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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一の多孔質酸化物粒子上に貴金属Ａおよび遷移金属Ｂが担持され、かつ、前記貴金属
Ａと前記遷移金属Ｂとの少なくとも一部が、前記多孔質酸化物上で互いに接触しているか
、複合酸化物を形成していることを特徴とする高耐熱性排ガス浄化用触媒。
【請求項２】
　前記貴金属Ａの粒径が0.1 nm～10nmであり、かつ、前記遷移金属Ｂの粒径が1nm～50nm
であることを特徴とする請求項１記載の高耐熱性排ガス浄化用触媒。
【請求項３】
　前記貴金属Ａは、Ru、Rh、Pd、Ag、Ir、PtおよびAuの中から選択される少なくとも一種
類以上の元素であることを特徴とする請求項１又は２記載の高耐熱性排ガス浄化用触媒。
【請求項４】
　前記遷移金属Ｂは、Fe、Co、Ni、CuおよびMnの中から選択される少なくとも一種類以上
の元素であることを特徴とする請求項１又は２記載の高耐熱性排ガス浄化用触媒。
【請求項５】
　さらに、前記多孔質酸化物粒子上に担持されたCe、Nd、Pr、La、Zr、BaおよびMgの中か
ら選択される少なくとも一種類以上の元素を含む化合物を含むことを特徴とする請求項１
記載の高耐熱性排ガス浄化用触媒。
【請求項６】
　前記多孔質酸化物は、アルミナ、酸化セリウム、酸化チタン、ジルコニア及びシリカの
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中から選択される少なくとも一種類以上の化合物から形成されることを特徴とする請求項
１又は５記載の高耐熱性排ガス浄化用触媒。
【請求項７】
　請求項１に記載の高耐熱性触媒を製造する方法であって、
　有機溶媒中に界面活性剤と水とを混合して、微小水滴を界面活性剤により包接したミセ
ルを形成する逆ミセル溶液調製工程と、
　多孔質酸化物前駆体を前記ミセル溶液中に混合し、前記ミセル内に含有された多孔質酸
化物前駆体を不溶化または沈澱させる多孔質酸化物調製工程と、
　前記逆ミセル溶液中に、少なくとも貴金属Ａ塩水溶液及び遷移金属Ｂ塩水溶液を混合し
、同一のミセル内で貴金属Ａと遷移金属Ｂとを同時に析出させるか又は貴金属Ａ及び遷移
金属Ｂのいずれか一方を析出させた後に、他方の貴金属Ａ及び遷移金属Ｂのいずれかを順
次析出させるかの析出工程と、
　析出工程後のミセルを崩壊し、得られた沈澱物を焼成する焼成工程と、
　を含むことを特徴とする高耐熱性排ガス浄化用触媒の製造方法。
【請求項８】
　前記逆ミセル溶液調製工程は、内部に微小水滴を含むミセルの直径を20nm以下とするこ
とを特徴とする請求項７記載の高耐熱性排ガス浄化用触媒の製造方法。
【請求項９】
　前記多孔質酸化物調製工程は、多孔質酸化物の前駆体としてアルコキシドを前記ミセル
溶液中に混合し、前記ミセル内で加水分解を行い、多孔質酸化物の前駆体を不溶化するこ
とを特徴とする請求項７記載の高耐熱性排ガス浄化用触媒の製造方法。
【請求項１０】
　前記多孔質酸化物調製工程は、有機溶媒中に多孔質酸化物前駆体水溶液及び界面活性剤
を分散した混合溶液を前記ミセル溶液中に混合し、沈澱剤を混合して前記ミセル内に含有
された多孔質酸化物前駆体を沈澱することを特徴とする請求項７記載の高耐熱性排ガス浄
化用触媒の製造方法。
【請求項１１】
　前記貴金属Ａとして、Ru、Rh、Pd、Ag、Ir、PtおよびAuの中から選択される少なくとも
一種類以上の元素を用いることを特徴とする請求項７記載の高耐熱性排ガス浄化用触媒の
製造方法。
【請求項１２】
　前記遷移金属Ｂとして、Fe、Co、Ni、CuおよびMnの中から選択される少なくとも一種類
以上の元素を用いることを特徴とする請求項７記載の高耐熱性排ガス浄化用触媒の製造方
法。
【請求項１３】
　前記析出工程は、さらに、Ce、Nd、Pr、La、Zr、BaおよびMgの中から選択される少なく
とも一種の化合物を析出させることを特徴とする請求項７記載の高耐熱性排ガス浄化用触
媒の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車等の移動体に搭載されて高温環境下での使用に耐え得る高耐熱性排ガ
