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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、および微粒子を含む排気ガスを処理するためのガ
ソリン直噴エンジンの下流に位置する排出ガス処理システムであって、
　該排出ガス処理システムは、微粒子トラップ上またはトラップ内にコーティングされた
、酸素吸蔵物質を含む３元変換（ＴＷＣ）触媒からなる触媒化微粒子トラップを含み、
　微粒子トラップの入口側面が、１０～５０ミクロンの範囲の厚みを有する３元変換触媒
の層をその上に含むことを特徴とする排出ガス処理システム。
【請求項２】
　微粒子トラップが、すす除去フィルタを含む請求項１に記載の排出ガス処理システム。
【請求項３】
　触媒化微粒子トラップの下流に位置する、ＮＯｘトラップ、ＳＣＲ触媒、または両方を
更に含む請求項１に記載の排出ガス処理システム。
【請求項４】
　３元変換触媒組成物が、微粒子トラップの入口側面、出口側面、または両側面でコーテ
ィングされている請求項１に記載の排出ガス処理システム。
【請求項５】
　一方の入口側面又は出口側面が、パラジウム、支持体、および酸素吸蔵物質を含むウォ
ッシュコートでコーティングされており、他方の入口側面又は出口側面が、ロジウム、支
持体、および酸素吸蔵物質を含むウォッシュコートでコーティングされている請求項４に
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記載のシステム。
【請求項６】
　出口側面が、パラジウム、支持体、および酸素吸蔵物質を含むウォッシュコートでコー
ティングされており、入口側面が、ロジウム、支持体、および酸素吸蔵物質を含むウォッ
シュコートでコーティングされている請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　パラジウム、支持体、および酸素吸蔵物質を含むウォッシュコートにおいて、
　前記酸素吸蔵物質が、ウォッシュコートの最大１０重量％の量で存在する請求項５また
は６に記載のシステム。
【請求項８】
　ロジウム、支持体、および酸素吸蔵物質を含むウォッシュコートにおいて、
　前記酸素吸蔵物質が、ウォッシュコートの１０～２５重量％の量で存在する請求項５ま
たは６に記載のシステム。
【請求項９】
　５０％以上の総白金族金属（ＰＧＭ）の充填量が、フィルタの上流２０～５０％軸方向
距離に担持され、５０％以下の総ＰＧＭ充填量が、フィルタの後方５０～８０％軸方向距
離に担持される請求項２に記載のシステム。
【請求項１０】
　炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、および微粒子を含む排気ガスを処理するためのガ
ソリン直噴エンジンの下流に位置する排出ガス処理システムであって、
　該排出ガス処理システムは、その上に担持された、酸素吸蔵物質を含む３元変換触媒を
有する触媒化された微粒子トラップ；１つ以上のガスセンサー、および車載診断（ＯＢＤ
）システムを備え、且つ
　微粒子トラップの入口側面が、１０～５０ミクロンの範囲の厚みを有する３元変換触媒
の層をその上に含むことを特徴とする排出ガス処理システム。
【請求項１１】
　微粒子トラップの入口側面と出口側面の両方が、パラジウム、白金、または両方から選
択される貴金属成分；支持体；および酸素吸蔵物質を含むウォッシュコートでコーティン
グされている請求項１０に記載の排出ガス処理システム。
【請求項１２】
　炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、および微粒子を含む排気ガスを処理する方法であ
って、
　ガソリン直噴エンジンの下流に排出ガス処理システムを設置するステップ；
　排出ガス処理システムで微粒子トラップ上に担持された１０～５０ミクロンの範囲の厚
みを有し、酸素吸蔵物質を含む３元変換（ＴＷＣ）触媒を含む触媒化された微粒子トラッ
プを提供するステップ；
　およびエンジンからの排気ガスを触媒化微粒子トラップと接触させるステップを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項１３】
　合計２ｇ／ｉｎ３以下の量の触媒を微粒子トラップの入口側面と出口側面に担持させる
ことを更に含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　第２の３元変換触媒を触媒化微粒子トラップの上流に提供することを更に含む請求項１
２に記載の方法。
【請求項１５】
　低温始動状態の過程で触媒化微粒子トラップを接触させ、低温始動状態の後で触媒化微
粒子トラップを迂回させることを含む請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、一般に、微粒子とともに炭化水素、一酸化炭素、および窒素酸化物を含むガ
ソリン直噴（ＧＤＩ）エンジンのガス流を処理するのに用いられる触媒を含む排出ガス処
理システムに関する。より詳しくは、本発明は、すすフィルタなどの微粒子トラップ上に
コーティングされた３元変換（ＴＷＣ）触媒または酸化触媒に向けられる。
【背景技術】
【０００２】
背景
　歴史的に、ガソリンエンジンは、微粒子が形成されないような方法で作動したが、ガソ
リン直噴（ＧＤＩ）エンジンは、微粒子の生成をもたらす希薄燃焼状態と層状燃焼を有す
ることができる。直噴エンジンについての微粒子の排出は、来るべきＥｕｒｏ５（２００
９）と６（２０１４）の基準を含む規制の対象となる。ガソリンエンジンのための既存の
後処理システムは、提案された微粒子状物質基準を達成するためには適切ではない。ディ
ーゼル希薄燃焼エンジンで発生する微粒子と対照的に、ガソリン直噴エンジンで発生する
微粒子は、より細かく、より少ない量である傾向がある。これは、ガソリンエンジンと比
較してディーゼルエンジンの異なる燃焼条件による。例えば、ガソリンエンジンは、ディ
ーゼルエンジンより高温で動く。また、炭化水素成分は、ディーゼルエンジンと比較して
ガソリンエンジンの排出ガスにおいて異なる。
【０００３】
　未燃焼炭化水素、一酸化炭素および窒素酸化物の不純汚染物質に対する排出基準は、相
変わらず、より厳しくなっている。そのような基準を満たすために、３元変換（ＴＷＣ）
触媒を含む触媒コンバータは、内燃機関の排気ガスラインに設置される。そのような触媒
は、窒素への窒素酸化物の還元と同様に、未燃焼炭化水素と一酸化炭素の排気ガス流にお
いて、酸素による酸化を促進する。
【０００４】
　ディーゼル排気ガスと微粒子の処理に関して、先行技術は、一般に微粒子フィルタの上
流で酸化触媒を供給する。酸化触媒と微粒子フィルタ組み合わせの下流での浄化触媒は、
特許文献１に提供される。フィルタの下流の適切な浄化触媒は、フロースルー式モノリス
などの基材担体上に配置された別の酸化触媒または３元変換（ＴＷＣ）触媒を含む。
【０００５】
　ディーゼルシステムで使われる微粒子フィルタは、例えば、すすの受動的な再生を容易
にするすす燃焼触媒でコーティングされてきた。さらに、特許文献２は，窒素酸化物（Ｎ
Ｏｘ）、微粒子状物質、およびガス状の炭化水素の同時処理のための酸化触媒の下流に、
触媒化ＳＣＲフィルタを提供する。さらに、特許文献３は、ディーゼルエンジン排気と関
連した触媒化フィルタを開示している。しかし、すすフィルタ上の触媒の配置は、ディー
ゼル排気流の有害な成分のために、効果の段階的な損失につながる。十分な充填量の触媒
が、処理目的を達成するために必要であるが、これはシステムで許容され得る背圧を提供
する必要性とのバランスを取らなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開番号第２００７／０１３７１８７号（Ｋｕｍａｒ）
【特許文献２】米国特許第７，２２９，５９７号（Ｐａｔｃｈｅｔｔ）
【特許文献３】米国特許出願公開番号第２００４／０２１９０７７（Ｖｏｓｓ）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　微粒子を放出するガソリン直噴エンジンのための排気処理システムを提供する必要性が
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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要約
　炭化水素、窒素酸化物、および一酸化炭素などのガス排出処理に加えて、微粒子を捕集
するために、ガソリン直噴エンジンとともに使用に適した排気システムと構成要素が提供
される。低温始動状態中の微粒子の捕集は、興味あることである。
【０００９】
　複数の態様は、３元変換（ＴＷＣ）触媒と微粒子トラップを備えた排気処理システムを
含む。１つ以上の実施形態では、ＴＷＣ触媒は、微粒子トラップの上流にある。構成要素
