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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転の主な時間、リーン空燃比で運転される内燃機関のための排ガス浄化装置の運転法
において、排ガス浄化装置が次のもの：
　●　１より大きい排ガスの空気過剰率での窒素酸化物の吸蔵及び１以下の空気過剰率で
の窒素酸化物の放出に関して温度ＴＫ、１及びＴＫ、２の間にアクティビティーウィンド
ウΔＴNOXを、かつ１以下の空気過剰率で触媒上に吸蔵された硫酸塩が該温度以上で分解
される脱硫温度ＴK、DeSOxを有する窒素酸化物吸蔵触媒及び
　●　１以下の空気過剰率で硫黄トラップの上に吸蔵された硫酸塩が該温度以上で分解さ
れる脱硫温度ＴS、DeSOxを有する、窒素酸化物吸蔵触媒の上流にそれと離して設置された
硫黄トラップ
を含み、その際、硫黄トラップと吸蔵触媒の間で、硫黄トラップ前の排ガス温度ＴSと吸
蔵触媒前の排ガス温度ＴKとで温度差ΔＴS,Kが存在し、かつ方法が、次の工程：
　ａ）１を上回る空気過剰率及びアクティビティーウィンドウΔＴNOX以内の排ガス温度
ＴKで、排ガス中に含有される窒素酸化物を窒素酸化物吸蔵触媒上に、かつ硫黄酸化物を
硫黄トラップ上に吸蔵するが、その際同時に、排ガス温度ＴSは、脱硫温度ＴS、DeSOxよ
りも低く、かつ吸蔵された窒素酸化物を放出するために、排ガスの空気過剰率を１未満に
周期的に低下させ（吸蔵サイクル１回終了）、
　ｂ）窒素酸化物吸蔵サイクルの設定サイクル数Ｎ1の後にその都度、排ガス温度ＴSを硫
黄トラップの脱硫温度ＴS、DeSOx以上に高めることにより、硫黄トラップを脱硫し、並び
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に排ガスの空気過剰率を１未満に低下させ、かつ工程ａ）及びｂ）を周期的に繰り返す
を含むことを特徴とする、運転の主な時間、リーン空燃比で運転される内燃機関のための
排ガス浄化装置の運転法。
【請求項２】
　硫黄トラップの２回の脱硫の間の窒素酸化物吸蔵サイクルの回数Ｎ1が１０～１０００
００である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　吸蔵触媒から窒素酸化物を放出するために、排ガスの空気過剰率を０．６～０．９の値
に低減する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　窒素酸化物吸蔵サイクルの所定の回数Ｎ2の後にその都度、吸蔵触媒を脱硫するための
もう１つの工程ｂ′を方法が含み、その際、脱硫のために、吸蔵触媒前の排ガス温度ＴK

