
JP 5649503 B2 2015.1.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関からのアッシュを含有する排ガスに含まれる粒子状物質を酸化して浄化するた
めの酸化触媒を備える排ガス浄化装置であって、
　前記酸化触媒が、Ｃａの硫酸塩及びリン酸塩からなる群より選択される少なくとも１種
の金属塩からなる担体と、該担体に担持された銀含有物質とを備えるものであり、且つ、
　前記酸化触媒が、前記担体と前記銀含有物質とを備える触媒をパティキュレートフィル
タ上に担持したものであること、
を特徴とする排ガス浄化装置。
【請求項２】
　前記銀含有物質が、銀、酸化銀、炭酸銀、硫酸銀及びリン酸銀からなる群より選択され
る少なくとも１種であることを特徴とする請求項１に記載の排ガス浄化装置。
【請求項３】
　前記酸化触媒に空燃比がリーンである排ガスを接触させる工程と、前記酸化触媒に前記
空燃比がリッチである排ガスを接触させる工程とを交互に実施するように制御する第一制
御手段を更に備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の排ガス浄化装置。
【請求項４】
　前記酸化触媒に堆積された前記排ガス中のアッシュの量を推定するアッシュ堆積量推定
手段を更に備えることを特徴とする請求項１～３のうちのいずれか一項に記載の排ガス浄
化装置。
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【請求項５】
　前記アッシュ堆積量推定手段により推定されるアッシュの堆積量が基準値を超えた場合
に、前記酸化触媒に空燃比がリッチである排ガスを接触させる工程を実施するように制御
する第二制御手段を更に備えることを特徴とする請求項４に記載の排ガス浄化装置。
【請求項６】
　内燃機関からのアッシュを含有する排ガスに含まれる粒子状物質を酸化して浄化するた
めの酸化触媒を備える排ガス浄化装置を用いて該酸化触媒に排ガスを接触させることによ
り前記粒子状物質を浄化する排ガス浄化方法であって、
　前記酸化触媒が、Ｃａの硫酸塩及びリン酸塩からなる群より選択される少なくとも１種
の金属塩からなる担体と、該担体に担持された銀含有物質とを備えるものであり、且つ、
　前記酸化触媒が、前記担体と前記銀含有物質とを備える触媒をパティキュレートフィル
タ上に担持したものであること、
を特徴とする排ガス浄化方法。
【請求項７】
　前記銀含有物質が、銀、酸化銀、炭酸銀、硫酸銀及びリン酸銀からなる群より選択され
る少なくとも１種であることを特徴とする請求項６に記載の排ガス浄化方法。
【請求項８】
　前記酸化触媒に空燃比がリーンである排ガスを接触させる工程と、前記酸化触媒に前記
空燃比がリッチである排ガスを接触させる工程とを交互に実施することを特徴とする請求
項６又は７に記載の排ガス浄化方法。
【請求項９】
　前記排ガス浄化装置が、前記酸化触媒に堆積された前記排ガス中のアッシュの量を推定
するアッシュ堆積量推定手段を更に備えたものであり、且つ、
　前記アッシュ堆積量推定手段により推定されるアッシュの堆積量が基準値を超えた場合
に、前記酸化触媒に空燃比がリッチである排ガスを接触させる工程を実施することを特徴
とする請求項６～８のうちのいずれか一項に記載の排ガス浄化方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排ガス浄化装置並びにそれを用いた排ガス浄化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関から排出されるガスには、燃焼により生じた粒子状物質（ＰＭ：Ｐａｒｔｉｃ
ｕｌａｔｅ　Ｍａｔｔｅｒ）やオイル中の添加剤等からなるアッシュ（Ａｓｈ）等の有害
物質が含まれている。このような有害物質の中でも粒子状物質は動植物に悪影響を及ぼす
大気汚染物質として知られている。そのため、内燃機関から排出される粒子状物質を浄化
するために酸化触媒を利用することが検討されてきた。
【０００３】
　例えば、国際公開２００７／０４３４４２号パンフレット（特許文献１）においては、
セリウムとジルコニウムの複合酸化物からなる担体と前記担体に担持されたＡｇ又はＡｇ
の酸化物とからなる酸化触媒が開示されている。また、特開２０１０－２６４３５９号公
報（特許文献２）においては、アルカリ土類金属元素、遷移金属元素、第１２族元素及び
第１３族元素からなる群より選択される少なくとも２種以上を含む酸素放出能を有する複
合酸化物（実施例ではいずれもＣｅＺｒＯ２を利用）と、前記複合酸化物に担持されたＡ
ｇとを備える酸化触媒が開示されている。さらに、特開２００７－１９６１３５号公報（
特許文献３）においては、銀が担持されたベーマイトを焼成することにより得られる酸化
触媒を用いることが開示されている。また、特開２０１０－７５７９７号公報（特許文献
４）においては、ＴｉＯ２上にＡｇが担持されている酸化触媒が開示されている。しかし
ながら、特許文献１～４に記載のような従来の酸化触媒においては、使用時にガス中に含
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まれているアッシュが酸化触媒上に堆積された場合に、そのアッシュにより粒子状物質と
酸化触媒との接触が妨げられて粒子状物質の浄化性能が低下していた。また、このように
して粒子状物質の浄化性能が低下した酸化触媒を再生させるためには排ガスを高温とする
必要があり、触媒の浄化性能の再生処理に燃料を大量に消費していたことから、特許文献
１～４に記載のような従来の酸化触媒を用いた場合には内燃機関の燃費の低下を招いてし
まうという問題もあった。更に、特許文献１～４に記載のような従来の酸化触媒は、上述
のように使用により粒子状物質の浄化性能が変化することから、触媒の浄化性能の再生処
理を施す時期やその際の温度条件等を設定することが困難であったばかりか、触媒をパテ
ィキュレートフィルタ等の基材に担持させていた場合には多量の粒子状物質の酸化による
熱でその基材が破壊されてしまう場合もあった。このように、特許文献１～４に記載のよ
うな従来の酸化触媒においては、アッシュの堆積に起因して十分に浄化性能を発揮するこ
とができなかった。
【０００４】
　一方、触媒へのアッシュの堆積を防止するという観点から、特開２００８－３０９１６
０号公報（特許文献５）においては、酸化触媒を担持するフィルタを、多孔質波板と多孔
質平板の対を基本単位とし、前記多孔質波板の波板稜線が交互に直交するように積層した
成形体としつつ、その成形体に対して前記波板稜線の一方向から排ガスを流入させて、そ
の排ガスが流入する面と反対側の面や排ガスが流入する方向と直交する側面の一つの面に
排ガスの通過を遮る手段を設け、且つ、前記排ガスの通過を遮る手段が、排ガスの通過と
遮断を切り替えることができるような構造とすることが開示されている。また、特開２０
０８－０８８９０３号公報（特許文献６）においては、酸化触媒を担持するフィルタを、
排気ガスの流れ方向に延びる複数のセルが平行に配設された構造としつつ、排気ガス流路
の下流側の端面に、隣接するセルの出口側開口部を交互に閉鎖して該出口側開口部が開い
たセルと閉じたセルとを形成することが可能となるようなプラグプレートを接離可能なよ
うにして設けることが開示されている。そして、このような特許文献５～６に記載の技術
においては、フィルタの開口部の開口と閉鎖を制御することにより触媒へのアッシュの堆
積を防止している。しかしながら、特許文献５～６に記載のようなフィルタを用いたとし
ても完全にアッシュを除去することはできず、一部のアッシュがフィルタの隔壁や酸化触
媒の表面に強く付着してしまうことから、アッシュの堆積に起因した粒子状物質の浄化性
能の低下を必ずしも十分に防止することができなかった。また、特許文献５～６に記載の
フィルタを備える排ガス浄化用装置は経済性（コスト）の点においても十分なものとはい
えず、現状においては実用化されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開２００７／０４３４４２号パンフレット
【特許文献２】特開２０１０－２６４３５９号公報
【特許文献３】特開２００７－１９６１３５号公報
【特許文献４】特開２０１０－７５７９７号公報
【特許文献５】特開２００８－３０９１６０号公報
【特許文献６】特開２００８－０８８９０３号公報
【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、アッシュの堆積に
よる粒子状物質の酸化性能の低下が十分に抑制され、アッシュの堆積後においても十分に
高度な粒子状物質の酸化性能を発揮することが可能な排ガス浄化装置、及び、その排ガス
浄化装置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】
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　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、内燃機関からの排ガスに
含まれる粒子状物質を酸化して浄化するための酸化触媒を備える排ガス浄化装置おいて、
前記酸化触媒を、Ｃａの硫酸塩及びリン酸塩からなる群より選択される少なくとも１種の
金属塩からなる担体と、該担体に担持された銀含有物質とを備えるものとすることにより
、アッシュの堆積による酸化性能の低下が十分に抑制され、アッシュの堆積後においても
十分に高度な粒子状物質の酸化性能を発揮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、本発明の排ガス浄化装置は、内燃機関からのアッシュを含有する排ガスに含
まれる粒子状物質を酸化して浄化するための酸化触媒を備える排ガス浄化装置であって、
　前記酸化触媒が、Ｃａの硫酸塩及びリン酸塩からなる群より選択される少なくとも１種
の金属塩からなる担体と、該担体に担持された銀含有物質とを備えるものであり、且つ、
　前記酸化触媒が、前記担体と前記銀含有物質とを備える触媒をパティキュレートフィル
タ上に担持したものであること、
を特徴とするものである。
 
【０００９】
　上記本発明の排ガス浄化装置においては、前記銀含有物質が、銀、酸化銀、炭酸銀、硫
酸銀及びリン酸銀からなる群より選択される少なくとも１種であることが好ましい。
