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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＮＯｘの選択的触媒還元のための新規な金属処理ゼオライト触媒の製造方法であって、
　まず、ゼオライトを、酸処理またはアンモニウムカチオン交換処理して、ゼオライトの
ナトリウムレベルをＮａ2Ｏとして３質量％未満まで低下させ、
　ａ．前記金属としての鉄、コバルト及び銅から選択された金属をファージャサイトを含
むゼオライト中にイオン交換で導入し、
　ｂ．続いて、前記金属交換ゼオライトを水熱処理する工程を含み、
　ｃ．工程ｂで処理されない金属交換ゼオライト触媒と比較して、
　前記触媒において、選択的触媒還元におけるＮＯｘ還元活性が改善されていることを特
徴とする方法。
【請求項２】
　前記ゼオライトが、ゼオライトＹ、ウルトラ－ステイブルＹ、ＺＳＭ－３、ＺＳＭ－２
０、ＣＳＺ－１、ＥＣＲ－３０、ＬＺ－２１０からなる群から選ばれる請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記金属イオン交換を、ｐＨが２．５～３．５である水系の交換溶液中で行う請求項１
又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記金属交換ゼオライトを、温度が５４０℃～１０００℃で、水蒸気濃度が５～１００
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％で、５分間～２５０時間水熱処理する請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の方法により製造することを特徴とする銅含有アル
ミノケイ酸塩ゼオライト触媒。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の方法により製造された窒素酸化物の選択的還元用
の水熱的に安定なゼオライト触媒であって、該触媒が金属処理ゼオライト触媒を含み、該
金属処理ゼオライトが、骨格外アルミニウムを形成するように処理されて、骨格外アルミ
ニウムの大部分がゼオライトの空孔から除かれることを特徴とする触媒。
【請求項７】
　アルミニウム総量の６５質量％未満がゼオライトの空孔中に存在する請求項６に記載の
ゼオライト触媒。
【請求項８】
　前記ゼオライトがゼオライトＹであり、前記金属が銅である請求項６又は７に記載のゼ
オライト触媒。
【請求項９】
　前記ゼオライトが直径が２～５０ｎｍのメソポアを含み、前記メソポアの空孔容量が少
なくとも０．０７ｃｍ3／ｇである請求項６～８のいずれか１項に記載のゼオライト触媒
。
【請求項１０】
　アンモニアと酸素を用いて選択的触媒還元により排ガスまたは排煙流中のＮＯｘを還元
する方法であって、該排ガスまたは排煙流を、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法
により製造された金属処理ゼオライト触媒、又は請求項５～９のいずれか1項に記載のゼ
オライト触媒に接触させることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願　
　本願は、「ＮＯＸ選択的触媒還元効率の改善されたゼオライト触媒」をタイトルとする
２００５年１２月１４日に出願された米国仮出願６０／７５０，２６１の優先権主張を伴
うものである。
【０００２】
　本発明は、アンモニアを用いる窒素酸化物の還元を触媒する方法、特に、ゼオライト触
媒、特に金属処理ゼオライト触媒を使用して、酸素存在下でアンモニアを用いる窒素酸化
物の選択的還元を触媒する方法に関する。本発明はまた、水熱的に安定なゼオライト触媒
及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　内燃機関など、具体的には自動車やトラックや、天然ガス、油または石炭による発電所
や、硝酸製造プラントの排出ガス中に含まれる有害成分の窒素酸化物（ＮＯｘ）が長年に
わたり大気汚染を引き起こしてきた。このため、このような排出ガス中の窒素酸化物を削
減する方法が、いろいろと研究されてきた。
【０００４】
　ＮＯｘ含有ガス混合物の処理には、いろいろな方法が使用されている。一つの処理は、
窒素酸化物の触媒還元である。触媒還元により排煙中から窒素酸化物を除く代表的な方法
として、（１）一酸化炭素、水素または低級炭化水素を還元剤として用いる非選択的還元
方法と、（２）アンモニアを還元剤として用いる選択的還元方法の二つのプロセスがある
。後者の方法（アンモニアを用いる選択的還元方法）では、少量の還元剤でも窒素酸化物
の高度な除去が可能である。したがって、この方法が注目されいろいろな変例が提案され
た。
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【０００５】
　この選択的還元方法（２）は、ＳＣＲ法（選択的触媒還元）として知られている。この
ＳＣＲ法では、大気中の酸素の存在下で、アンモニアを用いて窒素酸化物を触媒的還元し
、主に窒素と水蒸気を生成する：
【０００６】
４ＮＯ＋４ＮＨ3＋Ｏ2→４Ｎ2＋６Ｈ2Ｏ　（１）
２ＮＯ2＋４ＮＨ3＋Ｏ2→３Ｎ2＋６Ｈ2Ｏ　（２）
ＮＯ＋ＮＯ2＋ＮＨ3→２Ｎ2＋３Ｈ2Ｏ　（３）
【０００７】
　現在までに提案されたアンモニアを還元剤として用いる窒素酸化物の触媒的還元方法は
、大きく二つのグループに分けられる：（１）活性成分が白金またはパラジウムなどの貴
金属である触媒を用いる方法と、（２）活性成分が卑金属化合物である、特に銅や鉄、バ
ナジウム、クロム、モリブデンなどの非貴金属遷移金属の化合物である触媒を使用する方
