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(57)【要約】
　本発明の希薄ＮＯｘ捕獲触媒成分は、異なる層、或いは領域構成、或いは多重ブロック
配置を含む。表面層、正面領域又は正面ブロックは、アルカリ又はアルカリ土類ＮＯｘ捕
獲成分を少しも含まない。下層、背面領域又は背面ブロックは、貴金属族触媒（例えば、
Ｐｔ）に接触する任意の望ましいＮＯｘ捕獲成分を含む。本発明の触媒は、幅広い温度動
作帯域を示し、低温性能が優れている。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排気ガス排出を処理するための結合型希薄ＮＯｘ捕獲／触媒システムであって、
　ａ．担体基材と、
　ｂ．担持材料と１種もしくは複数種の貴金属と１種もしくは複数種のＮＯｘ捕獲成分と
を含み、且つ前記担体基材を被覆している、下塗りウォッシュコート層と、
　ｃ．保持材料と、１種もしくは複数種の貴金属とセリアとを含み、アルカリ又はアルカ
リ土類成分を含まず、前記担体基材を被覆している、表面ウォッシュコート層と
を含む、結合型希薄ＮＯｘ捕獲／触媒システム。
【請求項２】
　前記下塗りウォッシュコート層が前記基材の全軸長を被覆し、前記表面ウォッシュコー
ト層が前記下塗りウォッシュコート層を被覆している、請求項１に記載の希薄ＮＯｘ捕獲
／触媒。
【請求項３】
　前記表面ウォッシュコート層が前記基材の上流部分を被覆し、前記下塗りウォッシュコ
ート層が前記基材の下流部分を被覆している、請求項１に記載の希薄ＮＯｘ捕獲／触媒。
【請求項４】
　前記表面ウォッシュコート層が前記基材の上流長の約５～約７０％を被覆し、前記下塗
りウォッシュコート層が前記基材の残りの下流部分を被覆している、請求項３に記載の希
薄ＮＯｘ捕獲／触媒。
【請求項５】
　前記担持材料が耐火性酸化物担体である、請求項１に記載のＮＯｘ捕獲／触媒。
【請求項６】
　前記下塗りウォッシュコート層内の前記ＮＯｘ捕獲成分が、アルカリ金属、アルカリ土
類金属、ランタン族金属の、酸化物、水酸化物及び／又は炭酸塩、セリア又はそれらの組
合せを含む、請求項１に記載のＮＯｘ捕獲／触媒。
【請求項７】
　前記ＮＯｘ捕獲成分が、アルカリ又はアルカリ土類金属の酸化物である、請求項６に記
載のＮＯｘ捕獲／触媒。
【請求項８】
　希薄燃焼エンジンからの排気ガス排出を処理するための排気ガス処理システムであって
、
　ａ．少なくとも２つのブロックを含む多重ブロック配置
を含み、
　ｂ．前記第１ブロックは、担持材料と１種もしくは複数種の貴金属とセリアとを含むウ
ォッシュコート層を含み、アルカリ又はアルカリ土類成分を少しも含まず、
　ｃ．前記第２ブロックが、担持材料と１種もしくは複数種の貴金属と１種もしくは複数
種のＮＯｘ捕獲成分とを含む、
排気ガス処理システム。
【請求項９】
　前記第１ブロックが前記第２ブロックの上流に位置している、請求項８に記載の排気ガ
ス処理システム。
【請求項１０】
　前記第２ブロックが前記第１ブロックの上流に位置している、請求項８に記載の排気ガ
ス処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、本明細書にそのまま全体が組み込まれている係属中の特許出願、２００
８年６月２７日に出願された米国整理番号第６１／０７６，５６０号と、２００９年６月
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２３日に出願された米国整理番号第１２／４９０，２５２号の優先権を請求する。
【０００２】
　本発明は、ＮＯｘを減少させるための、特に、希薄燃焼内燃機関エンジンの排気ガス中
のＮＯｘを減少させる希薄ＮＯｘ捕獲システムに関する。より具体的には、本発明は、希
薄ＮＯｘ捕獲触媒を含む新規の組成物、及び、その組成物を利用する方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　エンジン動作中に産出される一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物（ＮＯｘ）を無害の
ガスに変換するために、触媒が自動車の排気装置内で利用される。エンジンが化学量論的
な又は僅かに濃厚な空気／燃料（Ａ／Ｆ）比で動作する場合、パラジウム、白金、及び／
又はロジウムを含む触媒は、３つのガスの全てを同時に効率的に変換することができる。
つまり、一酸化炭素及び炭化水素は、二酸化炭素と水に酸化され、ＮＯｘは、窒素に還元
される。故に、そのような触媒は、多くの場合、「三元」触媒と呼ばれる。しかしながら
、燃費の利便性を実現するために望ましいのは、Ａ／Ｆ比が１４．４～１４．７の化学量
論的範囲よりも大きい、一般に１９～２７である、「希薄燃焼」状態でエンジンを動作さ
せることである。そのような高価な金属三元触媒は、希薄燃焼（過剰酸素）動作中の一酸
化炭素と炭化水素を効率的に変換することができる一方、希薄燃焼条件下ではＮＯｘを変
換するには効率的ではない。希薄燃焼、高い空気対燃料比、及びジーゼルエンジンは、次
世代の自動車の規制された燃費の要求に見合う点で、より重要になることは確実であり、
自動車からのＮＯｘ排出の制御は、課題であり続ける。故に、正味の酸化状態下でＮＯｘ
排出を適宜に制御するための効率的且つ耐久性のある触媒の開発は、緊急に必要とされる
。
【０００４】
　白金とゼオライトとを含む触媒は、希薄条件下での炭化水素によるＮＯｘ還元に対して
活性であることが知られている。しかしながら、この触媒活性は、重質炭化水素の酸化の
着火温度付近の狭い温度範囲でのみ、通常１８０℃～２５０℃で著しい。該着火温度より