ス浄化用触媒及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　排ガスを浄化する排ガス浄化用触媒の研究開発が各種進められている。排ガス浄化用触
媒としては、例えば、アルミナ（Al2O3）等の多孔質酸化物から形成される担体上に、触
媒活性成分として、白金（Pt）やパラジウム（Pd）などの貴金属及びコバルト(Co)やセリ
ウム(Ce)などの遷移金属を担持して構成した触媒がある。担体に触媒活性成分を担持する
方法としては、例えば、含浸法、SPC法等がある。
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【０００３】
　含浸法は、まず、純水中に貴金属や遷移金属などの触媒活性成分を溶解して水溶液とし
、この水溶液を担体に吸着した後、吸引濾過し、乾燥した後、焼成して触媒としている。
しかし、含浸法では、粒径が数ミクロン～数十ミクロン程度の担体粒子の表面に触媒活性
成分を含有した水溶性塩を吸着させて、担体表面に触媒活性成分を担持したため、担体表
面での触媒活性成分の分散性には限度があった。このため、触媒活性成分の比表面積が低
下してしまい、高い触媒活性を得ることができなかった。
【０００４】
　そこで、担体に担持する貴金属等の触媒活性成分を微粒子化し、その比表面積を大きく
して、触媒活性を高める方法も開発されている。例えば、逆ミセル法(マイクロエマルジ
ョン)を用いて、ミセル内部で触媒活性成分を調製して触媒を製造する方法が開示されて
いる（例えば、特許文献１参照）。本技術では、まず、内部に貴金属を含むミセルと、内
部に遷移金属などの他の元素を含むミセルとを個別に調製する。その後、調製した各ミセ
ルを、多孔質酸化物前駆体であるアルミニウムイソプロポキシドを含む溶液中に滴下して
、混合溶液中で貴金属を含むミセルと遷移金属を含むミセルとを個別に包接して触媒とし
ている。
【特許文献１】特開２０００－４２４１１号公報（第４頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、予め別のミセル内で触媒活性成分を調製
したため、同一のミセル内に貴金属と遷移金属などの他の元素とが存在するとは限らなか
った。また、担体に担持した触媒活性成分の分散性が低いため、高い触媒活性を得ること
ができなかった。
【０００６】
　特に、500℃～600℃付近の高温環境下に触媒が晒された場合には、貴金属がシンタリン
グ（凝集）し、また、担体と貴金属とが複合酸化物を形成するなどにより、貴金属の比表
面積の低下に伴い触媒活性が著しく低下してしまう恐れを有していた。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、すなわち、本発明の高耐熱
性排ガス浄化用触媒は、同一の多孔質酸化物粒子上に貴金属Ａおよび遷移金属Ｂが担持さ
れ、かつ、貴金属Ａと前記遷移金属Ｂとの少なくとも一部が、多孔質酸化物上で互いに接
触しているか、複合酸化物を形成していることを要旨とする。
【０００８】
　本発明の高耐熱性排ガス浄化用触媒の製造方法は、上記の高耐熱性触媒を製造する方法
であって、有機溶媒中に界面活性剤と水とを混合して、微小水滴を界面活性剤により包接
したミセルを形成する逆ミセル溶液調製工程と、多孔質酸化物前駆体をミセル溶液中に混
合し、ミセル内に含有された多孔質酸化物前駆体を不溶化または沈澱させる多孔質酸化物
調製工程と、逆ミセル溶液中に、少なくとも貴金属Ａ塩水溶液及び遷移金属Ｂ塩水溶液を
混合し、同一のミセル内で貴金属Ａと遷移金属Ｂとを同時に析出させるか又は貴金属Ａ及
び遷移金属Ｂのいずれか一方を析出させた後に、他方の貴金属Ａ及び遷移金属Ｂのいずれ
かを順次析出させるかの析出工程と、析出工程後のミセルを崩壊し、得られた沈澱物を焼
成する焼成工程と、を含むことを要旨とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の高耐熱性排ガス浄化用触媒によれば、貴金属及び遷移金属等の触媒活性成分を
接した状態等として担体上に均一分散したため、耐熱性及び触媒活性を高めることができ
る。そして、排ガス浄化用触媒として高温度領域での触媒活性の低下を防止できるため、
耐久性を高めることができる。



