストが高くなる傾向にある。また、このような熟成温度での加熱時間としては、０．５～
１０時間程度とすることが好ましい。
【００３６】
　さらに、このような担体を製造する方法（ＩＩ）においては、前記前駆体の沈殿物を得
た後に、その沈殿物を焼成する。このような焼成は大気中で行なってもよい。また、この
ような焼成工程における焼成温度としては、３００～８００℃が好ましい。かかる焼成温
度が前記下限未満になると、得られる複合金属酸化物からなる担体の熱に対する安定性が
低下する傾向にあり、他方、前記上限を超えると、得られる複合金属酸化物の比表面積が
低下する傾向にある。
【００３７】
　以上、本発明に用いられる複合金属酸化物からなる担体を製造するための好適な方法と
して、前記複合金属酸化物からなる担体を製造する方法（ＩＩ）について具体的に説明し
たが、前記複合金属酸化物からなる担体を製造するための方法は、上記実施形態に限定さ
れるものではない。例えば、前記方法（ＩＩ）と同様にして前駆体の沈殿物を含む溶液を
得た後、その溶液をそのまま加熱して溶媒を蒸発させて沈殿物を乾固させ、その後、焼成
する方法を採用してもよい。この場合、沈殿物の乾固中に沈殿物を熟成させることを可能
とするため、沈殿物の乾固を前記熟成温度で実施することが好ましい。また、本発明の効
果を損なわない範囲でＣＯ酸化触媒に利用可能な他の成分を別途利用してもよい。
【００３８】
　また、本発明のＣＯ酸化触媒においては、前記担体とともに、前記担体に担持された酸
化銅を備える。このような酸化銅の担持量としては特に制限されないが、前記担体及び前
記酸化銅の総量に対して０．５～３０質量％であることが好ましく、１～２０質量％であ
ることが特に好ましい。このような酸化銅の担持量が前記下限未満では、得られるＣＯ酸
化触媒に十分な活性を付与することができなくなる傾向にあり、他方、前記上限を超える
と、複合金属酸化物を含む担体の上に担持されていない粗大なＣｕＯ粒子が多くなり、活
性が低下する傾向にある。
【００３９】
　このような酸化銅の担持方法としては、例えば、銅（Ｃｕ）の化合物を所定の濃度で含
有する溶液を前記複合金属酸化物を含む担体に含浸させることにより、所定量の銅の化合
物を含む溶液を前記担体に担持させた後、これを焼成する方法を採用することができる。
このとき、前記複合金属酸化物を含む担体は、ペレットなどの粉末状の形態にして使用し
てもよいし、予め、前記複合金属酸化物を含む担体をコージェライト製ハニカム基材など
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の公知の基材にコーティングなどにより固定化した形態にして使用してもよい。また、こ
のような銅（Ｃｕ）の化合物としては、特に制限されず、銅の硝酸塩、酢酸塩、塩化物、
硫酸塩などの塩を用いることができる。
【００４０】
　また、このような酸化銅の担持方法における焼成工程は大気中で実施してもよい。また
、このような焼成工程における焼成温度としては２００～６００℃が好ましい。このよう
な焼成温度が前記下限未満になると、前記銅の化合物が十分に熱分解せず、担体に酸化銅
を担持することが困難となり、十分なＣＯ酸化活性が得られなくなる傾向にあり、他方、
前記上限を超えると、担持させた酸化銅が粒成長してしまい、ＣＯ酸化活性が低下する傾
向にある。また、焼成時間としては０．１～１００時間が好ましい。このような焼成時間
が前記下限未満になると前記銅の化合物が十分に熱分解されず、酸化銅を担持することが
困難となり、得られる触媒のＣＯ酸化活性が低下する傾向にあり、他方、前記上限を超え
ても、それ以上の効果は得られず、触媒を調製するためのコストの増大に繋がる。
【００４１】
　また、このような本発明のＣＯ酸化触媒の形態は特に制限されず、用途に応じて各種の
形態に適宜成形して用いることができ、例えば、ペレット状、モノリス状、ハニカム状ま