も高い温度では、ほぼ全ての炭化水素還元剤が完全に酸化され、ＮＯｘ還元に利用できな
いので、希薄ＮＯｘ触媒は、その触媒活性を速やかに失う。希薄ＮＯｘ触媒のこの狭い温
度範囲は、これらの触媒の（希薄燃焼ガソリン又はジーゼルエンジンに対する）実質的な
利用を難しくするので、主要な技術的障害の１つと考えられている。ゼオライト触媒を含
む卑金属は、通常３００℃を上回る高温では、炭化水素によるＮＯｘ還元活性を示すが、
低温では、ＮＯｘ変換は極めて僅かである。加えて、これらの触媒は、ある温度を超える
と、不可逆的に不活性になる。触媒不活性は、その上、水蒸気と硫化物含有物質の存在に
より加速されると見られる。従って、商業用途には、難しいと考えられる。
【０００５】
　代案は、アンモニア又は尿素を還元剤とし利用して、選択的触媒還元（ＳＣＲ）技術を
用いることである。バナジウム含有触媒及び特定のゼオライトを含有する触媒は、希薄排
気中でのＮＯｘからＮ2への選択的還元に極めて効率的であると見られる。ＳＣＲ技術の
商業用途は、大型車両用ジーゼルへの用途のために開発された。しかしながら、尿素供給
基盤とＯＢＤ要求は、全ての希薄燃焼車両にＳＣＲ技術を用いるのを難しくしている。故
に、当業者は、車載燃料システムを利用するＮＯｘ還元技術を追求し続けている。
【０００６】
　ガソリン直噴・部分希薄燃焼エンジン等の希薄燃焼エンジンの排気からの、並びに、ジ
ーゼルエンジンからのＮＯｘを還元する１つの効率的な方法は、希薄燃焼エンジン動作条
件下でＮＯｘを捕獲、格納して、化学量論的な又は濃厚なエンジン動作条件下で、或いは
、外部燃料が排気に噴射されて濃厚状態を誘導する希薄エンジン動作下で、捕獲されたＮ
Ｏｘを還元することを必要とする。該希薄動作サイクルは、通常、１分～２０分であり、
該濃厚動作サイクルは、できる限り多くの燃料を保存するために、通常、短い（１～１０
秒）。ＮＯｘ変換効率を高めるために、短期間の頻繁な再生が、長期間であるがあまり頻
繁ではない再生よりも好まれる。従って、希薄ＮＯｘ捕獲触媒は、一般に、ＮＯｘ捕獲機
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能と三元変換機能とを提供しなければならない。
【０００７】
　ＮＯからＮＯ2への変換に活性である触媒は、ＳＯ2からＳＯ3への変換に活性であるの
で、希薄ＮＯｘ捕獲技術は、低硫化物燃料の利用に制限されてきた。希薄ＮＯｘ捕獲触媒
は、酸化された状態（過剰な酸素を含む排気）下で、ＳＯｘがＮＯ2よりも強くＮＯ2吸着
部位上に吸着し、吸着されたＳＯｘが多燃料状件下で通常の動作状態において脱着しない
ので、ＳＯｘの存在下では著しく不活性であることを示した。濃密（還元）条件下で、通
常６００℃を上回る高温で、表面に吸着されたＳＯｘを除去できることが見出されている
。該触媒に堆積された硫化物の周期的な除去は、能率を回復させ易く、希薄ＮＯｘ捕獲の
耐用年数を長くすることができる。新世代のジーゼル駆動自動車（ＭＹ２００７以降）で
は、その多くは、有害な炭素質の粒子を除去するジーゼル微粒子フィルタ（ＤＰＦ）を備
えている。微粒子フィルタの周期は、収集された煤煙を燃焼させ尽くすために、通常約６
００℃付近の再生サイクルを通過する。ＤＰＦとＬＮＴとを含む排気後処理装置では、微
粒子フィルタの再生中に、硫化物除去事象を組み入れることが有利である。そのように、
費用効果のある硫化物除去プロセスを容易に達成することができる。２００７年以降では
、ジーゼル燃料の硫化物は、１５ｐｐｍ未満に下げるように規制された。エンジン設計、
排気後処理装置及び低硫化物燃料の進展は、希薄ＮＯｘ捕獲技術を、ジーゼルエンジンか
らのＮＯｘ排出を削減するのに魅力的なものにしている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　現行の希薄ＮＯｘ捕獲（ＬＮＴ）システムは、アルカリ又はアルカリ土類元素（例えば
、Ｂａ）を含む。アルカリ土類を含むＬＮＴシステムは、２５０℃～４５０℃で、優れた
耐久性のあるＮＯｘ変換効率を示す。しかしながら、該ＬＮＴは、２５０℃以下ではＮＯ
ｘ変換が限定されることを示す。ＬＮＴ触媒内での捕獲成分（例えば、Ｂａ）の存在は、
特に、（過剰な酸素を含む）希薄環境において７５０℃を越える高温に曝した後の、低温
（＜２５０℃）での貴金属元素上のＮＯ酸化及びＮＯｘ還元の本質的な活性を妨げると考
えられる。低負荷及び低速度状態（例えば、ＦＴＰ７５駆動サイクル）下でのジーゼルエ
ンジンの排気温度が、通常、２５０℃以下で継続するので、希薄ＮＯｘ捕獲（ＬＮＴ）触
媒システムがそのような状態でよく機能することが大いに望ましい。本発明の新規の触媒
システムは、現行の希薄ＮＯｘ捕獲システムの低温性能の欠陥を克服する。
【０００９】
　本発明は、希薄燃焼エンジン、例えば、ジーゼルエンジン内でＮＯｘを減少させるため
の結合型希薄ＮＯｘ捕獲・触媒システム（希薄ＮＯｘ捕獲／触媒）に関する。本発明の希
薄ＮＯｘ捕獲／触媒システムは、燃焼していない炭化水素（ＨＣ）、一酸化炭素（ＣＯ）
及び窒素酸化物（ＮＯｘ）等の排気ガス排出を処理するための、少なくとも２つの異なる
触媒ウォッシュコート層を含む。より具体的に、本発明の触媒組成は、約１００℃～約５
００℃の温度で自動車エンジン排気ガス流内の汚染物質、例えば、ＮＯｘを削減するよう
に設計される。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のウォッシュコート層は、アルカリ土類元素等のＮＯｘ捕獲成分を含む少なくと
も１つの層と、セリアと実質的にアルカリ土類のない元素とを含む少なくとも１つの層を
含み得る。２つの層は、希薄燃焼状態の間にＮＯｘを吸着し、濃厚燃焼状態の間に捕獲さ