法。これらの触媒活性成分は、通常アルミナ上に坦持されている。（１）高活性の温度領
域が非常に狭く、ＮＨ3がＮＯｘに酸化されるため高温下で使用できないため、また（２
）多量のＮ2Ｏを形成する傾向があるため、貴金属触媒は、あまり好ましくない。一方、
卑金属触媒は、低温では窒素酸化物の触媒的還元活性が低い。したがって、反応温度の上
昇と空間速度の低下が必要であった。最近のディーゼルエンジン用途においては、一般に
処理すべき排ガス量が大きく、排ガス温度が低い。このため、低温で高空間速度の反応条
件下でも使用可能な高活性触媒の開発が望まれている。
【０００８】
　従来技術では、金属処理ゼオライト触媒、中でも鉄処理ゼオライト触媒や銅処理ゼオラ
イト触媒を、アンモニアを用いる窒素酸化物の選択的触媒還元に用いることが述べられて
いる。これらの触媒は、水蒸気の存在下で８００℃の温度で安定である必要があり、水熱
耐久性が改善した材料の製造が求められている。８００℃の水熱安定性は、煤煙フィルタ
ーの存在下でディーゼル排ガスの処理に用いられるＳＣＲ触媒に求められる特別な要求事
項である。これは、煤煙フィルターでは、高温暴露が煤煙再生サイクルの一部となってい
るためである。
【０００９】
　高温の水熱条件に暴露された場合、高シリカ含量料のゼオライト材料は、アルミニウム
溶出により大きな抵抗を示す。また、ナトリウム含有ゼオライトは、高温下でのアルミニ
ウム溶出を促進し、低ナトリウム含量である高シリカゼオライトは、水熱耐久性が高いが
、ゼオライトのか焼の程度によっては、イオン交換容量が低いことがある。このような高
シリカ材料は、金属負荷量が低く、活性が低い場合が多い。また、高シリカ材料は、高レ
ベルで所望金属と交換するのに問題が多かった。銅交換ゼオライトＹは、この分野で使用
されている材料であるが、銅移動と連動したゼオライト骨格からのアルミニウムの溶出の
ため、この材料の水熱耐久性は従来より乏しいものであった。
【００１０】
　Ｃｕゼオライトの形成とそのＳＣＲでの利用に関する米国特許ならびに非特許文献が存
在する。米国特許の例としては、Ｕ．Ｓ．Ｐ４，７４８，０１２があげられる。この特許
は、燃焼施設の廃ガス中の窒素酸化物含量をアンモニアで減少させる方法に関するもので
、窒素酸化物含有廃ガスを、一種以上のファージャサイト系の結晶性アルミノケイ酸塩ゼ
オライトと結着剤のシリカゾル及び／又はシリケートと銅化合物からなる混合物で、厚み
が０．１～２ｍｍとなるように被覆された耐熱性の表面構造に接触させ、触媒還元を約１
００～約２５０℃の温度範囲で行う。
【００１１】
　Ｕ．Ｓ．Ｐ４，０５２，３３７では、ＮＨ3でＮＯｘを抑制するためのいろいろなゼオ
ライト型触媒の、特にゼオライトＹの利用を記載している。この触媒はイオウを含む窒素
酸化物を比較的高温で還元するために使用されるもので、ゼオライトをアルカリ土類イオ
ンで予備的に交換し、次いで金属イオン、特に第二銅イオンを含浸させる方法により調整
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された場合に、効果が高い。
【００１２】
　Ｕ．Ｓ．Ｐ５，５３６，４８３は、触媒的に有効量の７０～９０％のＮＨ4ゼオライト
Ｙ触媒を含み、比表面積が７５０～９５０ｍ2／ｇであり、第二銅イオンで交換した（た
だし銅の添加量はゼオライトの重量に対して２～１２％であり、結着剤の１０～３０％で
ある）組成物に排ガスを接触させることにより、ＮＯｘを含有する酸素系排ガス処理し、
そこに含まれる窒素酸化物を抑制する方法を詳しく説明している。なお、このゼオライト
触媒組成物の製造に用いたゼオライト材料は、ゼオライト格子の空孔を形成する直径が約
８～９オングストロームの開口部を通じて相互に連通する、約１３オングストロームの径
の空洞を持つスーパーケージ型のゼオライトを含んでいる。
【００１３】
　ゼオライト系触媒は一般に、またＣｕゼオライトは特に、ＮＯｘの選択的触媒還元用途
に使用されてきたが、高温（＞７００℃）での水熱耐久性の改善された、具体的には煤煙
フィルターと併用するディーゼル用途向けの触媒に対する需要がある。銅負荷量が十分な
場合に可能な活性を付与すること、高シリカゼオライトの安定性を高めること、またこの
ようなゼオライトを効果的にイオン交換することに対するニーズがある。
【００１４】
【特許文献１】Ｕ．Ｓ．Ｐ４，７４８，０１２
【特許文献２】Ｕ．Ｓ．Ｐ４，０５２，３３７
【特許文献３】Ｕ．Ｓ．Ｐ５，５３６，４８
【非特許文献１】“Determination of framework aluminum content in zeolites X, Y, 
and dealuminated Y using unit cell size,” George T. Kerr, Zeolites91989, vol. 9
, pp. 350-351 (July 1989)．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、ＮＨ3を用いるＮＯｘの選択的触媒還元の効率が改善された、新規な金属処
理ゼオライト触媒の製造方法を提供する。この金属処理ゼオライトは好ましい性能を有し
、水熱的に安定で、高活性を維持する。この新規の金属処理ゼオライトは、低ナトリウム
ゼオライトから得られ、金属イオン交換後に水熱処理されたものである。改良の理論につ
いて特に拘泥するわけではないが、酸性条件下での金属交換及び水熱処理が、このゼオラ
イトの触媒性能を向上させているようである。
【００１６】
　本発明は、窒素酸化物の還元方法、それに使用する触媒、この触媒の製造方法に関する
。特に、本発明は、選択的触媒還元により、窒素酸化物を含有するエンジン排ガスまたは
排煙から窒素酸化物を削減し、よってこれを除去する触媒に関する。
【００１７】