たはフォーム状等の各種形態に成形（コージェライト製ハニカム基材等の公知の基材に担
持してた形態としてもよい。）して用いてもよい。
【００４２】
　また、このような本発明のＣＯ酸化触媒は、ＣＯを酸化して除去することが要求される
用途に適宜利用することができ、特に、低温から高度なＣＯ酸化性能が得られるとともに
、高温条件下におけるＣＯ酸化性能の劣化が十分に抑制されているため、自動車の内燃機
関（特に好ましくはディーゼルエンジン）からの排ガスを浄化するための触媒として好適
に利用できる。
【００４３】
　以上、本発明のＣＯ酸化触媒について説明したが、以下、本発明の排ガス浄化方法につ
いて説明する。
【００４４】
　本発明の排ガス浄化方法は、上記本発明のＣＯ酸化触媒に対して排ガスを接触せしめ、
該排ガス中の一酸化炭素ガス（ＣＯガス）を酸化して除去することを特徴とする方法であ
る。
【００４５】
　このような排ガス浄化方法は、排ガス中のＣＯガスを浄化するために上記本発明のＣＯ
酸化触媒を用いる方法であり、上記本発明のＣＯ酸化触媒に前記排ガスを接触させること
により、ＣＯ酸化触媒の有する酸化活性を利用して一酸化炭素ガス（ＣＯガス）を酸化し
て除去する方法である。また、排ガスを接触させる方法は特に制限されず、例えば、内燃
機関から排出されるガスが流通する排ガス管内に上記本発明のＣＯ酸化触媒を配置するこ
とにより、上記本発明のＣＯ酸化触媒に対して前記内燃機関からの排ガスを接触させる方
法を採用してもよい。また、このような排ガス浄化方法においては、上記本発明のＣＯ酸
化触媒を用いているため、ＣＯを比較的に低温の温度条件下においても十分に浄化するこ
とができる。
【実施例】
【００４６】
　以下、実施例及び比較例に基づいて本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の
実施例に限定されるものではない。
【００４７】
　（実施例１）
　先ず、硝酸アルミニウム９水和物０．２モル（７５．１ｇ）を２０００ｍｌのイオン交
換水に添加し、プロペラ撹拌器で５分間撹拌して溶解して溶液を得た。次に、この溶液に
ＣｅＯ２換算の濃度が２８質量％の硝酸セリウム水溶液２６５ｇ（ＣｅＯ２換算で０．４
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３モルに相当）を添加して５分間撹拌して混合水溶液を得た。次いで、前記混合水溶液に
、硝酸ジルコニル２水和物０．０６８モル（１８．１ｇ）をイオン交換水３０ｇに溶解し
た水溶液を添加して５分間撹拌して混合水溶液を得た。そして、得られた混合水溶液に２
５質量％のアンモニア水１７７ｇを瞬時に添加し、１０分間撹拌して沈殿物を析出せしめ
、沈殿物を含む水溶液を得た。次いで、前記沈殿物を含む水溶液を２気圧の加圧下、１２
０℃で２時間加熱処理し、沈殿物を熟成させた。次に、このようにして熟成させた沈殿物
を含む水溶液を１００℃／時間の昇温速度で４００℃まで加熱し、その温度（４００℃）
で５時間仮焼成した後、６００℃で更に５時間焼成してセリアとジルコニアとアルミナと
を含有する複合金属酸化物の粉末を得た。なお、このようにして得られた複合金属酸化物
の粉末（担体）は、約８０質量％のＣｅＯ２と約９質量％のＺｒＯ２と約１１質量％のＡ
ｌ２Ｏ３によって構成されている。
【００４８】
　このようにして得られた複合金属酸化物の粉末を４０ｇ用い、前記複合金属酸化物の粉
末に対して、硝酸銅（ＩＩ）三水和物を９．９ｇ溶解させた水溶液（約２００ｍＬ）を含
浸させて、前記水溶液を前記複合金属酸化物の粉末に担持させて硝酸銅担持担体を得た。
次に、前記硝酸銅担持担体を約２００℃のホットスターラーの上で約５時間加熱すること
により、前記担体に担持された水溶液中の水分を蒸発させて硝酸銅担持担体を乾固せしめ
た。次いで、前記蒸発乾固後の硝酸銅担持担体を、更に１１０℃で一晩（約１６時間）乾