をその脱硫温度ＴK、DeSOxを上回るように高め、かつ空気過剰率を１未満に低下させる、
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　吸蔵触媒の２回の脱硫の間の窒素酸化物吸蔵サイクルの回数Ｎ2がＮ1よりも２～１００
ファクター多い、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　硫黄トラップ及び場合による吸蔵触媒の脱硫のために、排ガスの空気過剰率を０．９６
～１．０１の値に低減する、請求項３又は５に記載の方法。
【請求項７】
　硫黄トラップ及び場合による吸蔵触媒の脱硫のために、排ガスの空気過剰率を０．６～
０．８の値に低減する、請求項３又は５に記載の方法。
【請求項８】
　脱硫トラップの脱硫の間、窒素酸化物吸蔵触媒の前で、二次空気を添加して、吸蔵触媒
への入口の空気過剰率を０．９８～１．０１の値に高める、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　窒素酸化物吸蔵触媒が、リチウム、ナトリウム、カリウム、セシウム、ルビジウム、カ
ルシウム、ストロンチウム、バリウム、ランタン及びイットリウムの化合物から少なくと
も１種の窒素酸化物吸蔵成分を含有し、かつ触媒活性成分として、白金族元素の白金、パ
ラジウム、ロジウム及びイリジウムの少なくとも１種の金属を有する、請求項１に記載の
方法。
【請求項１０】
　硫黄トラップが、アルカリ土類金属のマグネシウム、カルシウム、ストロンチウム及び
バリウム並びにランタンの化合物から少なくとも１種の硫黄酸化物吸蔵成分を含有する、
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　硫黄酸化物吸蔵成分がＭｇ／Ａｌ－ハイドロタルサイトである、請求項１に記載の方法
。
【請求項１２】
　Ｍｇ／Ａｌ－ハイドロタルサイトが全重量に対して０．５～４０重量％の量で、アルカ
リ土類金属のカルシウム、ストロンチウム、バリウム及び希土類酸化物からなる群からの
少なくとも１種の元素でドーピングされている、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　硫黄酸化物吸蔵成分として使用する前にＭｇ／Ａｌ－ハイドロタルサイトを４００～６
００℃で１～１０時間か焼する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　硫黄トラップが付加的に、白金族元素の白金、パラジウム、ロジウム及びイリジウムの
少なくとも１種の金属を有する、請求項１０から１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
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　硫黄トラップが、請求項８から１１のいずれか１項に記載の吸蔵成分を付加的に含有す
る慣用の排ガス触媒である、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　硫黄トラップを吸蔵触媒の直前に設置し、かつそれら両方を同じコンバータケーシング
中に納める、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　窒素酸化物吸蔵触媒の後ろに、マンガン、ニッケル、亜鉛又は鉄の酸化物を硫化水素用
の吸蔵材料として付加的に含有する慣用の排ガス触媒を接続する、請求項１に記載の方法
。
【請求項１８】
　硫黄トラップが硫黄酸化物の酸化のための触媒活性成分を有さず、かつエンジン出口の
直後に、硫黄酸化物の酸化を行う酸化触媒又は三元触媒を設置する、請求項１６又は１７
に記載の方法。
【請求項１９】
　硫黄トラップを吸蔵触媒から離して、別のケーシング中に設置する、請求項１に記載の
方法。
【請求項２０】
　硫黄トラップをエンジン出口の直後に設置する、請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、運転時間の主な間、リーン空燃比で運転される内燃機関のための排ガス浄化装
置の運転法に関する。排ガス浄化装置は、排ガス中に含有される窒素酸化物の反応のため
に窒素酸化物吸蔵触媒を含有する。硫黄酸化物による汚染に対して吸蔵触媒を保護するた
めに、吸蔵触媒の上流に、硫酸塩の形成により硫黄酸化物を吸蔵するための硫黄トラップ
が存在する。
【０００２】
【従来の技術】
窒素酸化物吸蔵触媒は特に、リーン運転される内燃機関の排ガス浄化のために開発された
。リーン運転される内燃機関の群には、リーン運転ガソリンエンジン、いわゆるリーンエ
ンジン及びディーゼルエンジンが該当する。殊にガソリン直接噴射を伴うリーンエンジン
がますます、車両構造で使用されているが、これは、それらが、理論混合比運転される内
燃機関に比べて２５％までの理論的燃料節減を可能にするためである。
【０００３】
内燃機関の排ガス中には、主な有害物質として一酸化炭素ＣＯ、未燃焼炭化水素ＨＣ及び
窒素酸化物ＮＯｘが存在する。更に、排ガスは少量の水素Ｈ2並びに硫黄酸化物ＳＯｘを
含有し、これらは、燃料及び装置潤滑油の硫黄含量に由来する。硫黄酸化物を除く有害物
質は現行の排ガス触媒により、内燃機関の理論混合比運転で高い割合まで、無害な成分の
水、二酸化炭素及び窒素に変換することが出来る。理論混合比運転される内燃機関の排ガ
ス浄化のために開発された触媒は、三元触媒と記載される。
【０００４】
理論混合比条件は、空気過剰率λが１の場合である。空気過剰率λは、理論混合比条件に
規格化された空燃比である。燃料１ｋｇを完全燃焼させるために空気何ｋｇが必要である
かを空燃比は示している。慣用の燃料では、理論空燃比は１４．６の値である。内燃機か
ら排出される排ガスの空気過剰率は、内燃機に供給される空燃混合物の空気過剰率に相応
する。１を上回る空気過剰率を有する排ガスはリーンと、かつ１未満の空気過剰率を有す
る排ガスはリッチと称される。
【０００５】
理論空燃比運転は、内燃機関に提供される空燃比を制御することにより維持することがで
きる。制御のために、酸素センサ、いわゆるλ－センサの信号を使用することができる。
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三元触媒は、約０．９７～約１．０３の間の非常に狭い空気過剰率域で、排ガス中の３種
の有害物質ＨＣ、ＣＯ及びＮＯｘを同時に反応させることができる。
【０００６】
理論混合比運転される内燃機関の排ガス浄化は非常に高いレベルに達成しているが、リー
ン運転される内燃機関の窒素酸化物排出物の変換はまだ大きな問題である。その運転の主
な時間、これらの内燃機関は、１．３を上回る空気過剰率で作動する。その排ガスは、酸
素約３～１５容量％を含有する。従って著しい酸化条件が、排ガス中に存在する。これら
の条件下では、排ガス中の窒素酸化物は簡単な方法ではもはや還元することはできない。
この問題を解決するために特に、前記の窒素酸化物吸蔵触媒が開発された。
【０００７】
窒素酸化物吸蔵触媒の作用法及び組成は例えば、ヨーロッパ特許第０５６０９９１Ｂ１号
明細書から公知である。吸蔵材料としてこれらの触媒はアルカリ金属（カリウム、ナトリ
ウム、リチウム、セシウム）、アルカリ土類金属（バリウム、カルシウム）又は希土類金
属（ランタン、イットリウム）の群からの少なくとも１つの成分を含有する。触媒活性成
分として、吸蔵触媒は白金を含有する。酸化排ガス条件下、即ちリーン運転では、吸蔵材
料は、排ガス中に含有される窒素酸化物を硝酸塩の形で吸蔵する。しかしこのために、エ
ンジンの設計及びその運転法に応じて約５０～９０％の一酸化窒素からなる窒素酸化物を
先ず二酸化窒素に酸化させる必要がある。これは、吸蔵触媒の白金成分で行われる。
【０００８】
吸蔵触媒の吸蔵容量には限界があるので、時々、再生する必要がある。このために、エン
ジンに供給される空燃混合物の空気過剰率を、従ってエンジンから排出される排ガスの空
気過剰率も短時間、１未満の値に低下させる。このことは、空燃混合物又は排ガスのリッ
チ化と称される。こうしてこの短い運転相の間、吸蔵触媒中に侵入する前の排ガス中には
、還元条件が存在する。
【０００９】
リッチ化相の間の還元条件下に、硝酸塩の形で吸蔵された窒素酸化物は再び放出（脱着）
され、かつ吸蔵触媒により、一酸化炭素、炭化水素及び水素の酸化と同時に、例えば慣用
の三元触媒により還元されて窒素になる。
【００１０】
リーン運転される内燃機関の排ガスから窒素酸化物を除去するためのその大きな可能性に
もかかわらず、窒素酸化物吸蔵触媒は従来広く使用されていない。窒素酸化物吸蔵触媒を
使用する場合の根本的な問題は即ち、燃料の硫黄含分である。硫黄は、内燃機関から主に
二酸化硫黄の形で排出される。二酸化硫黄は、慣用の三元触媒及び特に一酸化窒素－吸蔵
触媒に対して触媒毒として作用する。硫黄での被毒により三元触媒では、有害物質変換率
が低下し、かつ迅速に触媒が老化する。一般に、三元触媒の被毒は、十分に可逆的である
。排ガスの硫黄成分は、三元触媒上で硫酸塩の形で存在する。触媒の再生を通常の方法で
、高い排ガス温度及び易還元性排ガスを用いて運転相の間に行う。この条件下に、硫酸塩
は還元され、かつ硫黄は、二酸化硫黄又は硫化水素の形で排出される。硫化水素の排出は
その場合、触媒及びエンジン制御を用いて特定の方法で、十分に抑制することができる。
【００１１】
硫黄酸化物による窒素酸化物吸蔵触媒の被毒は原則的に、窒素酸化物の吸蔵と同様に行わ
れる。エンジンから排出される二酸化硫黄は、吸蔵触媒の触媒活性な貴金属成分により酸
化され、三酸化硫黄になる。三酸化硫黄は相応する硫酸塩を形成しながら、吸蔵触媒の吸
蔵材料と反応する。その際特に、窒素酸化物の吸着に比べて三酸化硫黄の吸着の方が優先
され、かつ生じた硫酸塩は熱的に非常に安定性があることが不利である。従って、三元触
媒の場合とは異なり、還元性排ガス条件下でも吸蔵材料の硫酸塩の高い熱安定性の故に、
高い排ガス温度でのみ可逆性である硫黄酸化物による被毒により、触媒の窒素酸化物吸蔵
容量がかなり低下する。
【００１２】
Strehlau et al(Tagung "Motor und Umwelt" Graz, 1997, Proceedings, p.15-30)は、バ
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リウム含有吸蔵触媒を６５０℃の触媒前排ガス温度及び０．９８の空気過剰率で最適に脱
硫できることを見出した。このような排ガス条件は、車両のパートロード運転の間にも、
エンジンの運転パラメーターを変動させることにより調節することができる。その際、運
転パラメーターの変動は、これにより可能な限りトルクの変化が引き起こされないように
行うべきである。しかし高い排ガス温度での脱硫は、燃料消費のかなりの増加に結びつい
ている。それというのも、燃料は単に窒素酸化物吸蔵触媒の加熱及び調節のために使用さ
れ、運転性能には変換されないためである。
【００１３】
ヨーロッパ特許（ＥＰ）第０５８２９１７Ａ１号明細書により、吸蔵触媒に対する硫黄の
毒作用を、吸蔵触媒の上流で、排ガス流中に挿入された硫黄トラップにより回避すること
が提案されている。硫黄トラップのための吸蔵材料として、アルカリ金属（カリウム、ナ
トリウム、リチウム及びセシウム）、アルカリ土類金属（バリウム及びカルシウム）及び
希土類金属（ランタン、イットリウム）が提案されている。その際、硫黄トラップは付加
的に触媒活性成分として白金を有する。ヨーロッパ特許（ＥＰ）第０５８２９１７Ａ１号
明細書の提案では、硫黄トラップの脱硫が予定されてなく、即ち、硫黄トラップの吸蔵容
量に達した後には、排ガス中に含有される硫黄酸化物は硫黄トラップに阻止されることな
く通り過ぎ、かつ後に接続された窒素酸化物吸蔵触媒を毒しうることが欠点である。
【００１４】
このコンセプトの改善を、ヨーロッパ特許（ＥＰ）第０６２５６３３Ａ１号明細書が提案
している。この文献でも、内燃機の排ガス流中の窒素酸化物吸蔵触媒の前に、硫黄トラッ
プが設置される。硫黄トラップ及び酸化－吸蔵触媒からなるこの組合せは、リーン排ガス
条件下に、硫黄酸化物が硫黄トラップに、かつ窒素酸化物が窒素酸化物吸蔵触媒に吸蔵さ
れるように運転される。リーンからリッチへの排ガス条件の周期的変化により、硫黄トラ
ップに吸蔵された硫酸塩は二酸化硫黄に、かつ窒素酸化物吸蔵触媒に吸蔵された硝酸塩は
二酸化窒素に分解される。この場合、二酸化硫黄及び二酸化窒素が、窒素酸化物吸蔵触媒
により相互に反応して三酸化硫黄及び一酸化窒素になり、かつ三酸化硫黄が窒素酸化物吸
蔵触媒上に硫酸塩の形で吸蔵される危険性が存在する。
【００１５】
しかし、ヨーロッパ特許（ＥＰ）第０６２５６３３Ａ１号明細書によると、このような反
応は小規模でしか生じ得ない。それというのも、硫酸塩の相応する分解率よりも、硝酸塩
の分解率の方が一般にかなり高いからであるという。硝酸塩の分解は約５～２０秒のみの
短い時間間隔で行われる一方で、硫黄トラップ上での硫酸塩の完全な分解には、１０分ま
での時間間隔が必要である。従って、二酸化硫黄及び二酸化窒素を排出する際に、非常に
僅かな時間的オーバーラップが存在するだけである。これにより、硫黄トラップの脱硫の
間の、硫黄による窒素酸化物吸蔵触媒の被毒を、ほんの僅かに保持することができる。も
う１つの改善が、窒素酸化物吸蔵触媒から窒素酸化物を放出するためには排ガスを著しく
リッチに、かつ硫黄トラップから硫黄酸化物を放出するためにはほんのわずかのみリッチ
にすることにより生じる。
【００１６】
内燃機の排ガス中に含有される硫黄酸化物量は、窒素酸化物の量に比べてかなり少ない。
従って、吸蔵触媒から窒素酸化物を放出する度に、硫黄トラップの脱硫を行う必要はない
。窒素酸化物吸蔵触媒から窒素酸化物を放出するための周期時間が約１分である一方で、
硫黄トラップから硫黄酸化物を放出するための周期時間は、ヨーロッパ特許（ＥＰ）第０
５８２９１７Ａ１号明細書によると数時間である。
【００１７】
硫黄トラップ及び窒素酸化物吸蔵触媒からなる排ガス浄化装置の運転のために提案された
方法は、部分的に認識されてはいるが、それが、硫酸塩による窒素酸化物吸蔵触媒の被毒
を甘受しているという欠点を有している。
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
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従って本発明の課題は、前記の欠点が十分に回避される、硫黄トラップ及び窒素酸化物吸
蔵触媒からなる排ガス浄化装置の改善された運転法を提供することである。更に、所望の
方法と僅かな燃料消費が結びついているべきである。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
この課題は、運転の主な時間、リーン空燃比で運転される内燃機関のための排ガス浄化装
置の運転法により解決され、その際、排ガス浄化装置が次のもの：
●　１より大きい排ガスの空気過剰率での窒素酸化物の吸蔵及び１以下の空気過剰率での
窒素酸化物の放出に関して温度ＴＫ、１及びＴＫ、２の間にアクティビティーウィンドウ
ΔＴNOXを、かつ１以下の空気過剰率で触媒上に吸蔵された硫酸塩が該温度以上で分解さ
れる脱硫温度ＴK、DeSOxを有する窒素酸化物吸蔵触媒及び
●　１以下の空気過剰率で硫黄トラップの上に吸蔵された硫酸塩が該温度以上で分解され
る脱硫温度ＴS、DeSOxを有する、窒素酸化物吸蔵触媒の上流にそれと離して設置された硫
黄トラップ
を含み、その際、硫黄トラップと吸蔵触媒の間で、硫黄トラップ前の排ガス温度ＴSと吸
蔵触媒前の排ガス温度ＴKとで温度差ΔＴS,Kが存在し、かつ方法が、次の工程：
ａ）１を上回る空気過剰率及びアクティビティーウィンドウΔＴNOX以内の排ガス温度ＴK

