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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　触媒化された煤フィルターであって、
　壁流基材を有し、該壁流基材は、
　入口端、及び出口端、前記入口端と前記出口端の間に延びる基材軸長さ、及び壁流フィ
ルター基材の内壁によって規定された複数の通路を含み；
　前記複数の通路は、開放した入口端と閉じた出口端を有する入口通路、及び閉じた入口
端と開放した出口端を有する出口通路を有し；
　前記入口通路の内部壁は、入口被覆部を有し、該入口被覆部は、前記入口端から入口被
覆部端まで延び、これにより入口被覆部長さを規定し、及び該入口被覆部長さは、基材軸
長さのｘ％であり、そして０＜ｘ≦８０であり；
　出口通路の内部壁は、出口被覆部を有し、該出口被覆部は、出口端から出口被覆端まで
延び、これにより出口被覆部長さを規定し、及び該出口被覆部長さは、基材軸長さの１０
０－ｘ％であり；
　入口被覆部長さは、触媒化された煤フィルターの上流領域を規定しており、及び出口被
覆部長さは触媒化された煤フィルターの下流領域を規定しており；
　前記入口被覆部は、白金（Ｐｔ）及びパラジウム（Ｐｄ）を、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合が
０．１～２．５の範囲で含む酸化触媒を含み；
　出口被覆部は、Ｐｄを含む酸化触媒を含み、前記出口被覆部のＰｔ濃度は、入口被覆部
中のＰｔ濃度よりも低く、及び前記出口被覆部のＰｔ：Ｐｄの質量割合は、０：１～２：
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１の範囲であり；
　前記入口被覆部と前記出口被覆部は、壁流基材上に、０．５～１．５の範囲の被覆積載
割合で存在し、該被覆積載割合は、入口被覆部の積載量（ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５
４ｃｍ）3））：出口被覆部の積載量（ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の割
合として計算される、ことを特徴とする触媒化された煤フィルター。
【請求項２】
　出口被覆部は、Ｐｄ及びＰｔを含む酸化触媒を含み、前記出口被覆部のＰｔ濃度は、入
口被覆部中のＰｔ濃度よりも低く、及び前記出口被覆部のＰｔ：Ｐｄの質量割合は、０：
１～２：１の範囲であることを特徴とする請求項１に記載の触媒化された煤フィルター。
【請求項３】
　ｘが２０～８０の範囲であることを特徴とする請求項１又は２に記載の触媒化された煤
フィルター。
【請求項４】
　被覆部積載割合が、０．７５～１．２５の範囲であることを特徴とする請求項１～３の
何れか１項に記載の触媒化された煤フィルター。
【請求項５】
　入口被覆部の積載量は、０．０５～１ｇ／ｉｎｃｈ３（ｇ／（２．５４ｃｍ）３）の範
囲であり、及び
　出口被覆部の積載量は、０．０５～１ｇ／ｉｎｃｈ３（ｇ／（２．５４ｃｍ）３）の範
囲であることを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載の触媒化された煤フィルター
。
【請求項６】
　前記入口被覆部で、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合は、最大で２：１の範囲であることを特徴と
する請求項１～５の何れか１項に記載の触媒化された煤フィルター。
【請求項７】
　前記出口被覆部で、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合は、０：１から２：１未満の範囲であること
を特徴とする請求項２～６の何れか１項に記載の触媒化された煤フィルター。
【請求項８】
　前記出口被覆部で、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合は、０：１であることを特徴とする請求項２
～７の何れか１項に記載の触媒化された煤フィルター。
【請求項９】
　前記入口被覆部でのＰｔ及びＰｄの質量の合計の、前記出口被覆部でのＰｄ及び任意に
Ｐｔの質量の合計に対する質量割合は、１：６～１０：１の範囲であることを特徴とする
請求項２～８の何れか１項に記載の触媒化された煤フィルター。
【請求項１０】
　前記入口被覆部でのＰｔ及びＰｄの質量の合計の、前記出口被覆部でのＰｄ及び任意に