　本発明はさらに、エンジン排ガスまたは排煙中の窒素酸化物を還元するための、ゼオラ
イトなどの結晶性のアルミノケイ酸塩担体上にイオン交換で導入した金属イオンを含む触
媒、及びその製造方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　窒素酸化物の還元用の金属処理ゼオライト触媒の製造方法は、低ナトリウムの合成結晶
性アルミノケイ酸塩、例えばゼオライトＹを銅などの金属イオンを含む媒体に酸性の条件
下で接触させ、合成結晶性アルミノケイ酸塩中のナトリウム、水素及び／又はアンモニウ
ムカチオンを金属でイオン交換させることからなる。湿式イオン交換により、あるいは固
体状態での交換、含浸または沈澱により、この金属をゼオライトに導入してもよい。ある
実施様態においては、金属イオン交換の後、その金属の一部又は全部が金属酸化物として
存在してもよい。この金属交換合成結晶性アルミノケイ酸塩は、次いで水熱的に処理され
る。このようにして製造した金属－ゼオライトは、意外にもＳＣＲ活性が高く、水熱安定
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性にも優れ、水熱処理されない触媒と比較して、活性が維持、場合によっては活性が増強
されることが明らかとなった。ある実施様態においては、本発明の水熱処理金属交換ゼオ
ライト触媒は、本発明の水熱処理方法で処理されていない触媒と比較すると、ＮＯｘ還元
活性に優れる。特に、ここで開示される水熱処理のない金属交換ゼオライトと比較すると
、この触媒は、低温でのＮＯｘ還元活性に優れる。この「低温」とは、約３５０℃以下の
温度をいう。約３００℃未満での、約２５０℃未満での、約２００℃未満での、約１５０
℃未満の温度でのＮＯｘ還元活性の改善が例示される。他の実施様態においては、本発明
の水熱処理金属交換ゼオライト触媒は、約２５０℃以下の温度で、排ガスまたは排煙流中
の汚染ＮＯｘガスの過半の変換を触媒することができる。更に別の態様においては、本発
明の水熱処理金属交換ゼオライト触媒は、約３００℃以下の温度で、排ガスまたは排煙流
中の汚染ＮＯｘガスの８０％超の変換を触媒することができる。
【００１９】
　特に好ましい結晶性アルミノケイ酸塩は、約３～１４オングストロームの範囲の孔径を
もち、ＳｉＯ2／Ａｌ2Ｏ3モル比が約２～１５０であるものである。例えば、孔径が約７
．４～９オングストロームであり、ＳｉＯ2／Ａｌ2Ｏ3モル比が約２～８０と４～３０の
合成ファージャサイトやゼオライトＹが好ましい。これ以外で本発明に好適なのは、立方
晶系ファージャサイト（ＦＡＵ）や、六方晶系ファージャサイトＥＭＴ、立方晶系ファー
ジャサイトと六方晶系ファージャサイト（ＥＭＴ）の連晶などのゼオライト族である。ま
た、他のゼオライト系材料、例えばウルトラ－ステイブルＹや、ＺＳＭ－３、ＺＳＭ－２
０、ＣＳＺ－１、ＥＣＲ－３０、ＬＺ－２１０、ゼオライトＬ、フェリエライト、ＭＣＭ
－２２、オフレタイトが、本発明に好適であるが、これらに限定されるわけではない。
本発明によれば、ゼオライトは、まず金属イオン交換により金属で処理される。一般に、
何れの公知金属を、１種単独で用いても良く２種以上併用してもよい。例えば、本発明の
ゼオライトを、バナジウム（Ｖ）、クロム（Ｃｒ）、マンガン（Ｍｎ）、鉄（Ｆｅ）、コ
バルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）及びセリウム（Ｃｅ）からなる群から選
ばれる金属イオンでイオン交換することができる。ある実施様態においては、ゼオライト
Ｙと銅の使用が好ましい。しかしながら、当業界の熟練者には理解できるように、上述の
ような他の金属イオンや他のゼオライトも銅とゼオライトＹに代えて使用可能である。
【００２０】
　本発明の窒素酸化物還元触媒の第１の特徴は、結晶性アルミノケイ酸塩をまず処理して
ゼオライト中のアルカリ金属量を減少させて、金属、例えば銅とのイオン交換を増加させ
ていることである。したがって、形成されたゼオライトをまず、当業界で広く知られてい
る方法により、酸処理またはアンモニウムカチオン交換処理して、ゼオライトのナトリウ
ムレベルを低下させる。具体的には、結晶性のアルミノケイ酸塩中のアルカリ金属、すな
わちナトリウムを、酸またはアンモニウム交換により減量させ、一般的には５質量％未満
のレベルとする。以降すべてのナトリウムレベルは、金属酸化物として報告する。結晶性
アルミノケイ酸塩ゼオライト中のナトリウムレベルが３質量％未満であることが、続く金
属イオン、例えば銅イオンとのカチオン交換を増強するのに有用である。ある実施様態に
おいては、０．４質量％を超えるナトリウムレベルが好ましい。他の実施様態においては
、０．４質量％未満のナトリウムレベルが、触媒の高温（＞７００℃）耐久性のために好
ましい。ゼオライトに銅を載せるイオン交換は、ゼオライトを銅イオンを含む水溶液に接
触させることで実施される。一般に、銅イオンを供給するのにいずれの銅塩を用いてもよ
く、その例としては、硝酸銅や酢酸銅、硫酸銅などがあげられる。交換溶液のｐＨコント
ロールが、最終の触媒の活性と安定性の改善に有益であると考えられている。酸性が強す
ぎる（ｐＨ＜２．５）場合、ゼオライト骨格からアルミニウムが多量に溶出し、塩基性が
強すぎる（ｐＨ＞５）場合は、Ｃｕ2+カチオンの溶解度が限定される。低ナトリウムゼオ
ライトを使用し、交換溶液中のゼオライト固形分含量を調整することで、溶液のｐＨをコ
ントロールできる。ゼオライト中のナトリウム含量が多いと、ｐＨを下げるために酸の添
加が必要となることがある。５．０より小さいｐＨは、交換溶液中のゼオライト固形分濃
度を調整することで容易に達成できる。交換溶液のｐＨとしては、約２．０～約３．５や