で、排ガス中に含有される窒素酸化物を窒素酸化物吸蔵触媒上に、かつ硫黄酸化物を硫黄
トラップ上に吸蔵するが、その際同時に、排ガス温度ＴSは、脱硫温度ＴS、DeSOxよりも
低く、かつ吸蔵された窒素酸化物を放出するために、排ガスの空気過剰率を１未満に周期
的に低下させ（吸蔵サイクル１回終了）、
ｂ）窒素酸化物吸蔵サイクルの設定サイクル数Ｎ1の後にその都度、排ガス温度ＴSを硫黄
トラップの脱硫温度ＴS、DeSOx以上に高めることにより、硫黄トラップを脱硫し、並びに
排ガスの空気過剰率を１未満に低下させ、かつ
ｃ）工程ａ）及びｂ）を周期的に繰り返す
を有する。
【００２０】
概念「吸蔵」とは本発明の範囲では、排ガスの吸蔵されるべき成分と吸蔵材料との、亜硝
酸塩及び硝酸塩又は亜硫酸塩及び硫酸塩への化学的反応更に、吸蔵材料表面への物理的吸
着のことである。窒素酸化物吸蔵触媒は以下では、単に吸蔵触媒と称される。
【００２１】
本方法の操作法を、図１～図２１を用いて詳述する。
【００２２】
図１は、エンジン（２）、即ち内燃機関の排ガスのための浄化装置（１）を示している。
（３）は、車両の床下領域を示している。排ガス浄化装置は、硫黄トラップ（５）及び窒
素酸化物吸蔵触媒（６）からなる。硫黄トラップはエンジン出口の直後に、同じケーシン
グ（４′）の中に設置されている。吸蔵触媒は、車両の床下領域（３）のケーシング（４
”）中に存在している。
【００２３】
図２は、排ガス浄化装置の１変法を示しており、その際、硫黄トラップ（５）は吸蔵触媒
（６）のすぐ前に、距離をおかずに、又は殆どおかずに設置されており、かつ両方とも、
車両の床下領域の同じコンバータケーシング（４）中に納められている。
【００２４】
窒素酸化物及び硫黄酸化物のための吸蔵材料は、その排ガス温度に対するその吸蔵性の著
しい依存性を示す。
【００２５】
図３は、窒素酸化物吸蔵触媒の規定処方に関する吸蔵効率の温度依存性を示している。１
を上回る空気過剰率（リーン排ガス）での硝酸塩の形での窒素酸化物の吸蔵及び１以下の
空気過剰率での窒素酸化物の形での放出は、狭い限られた温度区間でのみ生じ、その下限
Ｔk、1は二酸化窒素の形成の反応速度により決められかつその上限Ｔk、2は生じたアルカ
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リ金属もしくはアルカリ土類金属硝酸塩及び相応する亜硝酸塩の熱力学的安定性により与
えられている。この温度区間を本発明の範囲では、吸蔵触媒のアクティビティーウィンド
ウΔＴNOxと称し、かつ周期的吸蔵、放出、もしくは脱着及び窒素酸化物の還元のために
利用する。
【００２６】
図３の吸蔵触媒のアクティビティーウィンドウには、約２００～５００℃の温度範囲が含
まれる。吸蔵触媒の他の処方物は、５０～１００℃低いか、もしくは高い温度にシフトさ
れているアクティビティーウィンドウを有する。より低い温度へのアクティビティーウィ
ンドウのシフトは殊に、低い排ガス温度を伴うエンジン車両での使用のために重要である
。
【００２７】
図４～６は、エンジン、硫黄トラップ及び窒素酸化物吸蔵触媒の配置の違いに関する、エ
ンジンから排ガス出口までの排ガス浄化装置に沿った温度変化を図示している。排ガス浄
化装置に沿ったこれら３つのパーツの位置は、垂直の柱によって示した。縦座標には、排
ガス浄化装置に沿ったそれぞれの位置での排ガス温度が記載されている。ＴM、1、ＴM、2