Ｐｔの質量の合計に対する質量割合は、１：６～２：１の範囲であることを特徴とする請
求項９に記載の触媒化された煤フィルター。
【請求項１１】
　前記入口被覆部で、Ｐｔの濃度が０．５～１ｇ／ｆｔ３（ｇ／（３０．４８ｃｍ）３）
の範囲であり、及び前記出口被覆部で、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合が０：１であり、及びＰｄ
の濃度が０．５～３ｇ／ｆｔ３（ｇ／（３０．４８ｃｍ）３）の範囲であることを特徴と
する請求項１０に記載の触媒化された煤フィルター。
【請求項１２】
　前記入口被覆部でのＰｔ及びＰｄの質量の合計の、前記出口被覆部でのＰｄ及び任意に
Ｐｔの質量の合計に対する質量割合は、２．４：１～１０：１の範囲であることを特徴と
する請求項９に記載の触媒化された煤フィルター。
【請求項１３】
　前記入口被覆部で、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合は、最大で１：１の範囲であり、及びＰｔの
濃度が５～１００ｇ／ｆｔ３（ｇ／（３０．４８ｃｍ）３）の範囲であり、及び前記出口
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被覆部で、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合が０：１～１：１の範囲であり、及びＰｄの濃度が１～
１０ｇ／ｆｔ３（ｇ／（３０．４８ｃｍ）３）の範囲であることを特徴とする請求項１２
に記載の触媒化された煤フィルター。
【請求項１４】
　前記入口被覆部に含まれる酸化触媒は、Ｐｔ及びＰｄから成り、及び前記出口被覆部に
含まれる酸化触媒は、Ｐｄから成ることを特徴とする請求項１～１３の何れか１項に記載
の触媒化された煤フィルター。
【請求項１５】
　前記入口被覆部と、前記出口被覆部が、少なくとも１種の多孔性担体材料を含み、及び
前記入口被覆部の少なくとも１種の多孔性担体材料が、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２、ＣｅＯ２

、ＳｉＯ２及びこれらの２種以上の混合物から成る群から選ばれ、及び前記出口被覆部の
少なくとも１種の多孔性担体材料が、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２、ＣｅＯ２、ＳｉＯ２及びこ
れらの２種以上の混合物から成る群から選ばれることを特徴とする請求項１～１４の何れ
か１項に記載の触媒化された煤フィルター。
【請求項１６】
　前記入口被覆部の担体材料がガンマ－Ａｌ２Ｏ３であり、及び前記出口被覆部の担体材
料がガンマ－Ａｌ２Ｏ３であることを特徴とする請求項１５に記載の触媒化された煤フィ
ルター。
【請求項１７】
　壁流基材は、ＤＩＮ６６１３３に従う水銀多孔率測定で測定して、多孔率が３８～７５
の範囲であることを特徴とする請求項１～１６の何れか１項に記載の触媒化された煤フィ
ルター。
【請求項１８】
　ディーゼルエンジン排ガス流を処理するためのシステムに含まれ、及び該システムは更
に、
　排ガスマニホルドを介してディーゼルエンジンと流体的に結合している排ガス導管を含
み、及び更に、以下の：ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）、選択的触媒性還元（ＳＣＲ）物
体、ＮＯｘ貯蔵、及び還元（ＮＳＲ）触媒性物体の１つ以上を、触媒化された煤フィルタ
ーと流体的に結合した状態で含むことを特徴とする請求項１～１７の何れか１項に記載の
触媒化された煤フィルター。
【請求項１９】
　ＤＯＣの下流に配置されていることを特徴とする請求項１８に記載の触媒化された煤フ
ィルター。
【請求項２０】
　ディーゼルエンジン排ガス流を処理するための方法に使用するための触媒化された煤フ
ィルターであって、
　前記排ガス流は、煤粒子を含み、
　前記方法は、排ガス流を触媒化された煤フィルターと接触させる工程を含むことを特徴
とする請求項１～１９の何れか１項に記載の触媒化された煤フィルター。
【請求項２１】
　以下の工程、
　（ｉ）壁流基材を用意する工程、
　を含み、ここで、前記壁流基材は、入口端及び出口端、前記入口端と前記出口端の間に
延びる基材軸長さ、及び壁流基材の内壁によって規定された複数の通路を含み、
　前記複数の通路は、開放した入口端と閉じた出口端を有する入口通路、及び閉じた入口