【００１１】
　また、上記本発明の排ガス浄化装置においては、前記酸化触媒に空燃比がリーンである
排ガスを接触させる工程と、前記酸化触媒に前記空燃比がリッチである排ガスを接触させ
る工程とを交互に実施するように制御する第一制御手段を更に備えることが好ましい。
【００１２】
　さらに、上記本発明の排ガス浄化装置においては、前記酸化触媒に堆積された前記排ガ
ス中のアッシュの量を推定するアッシュ堆積量推定手段を更に備えることが好ましく、そ
のようなアッシュ堆積量推定手段を備える場合においては、前記アッシュ堆積量推定手段
により推定されるアッシュの堆積量が基準値を超えた場合に、前記酸化触媒に前記空燃比
がリッチである排ガスを接触させる工程を実施するように制御する第二制御手段を更に備
えることがより好ましい。
【００１３】
　また、本発明の排ガス浄化方法は、内燃機関からのアッシュを含有する排ガスに含まれ
る粒子状物質を酸化して浄化するための酸化触媒を備える排ガス浄化装置を用いて該酸化
触媒に排ガスを接触させることにより前記粒子状物質を浄化する排ガス浄化方法であって
、
　前記酸化触媒が、Ｃａの硫酸塩及びリン酸塩からなる群より選択される少なくとも１種
の金属塩からなる担体と、該担体に担持された銀含有物質とを備えるものであり、且つ、
　前記酸化触媒が、前記担体と前記銀含有物質とを備える触媒をパティキュレートフィル
タ上に担持したものであること、
を特徴とする方法である。
 
【００１４】
　上記本発明の排ガス浄化方法においては、前記銀含有物質が、銀、酸化銀、炭酸銀、硫
酸銀及びリン酸銀からなる群より選択される少なくとも１種であることが好ましい。
【００１６】
　また、上記本発明の排ガス浄化方法においては、前記酸化触媒に空燃比がリーンである
排ガスを接触させる工程と、前記酸化触媒に前記空燃比がリッチである排ガスを接触させ
る工程とを交互に実施することが好ましい。
【００１７】
　さらに、上記本発明の排ガス浄化方法においては、前記排ガス浄化装置が、前記酸化触
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媒に堆積された前記排ガス中のアッシュの量を推定するアッシュ堆積量推定手段を更に備
えたものであり、且つ、
　前記アッシュ堆積量推定手段により推定されるアッシュの堆積量が基準値を超えた場合
に、前記酸化触媒に前記空燃比がリッチである排ガスを接触させる工程を実施することが
好ましい。
【００１８】
　なお、本発明の排ガス浄化装置及び排ガス浄化方法によって、アッシュの堆積による粒
子状物質の酸化性能の低下が十分に抑制され、アッシュの堆積後においても十分に高度な
粒子状物質の酸化性能を発揮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。
【００１９】
　本発明の排ガス浄化装置においては、銀含有物質を担体に担持した酸化触媒を利用して
いる。ここで、このような銀含有物質を利用した場合のＰＭの酸化について検討する。こ
のような銀含有物質はＡｇの元素を含有するものである。そして、このような銀含有物質
を使用した場合、通常の使用条件下において内燃機関からの排ガスが高温で且つ水蒸気を
含有するものとなった場合（高温水蒸気存在下）に、そのＡｇ元素が銀含有物質から解離
し、Ａｇイオン（Ａｇ＋）が生成され得る。例えば、本発明にかかる銀含有物質として好
適な硫酸銀（ＡｇＳＯ４）を用いた場合を例に挙げて説明すると、高温水蒸気存在下では
Ａｇイオンと硫酸イオン（ＳＯ４

２－）とが解離することにより、Ａｇイオンが生成され
る。そして、このようにして生成されたＡｇイオンは粒子状物質（ＰＭ）の主成分である
カーボン（Ｃ）と接触すると還元されてメタル状態のＡｇとなり、そのＡｇイオンと接触
したＰＭは酸化される。なお、このようなＰＭの酸化反応により、ＡｇイオンはＡｇ（メ
タル）となるが、このようなＡｇ（メタル）は空燃比がリーンである排ガス（リーン雰囲
気の排ガス）中の酸素と接触することで再度Ａｇイオンとなり、その酸素からは酸素イオ
ン（Ｏ２－）が生成される。このようなＰＭの酸化処理（ＰＭ酸化処理１）の一連の反応
は下記反応式（１）～（２）で表すことができる。
【００２０】
　　（１）　４Ａｇ＋＋Ｃ＋２Ｏ２－→４Ａｇ＋ＣＯ２

　　（２）　４Ａｇ＋Ｏ２→４Ａｇ＋＋２Ｏ２－

［なお、このようなＰＭ酸化処理１において起こる反応に関して、前記銀含有物質として
銀（メタル）を単独で用いる場合には、高温のリーン雰囲気下において、反応式（２）に
よりＡｇイオンが形成されて反応が進行して、ＰＭが除去される。］。
【００２１】
　また、前記酸化触媒において前記銀含有物質は担体に担持されたものである。このよう
に担体と組み合わせて銀含有物質を用いた場合に、銀含有物質の溶融が引き起こされると
、銀含有物質から生成されたＡｇイオンは担体表面全体を覆うように分散する。例えば、
銀含有物質がＡｇ２ＳＯ４の場合、その融点は６６０℃であり、ＰＭが酸化される温度領
域では一部が溶融状態になっていると考えられる。そのため、担体に担持された銀含有物
質を備える酸化触媒においては、ＡｇイオンとＰＭとの接触点が著しく増大し、非常に高
度なＰＭ酸化活性を得ることが可能となる。また、このような酸化触媒は空燃比がリッチ
である排ガス（リッチ雰囲気の排ガス）に曝されると、前記銀含有物質が還元性ガス（例
えばＨ２）と反応し、担体上にメタル状態のＡｇが生成される。そして、このようにして
生成されたメタル状態のＡｇに気相中の酸素（Ｏ２）が接触するとＡｇ２Ｏが生成され、
かかるＡｇ２ＯにＰＭが接触するとＰＭが酸化される（ＰＭ酸化処理２）。ここで、銀含
有物質として硫酸銀（ＡｇＳＯ４）を用いた場合を例に挙げて説明すると、このようなＰ
Ｍ酸化処理２における一連の反応は、下記反応式（３）～（５）で表すことができる。
【００２２】
　（３）　Ａｇ２ＳＯ４＋２Ｈ２→２Ａｇ＋２Ｈ２Ｏ＋ＳＯ２　　
　（４）　４Ａｇ＋Ｏ２→２Ａｇ２Ｏ
　（５）　２Ａｇ２Ｏ＋Ｃ（ＰＭ）→４Ａｇ＋ＣＯ２
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［なお、このようなＰＭ酸化処理２に関して、前記銀含有物質としてＡｇ（メタル）を単
独で用いる場合には、反応式（４）と（５）に示す反応によりＰＭが除去される。］。
【００２３】
　このようなＰＭ酸化処理１～２を比較すると、ＰＭ酸化処理２を採用してＰＭを酸化し
た場合の方がＰＭ酸化活性がより高いものとなる。そのため、銀含有物質を利用する場合
、担体に担持した酸化触媒とし、その酸化触媒がリッチ雰囲気の排ガスに接触するように
制御する工程を実施して、その触媒中に含まれるＡｇをメタル状態とさせた後、リーン雰
囲気の排ガスを接触させることにより、より高度なＰＭ酸化活性を得ることが可能となる
ものと本発明者らは推察する。
【００２４】
　以下、図１を参照しながら、排ガスの浄化工程について検討する。先ず、従来の排ガス
浄化装置について検討すると、排ガスを排ガス浄化装置中の酸化触媒に接触させると、排
ガスにはＰＭの他にエンジンオイルに含まれる添加剤等から生成されるアッシュ（灰分、
不燃物）も含まれるため、担体１１と銀含有物質１２（メタル状の銀を含む概念）とを含
む触媒上にはＰＭとともにアッシュ１３も堆積される。そして、酸化触媒上へのアッシュ
１３の堆積が進むと、アッシュ１３の堆積した層が形成されて酸化触媒中の活性点（例え
ば銀イオンや銀酸化物等）とＰＭとの接触が妨げられ、酸化触媒のＰＭ酸化活性が低下す
る。このように、従来の酸化触媒を用いた場合には、堆積したアッシュに起因してＰＭと
酸化触媒中の活性点（例えば銀イオンや銀酸化物等）との接触が阻害されるため、上述の
ようなＰＭ酸化処理１～２に示す反応を十分に引き起こすことができなかった。
【００２５】
　これに対して、本発明にかかる酸化触媒においては、Ｃａの硫酸塩及びＣａのリン酸塩
のうちの少なくとも１種の金属塩が担体１１として利用され、その担体１１上に銀含有物
質１２が担持されている。そして、このような担体に利用される金属塩は、アッシュに含
まれる成分であるため、アッシュと非常に近い性質を有するものである。そのため、図１
（ｂ）に示すように、触媒上にアッシュ１３が堆積されても、高温水蒸気存在下での解離
や高温での溶融により、銀含有物質１２から移動性の銀化合物（Ａｇ＋イオンを含む概念
）１２’が生成され、担体１１からアッシュ１３の表面（排ガスと接触可能な表面）に移
動性銀化合物１２’を移動させることが可能である（図１（ｃ））。そして、アッシュ１
３の表面へ移動した移動性銀化合物１２’は、アッシュ１３の表面でＰＭと接触して、上
述のようなＰＭ酸化処理１に示す反応（反応式（１）～（２））を引き起こすことができ
るものと本発明者らは推察する。
【００２６】
　また、酸化触媒にアッシュ１３が堆積されている場合に、酸化触媒をリーン雰囲気の排
ガスに接触させると、銀含有物質１２がアッシュ１３中の硫酸カルシウムから硫酸イオン
（ＳＯ４

２－）を受け取って移動性銀化合物１２’（この場合にはＡｇ２ＳＯ４）が形成
される（図１（ｂ）～（ｃ））。このようなＡｇ２ＳＯ４は、その融点が６６０℃であり
、ＰＭが酸化される温度領域ではその一部が溶融状態になっているため、担体１１からア
ッシュ１３の表面上への移動性が高い化合物であり、アッシュ１３の表面（排ガスと接触
可能な表面）上を容易に移動する。そして、リッチ雰囲気の排ガスを接触させると、表面
上に移動した前記移動性銀化合物１２’に起因して、アッシュ１２の表面上にメタル状の
銀（銀含有物質１２）が析出される（図１（ｄ））。このようにしてメタル状の銀（銀含
有物質１２）が析出した後においては、上記反応式（４）と（５）に示す反応でＰＭを酸
化することが可能となり、より高度なＰＭ酸化性能を得ることも可能となるものと本発明
者らは推察する。
【００２７】
　以上、説明したように、本発明にかかる酸化触媒は、アッシュ１３が堆積されても、ア
ッシュ１３の表面上に銀含有物質１２を移動させることが可能であり、ＰＭと銀含有物質
１２との接触点の低下を十分に抑制することが可能である。言い換えれば、本発明にかか
る酸化触媒は、堆積したアッシュ自体を触媒（銀含有物質１２）の担体として利用して、
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触媒活性の低下を抑制できる。そのため、本発明においては、アッシュ１３の堆積後にお