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、約２．５～約３．５、約３．０～約３．５が例示される。
【００２１】
　このイオン交換においては、所望の低ナトリウム含量のアルミノケイ酸塩を、攪拌され
た銅塩含有水溶液に浸漬する。ゼオライトと交換溶液との接触は、一般的には約０．５～
２時間維持される。この水溶液中の銅カチオンの濃度や、接触時間、イオン交換に使用す
るアルミノケイ酸塩の量は、ゼオライトへの銅の負荷量が少なくとも１．０質量％となる
ように選択される。カチオン交換ゼオライトの重量に対する銅の負荷量としては、３．５
質量％超、約４．０～約１４．０質量％、及び約４．０～約６．０質量％が例示される。
総銅負荷量は、揮発分非含有の金属酸化物（酸化銅）の質量％で表される。銅交換は、単
一工程で行っても複数工程で行ってもよい。その間に、ゼオライトは、溶液中で交換され
、水洗、乾燥され、銅含有交換溶液に再分散される。他の実施様態においては、イオン交
換効率をあげるために、金属イオン交換の間に一回以上のか焼を行うことがある。例えば
、金属交換の後、続くまたは第二の金属イオン交換工程の前に、このゼオライトを約３０
０～８００℃で１～２０時間、か焼する。また、ナトリウムは可動カチオンであり、好ま
しくないことに、水熱処理の間にアルミニウム溶出を増加させると考えられている。ゼオ
ライト骨格からアルミニウムサイトが多量に除かれると、好ましくないことに銅負荷量が
減少し、その結果として構造も弱くなり、ＳＣＲ活性も低下する。しかしながら、低ナト
リウム含量は、ゼオライトの熱安定性を増加させることがあるため、重要である。本発明
は、比較的高い骨格アルミニウムレベル、低ナトリウム含量、高交換容量、また高い水熱
安定性を与える点で、ユニークである。したがって、銅交換後のナトリウム含量は、一般
的にはナトリウムとして３．０質量％未満でなければならない。２．４質量％未満、１．
０質量％未満、０．４質量％未満のナトリウムレベルも、例示される。総ナトリウムレベ
ルは、揮発分非含有のＮａ2Ｏの質量％で表される。ナトリウム量を最小とすることで、
養生の間のアルミニウムの減少量を低下させ、その結果、触媒養生による不活性化を最小
限に留めることができる。
【００２２】
　銅イオンでイオン交換されたアルミノケイ酸塩は、水洗によりイオン交換でゼオライト
に取り込まれていない過剰の銅イオンを除き、１００℃未満の低温で乾燥する。乾燥に続
いて、このＣｕゼオライトを、空気中で約３００～８５０℃の温度範囲、好ましくは約３
５０－６００℃の温度範囲で１～２０時間か焼する。
【００２３】
　か焼後に、このＣｕゼオライト、例えばＣｕ－Ｙを水熱処理することが重要である。こ
の水熱処理によりアルミニウムとそれに会合した銅がゼオライト表面に移動することがわ
かっている。このゼオライト表面への移動により、水熱条件においてでもＳＣＲ触媒活性
が維持されているようである。水蒸気処理の温度は、低くとも５４０℃であり、その温度
範囲としては約５４０～約１０００℃や７００～８００℃が例示される。通常、空気中の
水蒸気濃度は約１％～約１００％の範囲であり、典型的には約５％～約５０％の水蒸気で
あり、１０％の水蒸気も例示され、残りは空気である。他の実施様態においては、本水熱
処理は、少なくとも約１０％の水蒸気、少なくとも約１５％の水蒸気、少なくとも約２０
％の水蒸気、または少なくとも約２５％の水蒸気を使用する。この水蒸気処理は、好まし
くは大気圧で実施する。水熱処理時間は、一般に約５分～約２５０時間である。上述の条
件での水熱処理では、少なくとも１時間や、２時間を超える時間、５時間を越える時間、
１０時間を超える時間も例示される。約１時間～約５０時間、約２時間～約２０時間、約
２時間～約１０時間の水熱処理も例示される。
【００２４】
　本発明の水熱処理により、骨格外アルミニウムが生産、形成されること、またこの骨格
外アルミニウムがゼオライト結晶構造内で移動することが明らかとなった。骨格外アルミ
ニウムは、四面体ゼオライト骨格に不可欠の要素ではない（即ち、非骨格性の）アルミニ
ウムである。骨格外アルミニウムは、ゼオライト空孔中に存在することもあれば、ゼオラ
イト系結晶の外表面に存在することもある。この「ゼオライト系結晶の外表面」は、結晶
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の２０～１００ｎｍの範囲での外表面をいう。骨格外アルミニウムは、ゼオライトの微細
な空孔をブロックし、活性な金属のサイトを隠すと報じられている。したがって、金属交
換ゼオライトを本発明によれって水熱処理するとき、得られる骨格外アルミニウムがゼオ
ライトの空孔からゼオライトの該表面に移動することは、本発明の重要な発見の一つであ
る。ある実施様態においては、骨格外アルミニウムの大部分が空孔から除かれる。この「
大部分が空孔から除かれる」とは、総アルミニウムの６５％を超える量がゼオライト空孔
から除かれることを意味する。他の実施様態においては、総骨格外アルミニウムの７．５
質量％未満が空孔に存在する。更に別の態様においては、アルミニウム総量の３５％未満
がゼオライトの空孔に存在する。さらに、本発明の金属処理ゼオライトのか焼が、骨格外
アルミニウムのゼオライト結晶の外表面への移動を促進することがわかった。骨格外アル
ミニウムの移動に加えて、イオン交換された金属の移動も見られることがある。ある実施
様態においては、ゼオライトの外表面への金属（例えば、銅）の負荷量は、金属酸化物と
して金属交換ゼオライトの総重量あたり約１質量％から約１０．０質量％である。金属酸
化物として約１質量％から約５質量％の外表面での金属負荷量が例示される。
【００２５】
　アルミニウムのゼオライト中での位置は、いろいろな手法を組みあわせて決定される。