燥させた後、大気中において３５０℃の温度条件で３時間焼成し、前記複合金属酸化物の
粉末に酸化銅（ＣｕＯ）が担持されたＣＯ酸化触媒を得た。なお、このようなＣＯ酸化触
媒中のＣｕＯの担持量は７．５質量％であった。また、このようにして得られたＣＯ酸化
触媒は定法により圧粉成形した後、破砕して直径０．５～１ｍｍのペレット状に成形した
。
【００４９】
　なお、以下、実施例１で製造した担体の特性（比表面積、各金属原子の分散性）につい
て記載する。
【００５０】
　〈比表面積〉
　実施例１で得られた複合金属酸化物の粉末の比表面積を、全自動比表面積測定装置（Ｍ
ＩＣＲＯ・ＤＡＴＡ社製の商品名「ＭＩＣＲＯ　ＳＯＲＰ４２３２II」）を用い、液体窒
素温度（－１９６℃）におけるＮ２吸着を利用したＢＥＴ一点法により算出した。その結
果、このようにして得られた複合金属酸化物の粉末の比表面積は１００ｍ２／ｇであるこ
とが確認された。
【００５１】
　〈細孔分布〉
　実施例１で得られた複合金属酸化物の粉末の細孔分布を水銀ポロシメータを用いて測定
したところ、複合金属酸化物の粉末はメソ細孔（平均細孔直径３０ｎｍ）を有し、細孔容
量は０．２０ｍＬ／ｇであることが分かった。
【００５２】
　〈一次粒子の平均粒子径〉
　実施例１で得られた複合金属酸化物の粉末中の各金属酸化物の粒子（一次粒子）の平均
粒子径をＸ線回折によるＣｅＯ２（２２０）のピークの半値幅から計算したところ、複合
金属酸化物中のセリアの粒子（一次粒子）の平均粒子径は７ｎｍであることが分かった。
【００５３】
　〈複合金属酸化物の粉末中の各金属原子の分散性〉
　実施例１で得られた複合金属酸化物の粉末の金属原子の分散性を、電界放射型走査透過
顕微鏡（ＦＥ－ＳＴＥＭ、（株）日立製作所製「ＨＤ－２０００」）を用いて、以下の方
法により観察した。すなわち、前記ＦＥ－ＳＴＥＭにおいて、複合金属酸化物粉末中の重
なりのない１つの粒子（セリアの一次粒子）に直径０．５ｎｍの電子線ビームを加速電圧
２００ｋＶで照射し、試料から発生した特性Ｘ線を、前記ＦＥ－ＳＴＥＭに装着されたＥ
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ＤＸ検出器（ＮＣＲＡＮ社製「Ｖａｔａｇｅ　ＥＤＸ　ｓｙｓｔｅｍ」）により検出して
、複合金属酸化物粒子について、断面の直径が０．５ｎｍの微小領域内の元素分析を行な
った。なお、このような元素分析は任意の５箇所の微小領域について行なった。なお、「
断面の直径が０．５ｎｍの微小領域」とは、前記複合金属酸化物粒子に照射された直径０
．５ｎｍの電子線ビームが透過した複合金属酸化物中の領域を意味する。このような断面
の直径が０．５ｎｍの微小領域内の元素分析を行なった結果、得られた複合金属酸化物粉
末は、元素分析を行なったいずれの微小領域においてもＣｅ、ＺｒおよびＡｌの含有率が
それぞれこれらの仕込み比率（Ｃｅ＝６１％、Ｚｒ＝１０％、Ａｌ＝２９％）±約１０％
の範囲内となっていることが確認された。すなわち、前記複合金属酸化物粉末は、断面の
直径が０．５ｎｍの微小領域のいずれにおいても、ほぼ仕込み比率の金属元素を含むもの
であり、セリアとジルコニアとアルミナがｎｍスケールで分散されていることが確認され
た。
【００５４】
　（実施例２）
　先ず、イオン交換水２００ｇに、ＣｅＯ２－ＺｒＯ２固溶体の粉末（日揮社製：ＣｅＯ

２含有量８７重量％、ＺｒＯ２含有量１３重量％、比表面積１５０ｍ２／ｇ、平均粒子径
９ｎｍ）３５．６ｇとＡｌ２Ｏ３粉末（日揮ユニバーサル社製：比表面積１５０ｍ２／ｇ
、平均粒子径１０ｎｍ）４．４ｇとを添加し、マグネットスターラで１時間撹拌した後、
更に、硝酸銅（ＩＩ）三水和物９．９ｇを添加して１時間撹拌し、混合液を得た。次に、
前記混合液を約２００℃のホットスターラーの上で約５時間加熱して水分を蒸発させて、