いても十分に高度な粒子状物質の酸化性能を発揮させることができるものと本発明者らは
推察する。また、このような酸化触媒に堆積したアッシュが基準値（閾値）を超えた場合
に、リッチ雰囲気の排ガスに接触させる工程を実施することで、アッシュの表面でＡｇを
メタル状態として上記反応式（４）と（５）に示す反応でＰＭを酸化することも可能とな
る。そのため、酸化触媒に堆積したアッシュが基準値を超えた場合に、リッチ雰囲気の排
ガスに接触させる工程を実施することで、より高度な酸化活性を発現させることも可能と
なるものと本発明者らは推察する。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、アッシュの堆積による粒子状物質の酸化性能の低下が十分に抑制され
、アッシュの堆積後においても十分に高度な粒子状物質の酸化性能を発揮することが可能
な排ガス浄化装置、及び、その排ガス浄化装置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】
【００２９】
【図１】使用時における酸化触媒の状態を経時的に示す概念図であり、図１(ａ）は使用
前の酸化触媒の状態を概念的に示す模式図であり、図１（ｂ）は酸化触媒上にアッシュが
堆積した状態を概念的に示す模式図であり、図１（ｃ）はアッシュの表面上を移動性銀化
合物が移動する状態を概念的に示す模式図であり、図１（ｄ）は酸化触媒上に堆積したア
ッシュの表面上に銀含有物質が析出した状態を概念的に示す模式図である。
【図２】内燃機関に接続された状態の本発明の排ガス浄化装置の好適な一実施形態を示す
模式図である
【図３】本発明にかかる第一制御手段によって粒子状物質の堆積量や触媒温度に応じてリ
ーンガス供給工程を実施するよう制御する場合の制御の好適な一実施形態を示すフローチ
ャートである。
【図４】本発明にかかる第二制御手段によって行われる制御の好適な一実施形態を示すフ
ローチャートである。
【図５】実施例１～７及び比較例１～５で得られた酸化触媒を用いた排ガス浄化装置のア
ッシュ堆積前及びアッシュ堆積後の５０％ＰＭ酸化温度を示すグラフである。
【図６】実施例１～４及び比較例３で得られた酸化触媒のＤＰＦに担持されている触媒成
分のＸＲＤパターンを示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　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。
【００３１】
　先ず、本発明の排ガス浄化装置について説明する。すなわち、本発明の排ガス浄化装置
は、内燃機関からの排ガスに含まれる粒子状物質を酸化して浄化するための酸化触媒を備
える排ガス浄化装置であって、
　前記酸化触媒が、Ｃａの硫酸塩及びリン酸塩からなる群より選択される少なくとも１種
の金属塩からなる担体と、該担体に担持された銀含有物質とを備えること、
を特徴とするものである。
【００３２】
　このような酸化触媒中の前記担体は、Ｃａの硫酸塩及びリン酸塩からなる群より選択さ
れる少なくとも１種の金属塩からなるものである。本発明においては、このような金属塩
を担体に用いることで、担体がアッシュと非常に近い性質を有するものとなるため、アッ
シュが堆積しても、その担体に担持されている銀含有物質をアッシュの表面上に効率よく
移動させることが可能となり、触媒活性点をアッシュの表面上に移動させることができる
ため、アッシュの堆積による触媒活性の低下を十分に抑制することができる。また、この
ような担体として利用する金属塩の中でも、より高度な触媒活性を発現させることが可能
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であり且つより十分にアッシュの堆積による触媒活性の低下を抑制できるという観点から
、Ｃａの硫酸塩を用いることが特に好ましい。このような金属塩としてＣａの硫酸塩を利
用した場合には、アッシュが基本的に同じ成分であることから、アッシュの表面上に、よ
り高度に銀含有物質を分散させることが可能となる傾向にあり、アッシュの堆積後におい
ても、より高度な触媒活性を発現できる傾向にある。なお、このような金属塩は１種を単
独であるいは２種以上を組み合わせて利用してもよい。
【００３３】
　このような金属塩からなる担体としては、銀含有物質を分散性の高い状態で多く含有す
ることができるという観点から、粒子状のものを用いることが好ましい。また、担体が粒
子状のものである場合には、前記担体の粒子の平均一次粒子径が０．１～５００ｎｍの粒
子であることが好ましく、１～５０ｎｍであることがより好ましい。なお、このような担
体の平均一次粒子径は、Ｘ線回折装置を用いて粉末Ｘ線回折ピークの線幅からシェラーの
式（Ｓｃｈｅｒｒｅｒ’ｓ　ｅｑｕａｔｉｏｎ）を用いて算出することにより測定するこ
とができる。
【００３４】
　また、担体が粒子状のものである場合には、前記担体の粒子の平均二次粒子径が０．１
～１０μｍの粒子であることが好ましく、０．１～１．０μｍであることがより好ましい
。このような平均二次粒子径が前記下限未満では、高温雰囲気下では凝集し易くなるため
、触媒活性が低下し易くなる傾向にあり、他方、前記上限を超えると、ＰＭとの接触性が
失われるため、活性が低下することに加え、フィルタへ担持し難くなる傾向にある。なお
、このような担体の平均二次粒子径は、レーザ回折式粒度分布測定装置を用いて測定する
ことができる。
【００３５】
　また、このような担体としては比表面積が０．１～３００ｍ２／ｇであることが好まし
く、１～１００ｍ２／ｇであることがより好ましい。このような比表面積が前記下限未満
では銀含有物質を十分に担持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、銀含有物質のアッシュへの移動が困難になる傾向にある。
【００３６】
　さらに、このような担体の製造方法は特に制限されず、上記金属塩を製造することが可
能な公知の方法を適宜利用することができる。また、このような担体としては市販の金属
塩を利用してもよく、ボールミル等によりミリングして、そのサイズを適宜調製してもよ
い。
【００３７】
　また、前記酸化触媒においては、前記担体に銀含有物質が担持されている。このような
銀含有物質は、Ａｇを含有しているものであり、メタル状の銀又は銀の化合物である。本
発明においては、このような銀含有物質を用いることによって、銀含有物質中のＡｇ元素
がＡｇイオンとなったり或いは銀含有物質中のＡｇ元素がアッシュから硫酸イオン（ＳＯ

４
２－）を受けとってＡｇＳＯ４（移動性銀化合物：本発明においてはＡｇイオンやＡｇ

ＳＯ４を言い、アッシュの表面上を効率よく移動可能な化合物である。）となり、触媒成
分である銀含有物質を排ガスと接触することが可能なアッシュの表面部分に移動させて十
分に分散した状態とすることが可能であるため、触媒にアッシュが堆積しても、Ａｇの元
素とＰＭとの接触点の低下を十分に抑制できる。すなわち、本発明においては、前記担体
と前記銀含有物質を用いることで、使用時に堆積したアッシュを銀含有物質の担体として
利用することを可能として、アッシュの堆積後においても十分に高度な触媒活性を発揮さ
せることを可能とする。
【００３８】
　このような銀含有物質としては、より高度な触媒活性を得られることから、メタル状の
銀、酸化銀、炭酸銀、硫酸銀、リン酸銀が好ましく、銀、硫酸銀がより好ましい。なお、
このような酸化銀、炭酸銀、硫酸銀、リン酸銀は、触媒の使用中に、銀含有物質中の銀元
素がアッシュから硫酸イオン（ＳＯ４

２－）を受け取って硫酸銀（Ａｇ２ＳＯ４）となっ
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たり、雰囲気ガス中の酸素により酸化されて酸化銀（Ａｇ２Ｏ）となったり、粒子状物質
の酸化により生成されたＣＯ２又はＣＯがＣＯ３

２－として吸着されて炭酸銀（Ａｇ２Ｃ
Ｏ３）となったり、アッシュからリン酸イオンを受けとってリン酸銀（Ａｇ３ＰＯ４）と
なることによっても生成され得るものである。このように、前記銀含有物質は、用いる担
体の種類や使用時の排ガスの雰囲気や進行している反応によっても、その形態が変化する
ものである。なお、このような銀含有物質は１種を単独で含有するものであってもよく、
或いは、２種以上を混合して含有するものであってもよい。なお、前記担体の種類やその
担体に担持されている銀含有物質の種類は、Ｘ線回折測定をしてＸ線回折パターンを求め
て、ピークの位置から存在する結晶の種類を求めることにより確認できる。
【００３９】
　また、このような銀含有物質の担持量としては特に制限されないが、銀（メタル）によ
る換算で、前記担体１００質量部に対して０．１～５０質量部であることが好ましく、１
～２０質量部であることが特に好ましい。このような銀含有物質の担持量が前記下限未満
では粒子状物質の酸化性能を十分に高度なものとすることができなくなる傾向にあり、他
方、前記上限を超えても酸化性能が飽和してしまうため、コストが高くなる傾向にある。
【００４０】
　さらに、このような銀含有物質を担持する方法は特に制限されず、公知の方法を適宜利
用することができ、例えば、銀含有物質又はその前駆体の分散液やゾルを用いて担体の表
面上に被覆（その後必要に応じて焼成）する方法や、蒸着法（例えば、化学蒸着法、物理
蒸着法、スパッタ蒸着法）等を用いることにより担体に担持する方法等を適宜採用するこ
とができる。
【００４１】
　また、このような酸化触媒は、前記金属塩からなる担体と、該担体に担持された銀含有
物質とを備えていればよく、その形態は特に制限されず、ペレット形状のペレット触媒の
形態等としてもよく、フィルタに担持した形態としてもよい。このようなフィルタとして
は特に制限されず、公知のフィルタを適宜利用することができ、例えば、パティキュレー
トフィルタ（ＤＰＦ）、モノリス状のフィルタ、ハニカム状のフィルタ、ペレット状のフ
ィルタ、プレート状のフィルタ、発泡状セラミック製のフィルタ等が挙げられる。また、
このようなフィルタの材質も特に制限されず、公知の材料を適宜利用することができ、例
えば、コージエライト、炭化ケイ素、ムライト、チタン酸アルミニウム等のセラミックス
、クロム及びアルミニウムを含むステンレススチール等の金属等が挙げられる。また、前