Ｘ線回折で得られる単位格子データをゼオライト骨格の要素となるアルミニウムの量の決
定に用いることができる。骨格外アルミニウムの量は、この情報とバルクによる化学分析
とを比較することで計算できる。例えば、実施例６の表１を参照されたい。骨格外アルミ
ニウムのゼオライト内孔から外表面への除去を反映する、表面に高感度な方法をさらに使
用することで、骨格外アルミニウムの位置を識別することが可能である。アルミニウム除
去後のＹゼオライトの表面組成は、Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）で試験可能で、表面アル
ミニウム量の増加の推定値を与える。ＸＰＳにはしばしば試験材料のバルク組成物が用い
られるが、骨格アルミニウム含量との比較することで、ゼオライト空孔からのアルミニウ
ムの移動で引き起こされる表面でのアルミニウムの濃縮を追跡するのに使用できる。その
結果、表面での正味の変化は、空孔内に未だに残存する骨格外アルミニウムを決めるのに
使用できる。アルミニウム除去法により表面濃縮が起こる場合にはこの方法が利用できる
が、ゼオライトから骨格外アルミニウムを完全に除去する方法では使用できない。このよ
うな状況の一例は、骨格外アルミニウムを溶解してアルミニウムの酸抽出を行う場合であ
る。このような状況では、空孔に存在する骨格外アルミニウムの最大量を決めるために、
Ｘ線回折で得られた単位格子と化学分析とを比較してもよい。
【００２６】
　空孔から外表面への骨格外アルミニウムの移動によりもたらされる他の特徴は、メソ気
孔性である。合成ゼオライトは、ゼオライト構造に特徴的なマイクロポア構造を有する。
例えば、ゼオライトＹは、直径が約０．７４ｎｍである１２員環マイクロポアを持つ。骨
格からまたマイクロポアからアルミニウム抽出して構造の崩壊を起こし最終的にメソ気孔
性を与えるいろいろな処理により、メソ気孔性をゼオライト系材料に導入することができ
る。メソポーラス材料とは、直径が２～５０ｎｍで空孔容量が少なくとも０．０７ｃｍ3

／ｇである空孔（以降、メソポアと称す）を持つ材料である。約０．０７ｃｍ3／ｇから
約０．２２ｃｍ3／ｇのメソポア容量が例示される。ゼオライト格子からアルミニウムが
抽出されると、最終的には部分的な骨格の崩壊が起こり、骨格外アルミニウムが外表面に
移動しやすくなる。
【００２７】
　他の実施様態においては、金属イオン交換の先立って、このゼオライトからアルミニウ
ムが除かれる。一般に、公知の何れの方法の脱アルミニウム法を用いてもよい。例えば、
ゼオライトからのアルミニウム除去は、いずれの酸アルミニウム溶出法で行ってもよく、
具体的には、例えば（ＮＨ4）ＳｉＦ6で処理する化学的アルミニウム溶出法、水蒸気アル
ミニウム溶出法、骨格外アルミニウムの錯化剤、例えばエチレンジアミンテトラ酢酸（Ｅ
ＤＴＡ）による抽出があげられる。これらの処理が、空孔をブロックしゼオライトの金属
活性サイトをブロックする骨格外アルミニウムを生成することになることもある。
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【００２８】
　本発明の結晶性アルミノケイ酸塩は、約１～３０質量％の少なくとも一種の他の耐火性
材料、即ちアルミナ、マグネシア、チタニア、ジルコニア、ハフニア、シリカまたは珪藻
土などの酸化物を含んでいてもよい。触媒成形物の製造にあたり、アルミナやシリカゾル
などの結着剤を、適量、具体的には約２～４０質量％添加してもよい。
【００２９】
　このＣｕゼオライトを、公知の方法により基材、例えば固体状モノリス担体上に堆積又
は塗布してＮＯｘ排ガス流の処理に用いてもよい。触媒の構造状の支持体である不活性担
体材料上に、薄膜または塗膜としてＣｕゼオライトを塗布することが通常、最も簡便であ
る。この不活性な担体材料は、いかなる耐火性材料であってもよく、例えばセラミックス
であっても金属材料であってもよい。あるいは、公知のように、触媒をペレットまたはビ
ーズ状とし、流通装置に詰めて、排ガスが流れる触媒床としてもよい。排ガス中に含まれ
る窒素酸化物の還元に本発明の触媒を使用するに当たり、ペレットまたはビーズの形状は
、円柱状、球状、または、接触面の大きくガスの流れが容易なラシヒリング状のいずれで
もよい。さらに他の実施様態においては、この触媒を押出し等によりモノリス状に成形し
、排ガス流中に設置する。
【００３０】
　ＳＣＲで使用する触媒の量は、排ガスの具体的な組成、具体的なゼオライトと結着剤の
組合せ、ＮＯｘ含有ガス流の濃度や条件などの因子により変動しうる。通常、モノリス、
例えばハニカムへの塗布に使用する場合には、Ｃｕゼオライト触媒組成物は、５～５０重
量パーセント、好ましくは１０～４０重量パーセントの固形分を含む水系スラリーである
。得られるモノリスは、本触媒組成物を、ゼオライト触媒化合物の量として、０．３～５
．０ｇ／ｉｎ．3、好ましくは１．５～３．０ｇ／ｉｎ．3の塗装量で含むことが好ましい
。
【００３１】
　本発明の触媒は、ボイラーなどの定置型の発生源、または自動車、特にディーゼルエン
ジン駆動の自動車などの移動発生源からの排煙から、極めて効果的に窒素酸化物を除去す
る。特に、エンジン排ガスまたは窒素酸化物や酸化硫黄、酸素を含む排ガスをアンモニア
と混合し、得られるガス状の混合物を本発明の触媒と接触させることで、窒素酸化物を選
択的に還元することができる。
【００３２】
　窒素酸化物のアンモニアによる還元は、式（１）、式（２）、式（３）に示すように、
窒素酸化物の無害な窒素への変換からなる。
【００３３】
　本発明の触媒は、尿素などの分解してアンモニアを与えるいかなる還元剤とも併用可能
であるが、特に好ましい還元剤はアンモニアである。
【００３４】