れたＮＯｘを還元し得る。本発明によれば、多重ウォッシュコート構成を利用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明によるＮＯｘ捕獲部材又はＮＯｘ触媒部材を含む蜂巣型耐火性担体部材の
斜視図である。
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【図２】図１に関して拡大され、図１の担体の端面に平行な平面に沿ってとられた部分的
断面図であり、図１に示されるガス流路のうちの１つの拡大図である。
【図３】本発明の一実施形態による、希薄ＮＯｘ捕獲／触媒上の第１層つまり下塗りウォ
ッシュコート層と第２層つまり表面ウォッシュコート層の構成を示す概略図である。
【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。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、希薄燃焼エンジン、例えば、ジーゼルエンジンからのガス排出を処理する方
法及び希薄ＮＯｘ捕獲／触媒システムに関する。特に、本発明は、一酸化炭素（ＣＯ）、
燃焼していない炭化水素（ＨＣ）及び窒素酸化物（ＮＯｘ）等の排気ガス排出を処理する
ためのＮＯｘ捕獲成分と触媒成分とを含む少なくとも２つの異なるウォッシュコート層を
含む、新規の希薄ＮＯｘ捕獲／触媒ウォッシュコート組成に関する。本発明の希薄ＮＯｘ
捕獲／触媒システムは、単一の基板部材を被覆している異なる層、領域構成、又は、該シ
ステム内の分離されたブロックが異なるウォッシュコート層で被覆される、多重ブロック
配置を含み得る。少なくとも１つの層組成物は、アルカリ土類元素を含むＮＯｘ捕獲成分
を含み、少なくとも１つの別の層組成物は、セリアを含み、アルカリ土類元素を実質的に
含まないＮＯｘ捕獲成分を含む。本発明の触媒組成物は、幅広い温度動作帯域を示し、低
温度性能が優れている。本発明の新規の触媒ウォッシュコート組成は、約１００℃～約５
００℃の温度で自動車エンジン排気ガス流内の排気ガス排出を削減するように設計されて
いる。約３５０℃を下回る、約２５０℃を下回る、約２００℃を下回るエンジン排気ガス
流温度も例示される。
【００１３】
　本発明の触媒組成は、第１層つまり正面領域つまり表面ウォッシュコート層と、第２層
つまり背面領域つまり下塗りウォッシュコート層とを含む。第１層つまり正面領域つまり
表面ウォッシュコート層は、エンジンからの排気ガス流が接触することになる第１ウォッ
シュコート層である。それに対して、第２層つまり背面層つまり下塗りウォッシュコート
層は、その排気ガス流が接触することになる第２ウォッシュコート層である（即ち、排気
ガス流が、第１ウォッシュコート層に接触した後に、第２ウォッシュコート層に接触する
ことになる）。
【００１４】
　第１層つまり表面ウォッシュコート層は、ＮＯｘ捕獲成分又は硫化物捕捉剤としての１
つもしくは複数の担持貴金属触媒とセリアとを含む。重要なことには、第１層つまり表面
ウォッシュコート層は、低温（通常、＜３５０℃）で貴金属触媒上のＮＯ酸化を妨げると
考えられるアルカリ又はアルカリ土類元素を少しも含まない、つまり、それらの元素がな
い。そのように、表面ウォッシュコート層は、３５０℃を下回る温度でＮＯｘを酸化し得
る。実際に、発明者は、本発明の表面ウォッシュコート組成が、２５０℃を下回る、２０
０℃を下回る、さらに１５０℃下回る温度でＮＯｘを酸化し得ることを見出した。加えて
、表面ウォッシュコート層は、３５０℃を下回る温度で、燃焼していない炭化水素と一酸
化炭素とを削減し得る。第２層つまり下塗り層は、排気ガス排出を処理するための１つも
しくは複数の担持貴金属触媒に密接に接触する１つもしくは複数のＮＯｘ捕獲成分を含む
。好ましくは、第２又は下塗り層は、ＮＯｘ捕獲成分として、１つもしくは複数のアルカ
リ又はアルカリ土類成分を含む。
【００１５】
　一実施形態では、本発明の希薄ＮＯｘ捕獲／触媒は、単一の基材又は担体部材を覆う２
つの異なるウォッシュコート層を含み、一方の層（例えば、表面ウォッシュコート層）が
他方の層（例えば、下塗りウォッシュコート層）の上にある、新規の捕獲／触媒組成物を
含む。この実施形態では、下塗りウォッシュコート層は、基材（例えば、流れが通り抜け
るモノリス）の全軸長を被覆し、表面ウォッシュコート層は、下塗りウォッシュコート層
の全軸長を被覆している。本発明によれば、表面ウォッシュコート層は、排気ガス排出を
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処理するための１つもしくは複数の担持貴金属を含み、任意選択で、セリアを含み得るが
、アルカリ又はアルカリ土類元素が少しもない。下塗り層は、排気ガス流からの窒素酸化
物を選択的に又は可逆的に吸着する１つもしくは複数のＮＯｘ捕獲成分又はＮＯｘ吸着剤
を含んでもよい。下塗りウォッシュコート層は、その上、排気ガス排出を処理するための
１つもしくは複数の貴金属触媒を含んでもよい。希薄燃焼条件下では、本発明の下塗りウ
ォッシュコート層は、同時に、窒素酸化物（ＮＯｘ）を格納することができ、触媒作用で
排気流内の炭化水素と一酸化炭素を変換し、表面ウォッシュコート層は、触媒作用で窒素
酸化物（ＮＯｘ）を酸化することができる。続く濃厚燃焼条件下では、過剰に格納された
ＮＯｘは、放出され、表面ウォッシュコート層と下塗りウォッシュコート層の両方に含ま
れる触媒により酸化され得る。
【００１６】
　この実施形態の希薄ＮＯｘ捕獲／触媒は、図１及び図２を参照することにより、更に容
易に理解される。図１及び図２は、本発明の一実施形態による耐火性の担体部材２を示す