端と開放した出口端を有する出口通路を有し；
　更に以下の工程、
　（ｉｉ）入口通路の内部壁に入口被覆部を施す工程、
　を含み、ここで、前記入口被覆部は、前記入口端から入口被覆部端まで延び、これによ
り入口被覆部長さを規定し、及び該入口被覆部長さは、基材軸長さのｘ％であり、そして
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０＜ｘ≦８０であり、これにより、入口被覆部の積載量を予め設定された値に調節してお
り、及び前記入口被覆部は、白金（Ｐｔ）及びパラジウム（Ｐｄ）を、Ｐｔ：Ｐｄの質量
割合が０．１～２．５の範囲で含む酸化触媒を含み；
　更に以下の工程、
　（ｉｉｉ）工程（ｉｉ）の前、又は工程（ｉｉ）と同時、又は工程（ｉｉ）の後に、出
口通路の内部壁に出口被覆部を施す工程、
　を含み、ここで、前記出口被覆部は、出口端から出口被覆端まで延び、これにより出口
被覆部長さを規定し、及び該出口被覆部長さは、基材軸長さの１００－ｘ％であり、これ
により、出口被覆部の積載量を予め設定された値に調節しており、及び、前記入口被覆部
と前記出口被覆部は、壁流基材上に所定の被覆物積載割合で存在しており、該被覆物積載
割合は、入口被覆部の積載量（ｉｎ　ｇ／ｉｎｃｈ３（ｇ／（２．５４ｃｍ）３））：出
口被覆部の積載量（ｉｎ　ｇ／ｉｎｃｈ３（ｇ／（２．５４ｃｍ）３））の割合として計
算して、０．５：１～１．５：１の範囲であり、
　前記出口被覆部は、Ｐｄ及び任意にＰｔを含む酸化触媒を含み、前記出口被覆部のＰｔ
濃度は、前記入口被覆部中のＰｔ濃度よりも低く、及び前記出口被覆部のＰｔ：Ｐｄの質
量割合は、０：１～２：１の範囲である、ことを特徴とする請求項１～１７の何れか１項
に記載の触媒化された煤フィルターを製造するための方法。
【請求項２２】
　ディーゼルエンジン排ガス流を処理するためのシステムであって、
　排ガスマニホルドを介してディーゼルエンジンと流体的に結合している排ガス導管；
　請求項１～１７の何れかに記載の触媒化された煤フィルター；及び
　触媒化された煤フィルターと流体的に結合した状態の、以下の：ディーゼル酸化触媒（
ＤＯＣ）、選択的触媒性還元（ＳＣＲ）物体、ＮＯｘ貯蔵、及び還元（ＮＳＲ）触媒性物
体の１つ以上を含むことを特徴とするシステム。
【請求項２３】
　前記触媒化された煤フィルターが、ＤＯＣの下流に配置されていることを特徴とする請
求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　ディーゼルエンジン排ガス流を処理する方法であって、
　前記排ガス流は、煤粒子を含み、
　前記方法は、排ガス流を請求項１～１７の何れかに記載の触媒化された煤フィルターと
接触させる工程を含むことを特徴とする方法。
【請求項２５】
　ＤＯＣから得られた、又は触媒化された煤フィルターから得られた排ガス流を、選択的
触媒性還元（ＳＣＲ）物体に通す工程を含むことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、煤粒子の濾過を確実なものとし、一酸化炭素の酸化を補助し、及び通常のエ
ンジン運転及び活性再生イベントの間、低ＮＯ2放出を生成する区分された設計を有する
、触媒化された煤フィルター、特にディーゼルエンジン排ガスを処理するための触媒化さ
れた煤フィルターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディーゼルエンジン排ガスは、ガス状放出物、例えば一酸化炭素（「ＣＯ」）、未燃焼
炭化水素（「ＨＣ」）、及び窒素酸化物（「ＮＯx」）のみならず、いわゆる粒子状物質
、又は粒状物質を構成する凝縮層物質、すなわち液体と固体をも含む異成分から成る混合
物である。ディーゼルエンジンのための排ガス処理システムは、世界中の種々の規制機関
によって設定された排ガス基準に適合するために、排ガスの全ての成分を処理しなければ
ならない。
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【０００３】
　ディーゼル排ガスの放出粒子状物質の全体は、３種の主たる成分を含んでいる。ある種
の成分は固体の乾燥した固体炭素質部分又は煤部分である。この乾燥した炭素部分は、通
常ではディーゼル排ガスに付随する可視的な煤放出に寄与する。粒子状物質の第２の成分
は、溶解性の有機部分（「ＳＯＦ」）である。ＳＯＦは、ディーゼル排ガスの温度に依存
して、蒸気としてでも、又はエアロゾル（液体凝縮物の微細液滴）としてでも存在するこ