(4) JP 4513384 B2 2010.7.28

10

20

30

40

50

【００１１】
　本発明の高耐熱性排ガス浄化用触媒の製造方法によれば、簡単な工程により、耐熱性か
つ触媒活性の優れた触媒を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態に係る高耐熱性排ガス浄化用触媒及びその製造方法について
、図１から図８までを用いて説明する。
【００１４】
　本発明の実施の形態に係る高耐熱性排ガス浄化用触媒は、同一の多孔質酸化物粒子上に
貴金属Ａおよび遷移金属Ｂが担持され、かつ、貴金属Ａと遷移金属Ｂとの少なくとも一部
が、多孔質酸化物上で互いに接触しているか、複合酸化物を形成している。
【００１５】
　図１は、本発明の実施の形態に係る高耐熱性排ガス浄化用触媒の一部断面を示す図であ
り、高耐熱性排ガス浄化用触媒１は、同一粒子の多孔質酸化物（例えば、γ-Al2O3）２上
に、貴金属Ａ（例えば、Pt）と遷移金属Ｂ（例えば、Co）とを担持し、遷移金属Ｂの一部
は、多孔質酸化物２と結合して化合物３（例えば、Coアルミネート）を形成し、また、貴
金属Ａと遷移金属Ｂとが複合粒子４を形成して多孔質酸化物粒子２上に担持されている。
なお、ここでは、「多孔質酸化物上」としたが、同一の多孔質酸化物の表面及び多孔質酸
化物の内部をも含む意味である。なお、遷移金属Ｂは、単純酸化物の他にも、複合酸化物
、金属（0価）あるいは合金などの状態として存在する。
【００１６】
　このように同一粒子の多孔質酸化物２上に貴金属Ａ及び遷移金属Ｂを均一に分散するこ
とにより、本来有している貴金属Ａの触媒活性が高まる。貴金属Ａの触媒活性が高まる理
由の詳細は不明であるが、上記構成の触媒を排ガス浄化用触媒として使用した場合に、例
えば、反応ガスの酸素量と還元剤量とが等しい領域(ストイキ)においても、単独では触媒
活性の低い遷移金属Ｂにまで反応ガスが到達する。この結果、反応活性が得やすい還元状
態となるため、貴金属Ａを単独で使用した場合に比べて、触媒活性が飛躍的に向上するも
のと考えられる。
【００１７】
　また、上記高耐熱性排ガス浄化用触媒において、貴金属Ａの粒径が0.1 nm～10nmであり
、かつ、遷移金属Ｂの粒径が1nm～50nmであることが好ましい。貴金属Ａおよび遷移金属
Ｂの粒径を上記範囲とすることにより、遷移金属Ｂの担持による貴金属Ａの触媒活性を十
分に高めることができる。なお、より好ましい貴金属Ａの粒径は、0.1nm～6.0nmの範囲で
あり、また、遷移金属Ｂの粒径は、1nm～35nmの範囲である。
【００１８】
　さらに、上記高耐熱性排ガス浄化用触媒において、貴金属Ａは、Ru、Rh、Pd、Ag、Ir、
PtおよびAuの中から選択される少なくとも一種類以上の元素とすることが好ましい。例示
した貴金属Ａの中でも、Pt、Rh、Pdとすることが好ましく、特に、Ptが好ましい。さらに
、貴金属Ａとして２種類以上の貴金属を用いても良く、例えば、Pt-RhまたはPd-Rhの組合
せとすることが好ましい。
【００１９】
　また、上記高耐熱性排ガス浄化用触媒において、遷移金属Ｂは、Fe、Co、Ni、Cuおよび
Mnの中から選択される少なくとも一種類以上の元素とすることが好ましい。例示した遷移
金属Ｂの中でも、Fe、Co、Niとすることが好ましく、特に、Coが好ましい。Coが好ましい
詳細な理由は不明であるが、Coは遷移金属の中でも特に様々な価数をとるため、価数を変
化させて貴金属Ａに電子を供与して、貴金属Ａの触媒活性を高める働きがあるものと考え
られる。さらに、遷移金属Ｂとして２種類以上の遷移金属を用いても良く、例えば、Fe-C
oまたはFe-Ni等を組み合わせることができる。このように２種類以上の遷移金属を用いる
場合には、製造時に混合する遷移金属の前駆体は、硝酸塩などの同種の塩とすることが好
ましい。
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【００２０】
　さらに、図１には図示しないが、上記高耐熱性排ガス浄化用触媒において、多孔質酸化
物粒子上に、Ce、Nd、Pr、La、Zr、BaおよびMgの中から選択される少なくとも一種類以上
の元素を含む化合物を担持することが好ましい。また、例示した元素のうち２種類以上の
元素を組み合わせることも可能であり、Ce-Zr、La-Ceなどの組合せとして用いることもで
きる。このように例示した元素を含む化合物を多孔質酸化物上に担持することにより、触
媒の耐熱性を高めることができるが、その詳細な理由は不明である。例えば、La、Tiなど
は、多孔質酸化物の結晶格子内に入り込み、粒子間の凝集もしくは相転移に伴う比表面積
の低下を抑制する効果が得られ、また、Ce、Zrなどは、酸化物の価数変化に伴う酸素吸放
出効果により貴金属の酸化による失活及び多孔質酸化物への固溶を抑制する効果などが知
られている。これらの各種の効果に起因して、触媒の耐熱性を高められるものと考えられ
る。
【００２１】
　また、上記高耐熱性排ガス浄化用触媒において、多孔質酸化物は、アルミナ、酸化セリ
ウム、酸化チタン、ジルコニア及びシリカの中から選択される少なくとも一種類以上の化
合物から形成されることが好ましい。
【００２２】
　次に、本発明の実施の形態に係る高耐熱性排ガス浄化用触媒の製造方法を説明する。
【００２３】
　本発明の実施の形態に係る高耐熱性排ガス浄化用触媒の製造方法は、基本的に、逆ミセ
ル溶液調製工程、多孔質酸化物調製工程、析出工程、焼成工程の各工程を経る。さらに詳
細な工程は、図２及び図３を用いて説明する。
【００２４】
　図２は、本発明の実施の形態に係る逆ミセル法を用いた触媒の製造方法の手順を説明す
る工程図である。
【００２５】
　図２に示すように、まず、有機溶媒中に界面活性剤と水、もしくは硝酸アルミニウムな
どの水溶液を混合し、界面活性剤から形成される直径20nm以下の逆ミセルを多数形成し、
有機溶媒中に複数の逆ミセルを分散した逆ミセル溶液を調製する（逆ミセル溶液調製工程
（工程1））。すると、図３(a)に示すように、逆ミセル５が界面活性剤６により球状に形
成され、逆ミセル５内部に水（もしくは水溶液）７が含まれて水相が形成される。
【００２６】
　次に、逆ミセル内部に多孔質酸化物前駆体水溶液を含まない場合にはシクロヘキサンな
どの有機溶媒中に多孔質酸化物前駆体（例えば、アルミニウムイソプロポキシドなど）を
分散した混合溶液を作製し、作製した混合溶液を逆ミセル溶液中に混合する（工程2）。
すると、図３(b)に示すように、ミセル５内部の水相に多孔質酸化物前駆体８が含まれる
。
【００２７】
　多孔質酸化物前駆体としてアルミニウムイソプロポキシドなどのアルコキシドを混合し
た場合は、アルコキシドは逆ミセル５内の水相に進入すると同時に加水分解されて、ただ
ちに水酸化アルミニウム等の水酸化物が形成される。また、有機溶媒中に多孔質酸化物前
駆体水溶液及び界面活性剤を分散した混合溶液をミセル溶液中に混合し、例えば、硝酸ア
ルミニウムなどの塩を逆ミセル内に含有した場合は、沈澱剤を混合して多孔質酸化物前駆
体を沈澱させる。これにより逆ミセル内部で多孔質酸化物前駆体を不溶化又は沈澱する（
多孔質酸化物調製工程（工程3））。
【００２８】
　次いで、逆ミセル溶液中に、少なくとも貴金属Ａ塩水溶液及び遷移金属Ｂ塩水溶液を混
合し、多孔質酸化物、例えば、水酸化物表面に貴金属Ａ及び遷移金属Ｂを吸着させる（工
程4）。
【００２９】