前記混合液中の固形分を乾固せしめた後、得られた固形分を１１０℃で一晩（約１６時間
）乾燥させた後、大気中において３５０℃の温度条件で３時間焼成し、ＣＯ酸化触媒を得
た。このようなＣＯ酸化触媒においては、担体がＣｅＯ２－ＺｒＯ２固溶体とＡｌ２Ｏ３

粉末との混合物（複合金属酸化物）により形成され、触媒中のＣｕＯ担持量は７．５質量
％であった。また、このようにして得られたＣＯ酸化触媒は、定法により圧粉成形した後
、破砕して直径０．５～１ｍｍのペレット状に成形した。
【００５５】
　（比較例１）
　担体としてＣｅＯ２粉末（阿南化成社製：比表面積１５０ｍ２／ｇ、平均粒子径１６ｎ
ｍ）を４０ｇ用い、前記担体に前記硝酸銅（ＩＩ）三水和物９．９ｇを溶解させた水溶液
（約２００ｍＬ）を含浸、担持して硝酸銅担持担体を得た後、前記硝酸銅担持担体を約２
００℃のホットスターラーの上で約５時間加熱することにより、前記水溶液中の水分を蒸
発させて硝酸銅担持担体を乾固せしめた。次に、前記蒸発乾固後の硝酸銅担持担体を、更
に１１０℃で一晩（約１６時間）乾燥させた後、大気中において３５０℃の温度条件で３
時間焼成し、前記ＣｅＯ２粉末（担体）に酸化銅（ＣｕＯ）が担持された比較のためのＣ
Ｏ酸化触媒を得た。なお、このようなＣＯ酸化触媒中のＣｕＯの担持量は７．５質量％で
あった。また、このようにして得られたＣＯ酸化触媒は定法により圧粉成形した後、破砕
して直径０．５～１ｍｍのペレット状に成形した。
【００５６】
　（比較例２）
　ＣｅＯ２粉末（４０ｇ）の代わりにＺｒＯ２粉末（第一稀元素化学工業社製：比表面積
１００ｍ２／ｇ、４０ｇ）を担体として用いた以外は、比較例１と同様にして比較のため
のＣＯ酸化触媒を得た。なお、このようなＣＯ酸化触媒中のＣｕＯの担持量は７．５質量
％であった。また、このようにして得られたＣＯ酸化触媒は定法により圧粉成形した後、
破砕して直径０．５～１ｍｍのペレット状に成形した。
【００５７】
　（比較例３）
　ＣｅＯ２粉末（４０ｇ）の代わりにＡｌ２Ｏ３粉末（日揮ユニバーサル社製：比表面積
１５０ｍ２／ｇ、平均粒子径１０ｎｍ、４０ｇ）を担体として用いた以外は、比較例１と
同様にして比較のためのＣＯ酸化触媒を得た。なお、このようなＣＯ酸化触媒中のＣｕＯ
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の担持量は７．５質量％であった。また、このようにして得られたＣＯ酸化触媒は定法に
より圧粉成形した後、破砕して直径０．５～１ｍｍのペレット状に成形した。
【００５８】
　（比較例４）
　ＣｅＯ２粉末（４０ｇ）の代わりにＣｅＯ２－ＺｒＯ２固溶体の粉末（日揮社製：Ｃｅ
Ｏ２含有量８７重量％、ＺｒＯ２含有量１３重量％、比表面積１５０ｍ２／ｇ、平均粒子
径９ｎｍ、４０ｇ）を担体として用いた以外は、比較例１と同様にして比較のためのＣＯ
酸化触媒を得た。なお、このようなＣＯ酸化触媒中のＣｕＯの担持量は７．５質量％であ
った。また、このようにして得られたＣＯ酸化触媒は定法により圧粉成形した後、破砕し
て直径０．５～１ｍｍのペレット状に成形した。
【００５９】
　（比較例５）
　先ず、硝酸アルミニウム９水和物０．２モル（７５．１ｇ）を２０００ｍｌのイオン交
換水に添加し、プロペラ撹拌器で５分間撹拌して溶解して溶液を得た。次に、この溶液に
ＣｅＯ２換算の濃度が２８質量％の硝酸セリウム水溶液３０４ｇ（ＣｅＯ２換算で０．５
モルに相当）を添加して５分間撹拌して混合水溶液を得た。そして、得られた混合水溶液
に２５質量％のアンモニア水１７７ｇを添加して１０分間撹拌し、沈殿物を含む水溶液を
得た。次いで、前記沈殿物を含む水溶液を２気圧の加圧下、１２０℃で２時間加熱処理し
、沈殿物を熟成させた。次に、このようにして熟成させた沈殿物を含む水溶液を１００℃
／時間の昇温速度で４００℃まで加熱し、その温度（４００℃）で５時間仮焼成した後、
６００℃で更に５時間焼成してセリアとアルミナとを含有する比較のための複合金属酸化