　還元剤として排ガスに加えるアンモニアの量は、窒素酸化物を完全に無害な窒素に還元
するのに必要な化学量論量の０．７倍より大きい。窒素酸化物の大部分が一窒素酸化物（
ＮＯ）である場合、窒素酸化物１モルあたり約１．０モルのアンモニアが必要である。
【００３５】
　理論的には、ＳＣＲ法では、反応を完全に進めるため、またガス流中のアンモニアの不
完全な混合を克服するために、存在する窒素酸化物を完全に反応させるのに必要な化学量
論以上のアンモニアを供給することが望ましい。しかしながら実際には、触媒から排出さ
れる未反応のアンモニアが大気汚染の問題をひきおこすため、通常、化学量論量を大幅に
超えるアンモニアを供給することはない。アンモニアが、化学量論量又はそれ以下で存在
する場合でも不完全な反応及び／又はアンモニアのガス流中での混合の不足の結果として
未反応アンモニアの排出が起こることもある。混合不足によりガス流中に高アンモニア濃
度の流路ができるが、特に複数の微細な平行ガス流路を持つ耐火性ボディーに収納したモ
ノリスハニカム型の担体の触媒を使用する場合には、粒状触媒の床の場合とは異なり流路
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間でガスの混合の可能性がないため、このような流路ができる懸念が大きい。したがって
、窒素酸化物の選択的触媒還元の触媒のために使用される触媒が、酸素とアンモニアの反
応を触媒して、効果的に過剰または未反応のアンモニアをＮ2及びＨ2Ｏに酸化することが
望ましい。
【００３６】
　一般に、窒素酸化物と還元剤とを含む排ガスのガス状混合物は、触媒、例えば固定床ま
たは被覆モノリス状の触媒と接触させられる。その際の反応条件は、温度が約１５０～６
５０℃、好ましくは約２５０～５００℃、ガスの空間速度が約２，０００～１００，００
０Ｖ／Ｈ／Ｖ、好ましくは約１０，０００～６０，０００、より好ましくは約１５，００
０～４５，０００Ｖ／Ｈ／Ｖである。したがって、本発明は、酸素の存在下で窒素酸化物
を還元する新たな触媒とその製造方法を提供する。従来の触媒と較べると、本発明の触媒
は、優れた活性と選択性を示し、煤煙フィルターの活性の再生が必要な排ガスシステムで
使用する場合に、８００℃の養生条件でもＳＣＲ活性を維持する。
【実施例】
【００３７】
　以下、本発明を実施例でもって説明する。
（実施例１）　
触媒Ａ．　
銅ゼオライトＹの合成
低ナトリウムＹ（Ｎａ2Ｏ＜２．４質量％）のアンモニウム型を、銅で次のように処理し
た：
【００３８】
Ａ．５０７．３ｇのゼオライトＹを、２５２３．７７ｇの０．２４質量％のＣｕ（０．０
４ＭＣｕ）を含む硫酸銅（ＩＩ）五水和物の水溶液に撹拌下で添加し、４リットルのパイ
レックス（登録商標）ビーカー中で固体を懸濁させ、塊を分散させた。
Ｂ．攪拌を続けながら、工程Ａのスラリーを８０℃に加熱し、一時間保持し、その後冷却
した。溶液のｐＨは調整しなかったが、反応中２．７５～３．５の範囲であった。
Ｃ．冷却した工程Ｂのスラリーを真空濾過して、液体から固形分を分離し、固形分を、分
離された液体と同量の脱イオン水で洗浄した。
Ｄ．工程Ｃの粉末を４時間９０℃の空気中で乾燥し、銅処理ゼオライトＹ粉末（ＣｕＹ）
を得た。
Ｅ．工程ＤのＣｕＹを、工程Ａのものと同一の銅溶液に再スラリー化（連続的に攪拌しな
がら）し、その後、工程Ｂ～工程Ｄを五回交換を繰り返した。各々の交換のｐＨは、いず
れの反応も２．７５～３．５であった。
Ｆ．最終の交換の後、粉末を１６時間９０℃の空気中で乾燥し、銅処理ゼオライトＹ粉末
（ＣｕＹ）を得た。
Ｇ．工程ＦのＣｕＹは、１６時間６４０℃でか焼した。化学分析の結果、このＣｕＹ粉末
が、４．８９質量％のＣｕ（揮発分非含有の金属酸化物として）と０．４１質量％Ｎａ2

Ｏを含んでいることがわかった。
Ｈ．次いで、か焼したＣｕＹを、１０％水蒸気の空気中で８００℃で５０時間水熱処理し
た。これを触媒Ａと称する。
【００３９】
（実施例２）
触媒Ｂ．　
銅ゼオライトＹの合成
低ナトリウムＹ（Ｎａ2Ｏ＜２．４質量％）のアンモニウム型を、銅で次のように処理し
た：
【００４０】
Ａ．４３７５ｋｇのゼオライトＹを、３３．５ｋｇの１質量％のＣｕ（０．１６ＭＣｕ）
を含む硫酸銅（ＩＩ）五水和物の水溶液に撹拌下で添加し、４リットルのパイレックス（
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登録商標）ビーカー中で固体を懸濁させ、塊を分散させた。
Ｂ．攪拌を続けながら、工程Ａのスラリーを８０℃に加熱し、一時間保持し、その後冷却
した。溶液のｐＨは調整しなかったが、反応中３～４の範囲であった。
Ｃ．冷却した工程Ｂのスラリーを真空濾過して、液体から固形分を分離し、固形分を分離
された液体と同量の脱イオン水で洗浄した。
Ｄ．工程Ｃの粉末を４時間９０℃の空気中で乾燥し、銅処理ゼオライトＹ粉末（ＣｕＹ）
を得た。
Ｅ．工程ＤのＣｕＹを、工程Ａのものと同一の銅溶液に再スラリー化（連続的に攪拌しな
がら）し、その後工程Ｂ～工程Ｄを二回、それぞれ１時間行った。各々の交換のｐＨは、
いずれの反応も３～４であった。
Ｆ．最終の交換の後、粉末を１６時間９０℃の空気中で乾燥し、銅処理ゼオライトＹ粉末
（ＣｕＹ）を得た。
Ｇ．工程ＦのＣｕＹは、１６時間６４０℃でか焼した。化学分析の結果、このＣｕＹ粉末
が、４．７５質量％のＣｕ（揮発分非含有の金属酸化物として）と０．１質量％Ｎａ2Ｏ
を含んでいることがわかった。
Ｈ．か焼したＣｕＹを、次いで、１０％水蒸気の空気中で８００℃で５０時間水熱処理し
た。これを触媒Ｂと称する。
【００４１】
（実施例３）
　実施例１と実施例２銅ゼオライト触媒を用いて、約２～２．５ｇ／ｉｎ．3の量でハニ
カムに塗布した。試験室反応器において、これらの触媒のＮＯＸのＮＨ3でのＳＣＲ還元