記酸化触媒をフィルタに担持した形態のものとする場合においては、より高度な粒子状物
質の酸化性能が得られることから、前記担体と前記銀含有物質とを備える触媒をパティキ
ュレートフィルタに担持した形態のものとすることがより好ましい。
【００４２】
　また、このようなフィルタとしては、平均細孔径が１～３００μｍの細孔を有するもの
を用いることが好ましい。このような平均細孔径を有する基材を用いることで、より効率
よく粒子状物質を酸化して浄化することが可能となる。
【００４３】
　また、前記酸化触媒を前記フィルタに担持した形態のものとする場合には、酸化触媒に
よるコート層が形成されていることが好ましく、そのコート層の厚みは０．０２５～２５
μｍであることが好ましく、０．０３５～１０μｍであることがより好ましい。前記コー
ト層の厚みが前記下限未満では前記担体と前記銀含有物質とを備える触媒によりフィルタ
の表面を十分に被覆できず、粒子状物質との接触点が減少して十分に高度な酸化性能を付
与することが困難となる傾向にあり、他方、前記上限を超えると、前記担体と前記銀含有
物質とを備える触媒によりフィルタの細孔が閉塞され、排ガスの圧力損失が増大してエン
ジン効率が低下する傾向にある。
【００４４】
　さらに、前記酸化触媒を前記フィルタに担持した形態のものとする場合には、前記フィ
ルタに担持する前記担体の量は特に制限されず、内燃機関等に応じてその量を適宜調整す
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ることができるが、フィルタの体積１リットルに対して１～３００ｇであることが好まし
く、１０～１００ｇであることがより好ましい。このような担持量が前記下限未満では、
十分に高度な触媒性能を発揮することが困難となる傾向にあり、他方、前記上限を超える
と前記担体と前記銀含有物質とを備える触媒によりフィルタの細孔が閉塞され、排ガスの
圧力損失が増大してエンジン効率が低下する傾向にある。
【００４５】
　また、このようなフィルタは、気孔率が３０～７０％（より好ましくは４０～６５％）
であるものが好ましい。ここにいう「気孔率」とは、基材内部の空洞部分の体積率をいう
。また、このような気孔率が前記下限未満では、排ガス中の粒子状物質により細孔が閉塞
し易くなる傾向にあり、他方、前記上限を超えると、排ガス中の粒子状物質を捕集しにく
くなるとともにフィルタの強度が低下する傾向にある。
【００４６】
　また、前記酸化触媒を前記フィルタに担持した形態のものとする場合において、かかる
酸化触媒を製造する方法は特に制限されず、例えば、予め前記担体と前記銀含有物質とを
備える触媒を調製しておき、それをフィルタに担持する方法や、フィルタに対して担体を
担持する工程と前記フィルタに担持された前記担体に対して銀含有物質を担持せしめる工
程とを実施することにより前記担体と前記銀含有物質とを備える触媒をフィルタに担持す
る方法等を適宜採用することができる。また、触媒や担体をフィルタに担持する方法は特
に制限されず、公知の方法を適宜採用でき、例えば、触媒又は担体のスラリーを調製し、
そのスラリーをフィルタに被覆（その後必要に応じて焼成）する方法等を適宜利用するこ
とができる。なお、このような酸化触媒としては本発明の効果を損なわない範囲において
粒子状物質を酸化するための触媒に用いることが可能な公知の他の成分を適宜用いてもよ
い。
【００４７】
　さらに、本発明の排ガス浄化装置においては、前記酸化触媒により内燃機関から排出さ
れるガス（排ガス）に含まれる粒子状物質を酸化して除去する。そのため、本発明の排ガ
ス浄化装置においては、前記酸化触媒に前記排ガスが接触することが可能なように前記酸
化触媒を配置すればよく、例えば、内燃機関からの排ガスが流通する排ガス管内のガス流
路に前記酸化触媒を配置した形態としてもよい。なお、このような内燃機関としては特に
制限されず、公知の内燃機関を適宜用いることができ、例えば、自動車のエンジン（ガソ
リンエンジン、ディーゼルエンジン等）であってもよい。
【００４８】
　また、本発明の排ガス浄化装置においては、前記酸化触媒を備えていればよく、他の構
成は特に制限されるものではないが、前記酸化触媒に空燃比がリーンである排ガスを接触
させる工程（リーンガス供給工程）と、前記酸化触媒に前記空燃比がリッチである排ガス
を接触させる工程（リッチガス供給工程）とを交互に実施するように制御する第一制御手
段を更に備えることが好ましい。このようなリーンガス供給工程とリッチガス供給工程と
を交互に実施することで、効率よく粒子状物質を酸化して浄化することが可能となる。な
お、本発明においては、前記リッチガス供給工程により、担体又は担体に析出されたアッ
シュの表面上にメタル状の銀を析出させることが可能であり、これにより触媒の活性を高
めることができる。このため、本発明においては、前記リッチガス供給工程を触媒の活性
化工程として適宜実施し、その後、リーンガス供給工程を実施して粒子状物質を浄化する
ことが好ましい。なお、このような第一制御手段としては、前記酸化触媒に前記空燃比が
リーンである排ガスを接触させる工程と、前記酸化触媒に前記空燃比がリッチである排ガ
スを接触させる工程（リーンガス供給工程：触媒の活性化工程）とを交互に複数回実施す
るように制御できるようにしてもよい。
【００４９】
　このように、第一制御手段は、前記排ガス中の燃料と酸素との比（空燃比）を、実施す
る工程に応じてリッチ又はリーンにして排ガスを酸化触媒に接触させるように制御するこ
とが可能なものである。このような第一制御手段により、空燃比がリッチ又はリーンであ
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る排ガスを酸化触媒に接触させる方法としては特に制限されず、公知の方法を適宜採用す
ることができ、例えば、エンジン回転数、アクセル開度、スロットル開度、トルク、吸気
流量、燃料噴射量等のデータと排ガスの空燃比との関係のマップを予め作成しておき、そ
のマップに基づいて内燃機関の運転状況を変化させることにより、排ガスの空燃比を特定
の雰囲気にして、その排ガスを特定の時間、酸化触媒に接触させる方法や、各種センサー
を利用して雰囲気に関するデータを求め、内燃機関の運転状況を変化させることにより、
排ガスの空燃比を特定の雰囲気にして、その排ガスを特定の時間、酸化触媒に接触させる
方法、各種センサーを利用して雰囲気に関するデータを求め、別途設けた空気導入手段（
例えば空気ポンプ）や燃料噴出手段により排ガス中に空気や燃料を別途添加することによ
り、排ガスの空燃比を特定の雰囲気（リーン又はリッチ）にして、その排ガスを特定の時
間、酸化触媒に接触させる方法等を適宜採用することができる。なお、ここにいう「空燃
比がリッチである」とは、排ガス中の燃料と酸素の当量比（燃料／酸素）が１を超えるよ
うな雰囲気（より好ましくは前記当量比が１．０５～１．５となる雰囲気）であることを
意味する。また、「空燃比がリーンである」とは、排ガス中の燃料と酸素の当量比（燃料
／酸素）が１未満となるような雰囲気（より好ましくは前記当量比が０．５～０．９５）
となる雰囲気）であることを意味する。
【００５０】
　さらに、このような第一制御手段としては、粒子状物質の堆積による圧力損失を効率よ
く防止するという観点から、粒子状物質の堆積量が基準値（閾値）を超えたものと判断さ
れる場合に、前記リーンガス供給工程において触媒温度を昇温するように制御することが
可能なものとすることがより好ましい。このような粒子状物質の堆積量を算出する方法と
しては特に制限されず、公知の方法を適宜採用することができ、例えば、内燃機関の運転
状況及び排ガス浄化装置の使用履歴等と粒子状物質の堆積量とに関するマップを予め作成
しておき、そのマップに基づいて粒子状物質の堆積量を算出する方法、酸化触媒の前後の
排ガスの圧力の差を検出して圧力差と粒子状物質の堆積量とに関するマップを予め作成し
ておき、そのマップに基づいて粒子状物質の堆積量を算出する方法、圧力差を吸入空気量
で補正することにより粒子状物質堆積量を算出する方法、及び、それらの方法をすべて採
用する方法等を採用することができる。また、本発明の排ガス浄化装置においては粒子状
物質の堆積量を算出に必要な各種センサーを適宜用いてもよい。
【００５１】
　また、このような第一制御手段においては、酸化触媒の種類やその温度等によって前記
各工程の最適な実施時間や複数回実施する際の最適な回数（繰り返し回数）等が異なるた
め、酸化触媒の温度に応じて各工程の実施時間や繰り返し回数等を変更して前記各工程を
実施するように制御することが好ましい。なお、このような実施時間や繰り返し回数を求
める方法は特に制限されないが、酸化触媒の温度と前記各工程を実施する時間や実施する
回数の変化による粒子状物質の浄化効率の変化との関係のマップを予め作成しておき、そ
のマップに基づいて求める方法等を採用してもよい。
【００５２】
　また、このような第一制御手段としては、前述のような制御を可能とするものであれば
よく、特に制限されず、例えば、内燃機関に接続されたエンジンコントロールユニット（
ＥＣＵ）を利用するものとしてもよい。このようなＥＣＵは、マイクロプロセッサ及びそ
の動作に必要なＲＯＭ、ＲＡＭ等の周辺装置を組み合わせたコンピュータとして構成され
たものである。また、本発明の排ガス浄化装置においては、前記第一制御手段による前記
制御を可能とするために、触媒の温度、酸化触媒に接触する前後の排ガスの圧力差、車速
、エンジンの回転数、トルク等を検出するための手段を更に備えていてもよく、このよう
な検出手段としては公知のものを適宜用いることができる。
【００５３】
　また、本発明の排ガス浄化装置においては、前記酸化触媒に堆積された前記排ガス中の
アッシュの量を推定するアッシュ堆積量推定手段を更に備えることが好ましい。このよう
な酸化触媒へのアッシュの堆積量を推定する方法としては特に制限されず、公知の方法を
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適宜採用することができ、例えば、内燃機関の運転状況及び排ガス浄化装置の使用履歴等
とアッシュの堆積量とに関するマップを予め作成しておき、そのマップに基づいてアッシ
ュの堆積量を推定する方法、第一制御手段により前記酸化触媒に空燃比がリーンである排