及びＴM、3はエンジン出口での排ガスの３つの異なる温度を示している。
【００２８】
エンジン出口温度ＴMから出発して、排ガス装置に沿って排ガス温度は、熱伝導及び熱放
射により低下する。典型的な温度変化は、排ガス装置の導管の長さ１メートル当たり５０
～１００℃である。簡単に、温度の直線的低下が、図４～６に示されている。しかし実際
には、排ガス装置に沿った異なる熱損失により、温度のもっと複雑な変化が生じる。殊に
、排ガス触媒上での発熱反応により、温度の集中的増加が生じうる。全般的には、エンジ
ン排気温度の関数としての、所定の排ガス装置での温度変化は明らかに再現性があり、か
つ当業者は直ちに測定することができる。
【００２９】
硫黄トラップへの入口のすぐ上流での排ガス温度は、図４中でＴSと記されている。ＴKは
、吸蔵触媒への入口のすぐ上流での排ガス温度である。ΔＴS、Kは、硫黄トラップと吸蔵
触媒との間の温度差ＴS－ＴKである。これは、それぞれ相互に対するエンジン、硫黄トラ
ップ及び吸蔵触媒の相互位置に、かつエンジン排気温度に依存している。エンジン排気温
度が高くなるほど、硫黄トラップと吸蔵触媒との間の温度差は大きくなる。
【００３０】
本発明による方法で排ガス浄化装置を運転するために、硫黄トラップ及び吸蔵触媒中の材
料は、相互に好適に適合していなければならない。前記の温度変化に基づき排ガス浄化装
置に沿った硫黄トラップ及び吸蔵触媒の位置を選択する場合には、これらの位置は非常に
重要である。
【００３１】
図４～６中で、吸蔵触媒のアクティビティーウィンドウは、温度ＴK、1及びＴK、2の間の
影の部分で示されている。
【００３２】
排ガス中に含有される窒素酸化物の吸蔵触媒への周期的吸蔵及びそれからの放出は、パー
トロード運転下、かつホットエンジンを使用して行う。この運転相は、方法の工程ａ）に
相応し、かつ図４～６の温度プロットａにより示されている。
【００３３】
エンジンはパートロード運転中、ＴM、1の排ガス排出温度を有する。排ガス浄化装置は、
排ガス温度ＴKが吸蔵触媒の前でアクティビティーウィンドウ内の値まで下がっているよ
うに設置されている。図４のダイアグラムでは、硫黄トラップは、エンジンと貯蔵触媒と
の距離のほぼ半分の所に組み入れられている。その場合、硫黄トラップの材料は、パート
ロード運転中に排ガス温度ＴSが、硫黄トラップの脱硫温度ＴS、DeSOxを上回らないよう
に選択すべきである。次いで、リーン排ガスの場合には、硫黄酸化物は硫黄トラップに、
かつ窒素酸化物は貯蔵触媒に吸蔵される。１未満の空気過剰率に周期的に切り換えると、
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窒素酸化物が吸蔵触媒から二酸化窒素として放出され、かつ排ガスの還元成分（一酸化炭
素、炭化水素及び水素）により窒素に還元される。これに対して硫黄トラップに吸蔵され
た硫酸塩は放出されない。それというのも、排ガス温度ＴSは脱硫温度ＴS、DeSOxよりも
更に低いためである。
【００３４】
方法工程ａ）は、窒素酸化物に関する吸蔵サイクル及び放出サイクルを含む。内燃機の素
エミッション、即ち触媒により処理されていないエミッションの高さによりこれは約２０
～１００秒続く。これにより、排ガスのリッチ化度に依存して、窒素酸化物を遊離するた
めには僅か約０．３～２０秒のみが必要である。窒素酸化物吸蔵サイクルは吸蔵された窒
素酸化物の放出の後に、終了するものとする。窒素酸化物吸蔵サイクルの直後に、吸蔵触
媒上にも、排ガスのリッチ化により容易に分解されない硝酸塩はもはや存在しない。
【００３５】
窒素酸化物吸蔵サイクルの所定の回数Ｎ1の後に、硫黄トラップを脱硫するための方法工
程ｂ）を実行する。このために、エンジン出口温度を値ＴM、2に高め、かつ排ガスの空気
過剰率を０．６～０．９の間の値に低下させる。
【００３６】
これにより生じる排ガス温度が硫黄トラップの前で（温度進行ｂ）その脱硫温度を上回る
ように、ＴM、2を選択する。硫黄トラップから二酸化硫黄を放出している間に、更に吸蔵
触媒から窒素酸化物が放出されうることを回避するために、硫黄トラップの脱硫を、窒素
酸化物吸蔵サイクルの終了の後に、即ち、再生された吸蔵触媒で初めて排ガス温度を高め
ることにより導入することが予定されている。
【００３７】
　図４から６には、本発明方法の有利な実施形のための温度関係が示されている。その場
合、排ガス装置中での硫黄トラップ及び吸蔵触媒のポジショニング並びに硫黄トラップ及
び吸蔵触媒用の吸蔵材料の選択は、硫黄トラップの脱硫の間に、吸蔵触媒の前の排ガス温
度が、吸蔵触媒のアクティビティーウィンドウを上回るように行われている。
　この関係下では、硫黄トラップからの二酸化硫黄脱着の間、吸蔵された窒素酸化物はも
はや吸蔵触媒の上に存在しないことが保証されている。これに伴い、窒素酸化物との反応
による脱着された硫黄成分（二酸化硫黄及び硫化水素）の三酸化硫黄への新たな酸化及び
吸蔵触媒上での吸蔵が確かに阻害される。場合により、二酸化硫黄と二酸化窒素の放出の
時間的な見逃しうるオーバーラップが生ずる。
【００３８】
本発明の方法で重要なエンジン出口温度の増加は、トルクの著しい変化を伴わずに、エン
ジンの運転パラメーターの好適な変化により行うことができ、これにより、運転快適性を
損なうことはない。
【００３９】
記載の方法工程ａ）及びｂ）を周期的に繰り返す。硫黄トラップの２回の脱硫（方法工程
ｂ））の間の窒素－酸化物吸蔵サイクル（方法工程ａ））の数は一般に、１０～１０００
００である。実際の適用回数Ｎ1は、数多くのパラメーター、例えば燃料中の硫黄含有率
、硫黄トラップ及び吸蔵触媒の容量、実際の走行運転の間のリーン割合、エンジンタイプ
、車両の運転法（高速道又は市街路）に、かつ各車両生産者により提供された排ガスの加
熱可能性に依存する。硫黄トラップの加熱のために必要な付加的な燃料消費を可能な限り
低く保持するために、Ｎ1は可能な限り多く選択すべきである。
【００４０】
車両で内燃機関を運転している間、加速の際及びフルパート走行の際にいわゆる自然リッ
チ化相が生じ、これにより、本発明の方法の進行が中断する。この運転相の間、硫黄酸化
物の硫黄トラップへの吸蔵は更に進行するので、この自然リッチ化相も、Ｎ1に加える。
【００４１】
硫黄酸化物のための吸蔵材料は高い効率性を有している。しかしながら、硫黄酸化物の滑
りが小さいことにより、硫酸塩での吸蔵触媒の緩慢な負荷が生じ、かつこのことは、窒素
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酸化物の吸蔵容量を低下させうる。従って、本発明方法の有利な実施形では、吸蔵触媒の
脱硫のための付加的な方法工程ｂ′）を、それぞれ窒素酸化物吸蔵サイクルの所定の回数
Ｎ2の後に用意する。窒素酸化物吸蔵のために通常使用されるアルカリ金属酸化物及びア
ルカリ土類金属酸化物は、非常に高い脱硫温度ＴS、DeSOxで硫酸塩を生じさせる。排ガス
のエンジン出口温度を従ってこの方法工程では、更にＴM、2を超えてＴM、3まで高めて、
吸蔵触媒の前の排ガス温度ＴKをエンジン出口の比較的多いその除去にもかかわらず、そ
の脱硫温度ＴS、DeSOxに高める必要がある。吸蔵触媒の脱硫の間、排ガスの空気過剰率を
再び値１未満に低減する。
【００４２】
吸蔵触媒の脱硫は、使用成分の機能が非難しようのない場合には比較的稀に実施すればよ
い。典型的には、吸蔵触媒の脱硫が必要になる前に、硫黄トラップの脱硫は２～１００回
行われる、即ち、吸蔵触媒の２回の脱硫の間の窒素酸化物吸蔵サイクルの数Ｎ2はＮ1より
も２～１００ファクター多い。
【００４３】
硫黄トラップ及び場合による吸蔵触媒の脱硫のために、排ガスの空気過剰率を０．９６～
１．０１、有利に０．９７～１．０の値に低下させる。場合によりこの場合に、硫黄トラ
ップ及び場合による吸蔵触媒の脱硫のために、排ガスの空気過剰率を０．６～０．８の値
に低下させることもできる。この場合には、硫黄トラップから主に硫化水素が遊離される
。環境への硫化水素の排出を抑えるために、硫黄トラップの脱硫の間に二次空気を排ガス
装置中に添加し、かつそれにより空気過剰率を、吸蔵触媒への入口の所で０．９８～１．
０１の値に高めることができる。
【００４４】
図４から、硫黄トラップ自体は、吸蔵触媒と同様の脱硫温度を有していると分かる。しか
し硫黄トラップをエンジンと吸蔵触媒の間の距離の半分の所に設置することにより、脱硫
のためのエンジン出口温度ＴM、2を、吸蔵触媒の直前に硫黄トラップを設置する場合より
もかなり低く保持することができる。
【００４５】
図５は、硫黄トラップをエンジンの直後に設置した場合の温度関係を示している。この場
合には硫黄トラップに関して、硫黄トラップの脱硫のためにエンジン出口温度ＴM、2を図
４に記載の温度よりも高める必要なく、高い脱硫温度を有する吸蔵材料を選択することが
できる。
【００４６】
図６は吸蔵触媒の直前の硫黄トラップの設置を示している。本発明の方法の実施のために
、この配置に関しては、その脱硫温度が吸蔵触媒の脱硫温度よりも低い硫黄トラップ用吸
蔵材料を選択することが必要である。このような材料は、図５の硫黄トラップのエンジン
近接設置には全く不適当であろう。それというのも、その脱硫温度はなお、通常のパート
ロード運転ではエンジン出口温度ＴM、１未満であるためである。図６の硫黄トラップは
、図５による設置では、硫黄トラップとして十分に効果的に使用することができないであ
ろう。
【００４７】
図４～図６のグラフにより、排ガス装置中での硫黄トラップ及び吸蔵触媒の設置により、
使用材料は好適に相互に調整されるべきであることは明らかである。
【００４８】
窒素酸化物吸蔵触媒に関して公知の吸蔵成分を使用するのが有利である。これには、リチ
ウム、ナトリウム、カリウム、セシウム、ルビジウム、カルシウム、ストロンチウム、バ
リウム、ランタン及びイットリウムの化合物が該当する。触媒活性成分として、白金族元
素の白金、パラジウム、ロジウム及びイリジウムの少なくとも１種の金属を使用する。
【００４９】
本発明の方法で使用する硫黄トラップのための吸蔵材料の要求は次のものである：
●　硫黄酸化物に対する高い吸蔵容量
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●　脱硫温度以上での、吸蔵硫酸塩に対する可能な限り高い分解速度。
【００５０】
これらの要求は、従来技術から公知のいずれの吸蔵材料によっても満たされない。
【００５１】
本発明の方法で好適なのは、アルカリ土類金属のマグネシウム、カルシウム、ストロンチ
ウム及びバリウム並びにランタンの化合物からなる硫黄酸化物吸蔵成分である。これらの
材料は、脱硫のための温度要求及び要求される吸蔵容量により個々に、又は混合して使用
することができる。
【００５２】
Ｍｇ／Ａｌ－ハイドロタルサイトをベースとする吸蔵成分が本方法に特に好適であると判
明している。この場合、酸化マグネシウム及び酸化アルミニウムの二重層水酸化物が該当
する。商業的に入手可能なＭｇ／Ａｌ－ハイドロタルサイトは、酸化マグネシウムの酸化
アルミニウムに対するモル比１～６で供給される。合成ハイドロタルサイトの製造は例え
ば、国際公開ＷＯ９６/０５１４０号明細書中に記載されている。
【００５３】
硫黄トラップとして使用する前に、Ｍｇ／Ａｌ－ハイドロタルサイトを４００～６００℃
で１～１０時間空気中でか焼するのが有利である。その比表面積（ＢＥＴ－表面積、ＤＩ
Ｎ６６１３２により測定）は１００ｍ2／ｇ～３００ｍ2／ｇの範囲である。
【００５４】
か焼により、Ｍｇ／Ａｌ－ハイドロタルサイトはＭｇ／Ａｌ－スピネル（ＭｇＯ／Ａｌ2