は、システムの構成が許容するように個々に収容されるけれども、１つ以上の実施形態で
は、ＴＷＣ触媒と微粒子トラップが同じ小型の容器の中に収容される統合システムが提供
される。この態様では、微粒子トラップは、コーティングが施されていないか、あるいは
再生を容易にするために適切な触媒を提供されることができる。さらなる処理構成要素を
、微粒子トラップの下流に加えることができ、１つ以上のＮＯｘトラップとそれに続くＳ
ＣＲ触媒を含む。
【００１０】
　他の態様は、微粒子トラップにコーティングされたＴＷＣ触媒組成物を含む。そのよう
なＴＷＣ触媒は、フィルタの再生を容易にするためのすす燃焼助剤を含むように構成でき
る。ＴＷＣ触媒組成物は、通常、ウォッシュコート中に提供される。積層ＴＷＣ触媒は、
異なる層に対して異なる組成を有することができる。伝統的に、ＴＷＣ触媒は、最高２．
５ｇ／ｉｎ３の充填量と５ｇ／ｉｎ３以上の総充填量を有するウォッシュコート層を含む
ことができる。微粒子トラップの使用に関して、背圧制約のために、ＴＷＣ触媒ウォッシ
ュコート層のコーティングは、ずっと低く、例えば、１ｇ／ｉｎ３未満（または更に０．
７ｇ／ｉｎ３、０．６ｇ／ｉｎ３、０．５ｇ／ｉｎ３、０．２５ｇ／ｉｎ３、もしくは０
．１ｇ／ｉｎ３）であることができ、窒素酸化物（ＮＯｘ）を還元するだけでなく、二酸
化炭素と炭化水素を酸化するための触媒活性をさらに提供することができた。１つ以上の
実施形態において、ＴＷＣ触媒は、微粒子トラップの入口側面と出口側面の両方でコーテ
ィングされる。他の実施形態では、ＴＷＣ触媒は、微粒子トラップの入口側面のみでコー
ティングされる。ＴＷＣでコーティングされた微粒子トラップは、最初のＴＷＣ触媒の下
流に位置することができ、そこでは、最初のＴＷＣ触媒は、微粒子トラップ上にコーティ
ングされているＴＷＣの機能性のために他の場合に必要とされるよりも少なくてよい。
【００１１】
　他の態様は、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、および微粒子を含む排気システムの
処理のためのガソリン直噴エンジンの下流に排出ガス処理システムを含み、該排出ガス処
理システムは、触媒化された微粒子トラップを形成するために微粒子トラップ上に担持さ
れた酸化触媒または３元変換（ＴＷＣ）触媒；１つ以上のガスセンサー；および車載診断
（ＯＢＤ）システムを含む。
【００１２】
　なお更なる態様は、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、および微粒子を含むガスを処
理する方法を含み、該方法は、ガソリン直噴エンジンの下流に排出ガス処理システムを設
置するステップ；３元変換（ＴＷＣ）触媒と微粒子トラップを排出ガス処理システムに含
む触媒化微粒子トラップを提供するステップ；およびエンジンからの排気ガスを触媒化微
粒子トラップに接触させるステップ；を含む。方法は、また、低温始動状態の間だけ触媒
化微粒子トラップに接触させ、低温始動状態後は、触媒化微粒子トラップを迂回させるこ
とを含むこともできる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】詳細な実施形態に従うエンジン排出ガス処理システムを示す略図である；
【図１Ｂ】詳細な実施形態に従うエンジン排出ガス処理システムを示す略図である；
【図１Ｃ】詳細な実施形態に従うエンジン排出ガス処理システムを示す略図である；
【図２】１実施形態に従う統合エンジン排出ガス処理システムを示す略図である；
【図３】壁面流フィルタ基材の斜視図である；
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【図４】壁面流フィルタ基材の断面の切開図である；
【図５】典型的なコーティングされたすすフィルタに対する圧力損失データを示す；
【図６】典型的なコーティングされたすすフィルタに対する圧力損失データを示す；
【図７】典型的なコーティングされたすすフィルタに対する圧力損失データを示す；およ
び
【図８】典型的なコーティングされたすすフィルタに対する圧力損失データを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
詳細な説明
　炭化水素、窒素酸化物、および一酸化炭素などのガス状の排出ガスを低減することに加
えて、微粒子を捕集するためにガソリン直噴（ＧＤＩ）エンジンとともに使用するのに適
した排気システムと構成要素が提供される。ＧＤＩエンジンは、化学量論的（λ＝１）ま
たは希薄燃焼的（λ＞１）のいずれかとして提供されることができる。希薄燃焼ＧＤＩエ
ンジンについては、ＮＯｘトラップが使われる。しかし、そのようなシステムでの背圧と
容量規制は、さらなる処理構成要素を加える能力を制限することがある。いくつかのＧＤ
Ｉ排出システムでは、ＮＯｘトラップとＳＣＲ触媒と組み合わせた２つ以上のＴＷＣ触媒
複合体が、排出基準を達成するのに必要である。そのようなシステムが、排気管に沿って
任意のさらなるレンガまたは小さい容器を収容することは挑戦である。しかし、微粒子基
準がより厳しくなるにつれて、排気管を過度に混雑させずに微粒子トラッピングの機能性
を提供する必要がある。我々は、驚くべきことに、伝統的なフロースルー式モノリス上よ
りもむしろ壁面流すすフィルタ上に、ｇ／ｆｔ３ベースで、３元変換（ＴＷＣ）触媒など
の触媒のウォッシュコートを配置することにより、匹敵する変換を提供することを知見し
た。その際に、微粒子のトラッピング容量を、排気管を過度に混雑させずにシステムに追
加できる。
【００１５】
　希薄燃焼ガソリンエンジンへの言及は、殆どの時間、希薄条件の下で、つまり過剰の空
気と化学量論的な量よりも少ない燃料で動くようにメーカーによって設計されたそれらの
エンジンを意味する。このことは、空燃比が、１４．７より大きいことを意味する。この
ような特徴づけは、リッチ条件または化学量論的条件への時折の逸脱を除外するものでは
ない。
【００１６】
　フィルタ上のウォッシュコートの存在による背圧増加を減らすために、一般的にウォッ
シュコートはできるだけ一様にフィルタ壁内に配置される。しかし、ＧＤＩガソリンエン
ジンから発生する微粒子のサイズは、ディーゼルエンジンからのそれらより小さい。それ
から、ＧＤＩガソリンエンジンからの微粒子のいくつかは、フィルタが新しいときに、フ
ィルタ壁を通過することによってフィルタによりトラップされることを回避できた可能性
がある。すすの層がフィルタ壁上に形成されるとき、濾過効率は改善される。初期濾過効
率の問題に対処するために、触媒作用のウォッシュコートの薄層を、フィルタ壁上（壁内
に層を担持させることと対照的に）にコーティングすることができる。この触媒ウォッシ
ュコート層は、多孔性であり、小さい粒子を濾過もしながら、ガスを通過させることがで
きる。この層は、厚さ１０～５０ミクロン、具体的には、１０～３０ミクロン、より具体
的には、５～１０ミクロンとすることができる。
【００１７】
　触媒化されたすすフィルタは、白金族金属（ＰＧＭ）分類に区分される。つまり、より
多くのＰＧＭは、フィルタの前方のゾーン（上流）で担持することができ、そして、より
少ないＰＧＭが、後方のゾーン（下流）で担持することができる。すすフィルタが再生さ
れるとき、フィルタの後方のゾーンは、フィルタの最高温度を経験し、それは触媒の失活
をもたらすことがある。より多くのＰＧＭを前方のゾーンに配置することによって、触媒
化フィルタの触媒機能は、反復フィルタ再生によって保たれる。そのうえ、通常のエンジ
ン運転の間、最初のゾーンは、後方のゾーンより暖かい。ＰＧＭ区分は、冷却条件下での
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ライトオフ活性を増加させる。例えば、フィルタの最初の２０～５０％の軸方向距離に約
５０％以上の総ＰＧＭ充填量をゾーン区分し、それによって後方５０～８０％の軸方向距
離に５０％以下の総ＰＧＭ充填量を充填することが望ましい場合がある。
【００１８】
　１態様は、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、および微粒子を含む排気システムの処
理のためのガソリン直噴エンジンの下流に排出ガス処理システムを提供し、該排出ガス処
理システムは、微粒子トラップからの上流に、またはその上に配置された３元変換（ＴＷ
Ｃ）触媒組成物を含む。ＴＷＣ触媒は、炭化水素と一酸化炭素の酸化および窒素酸化物の
還元を同時に触媒する能力がある。ＴＷＣ触媒は、背圧を過度に増やすことなく排出ガス
処置を提供するのに十分低い充填量で、微粒子トラップの上へコーティングされることが
できる。低多孔性すすフィルタについては、少量のＴＷＣ触媒だけが、適切な背圧を達成
するために使うことができる。高貴金属成分を必要とする条件については、支持体構成要