ガスを接触させる工程と前記酸化触媒に前記空燃比がリッチである排ガスを接触させる工
程とを交互に実施して粒子状物質を十分に除去した後に、酸化触媒の前後の排ガスの圧力
の差圧を検出し、検出された差圧から酸化触媒へのアッシュの堆積量を推定する方法等を
採用してもよい。
【００５４】
　このようなアッシュ堆積量推定手段としては、酸化触媒に堆積されたアッシュ堆積量を
推定できるものであればよく、特に制限されず、例えば、内燃機関に接続されたエンジン
コントロールユニット（ＥＣＵ）を利用するものとしてもよい。また、本発明の排ガス浄
化装置においては、前記アッシュ堆積量推定手段によるアッシュ量の推定を可能とするた
めに、酸化触媒に接触する前後の排ガスの圧力差、車速、エンジンの回転数、トルク等の
必要なデータを適宜検出するための手段を更に備えていてもよい。
【００５５】
　また、本発明の排ガス浄化装置が前記アッシュ堆積量推定手段を備える場合においては
、前記アッシュ堆積量推定手段により推定されるアッシュの堆積量が基準値（閾値）を超
えた場合に、前記酸化触媒に前記空燃比がリッチである排ガスを接触させる工程を実施す
るように制御する第二制御手段を更に備えることがより好ましい。このように、第二制御
手段において、アッシュの堆積量の推定値に応じて、前記排ガス中の燃料と酸素との比（
空燃比）を、リッチ雰囲気にして排ガスを酸化触媒に接触させるように制御することで、
堆積したアッシュの表面上にメタル状のＡｇを析出させて、ＰＭと活性点とが接触する機
会を十分に維持することができ、十分に高度なＰＭ酸化活性を維持することが可能となる
。なお、このような第二制御手段により、空燃比がリッチ雰囲気の排ガスを酸化触媒に接
触させる方法としては特に制限されず、例えば、前述の第一制御手段において説明した特
定の雰囲気のガスを接触させる方法と同様の方法（例えば内燃機関の運転状況を変化させ
ることにより、排ガスの空燃比をリッチ雰囲気とする方法等）を採用してもよい。
【００５６】
　更に、このような第二制御手段としては特に制限されないが、例えば、内燃機関に接続
されたエンジンコントロールユニット（ＥＣＵ）を利用するものとしてもよい。また、本
発明の排ガス浄化装置においては、前記第二制御手段による前記制御を可能とするために
、前記第二制御手段を前記アッシュ堆積量推定手段からのデータを入力できるような構成
とするとともに、排ガスの雰囲気を測定するために、酸化触媒に接触する前後の排ガスの
圧力差、車速、エンジンの回転数、トルク等を検出するための手段を更に備える構成のも
のとしてもよい。
【００５７】
　次に、本発明の排ガス浄化方法について説明する。本発明の排ガス浄化方法は、内燃機
関からの排ガスに含まれる粒子状物質を酸化して浄化するための酸化触媒を備える排ガス
浄化装置を用いて該酸化触媒に排ガスを接触させることにより前記粒子状物質を浄化する
排ガス浄化方法であって、
　前記酸化触媒が、Ｃａの硫酸塩及びリン酸塩からなる群より選択される少なくとも１種
の金属塩からなる担体と、該担体に担持された銀含有物質とを備えるものであること、
を特徴とする方法である。
【００５８】
　このような排ガス浄化装置は上記本発明の排ガス浄化装置と同様のものである。そして
、このような排ガス浄化装置中における前記酸化触媒に排ガスを接触させる方法としては
、特に制限されず、公知の方法を適宜採用することができ、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にかかる酸化触媒を配置することにより、酸
化触媒に対して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。
【００５９】
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　また、このような排ガス浄化方法においては、前記酸化触媒に空燃比がリーンである排
ガスを接触させる工程（リーンガス供給工程）と、前記酸化触媒に前記空燃比がリッチで
ある排ガスを接触させる工程（リッチガス供給工程）とを交互に実施することが好ましい
。このように前記各工程を交互に実施することにより、空燃比がリッチである排ガスを接
触させる工程において、触媒中にメタル状のＡｇを析出させることが可能となり、その後
、空燃比がリーンである排ガスが前記酸化触媒に接触すると、前述の反応式（４）～（５
）に示す反応を効率よく引き起こさせることが可能となり、より高い粒子状物質に対する
酸化性能が得られる傾向にある。すなわち、本発明においては、前記酸化触媒に前記空燃
比がリッチである排ガスを接触させる工程を実施することで、触媒中にメタル状のＡｇを
析出させて触媒活性をより高度なものとすることができ、かかる工程により触媒を活性化
させることができる。なお、このような各工程の実施時間は、酸化触媒の設計や内燃機関
の種類等によっても異なるものであるため一概には言えないが、一概には言えないが、例
えば、前記リーンガス供給工程の実施時間を１００～５００時間とし、前記リッチガス供
給工程の実施時間を１～６０分間としてもよい。
【００６０】
　また、粒子状物質の堆積による圧力損失を効率よく防止するという観点から、推定され
る粒子状物質の堆積量が基準値（閾値）を越えるものと判断される場合に、前記各工程を
実施することが好ましい。この場合には、粒子状物質を十分に酸化して浄化するために、
温度が３５０～６５０℃となる条件下において、前記各工程を実施することが好ましい。
このような温度が前記下限未満では粒子状物質を十分に酸化して浄化することが困難とな
る傾向にあり、他方、前記上限を超えると、触媒温度を昇温させるための燃料消費量が多
くなり、燃費が悪化する傾向にある。
【００６１】
　また、このような排ガス浄化方法においては、前記排ガス浄化装置を、前記酸化触媒に
堆積された前記排ガス中のアッシュの量を推定するアッシュ堆積量推定手段を更に備えた
構成のものとして、前記アッシュ堆積量推定手段により推定されるアッシュの堆積量が基
準値（閾値）を超えた場合に、前記酸化触媒に前記空燃比がリッチである排ガスを接触さ
せる工程（リッチガス供給工程）を実施することが好ましい。このように、アッシュの堆
積量が基準値（閾値）を超えた場合に、前記リッチガス供給工程を実施することで、アッ
シュの表面上にメタル状の銀を析出させることが可能となり、アッシュの堆積により触媒
活性が低下することを、より十分に抑制することができる。すなわち、アッシュの堆積量
が基準値（閾値）を超えた場合に前記リッチガス供給工程を実施することで、アッシュの
表面上にメタル状の銀を析出させることが可能となるため、アッシュが堆積されても、よ
り高度な触媒活性を維持することができる。
【００６２】
　前記アッシュの堆積量の基準値（閾値）としては、酸化触媒の設計等によっても異なる
ものであり、一概に言えるものではなく、粒子状物質の酸化活性の観点から、その値を適
宜設定すればよい。また、前記アッシュ堆積量推定手段により推定されるアッシュの堆積
量が基準値を超えた場合に、前記酸化触媒に前記空燃比がリッチである排ガスを接触させ
る工程（リッチガス供給工程）を実施する場合においては、リッチガス供給工程を温度が
３５０～５５０℃となる条件下において１～６０分間実施することが好ましい。このよう
な温度や時間が前記下限未満ではアッシュの表面上に十分に銀（メタル）を析出させるこ
とが困難となり、十分に触媒活性を向上させることが困難となる傾向にあり、他方、前記
上限を超えるとリッチガス供給工程を実現するための燃料消費量が多くなり、燃費が悪化
する傾向にある。
【００６３】
　次に、図面を参照しながら、本発明の排ガス浄化装置及び本発明の排ガス浄化方法の好
適な一実施形態について、より詳細に説明する。なお、以下の説明及び図面中、同一又は
相当する要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
【００６４】
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　図２は、内燃機関に接続された状態の本発明の排ガス浄化装置の好適な一実施形態を示
す模式図である。図２に示す実施形態においては、内燃機関２１と、内燃機関に接続され
た排ガス管２２と、排ガス管内のガス流路に配置された酸化触媒２３と、内燃機関と接続
された制御手段２４と、酸化触媒２３に接触する前後の排ガスの圧力を測定することが可
能な圧力センサー２５と、酸化触媒２３の温度を測定することが可能な温度センサー２６
とを備える。
【００６５】
　また、図２に示す実施形態においては内燃機関２１として自動車のディーゼルエンジン
を利用している。また、前記排ガス管２２としては特に制限されず、公知のものを適宜利
用でき、本実施形態においては排ガス管２２として市販のものを利用する。また、図２に
示す実施形態においては酸化触媒２３として、前記担体と前記銀含有物質とを備える触媒
がパティキュレートフィルタ（ＤＰＦ）に担持された形態のものを用いている。また、制
御手段２４としてはエンジンコントロールユニット（ＥＣＵ）を利用している。
【００６６】
　また、このような制御手段２４においては、内燃機関２１のエンジン回転数、アクセル
開度、スロットル開度、トルク、吸気流量、燃料噴射量等のデータと排ガスの空燃比との
関係のマップに基づいて、酸化触媒に接触させる排ガスの空燃比の雰囲気を判定し、内燃
機関２１への燃料の添加量やエンジン回転数、トルク、吸気量等を適宜変更させて排ガス
の空燃比の雰囲気を制御することを可能としている（前記第一制御手段）。また、このよ
うな制御手段２４においては、圧力センサー２５が接続され、圧力センサー２５から入力
されるデータに基づいて酸化触媒の前後の排ガスの圧力の差を検出して圧力差と粒子状物
質の堆積量とに関するマップ（予め作成したもの）に基づいて粒子状物質の堆積量を算出
することも可能としている。
【００６７】
　また、このような制御手段２４においては、内燃機関の運転状況（回転数やトルク等）
の履歴とアッシュの堆積量とに関するマップ（予め作成されたもの）に基づいてアッシュ
の堆積量を推定することを可能としている（前記アッシュ堆積量推定手段）。そして、こ
のような制御手段２４においては、アッシュの堆積量の算出結果に基づいて、内燃機関２
１への燃料の添加量やエンジン回転数、トルク、吸気量等を適宜変更させて排ガスの空燃