物の粉末を得た。なお、このようにして得られた比較のための複合金属酸化物の粉末（担
体）は、約８９質量％のＣｅＯ２と約１１質量％のＡｌ２Ｏ３によって構成されている。
【００６０】
　このようにして得られた複合金属酸化物の粉末を４０ｇ用い、前記複合金属酸化物の粉
末に対して、硝酸銅三水和物を９．９ｇ溶解させた水溶液（約２００ｍＬ）を含浸させて
、前記水溶液を前記複合金属酸化物の粉末に担持させて硝酸銅担持担体を得た。次に、前
記硝酸銅担持担体を約２００℃のホットスターラーの上で約５時間加熱することにより、
前記水溶液中の水分を蒸発させて硝酸銅担持担体を乾固せしめた。次いで、前記蒸発乾固
後の硝酸銅担持担体を、更に１１０℃で一晩乾燥させた後、大気中において３５０℃の温
度条件で３時間焼成し、前記複合金属酸化物の粉末に酸化銅（ＣｕＯ）が担持されたＣＯ
酸化触媒を得た。なお、このようなＣＯ酸化触媒中のＣｕＯの担持量は７．５質量％であ
った。また、このようにして得られたＣＯ酸化触媒は定法により圧粉成形した後、破砕し
て直径０．５～１ｍｍのペレット状に成形した。
【００６１】
　また、実施例１で採用した担体の特性（比表面積、細孔容量、細孔分布、平均粒子径、
各金属原子の分散性）の評価方法と同様の方法を採用して、比較例５で製造された比較の
ための複合金属酸化物の粉末（担体）の特性を評価したところ、比表面積が９０ｍ２／ｇ
であり、担体中にメソ細孔（平均細孔直径３０ｎｍ）が形成されており、一次粒子の平均
粒子径が７ｎｍであり、細孔容量は０．２０ｍＬ／ｇであることが確認されるとともに、
各金属原子の分散性がその元素分析を行なったいずれの微小領域においても仕込み比率（
Ｃｅ＝７１％、Ａｌ＝２９％）±約１０％の範囲内となっており、担体中においてセリア
とアルミナがｎｍスケールで分散されていることが分かった。
【００６２】
　（比較例６）
　金（Ａｕ）の含有量が３０重量％の塩化金酸水溶液（田中貴金属工業製）１．４８ｇを
約９０℃のイオン交換水（３０００ｍＬ）に溶解して溶液を得た後、この溶液をロータリ
ースターラで撹拌しながら、１規定のＮａＯＨ水溶液を滴下し、ｐＨが約９．０になるよ
うに調整した。次に、前記溶液に対して、チタニア（ＴｉＯ２）粉末（デグサ社製：アナ
ターゼ－ルチル混合相、比表面積６０ｍ２／ｇ）を１１．８ｇ添加した後、更に、１規定
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のＮａＯＨ水溶液を添加し、ｐＨを約９．０に保持しながら１時間撹拌した。次いで、前
記溶液をろ過し、固形分を取り出した後、前記固形分を室温（２５℃）の温度条件下にお
いて減圧乾燥させた。そして、乾燥後の固形分を大気中において３５０℃の温度条件で３
時間焼成し、ＴｉＯ２粉末にＡｕが担持されてなる比較のためのＣＯ酸化触媒を得た。な
お、このようなＣＯ酸化触媒中のＡｕの担持量は３．６質量％であった。また、このよう
にして得られたＣＯ酸化触媒は定法により圧粉成形した後、破砕して直径０．５～１ｍｍ
のペレット状に成形した。
【００６３】
　（比較例７）
　担体としてＡｌ２Ｏ３粉末（日揮ユニバーサル社製：比表面積１５０ｍ２／ｇ、平均粒
子径１０ｎｍ）を４０ｇ用い、前記担体に対して所定量のジニトロジアンミン白金水溶液
をＰｔの担持量が１質量％となるようにして含浸担持して白金担持担体を得た後、前記白
金担持担体を約２００℃のホットスターラーの上で約５時間加熱することにより、前記担
体に担持されている白金水溶液中の水分を蒸発させて、白金担持担体を乾固せしめた。次
いで、前記蒸発乾固後の白金担持担体を、更に１１０℃で一晩乾燥させた後、大気中にお
いて５００℃の温度条件で３時間焼成し、前記Ａｌ２Ｏ３粉末にＰｔが担持された比較の
ためのＣＯ酸化触媒を得た。なお、このようなＣＯ酸化触媒におけるＰｔの担持量は１質