(6) JP 4513384 B2 2010.7.28

10

20

30

40

50

 その後、還元剤を混合し、同一の逆ミセル５内部で、貴金属Ａと遷移金属Ｂとを同時に
析出させる（析出工程（工程5））。すると、図３(c)に示すように、ミセル５内部の多孔
質酸化物前駆体８上に貴金属Ａ及び遷移金属Ｂが析出する。
【００３０】
　その後、逆ミセル溶液中に、例えば、メタノール（CH3OH）等のアルコールを添加し、
逆ミセルを崩壊させて沈殿物とする（工程6）。
【００３１】
　得られた沈澱物を水及びアルコールにより不純物を洗浄し（工程7）、その後、120℃で
12時間以上乾燥する（工程8）。さらに、乾燥後に得られた粉末を、400℃の空気気流下で
1時間焼成する（焼成工程（工程9））。
【００３２】
　図３(d)に示すように、焼成後に得られた触媒粉末９は、同一粒子の多孔質酸化物２上
に貴金属Ａおよび遷移金属Ｂが均一に分散されて担持される。そして、遷移金属Ｂの一部
は、多孔質酸化物２と結合して化合物３を形成し、貴金属Ａと遷移金属Ｂとが複合粒子４
を形成して多孔質酸化物粒子２上に担持される。
【００３３】
　上記高耐熱性排ガス浄化用触媒の製造方法において、逆ミセル法を用いて形成したミセ
ルの径は、界面活性剤とミセル内部に含まれる水との比率によりほぼ決まることが知られ
ている。このため、逆ミセル溶液を調製する際、逆ミセルを形成する界面活性剤に対する
逆ミセル内部の水のモル比RW（［水（H20）］/［界面活性剤］）を5～30の範囲とし、特
に、10～20の範囲とすることが好ましい。なお、ここで水とは、金属塩中の水和物に含ま
れる水分子をも含むものである。本範囲にモル比RWを規定したのは、モル比が上限値を超
えると逆ミセルの形成が困難となり、モル比RWが本範囲の下限値未満になると、逆ミセル
内部に貴金属Ａ及び遷移金属Ｂなどの触媒活性成分を導入することが難しくなるからであ
る。なお、後述する実施例では、特に断りがない限り、モル比RW（水/界面活性剤）を20
として触媒を調製した。
【００３４】
　また、上記高耐熱性排ガス浄化用触媒の製造方法の多孔質酸化物調製工程において、ミ
セル内部で多孔質酸化物前駆体を不溶化又は沈澱したため、逆ミセル法を用いて製造した
多孔質酸化物と比べて、比表面積が大きいだけでなく、高温条件下においても比表面積の
低下が少なく、耐熱性の優れた多孔質酸化物とすることができる。多孔質酸化物の比表面
積は大きいことが好ましいが、これは、高温条件下で著しく比表面積が減少すると、同時
に担持した触媒活性成分が凝集してしまい、触媒の活性が低下するからである。このため
、高温時における多孔質酸化物の比表面積を大きく維持することが好ましい。具体的には
、空気気流下、600℃の空気気流下において、3時間焼成した状態で、比表面積が150m2/g
以上であることが好ましく、特に、200m2/g以上とすることが好ましい。さらに、比表面
積の大きい多孔質酸化物上に、貴金属Ａ及び遷移金属Ｂを担持することにより、貴金属Ａ
及び遷移金属Ｂの分散性が向上するため、触媒活性が高く、かつ、耐熱性に優れた高性能
の触媒とすることができる。
【００３５】
　さらに、上記高耐熱性排ガス浄化用触媒の製造方法における工程４及び工程５の析出工
程では、逆ミセル溶液中に、貴金属Ａ塩水溶液及び遷移金属Ｂ塩水溶液を混合した後、同
一の逆ミセル内部で貴金属Ａと遷移金属Ｂとを同時に析出させている。このように同時に
析出すると、逆ミセル内で多孔質酸化物前駆体表面に貴金属Ａと遷移金属Ｂとが吸着し、
多孔質酸化物上に貴金属と遷移金属とが均一に分散する。このため、多孔質酸化物上に貴
金属Ａ及び遷移金属Ｂを均一に担持し、貴金属Ａと遷移金属Ｂとの接触面積が増加して触
媒活性が高まるため、貴金属Ａと遷移金属Ｂとを同時に析出することが好ましい。ただし
、析出工程は、貴金属Ａと移金属Ｂとを同時に析出する方法に限定されるものではない。
例えば、最初に、逆ミセル溶液中に貴金属Ａ塩水溶液を混合した後、還元剤を混合した貴
金属Ａを析出し、その次に、逆ミセル溶液中に遷移金属Ｂ塩水溶液を混合した後、還元剤
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を混合して遷移金属Ｂを析出させて、順次に析出させても良い。また、最初、逆ミセル溶
液中に遷移金属Ｂ塩水溶液を混合して、遷移金属Ｂを析出した後、次に、貴金属Ａ塩水溶
液を混合して貴金属Ａを析出させる順序としても良い。
【００３６】
　また、逆ミセルの直径数～数十ナノメートルの微少空間内において、多孔質酸化物と貴
金属Ａ及び遷移金属Ｂとを混合し、貴金属Ａ及び遷移金属Ｂを析出したため、多孔質酸化
物上に貴金属Ａ及び遷移金属Ｂを均一に担持した触媒とすることができる。
【００３７】
　さらに、析出工程では、多孔質酸化物と貴金属Ａの耐熱性を高める目的として、例えば
、前述したCe、Nd、Pr、La、Zr、BaおよびMgの中から選択される少なくとも一種類以上の
元素を含む化合物を析出させることができる。多孔質酸化物粒子上に化合物を担持する場
合には、同種塩を用いて水溶液中で同時に担持しても良く、また、一種類づつ逐次含浸を
繰り返して担持することもできる。より具体的には、析出工程を経た逆ミセル溶液中に、
Ce、Nd、Pr、La、Zr、BaおよびMgなどの元素を含む塩を純水中に溶解させた水溶液を分散
させて、含浸法を用いて触媒粉末表面に吸着担持することもできる。
【００３８】
　以下、上記触媒の製造方法において使用する材料を説明する。
【００３９】
　逆ミセル溶液の油相としては、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、シクロヘプタ
ン、ヘプタノール、オクタノール、ドデシルアルコール、セチルアルコール、イソオクタ