とができる。標準測定試験、例えばＵ．Ｓ．Ｈｅａｖｙ Ｄｕｔｙ Ｔｒａｎｓｉｅｎｔ 
Ｆｅｄｅｒａｌ Ｔｅｓｔ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅに規定されているように、これは通常、希
薄排ガス中に、５２℃の標準粒子収集温度で、凝縮液として存在する。これらの液体は２
種の発生源から由来する：（１）エンジンのシリンダー壁から、ピストンが上下する度に
出てくる潤滑油；及び（２）未燃焼又は部分的に燃焼したディーゼル燃料。粒子状物質の
第３の成分は、いわゆるサルフェート部分であり、これはディーゼル燃料中に存在する硫
黄成分の少量から形成される。
【０００４】
　代表例では、触媒組成及び触媒組成が配置される基材が、これらの排ガス成分を無害な
成分に変換するために、ディーゼル排ガスシステムに設けられる。例えば、白金族金属、
卑金属、及びこれらの組合せを含む酸化触媒は、未燃焼炭化水素（ＨＣ）及び一酸化炭素
（ＣＯ）のガス状汚染物質の両方、及び一部の粒子状物質を、これら汚染物質を酸化して
二酸化炭素と水にすることによって、ディーゼルエンジン排ガスの処理を容易化する。こ
れらの触媒は通常、種々の基材（例えば、ハニカム流通モノリス基材）上に配置され、こ
のような基材は、ディーゼルエンジンの排ガス中に配置され、排ガスが大気中に放出され
る前に、排ガスを処理する。所定の酸化触媒は、ＮＯからＮＯ2への酸化をも促進する。
【０００５】
　酸化触媒の使用に加え、ディーゼル粒子状フィルターが、ディーゼル排ガス処理システ
ム中の粒子状物質を大きく低減するために使用される。粒子状物質をディーゼル排ガスか
ら除去する公知のフィルター構造物は、ハニカム壁流フィルター、又は充填ファイバーフ
ィルター、連続気泡フォーム、焼成金属フィルター等である。しかしながら、以下に記載
するセラミック壁流フィルターが最も注目を集めている。これらのフィルターは、ディー
ゼル排ガスから９０％を超える粒子状物質を除去することができる。代表的なセラミック
壁流フィルター基材は、耐火材料、例えばコージライト、又はシリコン－カーバイドで構
成される。壁流基材は、ディーゼルエンジン排ガスから粒子状物質を濾過するのに特に有
用である。一般的な構成は、ハニカム構造の入口と出口側に交互する端部が閉塞された、
複数通路ハニカム構造である。この構成は、何れの端部にもチェッカーボード－タイプパ
ターンをもたらす。入口軸端部が閉塞された通路は、出口軸端部で開放している。このこ
とは、粒子状物質が混入している排ガスを、入口部が開放した通路に入れ、多孔性の内部
壁を通して流し、及び開放した出口軸端を有する通路を通して排出することを可能にする
。これにより粒子状物質は、基材の内部壁で濾過される。ガス圧力は、排ガスを、多孔性
構造の壁を通して流し、上流軸端部が閉塞し、及び下流軸端部が開放した通路へと強制す
る。蓄積する粒子は、エンジン上のフィルターからの背圧を上昇させる。従って、蓄積す
る粒子を、フィルターから連続的又は定期的に燃焼除去し、許容可能な背圧を維持する必
要がある。
【０００６】
　壁流基材の内壁に沿って堆積された触媒組成物は、蓄積した粒子状物質の燃焼を促進さ
せることによって、フィルター基材の再生を補助する。蓄積した粒子状物質の燃焼は、排
ガスシステム内の背圧を許容可能なものに回復させる。これらの工程は、消極的又は積極
的再生工程の何れであっても良い。両工程は、粒子状物質を燃焼するために、酸化体（オ
キシダント）、例えばＯ2又はＮＯ2を使用する。
【０００７】
　消極的再生工程は、粒子状物質を、ディーゼル排ガスシステムの通常の運転範囲内の温
度で燃焼させる。再生工程で使用される酸化体は、ＮＯ2が好ましい。この理由は、Ｏ2が
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酸化体として作用する場合に必要とされる温度よりも相当に低い温度で燃焼するからであ
る。Ｏ2は、大気から容易に入手でき、この一方で、ＮＯ2は、（排ガス中のＮＯを酸化す
る上流酸化触媒を使用することによって）積極的に生成可能である。
【０００８】
　触媒組成物が存在し、及びＮＯ2を酸化体として提供するにもかかわらず、蓄積した粒
子状物質を洗浄除去し、フィルター内の背圧を許容可能なものに回復させるために、通常
、再生工程が必要とされる。粒子状物質の煤部分は、酸素豊富（希薄）条件下で燃焼する
ために、通常、（典型的にはディーゼル排ガス中に存在する温度よりも高い温度である）