。図１に関して、耐火性担体部材２は、円筒状の外面４と上流端面６とその端面６に同一
な下流端面８とを有する円筒形状である。担体部材２は、その中に形成される微細で平行
なガス流路１０を有する。図２に見られるように、流路１０は、壁面１２により形成され
、上流端面６から下流端面８へ、担体２を通り抜けて伸び、通路１０は、長手方向に担体
２を通り、そのガス流路１０を経由する流体、例えば、ガス流の流動が可能であるように
塞がれていない。図２にさらに容易に見られるように、壁面１２は、ガス流路１０が実質
的に整った多角形を、図示された実施形態では実質的に四角形を有するが、１９８２年６
月１５日にＪ．Ｃ．デルティングらにより出願された米国特許第４，３３５，０２３号に
よれば隅が丸められるように、寸法決めがなされ、構成される。当技術分野でそして以下
に時々「ウォッシュコート」と呼ばれる個別の下塗り層１４は、担体部材の壁面１２に付
着される、つまり、その壁面を覆う。図２に示されるように、第２の個別のウォッシュコ
ート層つまり表面層１６は、下塗りウォッシュコート層１４を覆う。本発明によれば、表
面ウォッシュコート層１６は、１つもしくは複数の担持貴金属触媒、セリアを含み、アル
カリ又はアルカリ土類元素が少しもない。下塗りウォッシュコート層１６は、１つもしく
は複数の担持貴金属に密接に接触する１つもしくは複数のＮＯｘ捕獲材料を含む。
【００１７】
　図２に示されるように、担体部材は、ガス流路１０により与えられる空隙空間を含み、
これらの通路１０の断面領域及びそれらの通路を定める壁面１２の厚さは、担体部材の種
類により変わることになる。同様に、そのような担体に塗布されるウォッシュコートの重
量は、場合により変わることになる。結果として、ウォッシュコート、或いは触媒金属成
分、或いは組成物の他の成分の量を記載する際に、触媒担体の単位体積当たりの成分の重
量単位を利用するのが便利である。従って、本明細書では、立方インチ当たりの単位グラ
ム（ｇ／ｉｎ3）と立方フィート当たりのグラム（ｇ／ｆｔ3）を利用して、担体部材の空
隙空間の体積を含む担体部材の体積当たりの成分の重量を表す。
【００１８】
　動作中、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、及び硫化酸化物を含む希薄燃焼エンジン
からの排気ガス排出は、最初に、表面ウォッシュコート層１６に突き当たり、その後、下
塗りウォッシュコート層１４に突き当たる。
【００１９】
　いずれかの適切な担体又は基材を利用することができ、例えば、担体の入口面又は出口
面から通り抜けて伸びる複数の微細で平行なガス流路を有する種類のモノリシックの担体
であり、それらの通路は、その担体を通り抜ける流体流動のために開いている。通路の流
体入口から通路の流体出口まで実質的に真っ直ぐなそれらの通路は、ウォッシュコートと
して触媒材料で覆われた壁により画成されるので、通路を通り抜けるように流れるガスは
、触媒材料に接触する。そのモノリシックの担体の流路は、台形、長方形、正方形、波形
、六角形、楕円形、円形のような、いずれかの適切な断面形状及び寸法のものであり得る
薄い壁の導路である。そのようなモノリシックの担体は、断面の平方インチ当たり約７０
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０までの又はそれ以上の流路（「セル」）を含んでもよいが、それよりも少ないものを利
用してもよい。例えば、該担体は、平方インチ当たり（「ｃｐｓｉ」）約６０～６００、
通常、約２００～４００のセルを有してもよい。
【００２０】
　該担体は、蜂巣構造を有する耐火性のセラミック又は金属を含み得る。適切な耐火性の
セラミック材料は、アルミナ、シリカ、チタニア及びジルコニア化合物、例えば、菫青石
（好ましい）、菫青石－アルファアルミナ、窒化珪素、ジルコン・アルミナ珪酸塩、リシ
ア輝石、アルミナ・シリカ、マグネシア、ジルコン、珪酸塩、珪線石、珪酸マグネシウム
、ジルコン・ペタル石、アルファアルミナ及びアルミノ珪酸塩を含む。金属製の蜂巣構造
は、ステンレス鋼又は他の適切な鉄系耐浸食合金のような耐火性金属からなり得る。
【００２１】
　別の実施形態では、本発明の異なるウォッシュコート層は、壁面流基材を覆うことがで
きる。図４及び図５は、複数の通路４２及び４５を有する壁面流モノリス３４を示す。通
路は、入口路４２と出口路４５として記述することができ、壁面流モノリス３４の内部壁
３５により管状に囲まれている。壁面流モノリス３４は、入口端４４と出口端４３とを有
する。交互の通路は、入口端４４と出口端４３で反対のチェスボード型を形成するように
、入口端４４では入口栓３８を詰められ、出口端４０では出口栓（図示されず）を詰めら
れる。ガス流は、入口端４４で、詰められていない導路入口を通り抜けて入り、通路４２
を通り抜けて流れる。該ガス流は、出口栓により止められ、（多孔質である）内部壁３５
を通り抜けて、出口路４５へ拡散し、該モノリスから出る。該ガスは、入口栓３８のため
に、壁の入口側に戻って通過することはできない。
【００２２】
　好ましい壁面流フィルタは、菫青石、α－アルミナ、炭化シリコン、窒化シリコン、ジ
ルコニア、アルミノ珪酸塩、リシア輝石、アルミナ・シリカ・マグネシア、珪酸ジルコニ
ア等のセラミック状の材料で、又は、ステンレス鋼等の耐火性金属で構成される。好まし
い壁面流フィルタは、菫青石と炭化シリコンから形成される。そのような材料は、排気ガ
ス流を処理する際に直面する環境に、特に、高温に耐えることができる。
【００２３】
　本発明のシステムに利用される好ましい壁面流フィルタは、薄い多孔質壁の蜂巣構造（