量％である。また、このようにして得られたＣＯ酸化触媒は定法により圧粉成形した後、
破砕して直径０．５～１ｍｍのペレット状に成形した。
【００６４】
　［実施例１～２及び比較例１～７で得られたＣＯ酸化触媒の性能の評価］
　＜耐熱試験＞
　実施例１～２及び比較例１～７で得られた各ＣＯ酸化触媒（初期状態）をそれぞれ２．
５ｇづつ用い、各触媒をそれぞれ別々に１５ｍｌの磁性るつぼに入れ、空気を１０００ｍ
ｌ／分で供給しながら８００℃の温度条件で５時間加熱する処理を施して、耐熱試験後の
触媒をそれぞれ製造した。
【００６５】
　＜ＣＯ酸化活性の測定試験＞
　初期状態の実施例１～２及び比較例１～７で得られた各ＣＯ酸化触媒及び耐熱試験の実
施例１～２及び比較例１～７で得られた各ＣＯ酸化触媒をそれぞれ用いて、各触媒のＣＯ
酸化活性を測定した（ここにいう「初期状態」とは触媒の製造後において上記耐熱試験を
施していない状態をいう。）。すなわち、先ず、固定床流通式反応装置を用い、内径１５
ｍｍの石英反応管に充填した触媒１．０ｇに対して、ＣＯ（０．４容量％）、Ｏ２（１０
容量％）、ＣＯ２（１０容量％）、Ｈ２Ｏ（１０容量％）およびＮ２（残部）からなるモ
デルガスを７０００ｍｌ／分で供給しながら、触媒の床温（触媒への入りガス温度）を１
０℃／分の昇温速度で３５０℃まで昇温し、３５０℃で１０分間加熱した後、触媒の床温
（触媒への入りガス温度）が７０℃となるまで冷却する処理（前処理）を施した。次いで
、前記前処理後の触媒に対して前記モデルガスを７０００ｍｌ／分で供給しながら、触媒
の床温（触媒への入りガス温度）を１０℃／分の昇温速度で７０℃から５２０℃まで昇温
した。そして、このような昇温中における触媒からの出ガス（触媒に接触した後に石英反
応管から排出されるガス）中のＣＯ濃度を連続ガス分析計を用いて測定し、モデルガス中
のＣＯ濃度と出ガス中のＣＯ濃度とからＣＯ転化率を算出し、ＣＯ転化率が５０％に到達
したときの温度（５０％ＣＯ転化温度）及びＣＯ転化率が９０％に到達したときの温度（
９０％ＣＯ転化温度）をそれぞれ求めた。なお、得られた結果のうち、初期状態の実施例
１～２及び比較例１～７で得られた各ＣＯ酸化触媒の５０％ＣＯ転化温度を図１に示し、
初期状態の実施例１～２、比較例１並びに比較例４～５で得られた各ＣＯ酸化触媒の９０
％ＣＯ転化温度を図２に示し、耐熱試験後の実施例１～２及び比較例１～７で得られた各
ＣＯ酸化触媒の５０％ＣＯ転化温度を図３に示し、耐熱試験後の実施例１～２、比較例１
並びに比較例４～５で得られた各ＣＯ酸化触媒の９０％ＣＯ転化温度を図４に示す。
【００６６】
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　図１に示す結果（初期状態の触媒の５０％ＣＯ転化温度）からも明らかなように、初期
状態の実施例１～２で得られたＣＯ酸化触媒、初期状態の比較例１及び比較例４～５で得
られたＣＯ酸化触媒は、初期状態の比較例２、３、７で得られたＣＯ酸化触媒と比較して
、ＣＯ酸化活性が高いことが確認された。このような結果から、ＣｕＯを活性種としてＣ
ｅＯ２を含む担体を用いたＣＯ酸化触媒（実施例１～２、比較例１及び比較例４～５）に
おいては、ＺｒＯ２担体を用いた場合（比較例２）及びＡｌ２Ｏ３担体を用いた場合（比
較例３）に得られる触媒と比べて、低温条件下において、より高いＣＯ酸化活性が得られ
ることが分かった。
【００６７】
　また、図２に示す結果（初期状態の触媒の９０％ＣＯ転化温度）からも明らかなように
、本発明のＣＯ酸化触媒（実施例１～２）は、比較のためのＣＯ酸化触媒（比較例１及び
比較例４～５）と比較して、９０％ＣＯ転化温度が十分に低く、より低温から高度なＣＯ
酸化活性が得られることが確認された。このような結果から、ＣｅＯ２を含む担体の中で
もＣｅＯ２、ＺｒＯ２及びＡｌ２Ｏ３を含む担体を用いた本発明のＣＯ酸化触媒（実施例