素からの十分な表面積が良好な分散のために必要とされ、そして、高多孔性すすフィルタ
が必要である。
【００１９】
　１実施形態において、システムは、ＮＯｘトラップとＳＣＲ触媒、または両者を微粒子
トラップの下流に更に含む。１実施形態は、ＮＯｘトラップが微粒子トラップ上にコーテ
ィングされ、そして、このＮＯｘトラップでコーティングされたフィルタは、ＴＷＣ触媒
の下流に位置することを規定する。別の実施形態は、ＳＣＲ触媒が微粒子トラップ上にコ
ーティングされ、そして、このＳＣＲ触媒でコーティングされたフィルタは、ＴＷＣ触媒
とＮＯｘトラップの下流に位置することを規定する。
【００２０】
　更なる実施形態は、３元触媒組成物がすすフィルタの入口側面からもしくは出口側面か
ら、または入口もしくは出口の両方の側面から担持させてもよい。１つ以上の実施形態で
は、入口側面または出口側面は、パラジウム、支持体、および酸素吸蔵物質を含むウォッ
シュコートでコーティングされる。詳細な実施形態は、酸素吸蔵物質が総ウォッシュコー
トの最大１０重量％の量で存在することを規定する。
【００２１】
　他の実施形態は、入口側面または出口側面が、ロジウム、支持体、および酸素吸蔵物質
を含むウォッシュコートでコーティングされることを規定する。詳細な実施形態は、酸素
吸蔵物質が総ウォッシュコートの１０～２５重量％の量で存在することを規定する。
【００２２】
　別の態様は、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、および微粒子を含む排気システム処
理のためのガソリン直噴エンジンの下流に排出ガス処理システムを含み、該排出ガス処理
システムは、その上に担持された酸化触媒または３元変換触媒を有する触媒化微粒子トラ
ップ；１つ以上のガスセンサー；および車載診断（ＯＢＤ）システムを含む。１実施形態
では、このシステムは、ＮＯｘトラップ、ＳＣＲ触媒、または両方を更に含む。他の実施
形態は、ＮＯｘトラップ、ＳＣＲ触媒または両方が、触媒化微粒子トラップとハウジング
内に一体化される。ＯＢＤシステムは、そのような車両でもたらされるガス状の汚染物質
または排気ガスが規制基準を超えるときに、車両の運転者に忠告する。ＯＢＤシステムは
、排気をモニターするために、排気ガス酸素センサー（ＥＧＯ）または炭化水素センサー
などのガスセンサーまたはその他の同種のものに依存する。米国特許第５，９４１，９１
８号（Ｂｌｏｓｓｅｒ）は、引用により本明細書に取り込まれるが、典型的なＯＢＤシス
テムを提供する。
【００２３】
　詳細な実施形態は、微粒子トラップの入口側面または出口側面が、パラジウム、支持体
、および酸素吸蔵物質を含むウォッシュコートでコーティングされることを規定する。更
に詳細な実施形態は、微粒子トラップの入口側面または出口側面が、ロジウム、支持体、
および酸素吸蔵物質を含むウォッシュコートでコーティングされることを規定する。別の
詳細な実施形態は、微粒子トラップの入口側面と出口側面の両方が、パラジウム、白金、
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または両方から選択される貴金属成分；支持体；および酸素吸蔵物質を含むウォッシュコ
ートでコーティングされることを規定する。
【００２４】
　更なる態様は、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、および微粒子を含むガスを処理す
る方法を提供し、該方法は、ガソリン直噴エンジンの下流に排出ガス処理システムを設置
すること；３元変換（ＴＷＣ）触媒と微粒子トラップを排出ガス処理システムに提供する
こと；およびエンジンからの排気ガスをＴＷＣ触媒と微粒子トラップと接触させること；
を含む。１つの実施形態は、該方法が、ＮＯｘトラップ、ＳＣＲ触媒、または両方を触媒
化微粒子トラップの下流に提供することを更に含むことを規定する。１実施形態において
、３元変換（ＴＷＣ）触媒と微粒子トラップを提供するステップは、触媒化微粒子トラッ
プを形成するために微粒子トラップ上に触媒を担持させることを含む。別の実施形態では
、該方法は、微粒子トラップの入口側面または出口側面を、パラジウム、支持体、および
酸素吸蔵物質を含むウォッシュコートでコーティングすることを更に含む。別の実施形態
は、微粒子トラップの入口側面または出口側面を、ロジウム、支持体、および酸素吸蔵物
質を含むウォッシュコートでコーティングすることを提供する。詳細な実施形態では、該
方法は、触媒を入口側面と出口側面に合計で２ｇ／ｉｎ３以下の量で担持させることを更
に含む。更なる実施形態は、触媒化微粒子トラップの上流で第２の３元変換触媒を提供す
る。
【００２５】
　本発明のいくつかの例示的な実施形態を記述する前に、本発明は、以下の記述で述べら
れる構成またはプロセス工程の詳細に限定されないことを理解すべきである。本発明は、
他の実施形態の可能性があり、そして、いろいろな方法で実施または実行され得る。
【００２６】
　図１Ａに目を向けると、ガス状の汚染物質（例えば、未燃焼炭化水素、一酸化炭素、窒
素酸化物）と微粒子状物質を含む排気ガス流は、ガソリンエンジン４からライン６を経て
３元変換（ＴＷＣ）触媒８まで移送される。ＴＷＣ触媒８では、未燃焼のガス状で不揮発
性の炭化水素（すなわち、ＶＯＦ）と一酸化炭素が、主に燃焼されて二酸化炭素と水を形
成する。更に、窒素酸化物は、還元されて窒素と水を形成する。酸化触媒を用いたＶＯＦ
のかなりの割合の除去は、特に、排出ガス処理システムの下流に位置する微粒子フィルタ
（すすフィルタとも称される）１２上への微粒子状物質の大き過ぎる堆積（すなわち、詰
まること）を防止するのを助ける。排気流は、次にライン１０を経て微粒子フィルタ１２
に移送され、それは排気ガス流内に存在する微粒子状物質および／または触媒毒を捕集す
る。場合により、微粒子フィルタは、微粒子フィルタ１２の再生用のすす燃焼触媒で触媒
作用を及ぼすことができる。１実施形態において、微粒子フィルタが他にコーティングさ
れないときは、ＴＷＣを微粒子フィルタ上へコーティングできる。
【００２７】
　微粒子状物質の除去の後、微粒子フィルタ１２を経た排気ガス流は、自動車運転システ
ムの必要性に従って、排気ガス流中の任意の残留ＮＯｘ排気汚染物質を吸着するために、
ライン１４を経て下流のＮＯｘトラップ１６へと任意に移送される。ＮＯｘトラップ１６
からライン１８を通って、ＳＣＲ触媒２０は、窒素と水を形成するために窒素酸化物を還
元するための選択的接触還元触媒を用いて、ＮＯｘトラップにより発生する任意のアンモ
ニアの更なる排出ガス処理を提供するためのＮＯｘトラップの排出を受け取るように位置
することができる。ライン２２は、排気管に繋がり、システムの外へ出る。
【００２８】
　図１Ｂにおいて、排出ガス処理システム３は、ライン７を通して排気ガスを最初のＴＷ
Ｃ触媒９に移送するガソリンエンジン５を含み、このＴＷＣ触媒９は、いくつかの例では
、下流のＴＷＣでコーティングされた微粒子フィルタ１３のために他で必要とされるより
小さくすることができ、この微粒子フィルタ１３はライン１１を通して排気流を受け取る
。ライン１５は、更なる処理構成要素および／または排気管につながることができ、そし
てシステムの外に出る。他の例では、ＴＷＣでコーティングされた微粒子フィルタ１３は
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、排出ガス規制を満たすために最初のＴＷＣ触媒と関連して作動するように設計されてい
るＴＷＣ触媒充填量を含む。
【００２９】
　図１Ｃにおいて、排出ガス処理システム１００は、ライン１０３を通して排気ガスを移
送するガソリンエンジン１０２を備え、そこでは、第１多岐管１０４は、低温始動状態の
間、排気ガスをＴＷＣでコーティングされた微粒子フィルタ１１０に誘導する。任意のＴ
ＷＣ触媒は、ＴＷＣでコーティングされた微粒子フィルタの上流に配置される。一旦、そ
のような低温始動状態が終わり、実質的に定常状態が始まると、排気ガスは第２多岐管１
０８に送られるのでＴＷＣ触媒１０６が、ＴＷＣでコーティングされた微粒子フィルタ１
１０と関連した背圧損失なしで使用することができる。ライン１１２は、ＮＯｘトラップ
やＳＣＲ触媒などの更なる処理構成要素に、および／または排気管やシステムの外につな
がる。
【００３０】
　図２に目を向けると、統合排出ガス処理システム３０は、ＴＷＣ触媒部３２、微粒子フ
ィルタ部３４、任意のＮＯｘトラップ３６およびＳＣＲ３８から成る。排気ガス放出流の
処理の間、排気ガスは、未燃焼炭化水素（ＨＣ）、一酸化炭素（ＣＯ）、窒素酸化物（Ｎ
Ｏｘ）、および微粒子状物質などの排気ガス排出汚染物質の処理および／または変換のた
めに、エンジンから統合排出ガス処理システム３０を通って流れる。排気ガスは、順番に
上流のＴＷＣ触媒部３２、微粒子フィルタ部３４、任意のＮＯｘトラップ３６およびＳＣ
Ｒ触媒３８の中を流れる。この統合システムでは、ＴＷＣ触媒３２は、微粒子フィルタ３