モノリス）を含み、流体流れは、背圧又は物品全体にわたる圧力の増加をあまり大きくす
ることなく、その構造を通過する。そのシステムに利用されるセラミック製の壁面流基材
は、好ましくは、多孔率が約３０～約７５％の、平均孔径が少なくとも５ミクロン（例え
ば、５～３０ミクロン）の材料で形成される。更に好ましいのは、壁面多孔率が通常約４
０～約６５％の基材である。これらの多孔率とこれらの平均孔径とを有する基材が、本明
細書に記載される技術で覆われる場合、適切な程度のサブミクロンの触媒ウォッシュコー
ト成分で基材上を覆って、優れたＣＯ、ＨＣ及びＮＯｘ変換効率を得ることができ、これ
らの基材は、適切な排気流特性、即ち、許容可能な背圧を維持することができる。米国特
許第４，３２９，１６２号は、適切な壁面流基材の本開示に関して、本明細書に参照とし
て組み込まれている。
【００２４】
　本発明で利用される多孔質壁面流フィルタは、触媒作用を及ぼされ、その中では、前記
要素の壁面が、本明細書で記載されるように、本発明による１つもしくは複数のウォッシ
ュコート組成物をその上に有するか、又は、その中に含む。該ウォッシュコートは、要素
壁面の入口側のみを、出口側のみを、壁面自体の孔内を、又は、壁面の入口側及び出口側
並びに孔内を覆い得る。
【００２５】
　本発明の目的のために、本発明の触媒組成物が、通常ウォッシュコートとしてそのよう
な担体を覆う場合、様々な成分の量は、体積当たりのグラムに基づいて表される。成分が
薄い塗膜として担体基材に塗布される場合、成分量は、慣習的に、貴金属成分に対して、
担体の立方フィート当たりのグラム（ｇ／ｆｔ3）で、他の成分（即ち、複合物及び担体
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）に対して、立方インチ当たりのグラム（ｇ／ｉｎ3）で表記され、この計量単位は、異
なるモノリシックの担体基材の異なるガス流路セル寸法に対応する。
【００２６】
　本明細書で通常「ウォッシュコート」と呼ばれる触媒及び／又は捕獲材料の個別の表面
層及び下塗り層は、適切な担体を覆い、好ましくは、下塗りウォッシュコート層が、担体
に付着され、表面ウォッシュコート層が、その下塗り層に重ねられ、付着される。この配
置では、触媒に接触するガス、例えば、触媒材料で覆われた担体の通路を通り過ぎて流れ
るガスは、最初に、表面塗膜に接触し、それを通過して、下層の下塗りに接触することに
なる。しかしながら、（以下に更に詳細に考察される）代わりの構成では、表面塗膜は、
下塗り塗膜を覆う必要はないが、（触媒組成物を通り抜けるガス流の方向に感知されるよ
うに）担体の上流部分に与えられてもよく、該下塗りが、該担体の下流部分に与えられて
もよい。従って、この構成でウォッシュコートを塗布するためには、担体の上流長手方向
部分のみが、第２塗膜触媒材料のスラリーに浸漬され、乾燥され、担体の切り抜かれてい
ない下流長手方向部分が、次に、第１塗膜触媒材料のスラリーに浸漬され、乾燥されるで
あろう。本発明のさらに別の代わりの実施形態では（同様に、以下に更に詳細に考察され
る）、表面ウォッシュコート組成物は、単一ウォッシュコート層として上流担体又はブロ
ックを覆うことができ、前記上流担体つまり上流ブロックは、下流担体つまり下流ブロッ
クの上流に配置され、前記下流担体つまり下流ブロックは、単一ウォッシュコート層とし
ての本発明の下塗り組成物で覆われる。この構成では、排気ガス流は、最初に、上流担体
つまり上流ブロックに接触し、その上流担体つまり上流ブロックを通り抜け、続いて、下
流担体つまり下流ブロックに接触するであろう。
【００２７】
　先に述べたように、表面ウォッシュコート層は、担体、例えば、耐火性金属酸化物担体
と、触媒作用で炭化水素と一酸化炭素を酸化し、一酸化窒素とセリアを還元する１つもし
くは複数の貴金属触とを含む。幾つかの実施形態では、ＮＯｘ捕獲成分及び／又は硫化物
捕捉剤としてのセリアの利用は、低温での排気ガス排出の優れた処理を提供するために必
須であり得る。この実施形態でのセリウム含有量は、約０．１ｇ／ｉｎ3～約３ｇ／ｉｎ3

の範囲であり得る。一般に、表面ウォッシュコート層内の貴金属成分は、白金、パラジウ
ム、ロジウム、ルテニウム、及びイリジウム成分から成る群から選択される。下塗りウォ
ッシュコート層は、担体、例えば、耐火性金属酸化物担体とＮＯｘ捕獲材料とを含む。通
常、ＮＯｘ捕獲材料は、約０．１ｇ／ｉｎ3～約３ｇ／ｉｎ3の範囲である。ＮＯｘ捕獲材
料は、アルカリ金属（例えば、Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ，Ｒｂ，Ｃｓ，又はＦｒ）、アルカリ土類
金属（例えば、Ｂａ，Ｂｅ，Ｍｇ，Ｃａ，又はＳｒ）、ランタン族金属（例えば、Ｌａ，
Ｃｅ等）の酸化物、水酸化物、及び／又は炭酸塩、安定した窒化物（例えば、アルカリ金
属、アルカリ土類金属、及び／又は希土類金属）を形成する元素を含む化合物、セリア又
はそのような元素の組合せを含み得るが、これらに限定されない。好ましくは、該ＮＯｘ
捕獲材料は、カルシウム、ストロンチウム、及びバリウム、カリウム、ナトリウム、リチ
ウム、及びセシウム、セリウム、ランタン、プラセオジム、及びネオジウムの酸化物から
成る群から選択される。より好ましくは、該ＮＯｘ捕獲材料は、酸化バリウムと酸化スト
ロンチウムとを含む。表面又は下塗りウォッシュコート層は、追加的に、ジルコニウム又
はセリウム成分を含んでもよい。下塗りウォッシュコート触媒／ＮＯｘ捕獲層は、希薄周
期中にＮＯｘを格納し、濃厚周期中に格納されたＮＯｘを放出し、還元する。加えて、希
薄条件下で、温度が低い場合、表面ウォッシュコート触媒層は、触媒作用で排気ガス流内