Ｏ3）に変化する。化学量論的に過剰で存在する酸化マグネシウムは生じたスピネル中に
均一に分散され、かつその比表面積を安定化する。スピネルへのハイドロタルサイトの変
化は、熱排ガスによる調製硫黄トラップ中で行うこともできる。しかし再現可能な調製の
意味では、硫黄トラップとして使用する前のハイドロタルサイトのか焼が推奨される。
【００５５】
Ｍｇ／Ａｌ－ハイドロタルサイトは、その全量に対して０．５～４０重量％の量で、アル
カリ土類元素のカルシウム、ストロンチウム、バリウム及び希土類酸化物からなる群から
の元素少なくとも１種でドーピングされていてよい。これにより、材料の脱硫温度を規定
の限界にシフトさせ、そうして方法の要求に適合させることができる。
【００５６】
ドーピングはハイドロタルサイトのか焼の前後に行うことができる。ドーピング元素をド
ーピング元素の溶解性前駆体での含浸によりハイドロタルサイト中に、もしくはスピネル
中に導入するのが有利である。
【００５７】
本発明の方法に不適当な材料は、従来技術でしばしば使用される酸化鉄、酸化マンガン及
び酸化セリウムである。酸化鉄は不充分な吸蔵容量及び不充分な温度安定性を有する。酸
化マンガンは、既に比較的低い温度で始まる非常に広い脱硫範囲を有する。同じことが酸
化セリウムにも当てはまる。紹介した方法で要求されるような、慣用の吸蔵触媒のアクテ
ィビティーウィンドウと硫黄トラップとの脱硫の著しい分離は、これらの材料では殆ど不
可能である。
【００５８】
硫黄酸化物の吸蔵のために必要な三酸化硫黄への酸化は、硫黄トラップで直接行うことが
できる。このために、硫黄トラップに例えば白金族元素の白金、パラジウム、ロジウム及
びイリジウムの少なくとも１種の金属を公知技術を使用して備えさせることができる。
【００５９】
特殊な適用ケースでは、硫黄トラップとして、相応する吸蔵成分の添加により硫黄酸化物
も吸蔵可能な慣用の排ガス触媒を使用するのが有利である（例６参照）。このために、当
業者に公知の全ての方法及び材料、例えば単層触媒又は多層触媒を使用することができる
。従って硫黄トラップは、窒素酸化物吸蔵触媒により進行する一酸化炭素、炭化水素及び
窒素酸化物の反応を支持し、加えてエンジンもしくは内燃機関の暖気運転の間に、出発触
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媒の機能を引き受ける。
【００６０】
本発明の方法のもう１つの有利な実施態は、貴金属不含硫黄トラップを使用し、かつ排ガ
ス流中でその前に貴金属含有触媒を接続することにある。これにより、前に接続された触
媒により硫黄酸化物の三酸化硫黄への酸化が行われる一方で、硫黄トラップはこうして生
じた三酸化硫黄のみを取る。
【００６１】
硫黄トラップを、公知技術を使用して自動排ガス触媒の製造で製造する。吸蔵材料をセラ
ミック又は金属製のハニカム体の流路上に被覆の形で施与するのが有利である。このため
に、材料を微細な酸化物の形で、場合により排ガス触媒で公知の他の担体材料（活性酸化
アルミニウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン）と混合して加工して、水性被覆分散液に
し、かつハニカム体に浸漬させることにより施与することができる。この方法は殊にＭｇ
／Ａｌ－ハイドロタルサイトの場合に使用することができる。場合によりこのために、吸
蔵材料をその可溶性前駆体の形で高表面積担体材料上に、例えば含浸により施与すること
ができる。これは、担体材料をハニカム体上に施与する前後に行うことができる。同様に
、触媒活性成分（白金、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、オスミウム）
を硫黄トラップに導入することができる。更に硫黄トラップは、遷移金属酸化物の群から
成るプロモータを備えていてもよい。硫黄トラップの触媒機能を支持する好適な遷移金属
は亜鉛、ニッケル、クロム、コバルト、銅及び銀である。
【００６２】
本発明の方法では、複数の成分からなる硫黄トラップを使用することもできる。有利な硫
黄トラップは例えば、過剰の酸化マグネシウムを有する酸化アルミニウム及びＭｇ／Ａｌ
－ハイドロタルサイトもしくはＭｇ／Ａｌ－スピネルからなる混合物からなる。更に、ス
ピネルはアルカリ土類金属元素をドーピングされていて良い。原則的に、これらの成分の
それぞれは、三酸化硫黄と硫酸塩の形で結合することができる。
【００６３】
例えば酸化アルミニウムを唯一の材料として使用する場合には、硫黄成分は硫酸アルミニ
ウムの形で結合される。しかしこれにより、酸化アルミニウムの比表面積は著しく低下す
る。この結果、硫黄トラップが老化するにつれて、硫酸アルミニウムの結合速度が遅くな
る。酸化アルミニウムを例えば酸化マグネシウム又は酸化バリウムと混合することにより
、この老化プロセスを十分に阻止することができる。それというのも、この場合には、有
利により安定なアルカリ土類硫酸塩が生じるためである。
【００６４】
【実施例】
次の例及び比較例中で、ハニカム体上の硫黄トラップの異なる処方物を製造し、かつ相互
に比較した。異なる処方物の比較性を保証するために、個々の成分の量をその都度、硫黄
トラップの理論善吸蔵容量が全ての例で、調製硫黄トラップ１リットル当たり硫酸塩約４
．７モルであるように決めた。このために、酸化アルミニウムを完全に硫酸アルミニウム
に、かつ酸化マグネシウムを完全に硫酸マグネシウムに変えることができることが考えら
れる。ドーピング元素でも同様に行う。ドーピング元素の各量を、その理論吸蔵容量が１
リットル当たり硫黄０．１７モルであるように決めた。スピネルの吸蔵容量を、その中に
含有される酸化マグネシウム及び酸化アルミニウム割合の吸蔵容量の合計として算出した
。
【００６５】
全ての硫黄トラップで、貴金属成分として白金を使用した。
【００６６】
例１
γ－Ａｌ2Ｏ3とＭｇ／Ａｌ－ハイドロタルサイトとの重量比が３：１４であるγ－Ａｌ2