４上へコーティングすることができ、それによって断片を排除できる。
【００３１】
　ＴＷＣ触媒と酸化触媒の形成に関して、良好な活性と長い寿命を示すＴＷＣ触媒は、高
表面積の耐熱性金属酸化物支持体、例えば、高表面積アルミナコーティングに配置された
１つ以上の白金族金属（例えば、白金、パラジウム、ロジウム、レニウムおよびイリジウ
ム）を含む。支持体は、耐熱性セラミックまたは金属ハニカム構造を含むモノリシック担
体、または適切な耐熱材料の球体もしくは押出し短片などの耐熱性粒子などの適切な担体
または基材に担持される。耐熱性金属酸化物支持体は、ジルコニア、チタニア、アルカリ
土類金属酸化物、例えば、バリア、カルシアもしくはストロンチア、または、最も通常は
希土類金属酸化物、例えば、セリア、ランタナおよび２つ以上の希土類金属酸化物の混合
物などの物質により熱劣化に対して安定化され得る。例えば、米国特許第４，１７１，２
８８号（Ｋｅｉｔｈ）を参照されたい。ＴＷＣ触媒は、また、酸素吸蔵物質を含むように
製剤化もできる。
【００３２】
　酸化触媒に関して、典型的なウォッシュコートは、耐熱性金属酸化物、例えば、活性ア
ルミナ上に支持される卑金属触媒、白金族金属触媒または両方の組み合わせを含むことが
可能である。卑金属触媒は、希土類金属酸化物、特に酸化ランタン、酸化セリウムおよび
酸化プラセオジムを含むことが可能である。特定の白金族金属触媒は、白金、パラジウム
、ロジウムおよびそれらの組み合わせを含み得る。有用な耐熱性金属酸化物は、シリカ、
アルミナ、γ－アルミナ、チタニア、ジルコニア、シリカ－アルミナおよびセリア－ジル
コニアを含んでもよい。場合により、触媒作用のウォッシュコート組成物も、促進剤や安
定化剤などの他の添加物を含んでもよい。ゼオライトなどの分子篩も、酸化触媒に有用で
あり得る。
【００３３】
　触媒ウォッシュコート層の「支持体」への言及は、貴金属、安定剤、促進剤、結合剤な
どを会合、分散、浸漬、または他の適切な方法によって受け入れる材料を指す。支持体の
例は、限定されるものではないが、高表面積の耐熱性金属酸化物および酸素吸蔵物質を含
む複合体を含む。高表面積の耐熱性金属酸化物支持体は、２０Åよりも大きい細孔と広範
囲の細孔分布を有する支持体粒子を指す。本明細書で定義されるように、そのような金属
酸化物支持体は、分子篩、特にゼオライトを除外する。高表面積の耐熱性金属酸化物支持
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体、例えば、アルミナ支持体は、また、「γ－アルミナ」または「活性アルミナ」と呼ば
れて、一般的に１グラムにつき６０平方メートル（「ｍ２／ｇ」）を上回るＢＥＴ表面積
、しばしば最高およそ２００ｍ２／ｇ以上を示す。そのような活性アルミナは、通常アル
ミナのガンマ相とデルタ相との混合物であるが、イータ、カッパおよびシータアルミナ相
の実質的な量を含んでもよい。活性アルミナ以外の耐熱性金属酸化物は、所定の触媒の少
なくともいくつかの触媒成分に対する支持体として使うことができる。例えば、バルクセ
リア、ジルコニア、アルファアルミナおよび他の材料は、そのような使用で知られている
。これらの材料の多くが、活性アルミナよりかなり低いＢＥＴ表面積を有する不利益を被
るが、この不利益は得られる触媒のより大きな耐久性で相殺される傾向がある。「ＢＥＴ
表面積」は、Ｎ２吸着で表面積を測定するためのＢｒｕｎａｕｅｒ、Ｅｍｍｅｔｔ、Ｔｅ
ｌｌｅｒの方法を指す通常の意味を有する。
【００３４】
　１つ以上の実施形態は、アルミナ、アルミナ－ジルコニア、アルミナ－セリア－ジルコ
ニア、ランタナ－アルミナ、ランタナ－ジルコニア－アルミナ、バリア－アルミナ、バリ
ア　ランタナ－アルミナ、バリア　ランタナ－ネオジミア　アルミナ、およびアルミナ－
セリアからなる群から選択される活性化合物を含む高表面積の耐熱性金属酸化物支持体を
含む。酸素吸蔵物質を含む複合体の例は、限定されるものではないが、セリア－ジルコニ
ア、セリア－ジルコニア－ランタナを含む。「セリア－ジルコニア複合体」への言及は、
どちらの成分の量も指定することなく、セリアとジルコニアを含む複合体を意味する。適
切なセリア－ジルコニア複合体は、限定されるものではないが、例えば、セリア含量の５
％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５
％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％またはさらに９５％を有
する複合体を含む。特定の実施形態は、支持体が１００％（すなわち、＞９９％の純度）
の名目セリア含量を有するバルクセリアを含むことを規定する。　
【００３５】
　酸素吸蔵物質（ＯＳＣ）への言及は、多原子価状態を有し、酸化的条件下で酸素または
亜酸化窒素などの酸化剤と活発に反応できるか、または還元的条件下で一酸化炭素（ＣＯ
）または水素などの還元剤と反応する実体を指す。適切な酸素吸蔵物質の例は、セリアを
含む。プラセオジミアは、また、ＯＳＣとして含まれることもできる。ウォッシュコート
層へのＯＳＣの送達は、例えば、混合酸化物を用いて成し遂げることができる。例えば、
セリアは、セリウムとジルコニウムの混合酸化物、および／またはセリウム、ジルコニウ
ム、およびネオジムの混合酸化物により送達できる。例えば、プラセオジミアは、プラセ
オジミウムとジルコニウムの混合酸化物、および／またはプラセオジミウム、セリウム、
ランタン、イットリウム、ジルコニウム、およびネオジムの混合酸化物によって送達でき
る。
【００３６】
　本明細書で使用されるように、ゼオライトなどの分子篩は、触媒貴金属を微粒子の形態
で支持する材料を指し、該材料は、実質的に一様な細孔分布と２０Å以下の平均細孔サイ
ズを有する。触媒ウォッシュコート層での「非ゼオライト支持体」の言及は、分子篩また
はゼオライトでなく、貴金属、安定剤、促進剤、結合剤などを会合、分散、含浸、または
他の適切な方法によって受け入れる材料を指す。ウォッシュコート層が分子篩またはゼオ
ライトでない実質的材料にゆだねる、そのような支持体の例は、限定されるものではない
が、高表面積の耐熱性金属酸化物を含む。
【００３７】
　「含浸させた」への言及は、貴金属含有溶液が支持体細孔中に入ることを意味する。詳
細な実施形態において、貴金属の含浸は、初期湿潤法によって達成され、そこでは希釈さ
れた貴金属含有の容量が支持体本体の細孔容積とほとんど等しい。初期湿潤含浸法は、一
般に、支持体の細孔系を通して前駆体溶液の実質的に一様な分布に至る。「密接な接触」
とは、直接に接して、および／またはＯＳＣがＰｄ成分の前に酸素成分と接触するように
本質的に近くで、同じ支持体上のそのような接触（例えば、ＰｄとＯＳＣ）での有効量の
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成分を有することを含む。
微粒子トラップ
【００３８】
　微粒子トラップへの言及は、直噴ガソリンエンジンでの燃焼反応によって発生する微粒
子を捕集するように大きさで分けられて構成されるフィルタを意味する。微粒子の捕集は
、例えば、微粒子（またはすす）フィルタの使用によって、微粒子の流れの方向の変化が
それらに排気流から抜け出させるような内部の曲がりくねった経路を有するフロースルー
基材の使用によって、波形の金属担体などの金属基材の使用によって、または当業者に公
知の他の方法によって起こり得る。排気流の外へ微粒子を取り去ることができる粗面があ
るパイプなどの他の濾過装置が、適切である場合もある。また、湾曲があるパイプも適切
である可能性がある。
【００３９】
　フィルタに関して、図３は微粒子フィルタに適した例示的な壁流フィルタ基材の斜視図
を表す。ＴＷＣまたは酸化触媒組成物を支持するために有用な壁流フィルタ基材は、基材
の長手軸方向に沿って伸びる複数の細い、実質的に平行なガス流路を有している。一般的
に、各流路は、基材本体の一端で閉塞され、反対の端面で閉塞された交互の流路を有する
。そのようなモノリシックの担体は、遥かに少なく使用されるかもしれないが、断面１平
方インチにつき最高およそ３００の流路（または「セル」）を含むことが可能である。例
えば、担体は、１平方インチにつき、約７～３００、より通常では約２００～３００のセ
ル（「ｃｐｓｉ」）を有してもよい。セルは、長方形、四角、円形、卵形、三角形、六角
形であるか、または他の多角形の形状である断面を有することができる。壁流基材は、一
般的に０．００８～０．０１６インチの範囲の壁厚を有する。特定の壁流基材は、０．０
１０～０．０１２インチの範囲の壁厚を有する。
【００４０】
　図３および４は、複数の流路５２を有する壁流フィルタ基材５０を例示する。流路はフ
ィルタ基材の内壁５３により管状に囲まれる。基材は、入口端部５４と出口端部５６を有
する。交互の流路は、入口プラグ５８により入口端部で、そして、出口プラグ６０により