のＮＯｘを酸化する。
【００２８】
　耐火性金属酸化物担体は、アルミナ（これが好ましい）、シリカ、チタニア、シリカ・
アルミナ、アルミナ・珪酸塩、アルミナ・ジルコニア、アルミナ・塩化物、アルミナ・セ
リア及びそれらの組合せから成る群から選択される活性物質等の材料を含む。通常、耐火
性金属酸化物担体は、担体の約０．１～４．０ｇ／ｉｎ3の量で存在し、１０～１５マイ
クロメートルを上回る粒径を有する、細かく分割された、表面領域の広い粒子の形態で存
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在する。好ましくは、活性アルミナを熱的に安定させ、活性アルミナにランタン（好まし
い）或いはネオジウム或いはそれらの混合物等の希土類成分を、担体の約０．０２～約０
．５ｇ／ｉｎ3の量で加えることにより、高温でのガンマからアルファへの望ましくない
アルミナ相変態を遅らせる。
【００２９】
　通常、耐火性金属酸化物担体、例えば、活性化アルミナに、化合物又は錯体として存在
する貴金属成分の水溶液又は分散液を浸透させる。選択された貴金属化合物又は錯体は、
それらをか焼して又は利用して、触媒作用で活性の形態に、通常、金属又は金属酸化物に
分解又は他の方法で変換されるものであるべきである。水溶性物質或いは水分散性物質或
いは金属成分の錯体は、金属成分を耐火性金属酸化物粒子上に浸透又は堆積させるのに利
用される液体媒体が、金属に、或いは、その化合物に、或いは、その錯体或いは触媒組成
物中に存在し得る他の物質に不利に反応せず、加熱及び／又は真空の適用で揮発又は分解
することにより、金属成分から除去され得る限り、利用され得る。場合によっては、該液
体の除去の完了は、該触媒が利用状態に置かれ、動作中に発生する高温に曝されるまで起
こり得ない。一般に、経済的な視点と環境面の両方から、白金族金属の可溶な化合物又は
錯体の水溶液が好ましい。例えば、適切な化合物は、ヘキサクロロ白金酸、アミン可溶化
水酸化白金、窒化パラジウム又は塩化パラジウム、塩化ロジウム、窒化ロジウム、ヘキサ
ミンロジウム塩化物等である。か焼工程中に、又は、少なくとも触媒利用の初期段階中に
、そのような化合物は、白金族金属又はその化合物の触媒的に活性な形態に変換される。
【００３０】
　表面及び下塗りウォッシュコート組成物の貴金属成分は、金、銀及び白金族金属（即ち
、貴金属）から成る群から選択される１つもしくは複数の触媒金属を含む。白金族金属は
、白金、パラジウム、ロジウム、ルテニウム及びイリジウム成分、並びにそれらの混合物
を含む。貴金属成分は、通常、担体の約５～約５００ｇ／ｆｔ3の量で存在する。約２５
～２５０ｇ／ｆｔ3から６０～１５０ｇ／ｆｔ3までの貴金属含有量も例示される。好まし
い貴金属成分は、白金、ロジウム、又は約０．１：１～約２０：１の、好ましくは１：１
～１０：１の白金対ロジウム比で通常存在する白金及びロジウム金属成分の混合物である
。
【００３１】
　本発明の複合物を調整するのに利用され得るプロセスは、水酸化ジルコニウムゾルを調
整することで開始される。このゾルは、通常９０～１００℃の高温還流で水酸化ナトリウ
ムを用いて硫酸ジルコニウムを沈殿させることにより調整され、ナノサイズの結晶（通常
、１００ナノメートルまで）を作り出すことができる。不純物、例えば、ナトリウム、硫
黄等を、水溶液を用いて洗い落とすことができる。酸、例えば、硝酸を利用して、該凝集
体を分解し、水酸化ジルコニウムゾルを得て、該液体のｐＨを低減することができる。こ
の段階で、窒化物のような塩の形態のあらゆるセリウム成分を添加することができる。該
複合ゾルは、溶液中に塩を保持するのに十分に酸性であり、例えば、この時点で、０．５
～３、好ましくは、０．５～２．０のｐＨである。次に、例えば、アルミナを用いて、ｐ
Ｈを速やかに増し、該複合化合物を沈殿させることができる。大きな凝集体の形成は、好
ましくは、ｐＨを制御することにより回避される。該沈殿した複合物は、次に、脱イオン
水等の水溶液で洗浄され、乾燥器内空気中の適切な条件で、２５０℃までの温度で、通常
１５０℃で、必要な限り長い間、通常一晩乾燥され得る。該沈殿した複合物は、次に、該
複合物をセリア、ジルコニア及びサマリアを含む微粒子酸化複合物に変換するために、高
温で、空気中でか焼され得る。このか焼工程は、通常、４５０～７５０℃、好ましくは５
５０℃の温度で、０．５～１０時間、好ましくは２時間にわたり行われる。その結果得ら
れるセリア及びジルコニアの複合物は、次に、好ましくは、耐火性金属酸化物担体上に配
置された、即ち、層にされた又は覆った貴金属成分と混合され得る。
【００３２】
　触媒成分は、水系スラリーの形態で貴金属成分及び耐火性金属酸化物担体と、上に説明
されたような調整された複合物を混合し、（ボールミルにより）そのスラリーを粉砕し、
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担体と粉砕されたスラリーを混合し、次に、乾燥、か焼することにより調整され得る。し
かしながら、該複合物は、耐火性金属酸化物担体上に事前に配置された貴金属成分と混合
されることが好ましい。
【００３３】
　耐金属酸化物担体上に配置された貴金属成分は、貴金属成分と耐火性金属酸化物担体と
の水系スラリーの調整を含む次の方法で調整され得る。本方法は、少なくとも１つの担体
上に貴金属成分を固定することを含む。この固定工程は、化学固定又は熱固定のような従
来技術で周知のいずれかの適切な固定工程である。好ましい固定工程は、担体に貴金属成
分を熱的に固定することである。これは、好ましくは、空気中で、５０～５００℃の温度
で約０．５～約２時間にわたり処理される。