ン、ｎ－ヘプタン、ｎ－ヘキサン、ｎ－デカン、ベンゼン、トルエン、キシレン等を使用
することができる。また、これらの２種以上の混合溶液を用いても良く、例えば、貴金属
Ａを含むミセルと遷移金属Ｂを含むミセルの油相を異なる溶液を用いて調製しても良い。
【００４０】
　逆ミセル溶液の界面活性剤としては、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ラ
ウリン酸マグネシウム、カプリン酸亜鉛、ミリスチン酸亜鉛、ナトリウムフェニルステア
レート、アルミニウムジカプリレート、テトライソアミルアンモニウムチオシアネート、
ｎ－オクタデシルトリｎ－ブチルアンモニウム蟻酸塩、
ｎ－アミルトリｎ－ブチルアンモニウムヨウ化物、ナトリウムビス（２－エチルヘキシル
）琥珀酸塩、ナトリウムジノニルナフタレンスルホネート、カルシウムセチルサルフェー
ト、ドデシルアミンオレイン酸塩、ドデシルアミンプロピオン酸塩、セチルトリメチルア
ンモニウムブロマイド、ステアリルトリメチルアンモニウムブロマイド、セチルトリメチ
ルアンモニウムクロライド、ステアリルトリメチルアンモニウムクロライド、ドデシルト
リメチルアンモニウムブロマイド、オクタデシルトリメチルアンモニウムブロマイド、ド
デシルトリメチルアンモニウムクロライド、オクタデシルトリメチルアンモニウムクロラ
イド、ジドデシルジメチルアンモニウムブロマイド、ジテトラデシルジメチルアンモニウ
ムブロマイド、ジドデシルジメチルアンモニウムクロライド、ジテトラデシルジメチルア
ンモニウムクロライド、（2－オクチルオキシ－1－オクチルオキシメチル）ポリオキシエ
チレンエチルエーテル等を使用することができる。また、これらの２種以上の混合溶液を
用いても良く、例えば、貴金属Ａを含むミセルと遷移金属Ｂを含むミセルの界面活性剤を
異なる溶液を用いて調製しても良い。
【００４１】
　多孔質酸化物前駆体としては、硝酸アルミニウム、硝酸セリウム、チタンテトライソプ
ロポキシド、オルトケイ酸テトラエチル、アンモニウムイソプロポキシド等を用いること
ができる。また、多孔質酸化物の耐熱性を高めるために、硝酸アルミニウムと硝酸セリウ
ム、硝酸アルミニウムと硝酸ランタン等を混合して用いることもできる。
【００４２】
　貴金属塩としては、例えば、ジニトロジアンミンPt(II)硝酸酸性水溶液、ヘキサクロロ
Pt（IV）酸溶液、ヘキサアンミンPt（IV）テトラクロライド溶液、塩化Pd水溶液、硝酸パ
ラジウム水溶液、ジニトロジアンミンPdジクロライド溶液、塩化ロジウム溶液、硝酸ロジ
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ウム溶液、塩化ルテニウム溶液、硝酸ルテニウム溶液、ヘキサクロロイリジウム酸水溶液
等を使用することができる。
【００４３】
　沈澱剤としては、アンモニア水、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド(TMAH)、水酸
化ナトリウム等、遷移金属Ｂの水酸化物が得られるものを用いることができる。
【００４４】
　還元剤としては、ヒドラジン、ホウ素化水素ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、クエン
酸、クエン酸ナトリウム、L－アスコルビン酸、水素化ホウ素ナトリウム、ギ酸、ホルム
アルデヒド、メタノール、エタノール、エチレン、ビタミンＢ等を使用することができる
。また、これらの２種以上の混合溶液を用いても良い。
【００４５】
　上記触媒の製造方法により製造した触媒を用いて、排ガス浄化用触媒として使用するこ
とが好ましい。排ガス浄化用触媒は、500℃～600℃付近の高温環境下に晒されるが、上記
製造方法を用いて製造した触媒は、担体上に触媒活性成分の微粒子が均一に分散するため
、高温度領域における貴金属のシンタリング（凝集）を抑制して高い触媒活性を維持でき
るため、触媒の耐久性を高めることができる。
【００４６】
　以下、実施例及び比較例を用いて具体的に説明するが、本発明の高耐熱性排ガス浄化用
触媒は、例示した実施例に限定されるものではないことはもちろんである。
【実施例】
【００４７】
[実施例1]
　実施例1は、図4に示すアルミニウムイソプロポキシド(Al-isoP)を多孔質酸化物前駆体
源とし、PtとCoを同時に還元して触媒粉末を作製した。
【００４８】
　界面活性剤としてポリエチレングリコール（5）モノ－4－ノニルフェニルエーテル330g
に、溶媒としてシクロヘキサン5000mlを加え、0.15モル％/Lの界面活性剤を含む溶液を調
製し、これを攪拌した後、さらに純水を加えてミセル内部が水相となる逆ミセル溶液を作
製した（工程10）。作製した逆ミセル溶液中に、シクロヘキサン20mlとアルミニウムイソ
プロポキシド20gとを混合した溶液を加え、ミセル内の純水と加水分解を行い、約2時間攪
拌した後、ミセル内に水酸化アルミニウムを含む逆ミセル溶液を調製した（工程11）。
【００４９】
　次に、貴金属ＡとしてジニトロジアミンPt硝酸酸性水溶液（Pt濃度8.46 wt％）0.60ｇ
、遷移金属Ｂとして硝酸コバルト6水和物粉末1.3ｇ、純水を加え、これを攪拌して溶解し
た混合溶液を、調製した逆ミセル溶液に加えた後、約2時間攪拌し、内部に水酸化アルミ
ニウムを含みPtとCo塩とを含有したミセルを調製して混合溶液とした（工程12）。
【００５０】
　その後、得られた混合溶液中に還元剤としてヒドラジン0.71gを加えて、PtとCoとを同
時に析出させて、約2時間攪拌した（工程13）。
【００５１】
　さらに、内部でPtとCoとを同時に析出してミセルを調製した混合溶液に、メタノール50
0mlを加え、ミセルを崩壊して沈澱させた。約2時間攪拌した後、濾過して溶媒と分離した