出口端部で閉塞されて入口５４と出口５６で相対するチェッカー盤パターンを形成する。
ガス流６２は、未閉塞流路入口６４を通って入り、出口プラグ６０で止められ、流路壁５
３（それは多孔性である）を通って出口側面６６に拡散する。ガスは、入口プラグ５８の
ため、壁の入口側面に向かって戻ることができない。
【００４１】
　壁流フィルタ基材は、菫青石、α－アルミナ、炭化ケイ素、チタン酸アルミニウム、窒
化ケイ素、ジルコニア、ムライト、リシア輝石、アルミナ－シリカ－マグネシアまたは珪
酸ジルコニウムなどのセラミック様材料から、あるいは多孔性で耐熱性金属から成ること
ができる。壁流基材は、また、セラミック繊維複合材料から形成することも可能である。
特定の壁流基材は、菫青石、炭化ケイ素、およびチタン酸アルミニウムから作られる。そ
のような材料は、排気流処理で遭遇する環境、特に高温に耐えることができる。
【００４２】
　本発明のシステムに用いられる壁流基材は、薄い多孔質壁に囲まれたハニカム構造（モ
ノリス）を含むことができ、それを通って流体流れが物品を横断する背圧または圧力のあ
まりに大きな増加を引き起こすことなく通過する。本システムで使われるセラミック壁流
基材は、少なくとも５ミクロン（例えば、５～３０ミクロン）の平均細孔サイズを有する
少なくとも５０％（例えば、５０～７５％）の多孔率を有する材料から形成されることが
できる。特定の実施形態において、基材は少なくとも５９％の多孔率を有することができ
て、１０～２０ミクロンの平均細孔サイズを有することができる。これらの多孔率と平均
細孔サイズを有する基材が、後述される技術によりコーティングされるとき、適正水準の
ＴＷＣまたは酸化触媒組成物は、優れた炭化水素、ＣＯおよび／またはＮＯｘ変換効率を
達成するために基材上に充填することができる。これらの基材は、触媒充填にもかかわら
ず、十分な排気流特徴，すなわち、許容できる背圧をなお保持する。米国特許第４，３２
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９，１６２号は、適切な壁流基材の開示に関して、引用により本明細書に取り込まれる。
【００４３】
　商業的用途での典型的な壁流フィルタは、本発明で使用される壁流フィルタよりも、低
い壁の多孔率、例えば、約４２％～５０％で形成される。一般に、商用壁流フィルタの細
孔サイズ分布は、典型的には非常に広範囲であり、２５ミクロン未満の平均細孔サイズを
有する。
【００４４】
　本発明において使われる多孔質壁流フィルタは、１つ以上の触媒材料をその上に有する
、あるいはその中に含むという点で触媒作用を及ぼす。触媒材料は、要素壁の入口側面の
みに、出口側面のみに、入口と出口の両側面に存在してもよく、あるいは壁自身が、触媒
材料の全てまたは一部から成るものであってもよい。本発明は、触媒材料の１つ以上のウ
ォッシュコートと要素の入口壁および／または出口壁の上の触媒材料の１つ以上のウォッ
シュコートの組み合わせの使用を含む。
【００４５】
　壁流フィルタをＴＷＣまたは酸化触媒組成物でコーティングするために、基材のトップ
がスラリー表面よりちょうど上に位置するように、基材は一部の触媒スラリーに垂直に浸
漬される。このように、スラリーは、各ハニカム状壁面の入口面に接触するが、各壁の出
口面との接触は妨げられる。サンプルは、約３０秒間スラリーに放置する。フィルタは、
スラリーから除き、そして、過剰のスラリーは、最初に流路から排水させ、次いで圧縮空
気（スラリー浸透方向に対して）を吹きつけて、そして、スラリー浸透方向から真空にし
て壁流フィルタから除去される。この技術を用いて、触媒スラリーは、フィルタの壁に浸
透し、それでも、細孔は過度な背圧が完了フィルタ中で増加する程度までは閉塞されない
。本明細書で使用されるように、フィルタ上での触媒スラリーの分散を記述するのに用い
られるとき、「浸透する」という用語は、触媒組成物がフィルタの壁中至る所に分散され
ることを意味する。
【００４６】
　コーティングされたフィルタは、一般的に約１００℃で乾燥して、より高温（例えば、
３００～４５０℃で、最高５５０℃まで）で焼成される。焼成後、触媒充填量は、フィル
タのコーティング量、および非コーティング量の計算により決定することができる。当業
者にとって明らかであるように、触媒、充填量は、コーティングスラリーの固体含量を変
えることによって修正することができる。あるいは、コーティングスラリーでのフィルタ
の反復浸漬を、実施することができ、そして、続いて、先に述べたように過剰なスラリー
を除去することができる。
【００４７】
　金属基材に関して、有用な基材は、１つ以上の金属または金属合金から構成されてもよ
い。金属担体は、波形シートまたはモノリシック形態などのいろいろな形状で使用するこ
とが可能である。特定の金属支持体は、チタンやステンレス鋼などの耐熱金属および金属
合金、同様に鉄が実質的な、または主要な成分である他の合金を含む。そのような合金は
、１つ以上のニッケル、クロム、および／またはアルミニウムを含んでもよく、そして、
これらの金属の総量は、合金の少なくとも１５重量％、例えば、クロムの１０～２５重量
％、アルミニウムの３～８重量％、およびニッケルの最大２０重量％を有利に含むことが
可能である。合金は、また、小量または微量のマンガン、銅、バナジウム、チタンなどの
１つ以上の他の金属を含むことも可能である。担体の表面に酸化物層を形成することによ
り合金の耐腐食性を改善するために、金属担体の表面は、高温で、例えば１０００℃以上
で酸化される。そのような高温で誘導された酸化は、触媒材料の担体への接着を強化する
ことが可能である。
【００４８】
触媒複合体ウォッシュコートの調製
　触媒複合体は、単一層または複数層で形成されてもよい。ある場合には、触媒材料の１
つのスラリーを調製して、このスラリーを担体上で複数の層を作るために使うことが適切
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である場合がある。複合体は、先行技術で周知のプロセスで容易に調製することができる
。代表的なプロセスが、以下に述べられる。本明細書で使用されるように、「ウォッシュ
コート」という用語は、処理されるガス流がそこを通過するのを可能とするのに十分に多
孔性であるハニカム型担体部材などの基材担体部材に適用された触媒材料または他の材料
の薄い粘着性のコーティング分野でその通常の意味を有する。従って、「ウォッシュコー
ト層」は、支持体粒子から成るコーティングとして定義される。「触媒化ウォッシュコー
ト層」は、触媒成分で含浸された支持体粒子から成るコーティングである。
【００４９】
　触媒複合体は、担体上に層状で容易に調製することができる。特定のウォッシュコート
の第１層については、γアルミナなどの高表面積の耐熱性金属酸化物の微粉砕粒子が、適
切なビヒクル、例えば、水中でスラリー化される。貴金属（例えば、パラジウム、ロジウ
ム、白金、および／またはその組み合わせ）、安定剤および／または促進剤などの成分を
配合するために、そのような成分は、水溶性または水分散性の化合物または複合体の混合
物としてスラリー中に配合されてよい。一般的に、パラジウムが所望されるとき、パラジ
ウム成分は、耐熱性金属酸化物支持体、例えば、活性アルミナ上で成分の分散を達成する
ために、化合物または複合体の形態で使用される。「パラジウム成分」という用語は、そ
の焼成または使用の際に、触媒的に活性な形態、通常は金属または金属酸化物に分解する
か、そうでなければそれに変換する任意の化合物、複合体などを意味する。金属成分の水
溶性化合物もしくは水分散性化合物または複合体は、耐熱性金属酸化物支持体粒子の上へ
金属成分を含浸または担持させるために使用される液体媒体が、触媒組成物中に存在し得
る、そして加熱および／または真空の適用の際、揮発または分解によって金属成分から除
去されることができる金属もしくはその化合物もしくはその複合体または他の成分と不都
合に反応しない限り用いることが可能である。いくつかの場合、液体の除去の終了は、触
媒が使用されて、そして運転の間に遭遇する高温にさらされるまで起きない場合がある。
通常、経済学の観点と環境面の両方から、貴金属の可溶性化合物または複合体の水溶液が
利用される。例えば、適切な化合物は、硝酸パラジウムまたは硝酸ロジウムである。
【００５０】
　本発明の積層触媒複合体の任意の層を調製する適切な方法は、所望の貴金属化合物（例
えば、パラジウム化合物）の溶液と、微粉砕された高表面積の耐熱性金属酸化物支持体、
例えば、コートできるスラリーを形成するために後に水と組み合わせて湿潤固体を作るた
めに溶液の実質的に全てを吸収するのに十分に乾燥しているγアルミナなどの少なくとも
１つの支持体との混合物を調製することである。１つ以上の実施形態において、スラリー
は酸性であり、例えば、約２から約７未満のｐＨを有する。スラリーのｐＨは、スラリー