【００３４】
　別の実施形態では、本発明の異なるウォッシュコート層は、一方のウォッシュコート層
が担体基材の上流端に、他方のウォッシュコート層が担体基材の下流端にあるように覆わ
れた領域であり得る。例えば、上流ウォッシュコート層で基材の上流領域の一部分を覆う
ことができ、下流ウォッシュコート層で基材の下流部分を覆うことができる。この実施形
態では、本発明の表面ウォッシュコート層が、担体基材の上流部分（即ち、上流ウォッシ
ュコート層）を覆い、下塗りウォッシュコート層が、担体基材の下流部分（即ち、下流ウ
ォッシュコート層）を覆う。上流ウォッシュコート層は、担持貴金属触媒、例えば、アル
ミナ及びセリア上に担持された白金を含み得る。本発明によれば、上流ウォッシュコート
層は、アルカリ又はアルカリ土類成分を含まないことが必須である。アルカリ又はアルカ
リ土類成分が上流ウォッシュコート層内に完全に存在しないことにより、低温条件下での
貴金属とアルカリ又はアルカリ土類成分との間の有害な相互作用が防止される。下流ウォ
ッシュコート層は、１つもしくは複数の担持貴金属触媒と密接に接触する１つもしくは複
数のＮＯｘ捕獲成分（例えば、ＢａＯ）を含み得る。
【００３５】
　この実施形態の触媒成分は、図３を参照することにより、更に容易に理解され得る。図
３に示されるように、新規の触媒成分２０は、２つの分離した領域を覆うウォッシュコー
ト層、上流ウォッシュコート層２４と下流ウォッシュコート層２６とを含む担体部材つま
り基材２２、例えば、蜂巣状のモノリスを含む。上流層２４は、１つもしくは複数の担持
貴金属、セリアを含み、アルカリ又はアルカリ土類成分が少しもない。下流ウォッシュコ
ート層２６は、１つもしくは複数のＮＯｘ捕獲成分と１つもしくは複数の担持貴金属触媒
とを含み得る。上流ウォッシュコート層２４と下流ウォッシュコート層２６の両方は、そ
れぞれ、一般に、約５～５００ｇ／ｆｔ3の貴金属量を含む。２５～２５０ｇ／ｆｔ3と６
０～１５０ｇ／ｆｔ3の貴金属の量も例示される。
【００３６】
　この実施形態では、上流２４及び下流２６ウォッシュコート層は、それぞれ、基材２２
の一部分のみを覆う各々の領域である。しかしながら、上流２４及び下流２６下塗り層の
組合せは、それぞれ、基材２２の全長に及ぶ。上流ウォッシュコート層２４で、基材２２
の上流部分の少なくとも０．５インチを、５インチまでを覆うことができる。触媒部材の
上流端から、少なくとも約１．０インチ、３．５インチまでの長さを、又は、少なくとも
１．５インチから２．５インチまでの長さを有する上流ウォッシュコート層２４も例示さ
れ、下流ウォッシュコート部分２６で、基材２２の残りの下流部分を覆う。
【００３７】
　上流ウォッシュコート層２４の長さは、上流端から下流端への触媒部材の長さの百分率
で記述することができる。通常、上流ウォッシュコート層２４は、触媒部材の上流長の約
５～約７０％になる。その上例示されるのは、触媒部材２０の上流長の約２０％までの、
約４０％までの、約６０％までの上流ウォッシュコート層２４である。下流ウォッシュコ
ート部分２６で、基材２２の残りの下流部分を覆う。従って、下流下塗り部分２６は、基
材２２の下流部分３０の９５～３０％であり得る。
【００３８】



(11) JP 2011-526203 A 2011.10.6

10

20

30

40

50

　動作中、排気ガスは、上流端２５から下流端２７までのジーゼル酸化触媒部材２０を通
り抜けて流れる。上流ウォッシュコート層２４と下流ウォッシュコート層２６の両方の中
に含まれる貴金属触媒は、それぞれ、排気ガスに含まれるＨＣ及びＣＯ汚染物質を酸化す
る。
【００３９】
　別の実施形態では、希薄ＮＯｘ捕獲が多重部品システムつまり多重ブロックシステム内
に１つもしくは複数の部品つまりブロック（ｂｒｉｃｋ）を含む、排出処理システム内に
、本発明の希薄ＮＯｘ捕獲（ＬＮＴ）システムを含むことができる。一実施形態では、本
発明の表面及び下塗りウォッシュコート成分で、上記のように、単一の担体又は基材を覆
うことができ、覆われた基材は、排気処理システム内の多重部品のうちの１つである。例
えば、排気処理システムは、例えば、ジーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）及び／又は微粒子フィ
ルタを更に含み得る。一般に、いずれかの周知のジーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）及び／又は
従来技術の微粒子フィルタを利用することができる。場合によっては、従来技術で周知の
ように、該微粒子フィルタに触媒作用を及ぼすことができる。
【００４０】
　さらに別の実施形態では、本発明の排出処理システムは、本発明の表面及び下塗りウォ
ッシュコート成分が、排気処理システム内の２つの分離した担体基材つまり２つの分離し
たブロックを覆う、多重ブロック配置を含み得る。例えば、本発明の希薄なＮＯｘ捕獲（
ＬＮＴ）システム、即ち、捕獲及び下塗りウォッシュコート成分は、異なるウォッシュコ
ート層として、分離した基材つまり分離したブロックを覆う異なる層を含み得る。任意選
択で、表面及び下塗りウォッシュコート基材と組み合わせて、微粒子フィルタを利用する
ことができる。一実施形態では、本発明の表面又は下塗りウォッシュコート成分で、該微
粒子フィルタを覆うことができる。
【００４１】
　本発明の排気処理システムは、本発明による２つの模範的排気処理システムの概略的表
記を示す図６及び図７を参照することにより、更に容易に理解され得る。図６に関して、
排気処理システム５０の概略的表記が示される。ガス状汚染物質（例えば、燃焼されてい