。得られた沈澱物をアルコール、純水で洗浄し、余分な界面活性剤等の不純物を除去した
。沈澱物を100℃で12時間乾燥した後（工程14）、400℃の空気気流中で焼成し（工程15）
、Al2O3 1gに対してPt1wt％、Co5wt％を担持した触媒粉末とした。
【００５２】
[実施例2]
　実施例2は、図5に示す硝酸アルミニウムによる共還元を使用して触媒粉末を作製した。
【００５３】
　界面活性剤としてポリエチレングリコール（5）モノ－4－ノニルフェニルエーテル330g
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に、溶媒としてシクロヘキサン5000mlを加えて、0.15モル％/Lの界面活性剤を含む溶液を
調製し、これを攪拌し、さらに硝酸アルミニウム9水和物36.8gを純水中に溶解させた水溶
液を加えて逆ミセル溶液を作製した（工程20）。
【００５４】
　作製した逆ミセル溶液に、25%アンモニア水を加えて硝酸アルミニウムを沈澱させて約2
時間攪拌した後、ミセル内に水酸化アルミニウムを含む逆ミセル溶液を調製した（工程21
）。
【００５５】
 その後の工程22～工程25は、実施例１の図4に示した工程12～工程15と同様の手順を用い
て、Al2O3 1gに対してPt1wt％、Co5wt％を担持した触媒粉末とした。
【００５６】
　なお、硝酸アルミニウムの添加量は、実施例1のアルミニウムイソプロポキシドと同モ
ルであり、25%アンモニア水の添加量は充分に硝酸アルミニウムを沈澱可能な量とした。
【００５７】
[実施例3]
　実施例3は、基本的に実施例1と同様の手順を用いた。実施例1と異なるのは工程12であ
る。工程12では、ジニトロジアミンPt硝酸酸性溶液と純水のみを添加した後に水素化ホウ
素ナトリウムを添加したPtの3倍のモル数を加えて、Ptを還元し、約2時間攪拌した。次い
で、硝酸コバルト6水和物粉末と純水を加え攪拌した水溶液を混合溶液中に加え、しかる
後にヒドラジンを添加したコバルトの3倍のモル数を加え、約2時間攪拌した。
【００５８】
[実施例4]
　実施例4は、基本的に実施例2と同様の手順を用いた。実施例2と異なるのは工程20であ
る。工程20では、硝酸アルミニウム9水和物と硝酸セリウムとをアルミニウムとセリウム
との酸化物換算で9：1となるように純水と混合した水溶液を調製した。その他は実施例2
と同様の手順を用いて、0．9g のAl2O3及び0.1g のCeO2に対して、Pt1wt%、Co5t%を各々
担持した実施例4の触媒粉末を得た。
【００５９】
　なお、添加した25％アンモニア水の量は、硝酸アルミニウム及び硝酸セリウムが充分に
沈澱を形成可能な量とした。
【００６０】
[実施例5]
　実施例5は、基本的に実施例2と同様の手順を用いた。実施例2と異なるのは工程20であ
る。工程20では、硝酸アルミニウム9水和物と硝酸ランタンとをアルミニウムとランタン
との酸化物換算で20：1となるように純水と混合した水溶液を調製した。その他は実施例2
と同様の手順を用いて、0.95ｇのAl2O3及び0.05gのLa2O3に対して、Pt1wt%、Co5t%を各々
担持した実施例5の触媒粉末を得た。
【００６１】
　なお、添加した25%アンモニア水の量は、硝酸アルミニウム及び硝酸ランタンが充分に
沈澱を形成可能な量とした。
【００６２】
[実施例6]
　実施例6は、基本的に実施例1と同様の手順を用いた。実施例1と異なる工程は、工程12
及び工程13である。工程12では、ジニトロジアミンPt硝酸酸性溶液と純水のみを加えて約
2時間攪拌した。工程13では、還元剤量をPtのモル比の3倍量として添加し、焼成して触媒
粉末とした。
【００６３】
　さらに、得られた触媒粉末1gに対して、（酢酸セリウム）をCeとして5wt%となるよう調
製し、純水中に溶解させた水溶液中に分散させて約1時間攪拌して含浸担持した。この後
、触媒粉末を吸引濾過し、150℃で12時間乾燥した後、400℃で1時間焼成し、実施例6の触
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媒粉末を得た。
【００６４】
[実施例7]
　実施例7は、基本的に実施例1と同様の手順を用いた。実施例1と異なる工程は、工程12
である。工程12では、ジニトロジアミンPt硝酸酸性溶液と硝酸ロジウム溶液とを、Al2O3 
1gに対しPt1wt%、Rh0.2wt%となるように混合し、また、硝酸コバルトに変えて硝酸ジルコ
ニウムを等モル加えた。
【００６５】
[実施例8]
　実施例8は、基本的に実施例1と同様の手順を用いた。実施例1と異なる工程は、工程12
である。工程12では、ジニトロジアミンPt硝酸酸性溶液に代えて硝酸パラジウム溶液を、
Al2O3 1gに対しPd0.5wt%となるよう混合し、また、硝酸コバルトに変えて硝酸鉄を等モル
加えた。
【００６６】
[実施例9]
　実施例9は、基本的に実施例1と同様の手順を用いた。実施例1と異なる工程は、工程12
である。工程12では、ジニトロジアミンＰｔ硝酸酸性溶液を、Al2O31gに対してPt0.3wt%
となるよう混合した。
【００６７】
[実施例10]
　実施例10は、基本的に実施例1と同様の手順を用いた。実施例1と異なる工程は、工程11
である。工程11では、Alイソプロポキシドに替えてオルトケイ酸テトラエチルを、Si2O21
gに対してPt1wt％、Co5wt％となるよう混合した。
【００６８】
[実施例11]
　実施例11は、基本的に実施例1と同様の手順を用いた。実施例1と異なる工程は、工程11
である。工程11では、Alイソプロポキシドに替えてTiテトライｓプロポキシドを、Ti2O21
gに対してPt1wt％、Co5wt％となるよう混合した。
【００６９】