に適量の無機酸または有機酸を添加することにより低下させることが可能である。酸と原
料の相容性が考慮されるとき、両方の組み合わせを使用することができる。無機酸は、硝
酸を含むが、これに限定されるものではない。有機酸は、限定されるものではないが、酢
酸、プロピオン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタミン酸、アジピン酸、マレイ
ン酸、フマル酸、フタル酸、酒石酸、クエン酸などを含む。その後、所望により、酸素吸
蔵物質の水溶性または水分散性の化合物、例えば、セリウム－ジルコニウム複合体、安定
剤、例えば、酢酸バリウム、および促進剤、例えば、硝酸ランタンをスラリーに加えても
よい。
【００５１】
　１つの実施形態において、スラリーはその後、平均直径で約２０ミクロン未満、つまり
、約０．１～１５ミクロンの粒径を有する固体の実質的に全てをもたらすために粉砕され
る。粉砕は、ボールミルまたは他の類似した設備で実行することが可能であり、スラリー
の固体含量は、例えば、約２０～６０重量％、特に３０～４０重量％であってよい。
【００５２】
　更なる層、すなわち、第２および第３の層を調製して、担体上に第１層を担持させるた
めに上記したと同じ方法で第１層上に担持させてよい。
ＮＯｘトラップ
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【００５３】
　ＴＷＣ触媒の存在にもかかわらず、ガソリン直噴エンジンの使用は、ＮＯｘレベルがガ
ソリンエンジンの従来の化学量論的状態の間よりも高い希薄燃焼状態をもたらす。その結
果、ＴＷＣ触媒は、ＮＯｘ成分の全てを還元するというわけではないかもしれない。ＮＯ

ｘトラップは、少なくともＮＯｘ吸収剤とＮＯｘを還元するための触媒を含む。通常、Ｎ
Ｏｘ吸収剤は、希薄運転（酸素リッチ）の間にＮＯｘを貯蔵し、そして運転のリッチ期間
（比較的燃料リッチ）の間に、貯蔵されたＮＯｘを排気する。リッチ運転の間に、ＮＯｘ

トラップの触媒成分は、ＮＯｘ（ＮＯｘ吸着剤から放出されたＮＯｘを含む）の排気ガス
中に存在するＨＣ、ＣＯおよび／または水素との反応により、ＮＯｘの窒素への還元を促
進する。ＮＯｘ吸着剤成分は、アルカリ土類金属成分、アルカリ金属成分、および希土類
金属成分からなる群から選択されることができる。特定の実施形態においては、ＮＯｘ吸
着剤成分は、カルシウム、ストロンチウムとバリウムの酸化物、カリウム、ナトリウム、
リチウムとセシウムの酸化物、そして、セリウム、ランタン、プラセオジミウムとネオジ
ムの酸化物からなる群から選択される。Ｈ２および／または炭化水素との反応によるＮＯ

ｘの過剰還元がＮＯｘトラップで起こるとき、アンモニアＮＨ３が生じる場合があり、そ
して、それは追加的な処理を必要とする。
ＳＣＲ触媒
【００５４】
　ＮＨ３の処理は、また、選択的接触還元（ＳＣＲ）を用いて達成することもできる。Ｓ
ＣＲにおいて、アンモニアまたは尿素系試薬が、卑金属を有する触媒の存在下で使用され
、そこでは、アンモニアが反応して窒素酸化物を還元する。アンモニアまたは尿素は、Ｓ
ＣＲ触媒の前の排気ガスシステムに注入することができるか、あるいは貯蔵されたＮＯｘ

の過剰還元によりＮＯｘトラップ触媒上で生産することができる。適切なＳＣＲ触媒組成
物は、例えば、米国特許第４，９６１，９１７号（Ｂｙｒｎｅ）および第５，５１６，４
９７号（Ｓｐｅｒｏｎｅｌｌｏ）に記述されており、引用することによりその全体がとも
に本明細書に取り込まれる。Ｂｙｒｎｅ特許に開示された組成物は、ゼオライト中に存在
する鉄と銅の促進剤の１つまたは両方を、促進剤＋ゼオライトの総重量の約０．１～３０
重量％、好ましくは、約１～５重量％で含む。ＮＨ３によるＮ２へのＮＯｘの還元を触媒
するそれらの能力に加えて、開示された組成物は、特により高い促進剤濃度を有するそれ
らの組成物のために、Ｏ２による過剰なＮＨ３の酸化を促進することもできる。
【００５５】
　本発明のいくつかの例示的な実施形態を記述する前に、本発明は、以下の記述で説明さ
れる構成またはプロセス工程の詳細に限定されないことを理解すべきである。本発明は、
他の実施形態が可能であり、いろいろな方法で実施することができる。以下に、単独で、
または、無制限の組み合わせでの使用が引用されるそのような組み合わせを含む積層触媒
のための好ましい設計が提供され、そのための使用は、本発明の他の態様のシステムと方
法を含む。
【００５６】
　実施形態１では、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、および微粒子を含む排気システ
ム処理のためのガソリン直噴エンジンの下流の排出ガス処理システムであって、該排出ガ
ス処理システムは、微粒子トラップ上または微粒子トラップ内にコーティングされた３元
変換（ＴＷＣ）触媒からなる触媒化微粒子トラップを含む；が提供される。
【００５７】
　実施形態２では、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、および微粒子を含む、排気シス
テム処理のためのガソリン直噴エンジンの下流の排出ガス処理システムであって、該排出
ガス処理システムは、その上に担持された酸化触媒または３元変換触媒を有する触媒化さ
れた微粒子トラップ；１つ以上のガスセンサー、および車載診断（ＯＢＤ）システムを備
えている；が提供される。
【００５８】
　実施形態３では、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、および微粒子を含む排気ガスを
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処理する方法であって、該方法は、ガソリン直噴エンジンの下流に排出ガス処理システム
を設置するステップ；排出ガス処理システムで微粒子トラップ上に担持された３元変換（
ＴＷＣ）触媒を含む触媒化微粒子トラップを提供するステップ；およびエンジンからの排
気ガスを触媒化微粒子トラップと接触させるステップを含む；が提供される。
【００５９】
　実施形態１～３のいずれかは、以下の任意の設計特徴の１つ以上を有することができる
：
【００６０】
　微粒子トラップは、すすフィルタを含む；
【００６１】
　ＮＯｘトラップ、ＳＣＲ触媒、または両方は、触媒化微粒子トラップの下流に位置する
；
【００６２】
　３元変換触媒組成物は、微粒子トラップの入口側面、出口側面、または両側面でコーテ
ィングされている；
【００６３】
　入口側面または出口側面は、パラジウム、支持体、および酸素吸蔵物質を含むウォッシ
ュコートでコーティングされている；
【００６４】
　酸素吸蔵物質は、ウォッシュコートの最大１０重量％の量で存在する；
【００６５】
　入口側面または出口側面は、ロジウム、支持体、および酸素吸蔵物質を含むウォッシュ
コートでコーティングされている； 
【００６６】
　酸素吸蔵物質は、ウォッシュコートの１０～２５重量％の量で存在する； 
【００６７】
　微粒子トラップの入口側面は、１０～５０ミクロンの範囲の厚みを有する３元変換触媒
の層をその上に含む；
【００６８】
　全白金族金属（ＰＧＭ）充填量の５０％以上は、フィルタの上流の２０～５０％軸方向
距離に担持され、全ＰＧＭ充填量の５０％未満が、フィルタの後方の５０～８０％軸方向
距離に担持される； 
【００６９】
　触媒は、入口側面と出口側面で合計２ｇ／ｉｎ３以下の量で存在する； 
【００７０】
　第２の３元変換触媒は、触媒化微粒子トラップの上流に提供される； 
【００７１】
　触媒化微粒子トラップは、低温始動状態の過程で接触され、そして、触媒化微粒子トラ
ップが、低温始動状態の後で迂回される。
【実施例】
【００７２】
　以下の非限定的な実施例は、本発明のいろいろな実施形態を例示するのに役立つ。各実
施例で、担体は菫青石であった。第１コートと第２コートへの言及は、コートの位置また
は方向に対して制限を与えない。入口コートに関して、これは排気ガスが、出口コートに
接触する前に最初に入口コートに接触することを意味する。
【００７３】
実施例１
　触媒材料を有するすすフィルタは、２つのコート：入口コートと出口コートを使って調
製された。３元変換（ＴＷＣ）触媒複合体は、２６ｇ／ｆｔ３の全貴金属充填量と０／２
４．５／１．５のＰｔ／Ｐｄ／Ｒｈ比率でパラジウムとロジウムを含有した。基材は、９
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１．５立法インチ（１．５Ｌ）の容量、１平方インチにつき６００セルのセル密度、約１
００μｍの壁厚、および５０％の多孔率を有した。コートは、以下の通りに調製された：
入口コート
【００７４】
　入口コートに存在する成分は、触媒の焼成重量に基づき、それぞれ、約２９．３％、５
８．５％、０．５％、および１１．７％の濃度での、ランタナ安定化高表面積γアルミナ