比の雰囲気を制御することも可能としている（前記第二制御手段）。また、圧力センサー
２５及び温度センサー２６としては市販の機器を用いている。なお、図２中の矢印はガス
の流れを概念的に表したものである。
【００６８】
　次に、このような図２に示す実施形態の排ガス浄化装置に用いて排ガスを浄化する際の
前記第一制御手段による制御および前記第二制御手段制御による制御の方法の好適な例を
、フローチャートを参照しながら説明する。
【００６９】
　図３は、第一制御手段によって粒子状物質の堆積量や触媒温度に応じてリーンガス供給
工程を実施するよう制御（前記リーンガス供給工程において触媒温度を昇温するように制
御）する場合の制御の好適な一実施形態を示すフローチャートである。すなわち、先ず、
ステップ１では、制御手段２４において、制御手段２４に入力された圧力センサー２５か
ら入力されるデータに基づいて酸化触媒の前後の排ガスの圧力の差を検出し、そのデータ
に基づいて粒子状物質の堆積量Ｍを算出し、求められた粒子状物質の堆積量Ｍ（推定値）
が基準値Ｍ１を超えているか否かを判断する。そして、粒子状物質の堆積量Ｍが基準値Ｍ
１を超えていればステップ２へ進み、粒子状物質の堆積量Ｍが基準値Ｍ１以下であればス
タートに戻る。また、ステップ２では、制御手段２４において温度センサー２６から入力
されたデータに基づいて酸化触媒２３の温度Ｔを算出し、酸化触媒２３の温度Ｔが基準温
度Ｔ１を超えているか否かを判断する。そして、酸化触媒２３の温度Ｔが基準温度Ｔ１を
超えていればステップ３へ進み、酸化触媒２３の温度Ｔが基準温度Ｔ１以下であれば、ス
テップ４に進む。このようなステップ４では、酸化触媒２３の昇温操作が行われ、その後
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、スタートに戻る。なお、ステップ４で実施される昇温操作としては、内燃機関２１の運
転状況を変化させて排ガス温度を上昇させる方法を採用している。また、ステップ３では
、酸化触媒２３に対して空燃比がリーン雰囲気となる排ガスをｔ１時間接触させる工程を
実施する運転を実施し、排ガス中の粒子状物質を酸化してステップ５に進む。また、ステ
ップ５では、制御手段２４において圧力センサー１５から入力されたデータに基づいて酸
化触媒２３に接触する前後の排ガスの圧力の差Ｐ（差圧Ｐ）がＰ１未満であるか否かを判
断する。そして、差圧ＰがＰ１未満である場合には、ステップ６に進み、差圧ＰがＰ１以
上である場合にはスタートに戻る。また、ステップ６では、制御手段２４において算出さ
れる粒子状物質の予想堆積量Ｍが０となるようにリセットし、その後、スタートに戻る。
【００７０】
　なお、前記ステップ３におけるｔ１の時間は粒子状物質の浄化効率の観点から予め求め
て決定した値である。また、このような温度Ｔ１は用いる酸化触媒の種類等の排ガス浄化
装置の設計に応じて、粒子状物質を浄化するのに好適な温度に適宜その設定を変更するこ
とができる。例えば、前記温度Ｔ１を３５０～６５０℃の範囲のうちのいずれかの温度に
設定し、高温状態で粒子状物質の浄化工程を実施するようにしてもよい。
【００７１】
　図４は、第二制御手段による制御の好適な一実施形態を示すフローチャートである。す
なわち、先ず、ステップ１０１では、制御手段２４においてアッシュの堆積量Ａを算出し
、それにより推定されたアッシュの堆積量が基準値Ａ１を超えているか否かを判断する。
そして、アッシュの堆積量Ａが基準値Ａ１を超えていればステップ１０２へ進み、アッシ
ュの堆積量Ａが基準値Ａ１以下であればスタートに戻る。また、ステップ１０２では、制
御手段２４により、酸化触媒２３に対して空燃比がリッチ雰囲気となる排ガスをｔ１０１
時間接触させる工程（リッチガス供給工程）を実施し、排ガス中のアッシュを酸化してス
テップ１０３に進む。なお、このようなステップ１０２においてリッチ雰囲気の排ガスを
接触させる工程は、制御手段２４により内燃機関の運転状況を適宜変更することで達成で
きる。また、ステップ１０３では、制御手段２４において算出されるアッシュの予想堆積
量Ａが０となるようにリセットし、その後、スタートに戻る。なお、前記ステップ１０２
におけるｔ１０１の値は、酸化触媒の粒子状物質の浄化性能の観点から予め求めて決定し
た値である。なお、このようなステップ１０２におけるリッチガス供給工程により、アッ
シュの表面上に十分にＡｇを析出させることが可能となり、酸化触媒の粒子状物質の浄化
活性を十分に維持することが可能である。
【００７２】
　以上、図２～４を参照して本発明の排ガス浄化装置及び排ガス浄化方法の好適な一実施
形態について、より詳細に説明したが、本発明の排ガス浄化装置及び排ガス浄化方法は上
記実施形態に限定されるものではない。例えば、図２に示す実施形態においては、前記第
一及び第二制御手段において、内燃機関１０の運転状況を変更させることで酸化触媒に接
触させる排ガスの空燃比の雰囲気を制御しているが、本発明の排ガス浄化装置において、
酸化触媒に接触させる排ガスの空燃比の雰囲気を制御する方法は特に制限されず、例えば
、内燃機関２１と酸化触媒２３との間の領域において排ガス中の酸素濃度を測定できる空
燃比センサーや、燃料供給手段（例えばスプレー式の燃料添加装置）又は空気ポンプ等を
排ガス管２３に接続し、これらを用いて排ガスの空燃比を測定して空燃比の状態を判断し
ながら、その空燃比の状態に応じて酸化触媒２３に接触する排ガス中に燃料又は空気を導
入させるようにして酸化触媒に接触させる排ガスの空燃比の雰囲気を制御する方法等を採
用してもよい。このように、本発明の排ガス浄化装置酸化触媒においては、前記酸化触媒
を備えていればよく、他の構成は特に制限されるものではない。また、図２～４に示す実
施形態においては、第一制御手段により粒子状物質の堆積量や触媒温度に応じてリーンガ
ス供給工程を実施するよう制御しているが、第一制御手段においては前記リーンガス供給
工程と前記リッチガス供給工程交互に実施するように制御することが可能であればよく、
その制御の方法は上記実施形態に限定されるものではない。また、第二制御手段を用いる
場合において、その制御の方法は上記実施形態に特に制限されるものではなく、アッシュ
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の堆積量の推定値が基準値を超えた場合に、前記酸化触媒に前記空燃比がリッチである排
ガスを接触させる工程を実施するように制御することが可能な方法であれば適宜利用する
ことができる。
【実施例】
【００７３】
　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。
【００７４】
　（実施例１）
　〈酸化触媒の調製〉
　硫酸カルシウム０．５水和物（焼き石膏、和光純薬工業製）にイオン交換水を加え、ボ
ールミルでミリングして、平均二次粒子径が０．６μｍの硫酸カルシウムの粒子を含有す
るスラリーを形成した。次に、コージェライト製の市販のＤＰＦ（直径３０ｍｍ、長さ５
０ｍｍ、気孔率６０％、平均細孔径３０μｍ、日本ガイシ社製）を準備し、前記スラリー
を前記ＤＰＦの隔壁細孔内に入り込むように含浸させた。次いで、前記スラリーを含浸さ
せたＤＰＦから、吸引機を用いて余分なスラリーを除去し、１１０℃で１６時間乾燥した
後、５００℃で３時間焼成した。このような焼成により、前記硫酸カルシウム０．５水和
物を硫酸カルシウム（無水物）に変更でき、これにより硫酸カルシウム（無水物）をＤＰ
Ｆに強く担持（付着）させることができた。このようにして硫酸カルシウム（無水物）を
ＤＰＦに担持したところ、ＤＰＦの容量１Ｌあたりの硫酸カルシウムの担持量（コート量
）は６７．５ｇ／Ｌであった。
【００７５】
　次に、９０℃のイオン交換水に硫酸銀（和光純薬工業製）を溶解させて硫酸銀水溶液を
調製した。次いで、前記硫酸銀水溶液を、ＤＰＦの容量１Ｌあたりの硫酸銀の担持量が１
０．８ｇ／Ｌとなるようにして、前記硫酸カルシウムの担持されているＤＰＦの隔壁細孔
内に入り込むように含浸させた。次に、前記硫酸銀水溶液を含浸させたＤＰＦを１１０℃
で１６時間乾燥した後、３００℃で３時間焼成して、ＤＰＦの隔壁に担持（コート）され
ている硫酸カルシウムに硫酸銀を担持して、ＤＰＦに担持された形態の酸化触媒を製造し
た。なお、ＤＰＦの容量１Ｌあたりの硫酸銀の担持量は１０．８ｇ／Ｌであった。また、
ＤＰＦの容量１Ｌあたりの銀の金属換算による硫酸銀の担持量は７．５ｇ／Ｌであり、硫
酸カルシウム（担体）１００質量部に対する銀の金属換算による硫酸銀の担持量は１１．
１１質量部であった。なお、ＤＰＦの隔壁に担持（コート）されている硫酸カルシウムに
硫酸銀が担持された触媒のコート層の厚みは２μｍであった。
【００７６】
　〈ＰＭ付着処理（Ｉ）〉
　前記酸化触媒を石英ガラス製の排ガス管（内径：３０ｍｍ、長さ１０００ｍｍ）の中心
部に配置した後、その排ガス管の一方の開口部（以下、「入り口」という。）から内部に
向かって、燃焼粒子発生器（Ｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎ　Ａｅｒｏｓｏｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ
；　ＣＡＳＴ、Ｍａｔｔｅｒ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ社製）を用いて発生させた粒子状
物質（ＰＭ）を、室温（２５℃）の空気と一緒に導入し、室温（２５℃）条件下で、ＰＭ
と空気の混合物を前記酸化触媒に接触させることによって前記酸化触媒にＰＭを付着させ
た（ＰＭ付着処理（Ｉ））。なお、このようなＰＭ付着処理においては、前記酸化触媒に
対する空気の流量が２０Ｌ／分となるようにした。また、このようなＰＭ付着処理による
前記酸化触媒へのＰＭの付着量はＤＰＦの容量１Ｌあたり２ｇ／Ｌであった。
【００７７】
　〈ＰＭ浄化処理（Ｉ）〉
　前記ＰＭ付着処理（Ｉ）によりＰＭを付着させた酸化触媒が配置された排ガス管を用い
、その入り口（前述のＰＭと空気の混合物を導入した開口部）から、触媒への入ガス温度
：５００℃、流量：３０Ｌ／分の条件でＮ２ガスを１５分間導入して、Ｎ２ガスを前記酸
化触媒に供給した後、室温（２５℃）まで冷却する前処理を行った。
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【００７８】