Ｏ3（粒度４μｍ（ｄ50））及びＭｇ／Ａｌ－ハイドロタルサイト（粒度粒度４μｍ（ｄ5

0））の水性分散液を調製した。Ｍｇ／Ａｌ－ハイドロタルサイトは２．６のＭｇＯ／Ａ
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ｌ2Ｏ3モル比を有し、かつ予備処理で、５５０℃で４時間空気中でか焼させた。その後に
、この材料はなお２００ｍ2／ｇの比表面積を有した。
【００６７】
６２ｃｍ－2のセル密度を有する菫青石からなる幾つかのハニカム体を、この分散液に浸
漬することにより、ハニカム体１リットル容量当たり全部で乾燥量１７０ｇで被覆した（
１４０ｇ／ハイドロタルサイトｌ及び３０ｇ／γ－Ａｌ2Ｏ3ｌ）。被覆を１２０℃で乾燥
させ、かつ５００℃で２時間空気中でか焼した。引き続き、被覆されたハニカム体をアミ
ン硝酸白金Ｐｔ(ＮＨ3)4(ＮＯ3)2の水溶液中に浸漬することにより含浸させ、１２０℃で
乾燥させ、かつ５００℃で２時間空気中でか焼した。調製硫黄トラップはハニカム体１リ
ットル当たり白金２ｇを含有した。
【００６８】
例２
例１中で製造された硫黄トラップに硝酸カルシウムの水溶液への浸漬、１２０℃での乾燥
及び５００℃空気中でのか焼により、硫黄トラップ１リットル容量当たり酸化カルシウム
１０ｇを負荷した。
【００６９】
例３
例１中で製造された硫黄トラップに酢酸ストロンチウムの水溶液への浸漬、１２０℃での
乾燥及び５００℃空気中でのか焼により、１リットル当たり酸化ストロンチウム１７．５
ｇを負荷した。
【００７０】
例４
例１中で製造された硫黄トラップに酢酸バリウムの水溶液への浸漬、１２０℃での乾燥及
び５００℃空気中でのか焼により、１リットル当たり酸化バリウム２６．０ｇを負荷した
。
【００７１】
例５
例１中で製造された硫黄トラップに酢酸ランタンの水溶液への浸漬、１２０℃での乾燥及
び５００℃空気中でのか焼により、１リットル当たり酸化ランタン１８．５ｇを負荷した
。
【００７２】
例６
γ－Ａｌ2Ｏ3（比表面積１４０ｍ2／ｇ）１００ｇを硝酸ロジウムＲｈ(ＮＯ3)3の水溶液
での含浸、１２０℃での乾燥及び５００℃空気中でのか焼によりロジウム３ｇを負荷した
。この方法で製造されたＲｈ／Ａｌ2Ｏ3－粉末を水中に導入撹拌し、かつ粒度４μｍ（ｄ

50）まで粉砕した。
【００７３】
例１で製造されたもう１つの硫黄トラップに、Ｒｈ／Ａｌ2Ｏ3の分散液中に浸漬すること
によりハニカム体１リットル容量当たりＲｈ／Ａｌ2Ｏ3３０ｇを負荷した。このように処
理された硫黄トラップを１２０℃で乾燥させ、かつ空気中５００℃でか焼した。
【００７４】
比較例１
慣用の硫黄トラップを製造するために、γ－Ａｌ2Ｏ3（比表面積１４０ｍ2／ｇ、粒度ｄ5