性能を試験した。供給ガスは、窒素中に５００ｐｐｍのＮＯＸ（ＮＯとして添加）と５０
０ｐｐｍのＮＨ3と５体積％の水と１０体積％のＯ2を含んでいた。空間速度ＧＨＳＶは、
８０，０００ｈ-1であった。図１は、銅ゼオライトＹ触媒の水熱安定性にとってナトリウ
ム含量が重要であることを示す。低いナトリウムレベルでは水熱養生後にＮＯｘ還元効率
が改善している。フレッシュな触媒はいずれも、類似の銅負荷量（約４．８質量％のＣｕ
Ｏ）及び類似の骨格外アルミニウム含量を有するが、ナトリウム含量では異なっている。
【００４２】
（実施例４）
触媒Ｃ．
銅ゼオライトＹの合成
低ナトリウムＹ（Ｎａ2Ｏ＜０．２質量％）のアンモニウム型を、銅で次のように処理し
た：
【００４３】
Ａ．６０９．９ｇのゼオライトＹを、２５３１．７ｇの０．３質量％のＣｕ（０．０５Ｍ
Ｃｕ）を含む硫酸銅（ＩＩ）五水和物の水溶液に撹拌下で添加し、４リットルのパイレッ
クス（登録商標）ビーカー中で固体を懸濁させ、塊を分散させた。
Ｂ．攪拌を続けながら、工程Ａのスラリーを８０℃に加熱し、一時間保持し、その後冷却
した。溶液のｐＨは調整しなかったが、反応中２．７５～３．５の範囲であった。
Ｃ．冷却した工程Ｂのスラリーを真空濾過して、液体から固形分を分離し、固形分を、分
離された液体と同量の脱イオン水で洗浄した。
Ｄ．工程Ｃの粉末を４時間９０℃の空気中で乾燥し、銅処理ゼオライトＹ粉末（ＣｕＹ）
を得た。
Ｅ．工程ＤのＣｕＹを、工程Ａのものと同一の銅溶液に再スラリー化（連続的に攪拌しな
がら）し、その後、工程Ｂ～工程Ｄを五回、それぞれ１時間交換を繰り返した。各々の交
換のｐＨは、いずれの反応も２．７５～３．５であった。
Ｆ．最終の交換の後、粉末を１６時間９０℃の空気中で乾燥し、銅処理ゼオライトＹ粉末
（ＣｕＹ）を得た。
Ｇ．工程ＦのＣｕＹは、１６時間６４０℃でか焼した。化学分析の結果、このＣｕＹ粉末
が、４．４質量％のＣｕ（揮発分非含有の金属酸化物として）と０．１質量％のＮａ2Ｏ
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を含んでいることがわかった。
Ｈ．か焼したＣｕＹを、次いで１０％水蒸気の空気中で８００℃で５０時間水熱処理した
。これを触媒Ｃと称する。
【００４４】
（実施例５）
触媒Ｄ．
銅ゼオライトＹの合成
低ナトリウムＹ（Ｎａ2Ｏ＜０．２質量％）のアンモニウム型を、銅で次のように処理し
た：
【００４５】
Ａ．１２．６ｋｇのゼオライトＹを、９３．６５ｋｇの１質量％のＣｕ（０．１６ＭＣｕ
）を含む硫酸銅（ＩＩ）五水和物の水溶液に撹拌下で添加し、１５０リットルの反応器中
で固体を懸濁させ、塊を分散させた。
Ｂ．攪拌を続けながら、工程Ａのスラリーを８０℃に加熱し、一時間保持し、その後冷却
した。溶液のｐＨは調整しなかったが、反応中３～３．５の範囲であった。
Ｃ．冷却した工程Ｂのスラリーは、フィルタープレスを用いて液体から固形分を分離し、
固形分を、分離された液体と同量の脱イオン水で洗浄した。
Ｄ．工程Ｃの粉末を４時間９０℃の空気中で乾燥し、銅処理ゼオライトＹ粉末（ＣｕＹ）
を得た。
Ｅ．工程ＤのＣｕＹを、工程Ａのものと同一の銅溶液に再スラリー化（連続的に攪拌しな
がら）し、その後、工程Ｂ～工程Ｄを二回繰り返した。二回目の交換の際のｐＨは、いず
れの反応も３～３．５であった。
Ｆ．最終の交換の後、粉末を１６時間９０℃の空気中で乾燥し、銅処理ゼオライトＹ粉末
（ＣｕＹ）を得た。
Ｇ．工程ＦのＣｕＹは、１６時間６４０℃でか焼した。化学分析の結果、このＣｕＹ粉末
が、４．３質量％のＣｕ（揮発分非含有の金属酸化物として）と０．１質量％Ｎａ2Ｏを
含んでいることがわかった。
Ｈ．か焼したＣｕＹを、次いで、１０％水蒸気の空気中で８００℃で５０時間水熱処理し
た。これを触媒Ｄと称する。
【００４６】
（実施例６）
　実施例４と実施例５の銅ゼオライト触媒を用いて、約２～２．５ｇ／ｉｎ．3の量でハ
ニカムに塗布した。試験室反応器において、これらの触媒のＮＯＸのＮＨ3ＳＣＲ還元性
能を試験した。Ｔｈｅ供給ガスは、窒素中に５００ｐｐｍのＮＯＸ（ＮＯとして添加）と
５００ｐｐｍのＮＨ3と５体積％の水と１０体積％のＯ2を含んでいた。空間速度ＧＨＳＶ
は、８０，０００ｈ-1であった。図２は、ゼオライト空孔から骨格外アルミニウムを除去
することが重要であることを示している。骨格外アルミニウムが除かれない場合には水蒸
気養生後に触媒の不活性化が見られ、骨格外アルミニウムがゼオライト空孔から除かれる
と触媒性能が改善した。骨格外アルミニウムのゼオライト空孔中における好ましくない残
存レベルを決めるのに、実施例７と実施例８で作成したデータを使用した。表１は、触媒
の水熱安定性のために必要な骨格外アルミニウムの限度を示すＸ線回折（ＸＲＤ）データ
及びＸ線光電子分光法（ＸＰＳ）データである。
【００４７】
　ゼオライトＹの化学組成は、Ｎａ56Ａｌ56Ｓｉ134Ｏ384であり、アルミニウムはすべて
、ゼオライト骨格の一部である。このため、骨格のＡｌ／Ｓｉは０．４２である。他のす
べてのＮＨ4材料の骨格アルミニウム含量が、“Determination of framework aluminum c
ontent in zeolites X, Y, and dealuminated Y using unit cell size,” George T. Ke
rr, Zeolites91989, vol. 9, pp. 350-351 (July 1989)に開示されている方法を用いて、
単位格子より計算された。なお、この文献を、参照として本願明細書に組み込むこととす
る。
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【００４８】
ＦＡＬ＝１１２．４＊（単位格子－２４．２３３）、