、重量比で２８％のセリアを含むセリア－ジルコニア複合体、ロジウム、および酸化バリ
ウムであった。酸化バリウムは、水酸化物溶液として導入された。コートの全充填量は、
０．１７ｇ／ｉｎ３であった。コート中のＯＳＣ含量は、約１６％であった。
【００７５】
　初期湿潤を達成しながら湿った粉末を形成するために、硝酸ロジウム溶液の形態のロジ
ウムを遊星式攪拌機（Ｐ－ミキサー）で安定化アルミナ上に含浸させた。水性スラリーが
形成された。バリウム溶液を添加した。成分は、粒径の９０％が８～１０ミクロンとなる
ように粉砕された。セリア－ジルコニア複合体が添加され、成分は粒径の９０％が５ミク
ロン未満に更に粉砕された。スラリーが、当該分野で公知の担持法を使用して、壁流菫青
石フィルタの入口側面の上にコーティングされた。コーティングの後で、フィルタと入口
コートを乾燥した。
出口コート
【００７６】
　出口コートに存在する成分は、触媒の焼成重量に基づき、それぞれ、約５１．８％、２
５．９％、９．４％、３．３％、２．４％、２．４％、２．４％および２．４％の濃度で
の、γアルミナ、ランタナ安定化高表面積γアルミナ、重量比で２８％のセリアを含むセ
リア－ジルコニア複合体、パラジウム、酸化ジルコニウム、酸化バリウム、酸化ストロン
チウム、および酸化ランタンであった。出口コートの全充填量は、０．４２ｇ／ｉｎ３で
あった。酸化ジルコニウムと酸化ストロンチウムは、酢酸塩溶液として導入された。酸化
バリウムと酸化ランタンは、硝酸塩溶液として導入された。コート中の酸素吸蔵物質（Ｏ
ＳＣ）含量は、約３％であった。
【００７７】
　水性スラリーは、アルミナを化合させることによって形成された。硝酸パラジウム溶液
の形態のパラジウムは、初期湿潤を達成しながら、湿った粉末を形成するために、アルミ
ナ上に遊星式攪拌機（Ｐ－ミキサー）で含浸させた。ジルコニウムおよびバリウム溶液を
加え、ｐＨを３～３．５の範囲に調整した。成分は、粒径の９０％が８～１０ミクロンと
なるように粉砕された。セリア－ジルコニア複合体が、ランタンおよびストロンチウム溶
液とともに添加され、成分は、粒径の９０％が５ミクロン未満となるように更に粉砕され
た。スラリーは、触媒を菫青石基材の上に担持させるために当該分野で公知の担持法を使
用して、壁流菫青石フィルタの出口側面の上にコーティングされた。コーティングの後で
、フィルタと入口および出口コートを乾燥し、次いで、５５０℃の温度で約１時間、焼成
した。
【００７８】
実施例２
　触媒材料を有するすすフィルタは、２つのコート：入口コートと出口コートを使って調
製された。３元変換（ＴＷＣ）触媒複合体は、６８ｇ／ｆｔ３の全貴金属充填量と０／６
５．５／２．５のＰｔ／Ｐｄ／Ｒｈ比率でパラジウムとロジウムを含有した。基材は、９
１．５立法インチ（１．５Ｌ）の容量、１平方インチにつき６００セルのセル密度、約１
００μｍの壁厚、および５０％の多孔率を有した。コートは、以下の通りに調製された：
入口コート
【００７９】
　入口コートに存在する成分は、触媒の焼成重量に基づき、それぞれ、約２９．２％、５
８．３％、０．８％、および１１．７％の濃度での、ランタナ安定化高表面積γアルミナ
、重量比で２８％のセリアを含むセリア－ジルコニア複合体、ロジウム、および酸化バリ
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ウムであった。酸化バリウムは、水酸化物溶液として導入された。コートの全充填量は、
０．１７ｇ／ｉｎ３であった。コート中のＯＳＣ含量は、約１６％であった。
【００８０】
　初期湿潤を達成しながら湿った粉末を形成するために、硝酸ロジウム溶液の形態のロジ
ウムを遊星式攪拌機（Ｐ－ミキサー）で安定化アルミナ上に含浸させた。水性スラリーが
形成された。バリウム溶液を添加した。成分は、粒径の９０％が８～１０ミクロンとなる
ように粉砕された。セリア－ジルコニア複合体が添加され、成分は粒径の９０％が５ミク
ロン未満となるように更に粉砕された。スラリーが、当該分野で公知の担持法を使用して
壁流菫青石フィルタの入口側面の上にコーティングされた。コーティングの後で、フィル
タと入口コートを乾燥した。
出口コート
【００８１】
　出口コートに存在する成分は、触媒の焼成重量に基づき、それぞれ、約４９．２％、２
４．６％、８．９％、８．４％、２．２％、２．２％、２．２％、および２．２％の濃度
での、高表面積γアルミナ、ランタナ安定化高表面積γアルミナ、重量比で２８％のセリ
アを含むセリア－ジルコニア複合体、パラジウム、酸化ジルコニウム、酸化バリウム、酸
化ストロンチウム、および酸化ランタンであった。出口コートの全充填量は、０．４５ｇ
／ｉｎ３であった。酸化ジルコニウムと酸化ストロンチウムは、酢酸塩溶液として導入さ
れた。酸化バリウムと酸化ランタンは、硝酸塩溶液として導入された。コート中のＯＳＣ
（酸素吸蔵物質）含量は、約３％であった。
【００８２】
　水性スラリーは、アルミナを化合させることによって形成された。硝酸パラジウム溶液
の形態のパラジウムは、初期湿潤を達成しながら、湿った粉末を形成するためにアルミナ
上に遊星式攪拌機（Ｐ－ミキサー）で含浸させた。ジルコニウムおよびバリウム溶液を加
え、ｐＨを３～３．５の範囲に調整した。成分は、粒径の９０％が８～１０ミクロンとな
るように粉砕された。セリア－ジルコニア複合体が、ランタンおよびストロンチウム溶液
とともに添加され、成分は、粒径の９０％が５ミクロン未満となるように更に粉砕された
。スラリーは、触媒を菫青石基材の上に担持させるために当該分野で公知の担持法を使用
して、壁流菫青石フィルタの出口側面の上にコーティングされた。コーティングの後で、
フィルタと入口および出口コートを乾燥し、次いで、５５０℃の温度で約１時間、焼成し
た。
【００８３】
実施例３
　触媒材料を有するすすフィルタは、２つのコート：入口コートと出口コートを使って調
製された。３元変換（ＴＷＣ）触媒複合体は、６１ｇ／ｆｔ３の全貴金属充填量と０／５
８．６／２．４のＰｔ／Ｐｄ／Ｒｈ比率でパラジウムとロジウムを含有した。基材は、９
１．５立法インチ（１．５Ｌ）の容量、１平方インチにつき６００セルのセル密度、約１
００μｍの壁厚、および５９％の多孔率を有した。コートは、以下の通りに調製された：
【００８４】
入口コート
　入口コートに存在する成分は、触媒の焼成重量に基づき、それぞれ、約３１．２％、６
２．２％、０．４％、および６．２％の濃度での、ランタナ安定化高表面積γアルミナ、
重量比で２８％のセリアを含むセリア－ジルコニア複合体、ロジウム、および酸化バリウ
ムであった。酸化バリウムは、水酸化物溶液として導入された。コートの全充填量は、０
．３２ｇ／ｉｎ３であった。コート中のＯＳＣ含量は、約１７％であった。
【００８５】
　初期湿潤を達成しながら湿った粉末を形成するために、硝酸ロジウム溶液の形態のロジ
ウムを遊星式攪拌機（Ｐ－ミキサー）により安定化アルミナ上に含浸させた。水性スラリ
ーが形成された。バリウム溶液を添加した。成分は、粒径の９０％が８～１０ミクロンと
なるように粉砕された。セリア－ジルコニア複合体が添加され、成分は粒径の９０％が５
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ミクロン未満となるように更に粉砕された。スラリーが、当該分野で公知の担持法を使用
して、壁流菫青石フィルタの入口側面の上にコーティングされた。コーティングの後で、
フィルタと入口コートを乾燥した。
【００８６】
出口コート
　出口コートに存在する成分は、触媒の焼成重量に基づき、それぞれ、約５０．２％、２
５．１％、１２．１％、５．１％、１．５％、１．５％、１．５％、および３．０％の濃
度での、高表面積γアルミナ、ランタナ安定化高表面積γアルミナ、重量比で２８％のセ
リアを含むセリア－ジルコニア複合体、パラジウム、酸化ジルコニウム、酸化バリウム、
酸化ストロンチウム、および酸化ランタンであった。出口コートの全充填量は、０．６６
ｇ／ｉｎ３であった。酸化ジルコニウムと酸化ストロンチウムは、酢酸塩溶液として導入
された。酸化バリウムと酸化ランタンは、硝酸塩溶液として導入された。コート中のＯＳ
Ｃ（酸素吸蔵物質）含量は、約３％であった。
【００８７】
　水性スラリーは、アルミナを化合させることによって形成された。硝酸パラジウム溶液
の形態のパラジウムは、初期湿潤を達成しながら湿った粉末を形成するために、アルミナ
上に遊星式攪拌機（Ｐ－ミキサー）により含浸させた。ジルコニウムおよびバリウム溶液
を加え、ｐＨを３～３．５の範囲に調整した。成分は、粒径の９０％が８～１０ミクロン
となるように粉砕された。セリア－ジルコニア複合体が、ランタンおよびストロンチウム
溶液とともに添加され、成分は、粒径の９０％が５ミクロン未満となるように更に粉砕さ
れた。スラリーは、触媒を菫青石基材の上に担持させるために当該分野で公知の担持法を
使用して、壁流菫青石フィルタの出口側面の上にコーティングされた。コーティングの後