0＝４μｍ）の水性分散液を調製し、かつもう１つの菫青石からなるハニカム体を、この
分散液中に含浸することにより、ハニカム体１リットル容量当たりγ－Ａｌ2Ｏ3１７０ｇ
で被覆した。被覆を１２０℃で乾燥させ、かつ空気中５００℃で２時間か焼した。
【００７５】
被覆をアミン硝酸白金の水溶液で含浸し、新たに１２０℃で乾燥させ、かつ空気中５００
℃で２時間か焼した。調製された被覆はハニカム体１リットル容量当たり白金２ｇを含有
した。引き続き、硝酸鉄（ＩＩＩ）の水溶液中に被覆を再び浸漬することにより、含浸さ
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化鉄（ＩＩＩ）として算出して１リットル当たり９．１ｇの量で含有した。
【００７６】
比較例２
比較例１によりもう１つの慣用の硫黄トラップを製造した。比較例１とは異なり、被覆を
硝酸鉄で含浸するのではなく、酢酸マンガンで含浸した。調製硫黄トラップはマンガンを
、酸化マンガン（ＩＶ）として算出してハニカム体１リットル容量当たり１４．８ｇの量
で含有した。
【００７７】
比較例３
比較例１によりもう１つの慣用の硫黄トラップを製造した。比較例１とは異なり、被覆を
硝酸鉄で含浸するのではなく、硝酸セリウムで含浸した。調製硫黄トラップはセリウムを
、酸化セリウム（ＩＶ）として算出してハニカム体１リットル容量当たり２９．２ｇの量
で含有した。
【００７８】
前記の例で調製された硫黄トラップの組成を第１表にまとめた。
【００７９】
使用例
硫黄トラップを本発明で効果的に使用するためには、リーン排ガス条件下でのその吸蔵容
量、硫化水素Ｈ2Ｓ及び硫化カルボニルＣＯＳの形で吸蔵された硫黄の放出の際の二次排
出の回避並びに排ガス温度及び空気過剰率に関連した脱硫温度ＴS、DeSOx及び硫黄酸化物
の放出速度が重要である。
【００８０】
従って例１から５、比較例１から３による硫黄トラップを判断するために、次の実験を実
施した：
例中に記載の硫黄トラップを先ず５時間、空気過剰率１．５で運転されたリーンオットー
エンジンで、硫黄含有率４００重量ｐｐｍを有する燃料を使用して、硫黄負荷した。硫黄
トラップ前の排ガス温度はその際４００℃であった。使用硫黄トラップはそれぞれ０．８
リットルの容量を有した。排ガス処理量は４２０００Ｎｌ／ｈであった。
【００８１】
先ず、二酸化硫黄、硫化水素及び硫化カルボニルのエンジン素エミッションをイオン－分
子反応質量分析計（ＩＭＲ－ＭＳ）を用いて測定した。排ガス装置中に各硫黄トラップを
組み入れた後に、硫黄トラップの後ろで排出の時間的経過を測定した。これらの測定値か
ら、エンジンから排出された硫黄量も、硫黄トラップにより捕集された硫黄量も、時間に
よる累積により算出された。引き続き、硫黄トラップを０．９８の空気過剰率で徐々に７
５０℃に加熱した。ＩＭＲ－ＭＳを用いて、加熱プロセスの間に硫黄トラップから放出さ
れた排ガス流中の二酸化硫黄、硫化水素及び硫化カルボニルの濃度を、時間及び温度に関
連して測定した。実験の結果を、次の第２表中に、並びに図７～１３中に示した。
【００８２】
例１～４の硫黄トラップによりリーン運転時間の間、エンジンから排出される硫黄量はほ
ぼ定量的に捕集されたことを、この測定は示している。リッチ排ガス中での脱硫の間、硫
黄は再び十分に定量的に放出され得た。これに対して比較例１は、明らかにより低い硫黄
捕集を示している。勿論脱硫はこの場合にもほぼ定量的に進行している。比較例２は硫黄
に関して非常に広い脱着範囲を示しており、これは硫黄トラップの迅速な脱硫を可能にし
ない。更に、比較例３も同様だが脱硫が、既に非常に低い温度で始まる。硫黄放出と通常
の吸蔵触媒のアクティビティーウィンドウとのオーバーラップは従って、阻害されえない
。
【００８３】
【表１】