【００４９】
なお、ＦＡＬは単位格子中の骨格アルミニウムである。
【００５０】
　Ａｌ／Ｓｉのうちどれほどが骨格外アルミニウム（ＥＦＡ）によるものかを次式により
算出する：
【００５１】
ＥＦＡ＝（ＮａＹのＡｌ／Ｓｉ単位格子値－試料のＡｌ／Ｓｉ単位格子値）　
【００５２】
　低ＮａのＣｕＹ生成物の性能の増減を比較すると、ＸＰＳのＡｌ／Ｓｉ＞０．５の場合
に、水熱安定性の改善された材料が得られるようである。このＸＰＳのＡｌ／Ｓｉ比率で
は、非骨格アルミニウム総量の６５％未満が空孔中に存在することとなる。この値は、ま
た空孔中に非骨格的に存在するＡｌ2Ｏ3が＜７．５質量％であることに相当する。
【００５３】
　したがって、ここに開示されている水熱処理のような、ゼオライト結晶の表面にＡｌを
濃縮する結果となる方法で製造された低ナトリウムのＣｕＹ材料の性質を記述するのに、
ＸＰＳを用いることができる。ゼオライトからＥＦＡを完全に除去する方法においては、
ゼオライトのマイクロポアに残存する骨格外アルミニウムを定量するのに、ＸＰＳを用い
ることができない。したがって、これらの材料は、単位格子データと化学分析とを組合せ
で評価する。表１のＸＰＳ例に示されるＥＦＡ値＜７．５質量％が、水蒸気養生における
更なる安定性及び性能の改善のために必要であろう。
【００５４】
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【表１】

【００５５】
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　ＸＰＳのＡｌ／Ｓｉが０．５より大きい場合、アルミニウム総量の６５％超が空孔の外
部にあり、７．５質量％以下のＥＦＡ（Ａｌ2Ｏ3）が空孔内にある。この後者の値を、表
面濃縮なしに（即ち、７．５質量％のＥＦＡ（Ａｌ2Ｏ3）未満で）ゼオライトからＥＦＡ
を除去するあらゆる処理の極大値として利用できる。
【００５６】
（実施例７）
ゼオライトＹの水熱前処理
マイクロポアから骨格外アルミニウムを除くための低ナトリウムＹ（ＮＡ2Ｏ＜０．２質
量％）の水熱脱アルミニウム処理
この方法で、ＸＰＳのＡｌ／Ｓｉが０．５８でＥＦＡの計算値が５質量％Ａｌ2Ｏ3である
サンプルを得た。
【００５７】
Ａ．２ｋｇの低ナトリウムゼオライトＹを、７６０℃で４０％の水蒸気中で４時間水蒸気
処理した。これは大型の縦型水蒸気管反応器中でおこなった。
Ｂ．冷却した試料を反応器から取り出した。
【００５８】
（実施例８）
ゼオライトＹの酸溶出前処理
骨格外アルミニウム除去のための低ナトリウムＹ（ＮＡ2Ｏ＜０．２質量％）の酸溶出脱
アルミニウム処理
　バルクのＡｌ2Ｏ3の化学分析では、揮発分非含有のＡｌ2Ｏ3として２２．７２質量％の
含量であった。２４．５３Åの単位格子において、揮発分非含有の骨格アルミニウム含量
は、１４．８質量％Ａｌ2Ｏ3であった。この方法により、ＥＦＡの計算値が２．０８質量
％Ａｌ2Ｏ3である試料が得られた、この値は、ＸＰＳ例で定義した上限より小さい。
【００５９】
Ａ．３１０ｇの低ナトリウムＹを３．１Ｌの脱イオン水に添加した。攪拌を継続しながら
、工程Ａのスラリーを８０℃に加熱した。
Ｂ．濃塩酸を添加してｐＨを２．５に調整した。塩酸を添加して、ｐＨを２．５～２．８
に１時間維持した。
Ｃ．このスラリーを真空で濾過し、液体から固形分を除き、この固形分を分離された液体
と同体積の脱イオン水で洗浄した。
Ｄ．工程Ｃの粉末を９０℃の空気中で４時間乾燥した。
Ｅ．工程Ｄの粉末を工程Ａと同一の脱イオン水に再懸濁（連続して攪拌しながら）した。
その後、工程Ｂ～工程Ｅを繰り返した。この反応中、ｐＨを２．５～２．８にコントロー
ルした。
【００６０】
（実施例９）
ゼオライトＹの酸溶出前処理
骨格外アルミニウム除去のための低ナトリウムＹ（ＮＡ2Ｏ＜０．２質量％）の酸溶出脱
アルミニウム処理
　バルクＡｌ2Ｏ3の化学分析では、揮発分非含有のＡｌ2Ｏ3の含量は２２．７２質量％で
あった。２４．５３Åの単位格子において、揮発分非含有の骨格アルミニウム含量は、１
４．８質量％Ａｌ2Ｏ3であった。この方法により、ＥＦＡの計算値が２．０８質量％Ａｌ

2Ｏ3である試料が得られた、この値は、ＸＰＳ例で定義した上限より小さい。
【００６１】
Ａ．３１０ｇの低ナトリウムＹを３．１Ｌの脱イオン水に添加した。
Ｂ．攪拌を継続しながら、濃塩酸を添加して、ｐＨを２．５に調整した。塩酸を添加して
、ｐＨを２．５～２．８に２４時間維持した。
Ｃ．このスラリーを真空で濾過し、液体から固形分を除き、この固形分を分離された液体
と同体積の脱イオン水で洗浄した。
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Ｄ．工程Ｃの粉末を９０℃の空気中で４時間乾燥した。
Ｅ．工程Ｄの粉末を工程Ａと同一の脱イオン水に再懸濁（連続して攪拌しながら）した。
その後、工程Ｂ～工程Ｅを繰り返した。この反応中、ｐＨを２．５～２．８にコントロー
ルした。
【００６２】
実施例７～実施例９は、ゼオライトのマイクロポアから骨格外アルミニウムを除去する方
法を示す。実施例７では、ゼオライト結晶の外表面のマイクロポアから骨格外アルミニウ
ムが除かれている。実施例８と実施例９では、骨格外アルミニウム種は、可溶性の形でゼ
オライトから完全に除かれた。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】ナトリウム含量の異なる二種の銅ゼオライトＹ触媒を比較するものである。
【図２】ゼオライト系空孔中にあるアルミニウム量が異なる二種の銅ゼオライトＹ触媒を
比較するものである。

【図１】 【図２】
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