で、フィルタと入口および出口コートを乾燥し、次いで、５５０℃の温度で約１時間、焼
成した。
【００８８】
実施例４
　触媒材料を有するすすフィルタは、２つのコート：入口コートと出口コートを使って調
製された。酸化触媒複合体は、３７．５ｇ／ｆｔ３の全貴金属充填量と２５／１２．５／
０のＰｔ／Ｐｄ／Ｒｈ比率で白金とパラジウムを含有した。基材は、９１．５立法インチ
（１．５Ｌ）の容量、１平方インチにつき６００セルのセル密度、約１００μｍの壁厚、
および５０％の多孔率を有した。コートは、以下の通りに調製された：
入口コート
【００８９】
　入口コートに存在する成分は、触媒の焼成重量に基づき、それぞれ、約５５．２％、３
１．５％、３．６％、１．８％、および７．９％の濃度での、ランタナ安定化高表面積γ
アルミナ、重量比で２８％のセリアを含むセリア－ジルコニア複合体、白金、パラジウム
、および酸化ジルコニウムであった。入口コートの全充填量は、０．６４ｇ／ｉｎ３であ
った。酸化ジルコニウムは、酢酸塩溶液として導入された。コート中のＯＳＣ（酸素吸蔵
物質）含量は、約９％であった。入口コートの金属充填量は、合計約６０ｇ／ｆｔ３であ
った。
【００９０】
　硝酸パラジウム溶液の形態のパラジウムとアミン形態の白金を、初期湿潤を達成しなが
ら、湿った粉末を形成するために、水溶液中のアルミナ上に遊星式攪拌機（Ｐ－ミキサー
）により含浸させた。ジルコニウム溶液を加え、ｐＨを３～３．５の範囲に調整した。成
分は、粒径の９０％が８～１０ミクロンとなるように粉砕された。セリア－ジルコニア複
合体が添加され、成分は粒径の９０％が５ミクロン未満となるように更に粉砕された。ス
ラリーは、触媒を菫青石基材の上に担持させるために当該分野で公知の担持法を使用して
、壁流菫青石フィルタの入口側面上、軸長の５０％の距離にコーティングされた。コーテ
ィングの後で、フィルタと入口コートを乾燥し、次いで、５５０℃の温度で約１時間、焼
成した。
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出口コート
【００９１】
　出口コートに存在する成分は、触媒の焼成重量に基づき、それぞれ、約５７．５％、３
２．８％、１．０％、０．５％、および８．２％の濃度での、ランタナ安定化高表面積γ
アルミナ、重量比で２８％のセリアを含むセリア－ジルコニア複合体、白金、パラジウム
、および酸化ジルコニウムであった。入口コートの全充填量は、０．６１ｇ／ｉｎ３であ
った。酸化ジルコニウムは、酢酸塩溶液として導入された。コート中のＯＳＣ（酸素吸蔵
物質）含量は、約９％であった。出口コートの金属充填量は、合計で約１５ｇ／ｆｔ３で
あった。
【００９２】
　初期湿潤を達成しながら湿った粉末を形成するために、硝酸パラジウム溶液の形態のパ
ラジウムとアミン形態の白金を遊星式攪拌機（Ｐ－ミキサー）により水溶液中のアルミナ
上に含浸させた。ジルコニウム溶液を添加し、ｐＨを３～３．５の範囲に調整した。成分
は、粒径の９０％が８～１０ミクロンとなるように粉砕された。セリア－ジルコニア複合
体が、添加され、成分は、粒径の９０％が５ミクロン未満となるように更に粉砕された。
スラリーは、当該分野で公知の担持法を使用して、壁流菫青石フィルタの出口側面上、軸
長の５０％の距離にコーティングされた。コーティングの後で、フィルタと入口および出
口コートを乾燥し、次いで、５５０℃の温度で約１時間、焼成した。
【００９３】
実施例５
試験
　実施例１、２、３、および４のすすフィルタは、背圧へのそれらの寄与を決定するため
に試験された。ブランクフィルタと比較して、コーティングを有するフィルタの圧力損失
は、有意に増加しなかった。実施例１、２、３、および４の流れ（ｃｆｍ）と比較した、
水柱インチでの圧力損失の結果を図５、６、７、および８にそれぞれ提供する。
【００９４】
実施例６
比較
　実施例２の２層触媒材料と関連したアンダーコートを有するフロースルー式モノリスが
調製された。フロースルー式モノリスは、９１．５立方インチ（１．５Ｌ）の容量、１平
方インチにつき６００セルのセル密度、および約１００μｍの壁厚を有した。アンダーコ
ートは、活性化されたγアルミナ、ジルコニア、および結合剤を含んでいた。底面と上面
のウォッシュコート層は、入口コートと出口コートそれぞれに対して実施例２で記載され
たように調製された。
【００９５】
実施例７
比較
　実施例３の２層触媒材料と関連してアンダーコートを有するフロースルー式モノリスが
調製された。フロースルー式モノリスは、９１．５立方インチ（１．５Ｌ）の容量、１平
方インチにつき６００セルのセル密度、および約１００μｍの壁厚を有した。アンダーコ
ートは、活性化されたγアルミナ、ジルコニア、および結合剤を含んでいた。底面と上面
のウォッシュコート層は、入口コートと出口コートそれぞれに対して実施例３で記載され
たように調製された。
【００９６】
実施例８
比較
　触媒材料の層と関連したアンダーコートを有するフロースルー式モノリスが調製された
。アンダーコートは、活性化γアルミナ、ジルコニア、および結合剤を含有した。触媒材
料は、６０ｇ／ｆｔ３の全貴金属充填量と２／１のＰｔ／Ｐｄ比率で白金とパラジウムを
含んでいた。フロースルー式モノリスは、９１．５立方インチ（１．５Ｌ）の容量、１平
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方インチにつき６００セルのセル密度、および約１００μｍの壁厚を有した。触媒材料の
ウォッシュコート層は、入口コートについて実施例４で記載されたように調製された。
【００９７】
実施例９
比較
　実施例３の２層触媒材料を有するフロースルー式モノリスが調製された（アンダーコー
トなし）。フロースルー式モノリスは、９１．５立方インチ（１．５Ｌ）の容量、１平方
インチにつき６００セルのセル密度、および約１００μｍの壁厚を有した。底面と上面の
ウォッシュコート層は、入口コートと出口コートそれぞれに対して実施例３で記載された
ように調製された。
【００９８】
実施例１０
試験
　実施例２～４と６～９の触媒複合体からの１インチ×３インチ（２．５ｃｍ×７．６ｃ
ｍ）の寸法を有するコア試料を、空気中９００℃で５時間、熱時効させた。熱時効後、複
合体は、ガソリン車シミュレータを使い、そこでは、供給原料炭化水素（Ｃ１）が７．５
％のエタン、４０％のプロピレン、２２．５％のペンタンと３０％のベンゼンを含み、Ｏ
ＢＤ遅延時間、モデルラムダトランジェント、および模擬ＭＶＥＧ運転サイクルを含むい
ろいろな試験実施要項で評価された。
【００９９】
　ＨＣ／ＣＯ／ＮＯｘ変換は、温度を急激に５００℃まで上げながら測定された。炭化水
素、ＣＯ、およびＮＯｘ濃度は、フーリエ変換赤外分析（ＦＴＩＲ）計を用いて測定され
た。表１は、ＨＣ、ＣＯ、およびＮＯｘの残存率を提供する。
【０１００】
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【表１】

【０１０１】
　表１に基づいて、実施例２～４の触媒化すすフィルタは、比較例６～９のフロースルー
式モノリス上の触媒材料に同様の変換を提供すると結論づけられる。このように、実施例
２～４の触媒化すすフィルタは、微粒子の捕集を必要とする排出ガスシステムで、触媒化
フロースルー式モノリスの代わりとして使うことができた。すすフィルタとフロースルー
式モノリスとの間には、ＮＯｘ性能において統計的に有意差がある限り、希薄ＧＤＩシス
テムで通常見られる下流のＮＯｘトラップとＳＣＲ触媒が、必要に応じてＮＯｘ処理を補
填するために利用可能であろう。要約すると、所望の貴金属充填量を含むすすフィルタの
使用は、微粒子捕集のさらなる利点を有して同様のＨＣ、ＣＯおよびＮＯｘ排気ガス処理
をフロースルー式モノリスに提供する。
【０１０２】
　「１つの実施形態」、「ある実施形態」、「１つ以上の実施形態」または「実施形態」
への本明細書を通しての言及は、実施形態に関連して記述される特定の特徴、構造、材料
、または特性が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する。このよ
うに、本明細書を通していろいろな場所での「１つ以上の実施形態」、「ある実施形態」
、「１つの実施形態」または「実施形態」のフレーズの出現は、本発明の同じ実施形態を
必ずしも言及しているというわけではない。さらにまた、特定の特徴、構造、材料、また
は特性は、任意の適切な方法または１つ以上の実施形態において組み合わせることが可能
である。
【０１０３】
　本発明は、上述した実施形態およびその修正と具体的に関連して記述されている。更な
る修正および変更が、明細書を読み、そして理解した場合に他に対して起こり得る。全て
のそのような修正および変更は、本発明の範囲内にある限り含まれることが意図される。
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