ない炭化水素、一酸化炭素及びＮＯｘ）と微粒子とを含む排気ガス流は、配管５３を介し
て、エンジン５２から酸化触媒５４に輸送される。酸化触媒５４は、排気ガス排出を処理
するのに利用することのできる、従来技術で周知の任意の酸化触媒であり得る。例えば、
酸化触媒５４を利用して、燃焼されていないガス状の非揮発性炭化水素（即ち、ＶＯＦ）
と一酸化炭素とを処理することができる。加えて、ＮＯｘ成分の一定の割合のＮＯは、酸
化触媒中でＮＯ2に酸化され得る。該排気流は、続いて、配管５５を介して、該排気ガス
流内に存在する微粒子物質及び／又は触媒毒物を捕獲する微粒子フィルタ５６に輸送され
る。微粒子フィルタは、本発明の表面ウォッシュコート組成物で覆われ得る。別の実施形
態では、該微粒子フィルタは、本発明の表面ウォッシュコート層で覆われた壁面流基材を
含み得る。本発明によれば、表面ウォッシュコート層は、１つもしくは複数の担持貴金属
触媒、セリアを含み、アルカリ又はアルカリ土類成分が少しもない。そのように、表面ウ
ォッシュコート層は、３５０℃を下回る、２５０℃を下回る、さらに１５０℃を下回る温
度でＮＯｘを酸化し得る。任意選択で、追加的に、微粒子フィルタ５６を再生するために
、煤煙燃焼触媒を用いて、微粒子フィルタに触媒作用を及ぼすことができる。微粒子フィ
ルタ５６を介して微粒子を除去した後に、該排気ガス流は、配管５７を介して、下流ＮＯ
ｘ捕獲成分に輸送される。ＮＯｘ捕獲成分５８は、本発明の下塗りウォッシュコート成分
で覆われ得る。下塗りウォッシュコート層は、１つもしくは複数の担持貴金属と密接に接
触する１つもしくは複数のＮＯｘ捕獲材料を含む。本発明によれば、希薄燃焼条件下で、
本発明の下塗りウォッシュコート層は、同時に、一酸化窒素（ＮＯｘ）を格納することが
でき、触媒作用で、排気ガス中の炭化水素と一酸化炭素とを変換し、表面ウォッシュコー
ト層は、触媒作用で、窒素酸化物（ＮＯｘ）を酸化することができる。続く濃厚燃焼条件
下では、過剰に格納されたＮＯｘは、放出され、上面ウォッシュコート層と下塗りウォッ
シュコート層の両方の中に含まれる触媒により酸化され得る。
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【００４２】
　図７に関して、排出処理システム６０の概略表記が示される。ガス状の汚染物質（例え
ば、燃焼されていない炭化水素、一酸化炭素及びＮＯｘ）と微粒子物質とを含む排気ガス
流は、配管６３を介して、エンジン６２から酸化触媒６４へ輸送される。酸化触媒６４は
、排気ガス排出を処理するのに利用できる従来技術で周知の任意の酸化触媒であり得る。
例えば、酸化触媒６４を利用して、燃焼されてないガス状で非揮発性の炭化水素（即ち、
ＶＯＦ）と一酸化炭素とを処理することができる。加えて、ＮＯｘ成分の一定の割合のＮ
Ｏは、酸化触媒中でＮＯ2に酸化され得る。酸化触媒６４内の排気ガス流を処理した後に
、排気ガス流は、配管６５を介して、下流ＮＯｘ捕獲成分６６に輸送される。ＮＯｘ捕獲
成分６６は、本発明の下塗りウォッシュコート成分で覆われ得る。下塗りウォッシュコー
ト層は、１つもしくは複数の担持貴金属と密接に接触する１つもしくは複数のＮＯｘ捕獲
材料を含む。本発明によれば、希薄燃焼下で、本発明の下塗りウォッシュコート層は、同
時に、窒素酸化物（ＮＯｘ）を格納することができ、触媒作用で、排気ガス流内の炭化水
素と一酸化炭素とを変換し、表面ウォッシュコート層は、触媒作用で、窒素酸化物（ＮＯ
ｘ）を酸化することができる。続く濃厚燃焼条件下で、過剰に格納されたＮＯｘは、放出
され、表面ウォッシュコート層と下塗りウォッシュコート層の両方の中に含まれる触媒に
より酸化され得る。該排気流は、続いて、配管６７を介して、該排気ガス流内に存在する
微粒子物質及び／又は触媒毒物を捕獲する微粒子フィルタ６８に輸送される。微粒子フィ
ルタは、本発明の表面ウォッシュコート成分で覆われ得る。別の実施形態では、該微粒子
フィルタは、本発明の下塗りウォッシュコート層で覆われた壁面流基材を含み得る。本発
明によれば、表面ウォッシュコート層は、１つもしくは複数の担持貴金属触媒、セリアを
含み、アルカリ又はアルカリ土類成分が少しもない。そのように、表面下塗り層は、３５
０℃を下回る、２５０℃を下回る、さらに１５０℃を下回る温度でＮＯｘを酸化し得る。
任意選択で、追加的に、微粒子フィルタ６８を再生するために、煤煙燃焼触媒を用いて、
該微粒子フィルタに触媒作用を及ぼすことができる。
【実施例】
【００４３】
　この実施例は、本発明の一実施形態による、排気ガスを処理するのに有用な２層塗膜形
式を例示する。この２層形式は、基材担体を覆った下塗り層と表面ウォッシュコート層と
を含み、表面ウォッシュコート層は、下塗りウォッシュコート層を覆っている。下塗りウ
ォッシュコート層は、０．６ｇ／ｉｎ3（１５ｇ／ｆｔ3）の白金と、０．６ｇ／ｉｎ3（
２ｇ／ｆｔ3）のパラジウムとを含み、それらは、０．２５ｇ／ｉｎ3のＢａＯと、０．０
５ｇ／ｉｎ3のＺｒＯ2と、０．１０ｇ／ｉｎ3のセリアと、０．１０ｇ／ｉｎ3のＳｒとを
含む担持成分に浸透している。表面ウォッシュコート層の全ウォッシュコート成分は、約
１．７ｇ／ｉｎ3である。その覆われた担体は、次に、５３０℃で、２時間にわたりか焼
した。
【００４４】
　表面ウォッシュコート層は、下塗り層の表面に塗布した。表面ウォッシュコート層は、
１．２ｇ／ｉｎ3（７０ｇ／ｆｔ3）のＰｔ／ＳＢＡ１５０と、０．８ｇ／ｉｎ3（８ｇ／
ｆｔ3）と、０．６ｇ／ｉｎ3のＲｈ／ＨＡＳ－５とを含む。その結果得られた担体は、次
に、４３０℃で２時間にわたりか焼した。
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