１～２）は、ＣｅＯ２のみを含む担体を用いた場合（比較例１）、ＣｅＯ２とＺｒＯ２を
含む担体を用いた場合（比較例４）又はＣｅＯ２とＡｌ２Ｏ３を含む担体を用いた場合（
比較例５）に得られる触媒と比べて、低温から高度なＣＯ酸化活性が得られ、ＣＯ転化率
がより高くなる温度域（通常１８０～２５０℃程度）においても十分に高いＣＯ酸化活性
を発現することが分かる。
【００６８】
　更に、図３に示す結果（耐熱試験後の触媒の５０％ＣＯ転化温度）からも明らかなよう
に、８００℃の耐熱試験を施した後においては、本発明のＣＯ酸化触媒（実施例１～２）
は、比較のためのＣＯ酸化触媒（比較例１～７）よりも５０％ＣＯ転化温度が低く、また
、その５０％ＣＯ転化温度が十分に低い温度であることから、耐熱性に優れ、高温に晒さ
れた場合でも十分に高度なＣＯ酸化性能を有することが分かった。また、比較例６で得ら
れたＣＯ酸化触媒（Ａｕ／ＴｉＯ２）は、初期状態では非常に高い活性を発現（図１参照
）するものの、８００℃という高温に曝されると著しく活性が低下することから、実用に
は不十分なものであることが分かった。なお、このような比較例６で得られたＣＯ酸化触
媒の活性の低下は、Ａｕ粒子が粒成長し、ＣＯ酸化活性の発現に必要な２～３ｎｍのＡｕ
微粒子が消失したためであると本発明者らは推察する。また、図１及び図３に示す結果か
ら、本発明のＣＯ酸化触媒（実施例１～２）が、比較例７で得られたＣＯ酸化触媒よりも
、初期状態及び８００℃の耐熱試験後のいずれにおいても５０％ＣＯ転化温度が低いこと
が確認された。このような結果から、卑金属の酸化物であるＣｕＯを用いた本発明のＣＯ
酸化触媒（実施例１～２）が貴金属であるＰｔを用いた触媒（比較例７）よりも優れたＣ
Ｏ酸化性能を示すことが分かり、本発明のＣＯ酸化触媒がコスト面で非常に有意義なもの
であることが分かった。
【００６９】
　図４に示す結果（耐熱試験後の触媒の９０％ＣＯ転化温度）から、耐熱試験後において
も、本発明のＣＯ酸化触媒（実施例１～２）は、比較のためのＣＯ酸化触媒（比較例１及
び比較例４～５）と比較して９０％ＣＯ転化温度が十分に低く、その９０％ＣＯ転化温度
が十分に低い温度であることから、本発明のＣＯ酸化触媒（実施例１～２）は８００℃の
高温に晒されても十分に高度なＣＯ酸化性能を有することが確認された。また、図３及び
図４に示す結果からも明らかなように、耐熱試験後においては、ＣｅＯ２、ＺｒＯ２およ
びＡｌ２Ｏ３を含む担体にＣｕＯを担持した本発明のＣＯ酸化触媒（実施例１～２）は、
ＣｅＯ２のみを含む担体を用いた場合（比較例１）、ＣｅＯ２とＺｒＯ２を含む担体を用
いた場合（比較例４）又はＣｅＯ２とＡｌ２Ｏ３を含む担体を用いた場合（比較例５）に
得られる触媒と比べて低温から高度なＣＯ酸化活性が得られており、ＣＯ転化率がより高
くなる温度域（通常２００～３５０℃程度）においても十分に高いＣＯ酸化活性を発現す
ることが分かる。
【００７０】
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　〈水素昇温還元（Ｈ２－ＴＰＲ）試験〉
　実施例１～２及び比較例１～３で得られた各ＣＯ酸化触媒（初期状態）に対して、Ｈ２

－ＴＰＲ試験を行った。すなわち、固定床流通式反応装置を用い、内径１０ｍｍの石英反
応管に充填した触媒０．０８０ｇに対して、Ｏ２（６０容量％）／Ａｒ（残部）からなる
ガス（Ａ）を５０ｍｌ／分で供給し、触媒の床温を２０℃／分の昇温速度で３５０℃まで
昇温し、３５０℃で２０分間保持する処理（酸化前処理）を施した後、ガス（Ａ）で触媒
の床温が３０℃になるまで冷却し、その後、供給ガス種をＡｒ（１００容量％）からなる
ガス（Ｂ）に切り替えて、ガス（Ｂ）を５０ｍｌ／分の供給速度で３０分間供給する処理
（パージ処理）を施した。次に、供給ガス種をＨ２（１％）／Ａｒ（残部）からなるガス
（Ｃ）に切り替えて、ガス（Ｃ）を５０ｍｌ／分の供給速度で５分間供給した後、ガス（