[比較例1]
　比較例1は、図6に示す製造手順を用いて触媒粉末を作製した。
【００７０】
　酸化アルミニウム（γ-Al2O3）5g（工程30）を、硝酸コバルト6水和物1.3gを純水で溶
解した硝酸コバルト水溶液中に分散させた後、約1時間攪拌し（工程31）、その後、150℃
で12時間乾燥して水分を除去した。さらに、400℃の空気気流中で1時間焼成し、Co5%を担
持したAl2O3粉末を得た（工程32）。
【００７１】
　次に、ジニトロジアミンPt硝酸酸性水溶液（Pt濃度8.46 wt%）0.61gと純水を加えて良
く攪拌した溶液を作製した。作製した溶液中に、得られたCo5%を担持したAl2O3粉末を分
散させて約１時間攪拌した（工程33）。その後、0℃で12時間乾燥し、空気気流中400℃で
1時間焼成し、Pt1wt%、Co5wt%を担持したAl2O3粉末を得た（工程34）。
【００７２】
[比較例2]
　比較例2は、図7に示す製造手順を用いて触媒粉末を作製した。
【００７３】
　界面活性剤としてポリエチレングリコール（5）モノ－4－ノニルフェニルエーテルに、
溶媒としてシクロヘキサンを加えて、0.15モル％/Lの界面活性剤を含む溶液を調製し、こ
れを攪拌した。この溶液に貴金属ＡとしてジニトロジアミンPt硝酸酸性水溶液（Pt濃度8.
46 wt%）とヒドラジンとを加えて混合後、約2時間攪拌し、Ptを含む逆ミセル溶液を調製
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【００７４】
　工程40と同様に、界面活性剤としてポリエチレングリコール（5）モノ－4－ノニルフェ
ニルエーテルに、溶媒としてシクロヘキサンを加えて、0.15モル％/Lの界面活性剤を含む
溶液を調製し、これを攪拌した。この溶液に遷移金属Ｂとして硝酸コバルト6水和物と25%
アンモニア水とを加えて混合後、約2時間攪拌し、Coを含む逆ミセル溶液を調製した（工
程41）。
【００７５】
　次に、シクロヘキサンにアルミニウムイソプロポキシドを含有した混合溶液中に（工程
42）、工程40、工程41で調製した各逆ミセル溶液を滴下し、PtとCoを水酸化Alで包接し、
約2時間攪拌した（工程43）。
【００７６】
　工程43で調製した混合溶液中に、メタノール(CH3OH)を加えてミセルを崩壊し、約2時間
攪拌した後、濾過して溶媒と分離した。溶媒と分離して得られた沈澱物をアルコールで洗
浄して余分な界面活性剤を除去した。得られた沈澱物を100℃で12時間乾燥し（工程44）
、次いで、400℃の空気気流中で焼成し（工程45）、Al2O3 1gに対して、Pt1wt%、Co5wt%
を各々担持した触媒粉末を得た。
【００７７】
　前述した実施例1～実施例9、比較例1及び比較例2の製造方法から得られた各触媒粉末を
用いて、触媒とした。具体的には、触媒粉末50ｇ、ベーマイト10ｇ、10％硝酸含有水溶液
157ｇをアルミナ製磁性ポットに投入し、アルミナボールと共に振とう粉砕し、触媒スラ
リを得た。
【００７８】
　その後、触媒スラリをコージェライト製のハニカム基材（900セル/2.5ミル、容量0.06L
）に投入し、空気気流で余剰スラリを除去した後、120℃で乾燥し、400℃の空気気流中で
焼成し、実施例1～実施例9、比較例1及び比較例2の各触媒とした。
【００７９】
　得られた各触媒について、以下に示す条件で触媒耐久試験を行い、触媒の性能を評価し
た。
【００８０】
　触媒耐久試験は、日産自動車（株）社製のV型6気筒エンジンを使用して、無鉛ガソリン
を燃料とした。耐久試験にはテストピース用にハニカム基材への排ガス流量を調節可能な
治具を用い、排ガス浄化触媒として、実施例1～9及び比較例1～2の各触媒を用いて、触媒
の入口温度を750℃となるよう触媒位置を調節し、30時間エンジンを稼働した。その後、
耐久後の触媒を切断し、触媒容量40ccとして触媒の性能評価をした。なお、触媒の性能評
価の条件として、酸素量と還元剤量とが等しいストイキの組成とし、表１に示す成分を有
する反応ガスを使用した。
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【表１】