　次いで、前記排ガス管の入り口から表１に示すリーン雰囲気のモデルガスＡ（空燃比が
リーンであるガスのモデル）を、２０℃／分の昇温速度で３０℃～８１０℃（触媒への入
りガス温度）まで昇温しながら、流量：３０Ｌ／分の条件で導入して、前記前処理後の酸
化触媒に対してモデルガスＡを接触させた後、前記排ガス管の出口（もう一方の開口部）
から排出されるガス（出ガス）中のＣＯ２及びＣＯの濃度を測定して、その濃度から酸化
されたＰＭの量を算出し、酸化触媒に付着したＰＭの総量が当初の付着量の５０％となる
際の入りガス酸化したときの温度（５０％ＰＭ酸化温度）を求めて、酸化性能を評価した
。得られた５０％ＰＭ酸化温度の結果を図５に示す。なお、このような５０％ＰＭ酸化温
度が低いほど、ＰＭ酸化性能（酸化活性）が高い触媒であると言える。
【００７９】
【表１】

【００８０】
　〈アッシュ堆積処理〉
　前記ＰＭ浄化処理（Ｉ）を施した後の前記酸化触媒に対して、ＪＩＳ２号燃料（硫黄分
５～７ｐｐｍ）を使用して実エンジン（直列６気筒）からの排ガスを供給して、アッシュ
を堆積させた。すなわち、ＪＩＳ２号燃料（硫黄分５～７ｐｐｍ）を使用して実エンジン
（直列６気筒）を運転させて、そのエンジンからの排ガスを前記排ガス管の入り口から導
入し、酸化触媒の触媒床温度が５００℃（一定）となるように温度条件を調整して、ＰＭ
浄化処理（Ｉ）を施した後の前記酸化触媒に対して排ガスを５００時間継続して供給した
。なお、このような実エンジン（直列６気筒）からの排ガスの供給工程は、該エンジンか
らの排ガスを取り出して１２本の排ガス管（実施例１～７及び比較例１～５で用いたＰＭ
浄化処理（Ｉ）後の酸化触媒を配置した排ガス管：実施例２～７及び比較例１～５につい
ては後述する。）に対して、同じ条件で同じ排ガスが流入するようにして行った。このよ
うな排ガスの供給の結果、各酸化触媒へのアッシュの堆積量はいずれも１３ｇ／Ｌであり
、デジタルマイクロスコープで観察したＤＰＦ隔壁上のアッシュ堆積厚さはいずれも約５
０μｍであった。
【００８１】
　〈ＰＭ付着処理（ＩＩ）〉
　前記アッシュ堆積処理後の酸化触媒に対して、ＰＭ付着処理（Ｉ）と同様の方法を採用
してＰＭを付着させる処理を行った。なお、ＰＭの付着量はＤＰＦの容量１Ｌあたり２ｇ
／Ｌであった。
【００８２】
　〈ＰＭ浄化処理（ＩＩ）〉
　前記ＰＭ浄化処理（Ｉ）を施した後の前記酸化触媒を用いてＰＭ浄化処理（Ｉ）と同様
の方法を採用してＰＭを浄化せしめて、５０％ＰＭ酸化温度を求めた。得られた５０％Ｐ
Ｍ酸化温度の結果を図５に示す。
【００８３】
　このようにして、実施例１においては、酸化触媒の調製、ＰＭ付着処理（Ｉ）、ＰＭ浄
化処理（Ｉ）、アッシュ堆積処理、ＰＭ付着処理（ＩＩ）、ＰＭ浄化処理（ＩＩ）を順に
実施して、酸化触媒を備える排ガス浄化装置（本実施例においてはモデルガスＡを排ガス
と模して、かかる排ガスの流路に酸化触媒を配置したもの）のアッシュ堆積処理前及びア
ッシュ堆積処理後の５０％ＰＭ酸化温度をそれぞれ求めた。
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【００８４】
　（実施例２）
　後述のリッチガス供給処理を、前記ＰＭ付着処理（Ｉ）及び前記ＰＭ付着処理（ＩＩ）
を実施する前の酸化触媒に対して、それぞれ施した以外は、実施例１と同様にして、前記
酸化触媒を備える排ガス浄化装置（本実施例においてはモデルガスＡ及びＢを排ガスと模
して、排ガスの流路に酸化触媒を配置したもの）のアッシュ堆積処理前及びアッシュ堆積
処理後の５０％ＰＭ酸化温度をそれぞれ求めた。このように、実施例２においては、酸化
触媒の調製、リッチガス供給処理、ＰＭ付着処理（Ｉ）、ＰＭ浄化処理（Ｉ）、アッシュ
堆積処理、リッチガス供給処理、ＰＭ付着処理（ＩＩ）、ＰＭ浄化処理（ＩＩ）の順で各
処理を行った。得られた５０％ＰＭ酸化温度の結果を図５に示す。
【００８５】
　〈リッチガス供給処理〉
　表２に示すリッチ雰囲気のモデルガスＢ（空燃比がリッチであるガスのモデル）を、酸
化触媒への入りガス温度：４００℃（一定）、流量：３０Ｌ／分の条件で前記酸化触媒に
対して１２分間供給した。
【００８６】
【表２】

【００８７】
　（実施例３）
　前記リッチガス供給処理におけるモデルガスＢの酸化触媒への入りガス温度をいずれも
４００℃から５００℃に変更した以外は、実施例２と同様にして、前記酸化触媒を備える
排ガス浄化装置のアッシュ堆積処理前及びアッシュ堆積処理後の５０％ＰＭ酸化温度をそ
れぞれ求めた。得られた５０％ＰＭ酸化温度の結果を図５に示す。
【００８８】
　（実施例４）
　前記リッチガス供給処理におけるモデルガスＢの酸化触媒への供給時間をいずれも１２
分間から６０分間に変更した以外は、実施例２と同様にして、前記酸化触媒を備える排ガ
ス浄化装置のアッシュ堆積処理前及びアッシュ堆積処理後の５０％ＰＭ酸化温度をそれぞ
れ求めた。得られた５０％ＰＭ酸化温度の結果を図５に示す。
【００８９】
　（実施例５）
　〈酸化触媒の調製〉
　リン酸カルシウム（和光純薬工業製）にイオン交換水を加え、ボールミルでミリングし
て、平均二次粒子径が０．６μｍのリン酸カルシウムの粒子を含有するスラリーを形成し
た。次に、コージェライト製の市販のＤＰＦ（直径３０ｍｍ、長さ５０ｍｍ、気孔率６０
％、平均細孔径３０μｍ、日本ガイシ社製）を準備し、前記スラリーを前記ＤＰＦの隔壁
細孔内に入り込むように含浸させた。次いで、前記スラリーを含浸させたＤＰＦから、吸
引機を用いて余分なスラリーを除去し、１１０℃で１６時間乾燥した後、５００℃で３時
間焼成した。このような焼成により、リン酸カルシウムをＤＰＦに強く担持（付着）させ
ることができた。このようにしてリン酸カルシウムをＤＰＦに担持したところ、ＤＰＦの
容量１Ｌあたりのリン酸カルシウムの担持量（コート量）は６７．５ｇ／Ｌであった。得
られた５０％ＰＭ酸化温度の結果を図５に示す。
【００９０】
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　次に、９０℃のイオン交換水に硫酸銀（和光純薬工業製）を溶解させて硫酸銀水溶液を
調製した。次いで、前記硫酸銀水溶液を、ＤＰＦの容量１Ｌあたりの硫酸銀の担持量が１
０．８ｇ／Ｌとなるようにして、前記リン酸カルシウムの担持されているＤＰＦの隔壁細
孔内に入り込むように含浸させた。次に、前記硫酸銀水溶液を含浸させたＤＰＦを１１０
℃で１６時間乾燥した後、３００℃で３時間焼成して、ＤＰＦの隔壁に担持（コート）さ
れている硫酸カルシウムに硫酸銀を担持して、ＤＰＦに担持された形態の酸化触媒を製造
した。なお、ＤＰＦの容量１Ｌあたりの硫酸銀の担持量は１０．８ｇ／Ｌであった。なお
、ＤＰＦの容量１Ｌあたりの硫酸銀の担持量を銀（メタル）で換算すると７．５ｇ／Ｌで
あり、リン酸カルシウム（担体）１００質量部に対する銀換算による硫酸銀の担持量は１
１．１１質量部であった。
【００９１】
　上述のようにして得られた酸化触媒を用いた以外は、実施例１と同様にして、前記酸化
触媒を備える排ガス浄化装置のアッシュ堆積処理前及びアッシュ堆積処理後の５０％ＰＭ
酸化温度をそれぞれ求めた。このように、実施例５においては、酸化触媒の調製、ＰＭ付
着処理（Ｉ）、ＰＭ浄化処理（Ｉ）、アッシュ堆積処理、ＰＭ付着処理（ＩＩ）、ＰＭ浄
化処理（ＩＩ）の順で各処理を行った。得られた５０％ＰＭ酸化温度の結果を図５に示す
。
【００９２】
　（実施例６）
　酸化触媒として、実施例５で採用している酸化触媒の調製の方法と同様の方法を採用し
て得られた酸化触媒を用いた以外は、実施例２と同様にして、前記酸化触媒を備える排ガ
ス浄化装置のアッシュ堆積処理前及びアッシュ堆積処理後の５０％ＰＭ酸化温度をそれぞ
れ求めた。このように、実施例６においては、酸化触媒の調製、リッチガス供給処理、Ｐ
Ｍ付着処理（Ｉ）、ＰＭ浄化処理（Ｉ）、アッシュ堆積処理、リッチガス供給処理、ＰＭ
付着処理（ＩＩ）、ＰＭ浄化処理（ＩＩ）の順で各処理を行った。得られた５０％ＰＭ酸
化温度の結果を図５に示す。
【００９３】
　（実施例７）
　前記リッチガス供給処理におけるモデルガスＢの酸化触媒への入りガス温度をいずれも
４００℃から５００℃に変更した以外は、実施例６と同様にして、前記酸化触媒を備える
排ガス浄化装置のアッシュ堆積処理前及びアッシュ堆積処理後の５０％ＰＭ酸化温度をそ
れぞれ求めた。得られた５０％ＰＭ酸化温度の結果を図５に示す。
【００９４】
　（比較例１）
　酸化触媒の調製に際して硫酸銀の担持を行わず、硫酸カルシウム（無水物）を担持した
ＤＰＦに（硫酸カルシウムの担持量（コート量）：６７．５ｇ／Ｌ）をそのまま酸化触媒
（比較のための酸化触媒）として利用した以外は、実施例１と同様にして、比較のための
酸化触媒を備える排ガス浄化装置のアッシュ堆積処理前及びアッシュ堆積処理後の５０％
ＰＭ酸化温度をそれぞれ求めた。得られた５０％ＰＭ酸化温度の結果を図５に示す。
【００９５】
　（比較例２）
　〈触媒の調製〉
　酸化触媒の調製に際して硫酸銀の担持を行わなかった以外は実施例５で採用している酸
化触媒の調製工程と同様にして、リン酸カルシウムを担持したＤＰＦ（リン酸カルシウム
の担持量（コート量）：６７．５ｇ／Ｌ、比較のための酸化触媒）を得た。
【００９６】
　このようにして調製した比較のための酸化触媒（リン酸カルシウムを担持したＤＰＦ）
を、前記酸化触媒として利用した以外は、実施例１と同様にして、比較のための酸化触媒
を備える排ガス浄化装置のアッシュ堆積処理前及びアッシュ堆積処理後の５０％ＰＭ酸化
温度をそれぞれ求めた。得られた５０％ＰＭ酸化温度の結果を図５に示す。
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【００９７】
　（比較例３）
　〈触媒の調製〉
　先ず、実施例１の酸化触媒の調製の際に用いたＤＰＦと同様のＤＰＦを準備した。次に
、セリアゾル（多木化学製の商品名「ニードラールＵ－１５」）を、前記ＤＰＦの隔壁細
孔内に入り込むように含浸させた（含浸工程）。次に、前記ゾルを含浸させたＤＰＦから
、吸引機で余分なゾルを除去し、大気中、２５０℃で１時間の焼成した（焼成工程）。こ
のような含浸工程及び焼成工程を、ＤＰＦの容量１Ｌあたりのセリアの担持量が６７．５
ｇ／Ｌとなるまで繰り返し実施し、セリアが担持されたＤＰＦを得た。次に、硝酸プラセ