Ｃ）を供給しながら触媒の床温を２０℃／分の昇温速度で３０℃から６００℃まで昇温し
た。そして、このような昇温中における出ガス中のＨ２濃度を質量分析計を用いて測定し
た。出ガス中のＨ２濃度と温度との関係を示すグラフを図５に示す。なお、Ｈ２の消費が
開始される温度から触媒中のＣｕＯ活性種の還元され易さが分かり、Ｈ２の消費量からＣ
ｕＯ活性種の還元量が分かる。
【００７１】
　図５に示す結果からも明らかなように、本発明のＣＯ酸化触媒（実施例１～２：初期状
態）及び比較例１で得られたＣＯ酸化触媒（初期状態）は、比較例２～３で得られたＣＯ
酸化触媒（初期状態）と比較して、十分に低温からＨ２が消費されていることが確認され
、触媒中のＣｕＯがより還元され易いことが分かった。このような結果と、図１に示す初
期状態の触媒の５０％ＣＯ転化温度の結果とに基づいて、本発明のＣＯ酸化触媒（実施例
１～２）及び比較例１で得られたＣＯ酸化触媒が初期状態において十分に高度な酸化活性
を示すことは、触媒中のＣｕＯが還元され易いことに起因するものであると本発明者らは
推察する。すなわち、触媒中のＣｕＯがより還元され易い状態にあることが高度なＣＯ酸
化活性を達成するための要因の一つとして挙げられると本発明者らは推察する。
【００７２】
　＜比表面積の測定＞
　実施例１～２及び比較例１～７で得られた各ＣＯ酸化触媒について、初期状態の触媒の
比表面積及び上記耐熱試験後の触媒の比表面積を、全自動比表面積測定装置（ＭＩＣＲＯ
・ＤＡＴＡ社製の商品名「ＭＩＣＲＯ　ＳＯＲＰ４２３２II」）を用いて、液体窒素温度
（－１９６℃）におけるＮ２吸着を利用したＢＥＴ一点法により、それぞれ求めた。得ら
れた結果を図６に示す。
【００７３】
　図６に示す結果からも明らかなように、本発明のＣＯ酸化触媒（実施例１～２）は、比
較例１及び比較例４～５で得られたＣＯ酸化触媒と比べて、耐熱試験後の比表面積が十分
に大きな値となることが確認された。このような結果に基づいてＣｅＯ２を含む担体を利
用してＣＯ酸化触媒を製造した場合について検討すると、ＣｅＯ２、ＺｒＯ２及びＡｌ２

Ｏ３を含む担体にＣｕＯを担持した本発明のＣＯ酸化触媒（実施例１～２）は、ＣｅＯ２

のみを含む担体を用いた場合（比較例１）、ＣｅＯ２とＺｒＯ２を含む担体を用いた場合
（比較例４）又はＣｅＯ２とＡｌ２Ｏ３を含む担体を用いた場合（比較例５）に得られる
触媒と比べて、８００℃の高温に曝されるときの担体の比表面積の低下割合が十分に小さ
いことが分かる。このような結果と図３～４に示す結果から、本発明のＣＯ酸化触媒（実
施例１～２）が耐熱試験後においても十分に高度な酸化活性を示す要因の一つとして、本
発明のＣＯ酸化触媒（実施例１～２）が８００℃という高温に晒されても比表面積の低下
が十分に抑制されていることが挙げられると本発明者らは推察する。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　以上説明したように、本発明によれば、２００℃程度の低温から十分に高度なＣＯ酸化
性能を発揮でき、８００℃程度の高温に晒された場合においても触媒のＣＯ酸化性能の低
下を十分に抑制することが可能であり、しかも十分に高度なＣＯ転化率を十分に低い温度
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から達成することが可能なＣＯ酸化触媒並びにそれを用いた排ガス浄化方法を提供するこ
とが可能となる。したがって、本発明のＣＯ酸化触媒は、自動車の内燃機関（特に好まし
くはディーゼルエンジン）からの排ガスを浄化するための触媒等として特に有用である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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