【００８１】
　また、反応ガス流量40L/分、反応ガス温度300℃、触媒容量40ccとして、各触媒の性能
を評価した。このうち触媒入口NOx濃度と出口NOx濃度とが安定した時点でその比からNOx
浄化率（％）を算出した。その評価結果を表２に示す。　　　
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【表２】

【００８２】
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　表２に示す結果から、実施例1から実施例7までの各触媒は、担体にPt1.00wt%、Co、Fe
、Zrなどを5.00wt%の濃度で担持したため、いずれも耐久試験後におけるNOx浄化率が51%
以上の高い値を示していた。これに対して、実施例1～7と同様に、Pt1.00wt%、Co5.00wt%
の担持濃度とした比較例1及び比較例2では、いずれも耐久試験後におけるNOx浄化率が44%
以下の値を示しており、NOx浄化性能が低下したことが判明した。比較例1の担体のアルミ
ナ粒子が、数ミクロン程度の大きさであるため、担持するPtとCoとが離れた状態となり、
触媒活性が充分に発揮されなかったものと考えられる。また、比較例2では、図7に示すよ
うに、別のミセル内でPtとCoとを調製したためCoと Ptとが分離して担持され、担体にPt
とCoとが均一に分散しないため、Coの助触媒効果が発揮されず、触媒活性が低下したもの
と考えられる。また、実施例8の触媒では、NOx浄化率が42%と低い値であったが、Ptの担
持濃度を0.50wt%と低くしたことに起因するものである。このようにPtの担持濃度を低く
した場合であっても、Feを5.00wt%担持することにより、比較例1よりも高いNOx浄化率と
することができた。この結果、Pt等の高価な貴金属の使用量を減らすことができるため、
触媒の製造コストを削減することもできる。また、実施例10及び実施例11では、それぞれ
SiO2及びTiO2上にPt及びCoを担持したが比較例１よりも高いNOx浄化率とすることができ
、他の多孔質酸化物でも高耐熱であると考えられる。
【００８３】
　さらに、本発明の実施形態に係る触媒の製造方法では、多孔質酸化物前駆体をミセル溶
液中に混合し、ミセル内に含有された多孔質酸化物前駆体を不溶化または沈澱させて多孔
質酸化物を調製したため、従来の触媒担体と比べて比表面積が大きくなる。これを実際に
検証するために、以下に示す実施例及び比較例の各触媒について、担体であるAl2O3の比
表面積を測定した。
【００８４】
[実施例]
　前述した実施例1の製造方法を用いて触媒を作製し、空気気流中、400℃で1時間焼成し
た後、400℃、600℃、800℃の各温度で1時間焼成し、各触媒粉末を得た。
【００８５】
[比較例]　
　前述した比較例１の製造方法を用いて触媒を作製し、空気気流中、400℃で1時間焼成し
た後、400℃、600℃、800℃の各温度で1時間焼成し、各触媒粉末を得た。
【００８６】
　上記実施例及び比較例の各触媒粉末を用いて、比表面積を測定した。比表面積の測定は
、測定装置（FlowSorbIII2305（島津製作所（株）製（Micrometrics）））を使用し、BET
法によるN2ガス吸着法によりセル容積を4.8cm3として測定した。
【００８７】
表３に、実施例及び比較例の担体であるAl2O3のBET比表面積を示した。これをグラフ化し
て図８に示した。
【表３】

【００８８】
　図８及び表３に示すように、含浸法を用いた比較例のAl2O3は、600℃～800℃の高温度
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域の比表面積が大幅に低下していたが、逆ミセル法を用いた実施例のAl2O3は、比表面積
が大きいだけでなく高温度域での比表面積の低下幅が小さいため、高温度域においても高
い比表面積を維持できることが判明した。比較例のAl2O3では、高温度域で触媒活性成分
の凝集が起こり、触媒活性が低下するが、実施例Al2O3は、高温度域における触媒活性成
分の凝集を防ぐことができ、この結果、耐熱性を向上できることが判明した。
【００８９】
　最後に、前述した実施例１及び以下に示す比較例１の製造方法により製造した各触媒を
用いて、TEM-EDX測定により触媒担体に担持した触媒活性成分である貴金属及び遷移金属
の各粒径を測定した。
【００９０】
　各触媒は空気雰囲気下800℃で3時間焼成したものを用いた。
【００９１】
[実施例]
　実施例では、前述した実施例１の触媒粉末を使用した。
【００９２】
[比較例]
　比較例では、前述した比較例１の触媒粉末を使用した。
【００９３】
　実施例１及び比較例１の各触媒粉末を用い、まず、各触媒粉末をエポキシ樹脂にて包理
処理し、硬化後、ウルトラミクロトームにより超薄切片を作製した。作製した切片を用い
て、透過型電子顕微鏡(TEM、HF-2000、日立製作所社（製）)で結晶粒の分散状態を調べた
。この時の条件は、加速電圧200kv、切削条件は常温とした。得られた映像の中で、コン
トラスト（影）の部分に焦点を充てて金属種を特定し、特定した各金属の粒子径を測定し
た。この結果、実施例1の触媒は、Ptの粒径が4.5nm、Coの粒径が30nmであるのに対し、比
較例1の触媒は、Ptの粒径が11.1nm、Coの粒径が55nmであった。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明の実施の形態に係る高耐熱性排ガス浄化用触媒の一部断面を示す図である
。
【図２】本発明の実施の形態に係る逆ミセル法を用いた触媒の製造方法の手順を説明する
工程図である。
【図３】図２に示す触媒の製造方法の各工程におけるミセルの構造を示す図である。
【図４】実施例１における、アルミニウムイソプロポキシド(Al-isoP)包接による共還元
を使用した触媒の製造方法を説明する工程図である。
【図５】実施例２における、硝酸アルミニウムによる共還元を使用した触媒の製造方法を
説明する工程図である。
【図６】比較例１における、触媒の製造方法の手順を示す工程図である。
【図７】比較例２における、触媒の製造方法の手順を示す工程図である。
【図８】実施例及び比較例における、焼成温度と触媒担体のBET比表面積との関係を示す
図である。触媒は、例示した実施例に限定されるものではないことはもちろんである。
【符号の説明】
【００９５】
１…高耐熱性排ガス浄化用触媒，
２…多孔質酸化物，
３…多孔質酸化物と遷移金属Ｂの化合物,
４…複合粒子,
Ａ…貴金属,
Ｂ…遷移金属,
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