オジム（ＩＩＩ）の水和物（和光純薬工業製）を溶解した硝酸プラセオジム水溶液を調製
した。次いで、前記硝酸プラセオジム水溶液を、ＤＰＦの容量１ＬあたりのＰｒ６Ｏ１１

の担持量が７．５ｇ／Ｌとなるようにして、前記セリアが担持されたＤＰＦの隔壁細孔内
に入り込むように含浸させ、８００℃で２４時間焼成し、比較のための酸化触媒を得た。
なお、Ｐｒ６Ｏ１１担持量はＤＰＦの容量１Ｌあたり７．５ｇ／Ｌであるが、８００℃で
の焼成によりセリアと酸化プラセオジムとの複合酸化物（Ｃｅ０．９Ｐｒ０．１Ｏ２）が
形成されたものと推察される。
【００９８】
　このようにして調製した比較のための酸化触媒（セリアと酸化プラセオジムとの複合酸
化物を担持したＤＰＦ）を、前記酸化触媒（比較のための酸化触媒）として利用した以外
は、実施例１と同様にして、比較のための酸化触媒を備える排ガス浄化装置のアッシュ堆
積処理前及びアッシュ堆積処理後の５０％ＰＭ酸化温度をそれぞれ求めた。得られた５０
％ＰＭ酸化温度の結果を図５に示す。
【００９９】
　（比較例４）
　〈触媒の調製〉
　先ず、実施例１の酸化触媒の調製の際に用いたＤＰＦと同様のＤＰＦを準備した。次に
、セリアゾル（多木化学製の商品名「ニードラールＵ－１５」）及びジルコニアゾル（第
一稀元素化学工業製、酢酸ジルコニール）を、固形分のセリアとジルコニアの質量比（セ
リア：ジルコニア）が３０：７０となるようにして混合して混合液を調製した。次いで、
前記混合液を前記ＤＰＦの隔壁細孔内に入り込むように含浸させた（含浸工程）。次に、
前記混合液を含浸させたＤＰＦから、吸引機で余分な混合液を除去し、大気中、２５０℃
で１時間の焼成した（焼成工程）。このような含浸工程及び焼成工程を、ＤＰＦの容量１
Ｌあたりのセリア及びジルコニアの混合物の担持量が６７．５ｇ／Ｌとなるまで繰り返し
実施した後、７００℃で５時間焼成して、セリア及びジルコニアが担持されたＤＰＦを得
た。なお、ＤＰＦの容量１Ｌあたりのセリア及びジルコニアの混合物の担持量は６７．５
ｇ／Ｌであり、ＤＰＦの容量１Ｌあたりのセリアとジルコニアのそれぞれの担持量は、２
０．３ｇ／Ｌ（セリア）、４７．３ｇ／Ｌ（ジルコニア）であった。
【０１００】
　次に、イオン交換水に硝酸銀（東洋化学工業製）を溶解させて硝酸銀水溶液を調製した
。次いで、前記硝酸銀水溶液を、ＤＰＦの容量１Ｌあたりの銀（メタル）の担持量が７．
５ｇ／Ｌとなるようにして、前記セリア及びジルコニアが担持されたＤＰＦの隔壁細孔内
に入り込むように含浸させ、５００℃で５時間焼成して、ＤＰＦの隔壁に担持（コート）
されているセリア及びジルコニアに銀を担持して、ＤＰＦに担持された形態の比較のため
の酸化触媒を製造した。なお、ＤＰＦの容量１Ｌあたりの銀の担持量は７．５ｇ／Ｌであ
った。
【０１０１】
　このようにして調製した比較のための酸化触媒（銀が担持されたセリア及びジルコニア
からなる触媒を担持したＤＰＦ）を、前記酸化触媒として利用した以外は、実施例１と同
様にして、比較のための酸化触媒を備える排ガス浄化装置のアッシュ堆積処理前及びアッ
シュ堆積処理後の５０％ＰＭ酸化温度をそれぞれ求めた。得られた５０％ＰＭ酸化温度の
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結果を図５に示す。
【０１０２】
　（比較例５）
　〈触媒の調製〉
　先ず、実施例１の酸化触媒の調製の際に用いたＤＰＦと同様のＤＰＦを準備した。次に
、アルミナゾル（日産化学社製の商品名「Ａ５２０」）を前記ＤＰＦの隔壁細孔内に入り
込むように含浸させた（含浸工程）。次に、前記混合液を含浸させたＤＰＦから、吸引機
で余分な混合液を除去し、大気中、２５０℃で１時間の焼成した（焼成工程）。このよう
な含浸工程及び焼成工程を、ＤＰＦの容量１Ｌあたりのアルミナの担持量が３０ｇ／Ｌと
なるまで繰り返し実施した後、７００℃で５時間焼成して、アルミナが担持されたＤＰＦ
を得た。なお、ＤＰＦの容量１Ｌあたりのアルミナの混合物の担持量は３０ｇ／Ｌであっ
た。
【０１０３】
　次に、イオン交換水に硝酸銀（東洋化学工業製）を溶解させて硝酸銀水溶液を調製し、
前記硝酸銀水溶液を、ＤＰＦの容量１Ｌあたりの銀（メタル）の担持量が７．５ｇ／Ｌと
なるようにして、前記セリア及びジルコニアが担持されたＤＰＦの隔壁細孔内に入り込む
ように含浸させ、５００℃で５時間焼成して、ＤＰＦの隔壁に担持（コート）されている
アルミナに銀を担持して、ＤＰＦに担持された形態の比較のための酸化触媒を製造した。
なお、ＤＰＦの容量１Ｌあたりの銀の担持量は７．５ｇ／Ｌであった。
【０１０４】
　このようにして調製した比較のための酸化触媒（銀が担持されたアルミナからなる触媒
を担持したＤＰＦ）を、前記酸化触媒として利用した以外は、実施例１と同様にして、比
較のための酸化触媒を備える排ガス浄化装置のアッシュ堆積処理前及びアッシュ堆積処理
後の５０％ＰＭ酸化温度をそれぞれ求めた。得られた５０％ＰＭ酸化温度の結果を図５に
示す。
【０１０５】
　［実施例１～７及び比較例１～６で用いた排ガス浄化装置の特性の評価］
　〈Ｘ線回折（ＸＲＤ）測定〉
　実施例１～４及び比較例１において、アッシュ堆積処理を実施する前の段階の各酸化触
媒のＤＰＦの触媒の担持（コート）層から粉末状の試料をそれぞれ取り出し、各試料に対
してＸ線回折（ＸＲＤ）測定を行った。このようなＸＲＤ測定により得られたＸＲＤパタ
ーンを図６に示す。なお、図６中、記号の丸（○）は丸記号が付された位置のピークがＡ
ｇ（メタル）に由来するＸＲＤピークであることを示し、三角（△）は三角記号が付され
た位置のピークがＡｇ２ＳＯ４に由来するＸＲＤピークであることを示す。
【０１０６】
　図６に示す結果からも明らかなように、実施例１で用いたアッシュ堆積処理前の酸化触
媒においては、ＸＲＤパターンにおいて硫酸カルシウムとＡｇ２ＳＯ４の結晶相のピーク
のみが観測され、担体（硫酸カルシウム）に担持されている成分がＡｇ２ＳＯ４のみであ
ることが分かった。これに対して、実施例２で用いたアッシュ堆積処理前の酸化触媒にお
いては、ＸＲＤパターンにおいて硫酸カルシウム、Ａｇ２ＳＯ４及びＡｇ（メタル）の結
晶相のピークが観測され、担体（硫酸カルシウム）に担持されている成分がＡｇ２ＳＯ４

及びＡｇ（メタル）であることが分かった。また、実施例３～４においては、ＸＲＤパタ
ーンにおいて硫酸カルシウムとＡｇ（メタル）のピークが観測され、担体（硫酸カルシウ
ム）に担持されている成分がメタル状の銀のみであることが分かった。このような結果か
ら、リッチガスを供給することにより、担体上にメタル状の銀を析出させることが可能で
あることが確認された。なお、比較例１においては、ＸＲＤパターンから硫酸カルシウム
のみであることが確認された。
【０１０７】
　〈５０％ＰＭ酸化温度の結果〉
　図５に示す各排ガス浄化装置のアッシュ堆積処理前及びアッシュ堆積処理後の５０％Ｐ
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Ｍ酸化温度の結果に基づいて、各排ガス浄化装置の触媒性能を評価した。
【０１０８】
　図５に示す結果からも明らかなように、酸化触媒にアッシュ堆積処理を実施する前の実
施例１～７で得られた排ガス浄化装置と比較例１～２得られた排ガス浄化装置のＰＭ酸化
活性を比較すると、実施例１～７で得られた排ガス浄化装置はいずれも、比較例１及び２
得られた排ガス浄化装置と比較して５０％ＰＭ酸化温度が低く、比較例１～２得られた排
ガス浄化装置よりも優れたＰＭ酸化性能を有することが分かった。このような結果は、比
較例１～２得られた排ガス浄化装置のようにＤＰＦに硫酸カルシウム又はリン酸カルシウ
ムを担持しただけではＰＭ酸化活性が発現しないためであると本発明者らは推察する。
【０１０９】
　次に、実施例１～７で得られた排ガス浄化装置と比較例３～５得られた排ガス浄化装置
のＰＭ酸化活性を比較すると、アッシュ堆積処理を実施する前の各装置のＰＭ酸化活性は
ほぼ同等の水準のものであると言える。一方、アッシュ堆積処理を実施した後においては
、比較例３～５で得られた排ガス浄化装置はＰＭ酸化性能が著しく低下するのに対して、
実施例１～７で得られた排ガス浄化装置はいずれもアッシュ堆積処理を実施する前とほぼ
同等のＰＭ酸化性能を示し、アッシュの堆積後においても十分に高度なＰＭ酸化活性を維
持できることが確認された。なお、アッシュ堆積処理を実施後においても比較例４で得ら
れた排ガス浄化装置は比較的高いＰＭ酸化活性を示しているが、アッシュ堆積による活性
変化が大きく、実用上で大きな障壁のあるものであることが分かった。また、比較例４に
おいては、アッシュの堆積厚さを５０μｍとしていたが、実際の使用時にアッシュ堆積厚
さが更に大きくなると、ＰＭ酸化性能が更に低下することが考えられる。また、図５に示
す結果から、リッチガスを供給する処理を施した場合（実施例２～４、６～７）には、排
ガス浄化装置がより高度なＰＭ酸化性能を有するものとなることが確認された。
【０１１０】
　このような結果から、本発明の排ガス浄化装置（実施例１～７）はいずれも、比較のた
めの排ガス浄化装置（比較例１～５）と比べて、アッシュ堆積後においても、十分に高度
なＰＭ酸化活性を維持することが可能であることが分かった。その結果、本発明の排ガス
浄化装置（実施例１～７）はいずれも、ＰＭに被覆された触媒の活性を高精度で確実に再
生させることが可能であることが分かった。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　以上説明したように、本発明によれば、アッシュの堆積による粒子状物質の酸化性能の
低下が十分に抑制され、アッシュの堆積後においても十分に高度な粒子状物質の酸化性能
を発揮することが可能な排ガス浄化装置、及び、その排ガス浄化装置を用いた排ガス浄化
方法を提供することが可能となる。
【０１１２】
　したがって、本発明の排ガス浄化装置及び排ガス浄化方法は、例えばディーゼルエンジ
ンからの排ガスを浄化するための装置又は方法として特に有用である。
【符号の説明】
【０１１３】
　１１…担体、１２…銀含有物質、１２’ …移動性銀化合物、１３…アッシュ、２１…
内燃機関、２２…排ガス管、２３…酸化触媒、２４…制御手段、２５…圧力センサー、２
６…温度センサー。
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