(14) JP 4330202 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

【００８４】
第２表の最後の２つの欄は、脱硫開始時の排ガス温度ＴS、DeSOx並びに脱硫終了後の最終
温度ＴEndを示している。硫黄トラップの迅速な脱硫を保証するために、両方の温度差は
可能な限り少なくあるべきである。本発明の例１～４では、温度差は２００、２１０及び
１８５℃である。比較例ＶＢ２及びＶＢ３では、３００及び２５０℃の値が測定された。
比較例１での温度差は僅か９０℃である。
【００８５】
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脱硫のために選択された空気過剰率値０．９８での硫化水素及び硫化カルボニルの二次排
出は、全ての例及び比較例で、二酸化硫黄－排出の一部のみであることを、更に実験は示
している。
【００８６】
本発明により硫黄トラップとして前記の処方を使用する場合に決定的に重要なのは、リッ
チ化の際にこれらの硫黄トラップが吸蔵した硫酸塩を再び放出する温度領域である。本発
明の方法では、この温度領域は、硫黄トラップと吸蔵触媒の間で支配的な排ガス温度差を
含む、周期的リーン／リッチ運転で使用される吸蔵触媒のアクティビティーウィンドウを
上回る。
【００８７】
この条件は、例１～５の硫黄トラップに関して満たされている。
【００８８】
硫黄トラップもしくは吸蔵触媒の脱硫は、硫黄トラップ及び吸蔵触媒を有する排ガス装置
を脱硫に必要な温度にし、かつ十分に高い量の還元成分を、吸蔵硫酸塩の還元のために排
ガス中に提供するための付加的な燃料消費をもたらす。この付加的な燃料消費の低減のた
めに、脱硫を可能な限り低い温度及び短時間で行い、生じる熱損失を低く保持すべきであ
る。
【００８９】
脱硫の際に、硫化水素及び硫化カルボニルの二次排出を低く保持すべきである。二次排出
は主に、脱硫のために使用される排ガスの空気過剰率に依存する。次の実験で示されるよ
うに、脱硫のための空気過剰率には２つの有利な領域がある。第一の領域は理論混合比点
付近の約０．９７～１．０の間であり、かつ第２の領域は０．６～０．８の間である。
【００９０】
脱硫に必要な時間を測定するために、例１の硫黄トラップ試料を前と同様に、４００℃で
リーン運転されたオットーエンジンで５時間に亙り、硫黄含有率４００重量ｐｐｍを有す
る燃料を使用して硫黄で負荷した。硫黄トラップの容量は０．８リットルであった。引き
続き、空気過剰率１．０５で排ガス温度を６４０℃の温度まで加熱した。この温度に達し
た後に、空気過剰率を０．９８の値に上げ、かつ第二の通過で０．９５の値に低下させた
。排ガスの容量流はその際、約１０２０００Ｎｌ／ｈであった。脱硫特性は時間に関して
、図１４及び１５中に示している。
【００９１】
０．９５の空気過剰率で脱硫を実施すると（図１５）、硫黄トラップは、硫酸塩の大部分
を先ず、短時間以内に二酸化硫黄の形で放出した。勿論、吸蔵された硫黄のかなりの部分
が、硫化水素の形で比較的長い時間に亙り排出される。硫化水素のこの緩慢な放出は、脱
硫のために比較的長時間を必要とすることに対して責任がある。
【００９２】
これに対して、脱硫を０．９８の空気過剰率で実施すると（図１４）、硫黄は専ら二酸化
硫黄の形で放出される。この場合二酸化硫黄の放出は確かに、λ＝０．９５の場合よりも
長いが、硫化水素の時間的に延長された放出が無いことにりょい、λ＝０．９８の場合の
脱硫時間は総じて明らかにより短くなる。
【００９３】
図１６は４つの異なる空気過剰率での脱硫時間を示している。０．９８の空気過剰率は硫
化水素の脱硫時間並びに抑制に関して有利な値を示すが、空気過剰率の著しい低減により
脱硫時間を更に低減することが可能である。例えば空気過剰率０．７５では、空気過剰率
０．９８の場合よりも迅速な脱硫が達成される。勿論その場合、放出された硫黄はほぼ定
量的に硫化水素に変わり、かつこの場合、別の方法により再び二酸化硫黄に酸化する必要
がある。
【００９４】
図１７は脱硫の間の空気過剰率に応じた、硫黄トラップ後の排ガス中の硫化水素及び二酸
化硫黄のパーセント割合を示している。使用硫黄トラップの容量に、かつ従って硫黄トラ
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ップ中での放出された二酸化硫黄の滞留時間にこの関係は強く依存している。硫黄トラッ
プ領域での滞留時間が長い程、より多くの硫化水素が生じる。
【００９５】
この関係は、還元性排ガス条件下に脱硫の間に、貫流する二酸化硫黄を十分に還元して硫
化水素にする後続の吸蔵触媒の場合にも当てはまる。図１８は、脱硫中の空気過剰率に応
じた、吸蔵触媒の後の排ガス中の硫化水素及び二酸化硫黄の測定パーセント割合を示して
いる。脱硫の間に空気過剰率０．９８を使用する場合でも、硫黄の大部分は硫化水素の形
で吸蔵触媒から出ることが認められる。
【００９６】
硫化水素の排出は従って、大容量の触媒形を使用し、かつそれに由来する、放出された硫
黄成分の触媒形での長い滞留時間でも、回避することは困難である。
【００９７】
本発明のもう１つの実施形では従って、硫化水素の排出を、吸蔵触媒の後ろに設置された
、硫化水素を吸収する触媒により回避する。この目的のために、還元条件下に、マンガン
、ニッケル、亜鉛又は鉄の酸化物を用いて硫化水素を硫化物として中間吸蔵し、かつ理論
混合比又は僅かなリーン条件化に再び二酸化硫黄として放出する触媒が公知である。この
ような排ガス装置の設計を図１９に示している。吸蔵触媒の後ろに、もう１つの触媒（７
）を接続し、かつこれと一緒に１つのコンバータケーシング中に納める。触媒（７）は、
ここで記載した方法で硫化水素の排出を抑制する。
【００９８】
硫化水素を抑制するもう１つの可能性は、二次空気添加により、還元性成分、殊に水素の
濃度を吸蔵触媒の前で低下させて、硫化水素の形成を抑制することにある。しかし、吸蔵
触媒上での放出された二酸化硫黄の吸蔵を阻止するために、吸蔵触媒上での排ガス比は正
味で還元性のままであるべきである。このような排ガス浄化装置は図２０に示されている
。硫黄トラップ（５）はエンジンの後で吸蔵触媒と離して設置されている。吸蔵触媒の前
で、エアポンプ（８）を用いて二次空気を排ガス流中にノズル導入する。硫黄トラップ及
び場合による吸蔵触媒の脱硫のために、排ガスの空気過剰率を０．６～０．８の値まで低
下させる場合に、排ガス装置のこの構造は殊に使用される。
【００９９】
図２１は、硫黄トラップ５が硫黄酸化物の酸化のための触媒活性な元素を備えていない排
ガス装置を示してる。硫黄酸化物の酸化はこの場合、エンジン近接触媒８で行う。
【図面の簡単な説明】
【図１】硫黄トラップのエンジン近接配置及び車両の床下領域での吸蔵触媒の配置を伴う
、硫黄トラップ及び窒素酸化物吸蔵触媒からなる排ガス浄化装置の車両配置を示す図。
【図２】硫黄トラップ及び吸蔵触媒が車両の床下領域の同一のケーシング中に配置されて
いる、硫黄トラップ及び窒素酸化物の吸蔵触媒からなる排ガス浄化装置の車両配置を示す
図。
【図３】吸蔵触媒のアクティビティーウィンドウを示すグラフ。
【図４】硫黄トラップ及び吸蔵触媒が離れて配置された場合での３つの異なる方法工程に
関する、エンジンから吸蔵触媒までの排ガス浄化装置に沿った温度推移を示す図。
【図５】硫黄トラップがエンジンの近くに配置された場合での３つの異なる方法工程に関
する、エンジンから吸蔵触媒までの排ガス浄化装置に沿った温度推移を示す図。
【図６】硫黄トラップ及び吸蔵触媒が１つのケーシング中に配置された場合での３つの異
なる方法工程に関する、エンジンから吸蔵触媒までの排ガス浄化装置に沿った温度推移を
示す図。
【図７】温度変化に関する、例１の硫黄トラップの脱硫量の変化を示す図。
【図８】温度変化に関する、例２の硫黄トラップの脱硫量の変化を示す図。
【図９】温度変化に関する、例３の硫黄トラップの脱硫量の変化を示す図。
【図１０】温度変化に関する、例４の硫黄トラップの脱硫量の変化を示す図。
【図１１】温度変化に関する、比較例１の硫黄トラップの脱硫量の変化を示す図。
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【図１２】温度変化に関する、比較例２の硫黄トラップの脱硫量の変化を示す図。
【図１３】温度変化に関する、比較例３の硫黄トラップの脱硫量の変化を示す図。
【図１４】６４０℃で、かつ空気過剰率を０．９８の値に低下させた場合の、硫黄トラッ
プの脱硫特性を示す図。
【図１５】６４０℃で、かつ空気過剰率を０．９５の値に低下させた場合の、硫黄トラッ
プの脱硫特性を示す図。
【図１６】空気過剰率に応じた、脱硫時間の変化を示す図。
【図１７】脱硫の間の空気過剰率の変化に伴う、硫黄トラップ後の排ガス中の二酸化硫黄
及び硫化水素のパーセント割合の変化を示す図。
【図１８】脱硫の間の空気過剰率の変化に伴う、吸蔵触媒後の排ガス中の二酸化硫黄及び
硫化水素のパーセント割合の変化を示す図。
【図１９】硫化水素の排出を抑制するための触媒を後ろに接続された排ガス浄化装置を示
す図。
【図２０】硫化水素の排出を抑制するために、硫黄トラップの脱硫の間に吸蔵触媒の前に
二次空気導入を伴う排ガス浄化装置を示す図。
【図２１】硫黄酸化物の酸化のためにエンジンに近接した前触媒を伴う排ガス浄化装置を
示す図。
【符号の説明】
１　浄化装置、　２　エンジン、　３　床下領域、　４　ケーシング、　５　硫黄トラッ
プ、　６　窒素酸化物吸蔵触媒、　７　触媒、　８　エアポンプ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】



(23) JP 4330202 B2 2009.9.16

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｆ０２Ｄ  41/14     (2006.01)           Ｆ０１Ｎ   3/20    　　　Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０２Ｄ  41/14    ３１０Ｃ          　　　　　

(74)代理人  100094798
            弁理士　山崎　利臣
(74)代理人  100099483
            弁理士　久野　琢也
(74)代理人  100114890
            弁理士　アインゼル・フェリックス＝ラインハルト
(72)発明者  ヴォルフガング　シュトレーラウ
            ドイツ連邦共和国　グロースクロッツェンブルク　オーバーヴァルトシュトラーセ　１２
(72)発明者  ウルリッヒ　ゲーベル
            ドイツ連邦共和国　ハタースハイム　シュールシュトラーセ　１７
(72)発明者  エクベルト　ロックス
            ドイツ連邦共和国　ハーナウ　グライフェンハーゲンシュトラーセ　１２
(72)発明者  ヴィルフリート　ミュラー
            ドイツ連邦共和国　カルベン　アウフ　デア　ヴァルテ　２１
(72)発明者  ライナー　ドメスレ
            ドイツ連邦共和国　アルツェナウ　ラネンベルクリング　５６

    審査官  前崎　渉

(56)参考文献  特開平０６－２２９２３２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－３１７４４７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              F01N   3/08,20


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