５００℃を超える温度を必要とする。活性再生工程は、通常、エンジンマネジメントを変
換し、フィルターの前部の温度を５７０～６３０℃まで上昇させることによって開始され
る。
【０００９】
　従来技術の触媒化された煤フィルターでの消極的再生の間、煤の酸化の間に消費された
ＮＯ2は、（触媒化された煤フィルターの通路に沿った）触媒の補助下でのＮＯの酸化に
よって再度生成可能である。煤を酸化するために十分なＮＯ2を提供し、及び活性な煤の
再生の頻発を回避するために、Ｐｔ－リッチのワッシュコートが、煤フィルター材料上に
施されている。しかしながら、このようなＰｔ－リッチのワッシュコートは、ＮＯ2（こ
のＮＯ2は、煤の酸化のために使用されることなく、触媒化された煤フィルターを出てし
まう）を大量に生成する危険性のために、懸念が生じる。触媒化された煤フィルターを出
るＮＯ2は、その濃度が空気規制の限界の要求を満足させる場合にのみ大気に放出するこ
とができ、そうでなければ、更なる下流触媒、例えばＮＯxトラップ及び／又は（ウレア
、アンモニア、又は炭化水素の存在下にＮＯ2を選択的に還元可能な）触媒を使用して、
ＮＯ2は、その濃度を低減するか、変換しなければならない。ＮＯ2の放出を低減すること
の必要性は、ディーゼルエンジンの通常運転に限られるだけではなく、いわゆる活性再生
の間にも該当する。実際、酸素による煤の高温酸化の間、Ｐｔ－リッチワッシュコート上
で生成されたＮＯ2は、煤との反応で完全に消費することができない。
【００１０】
　特許文献１（ＥＰ－Ａ－１５４１２１９）には、（煤フィルター上のＮＯx貯蔵触媒の
組み合わせによって達成される）煤とＮＯxを同時に除去する触媒化された煤フィルター
が開示されている。しかしながらこの解決は、不利な点を有するものである。この理由は
、この技術は、追加的に、（貯蔵と変換及び／又はＮＯxの放出のための、又はＮＯ2の変
換を制限する）他の貴金属、例えばＡｇ及び／又は卑金属を使用する必要があり、このこ
とは、構成を複雑にし、そしてコストが増すばかりでなく、硫黄により弱くなったシステ
ムをもたらすからである。実際に、市販されているディーゼル燃料中に存在する硫黄は、
Ａｇの活性を汚染し得るものであり、従って、システムは、より頻繁に再生することを余
儀なくされ、そして従って、燃料条件がより不利になる。
【００１１】
　特許文献２（ＥＰ１８３７０７６Ａ１）及び特許文献３（ＪＳＡＥ２００７７２３３）
には、触媒化された煤フィルター処方物が開示されている。この煤フィルター処方物は、
活性フィルター再生の間、及び通常ディーゼルエンジン運転の間、ＮＯ2の形成を抑制す
るものである。このような抑制は、ＰＧＭ含有ワッシュコート内に含まれる、混合された
卑金属酸化物、例えばＣｕ、Ｌａ－Ｃｕ、Ｃｏ及びＦｅ酸化物を使用することによって達
成される。またこの場合でも、このような卑金属酸化物を使用することで、（システムを
硫黄に対してより弱くするか、又はＣＯ及びＨＣを完全に酸化することができなくなる）
不利な点が生じる。
【００１２】
　エンジンの運転の間に煤及びＮＯxを除去する替りの方法は、いわゆるＳＣＲ（選択的
触媒還元）触媒を使用するもので、ＳＣＲ触媒は、煤フィルターから分離することが可能
であり、又は煤フィルターと統合（一体化）することができる。両方の場合において、こ
れらの方法は、広く適用可能な最適の解決を与えるものではない。事実、ＳＣＲ触媒、及
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び触媒化された煤フィルターを分離することが、排ガスシステム内の個々の成分の減少を
もたらすのに有利であり得る一方で、このようなシステムはコストが増し、そして還元剤
が必要であること、及び体積が増加するので、その適用性が制限される。他方で、ＳＣＲ
触媒が触媒化された煤フィルターに備えられた場合、システム体積は減少するが、排ガス
ライン内に許容不可能な高い背圧が生じる危険性が増し、及びシステムに還元剤を注入す
る必要性がなお存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】ＥＰ－Ａ－１５４１２１９
【特許文献２】ＥＰ１８３７０７６Ａ１
【特許文献３】ＪＳＡＥ２００７７２３３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従って、本発明の目的は、通常（標準）ディーゼルエンジン運転の間、ＮＯ2による煤
の酸化を確実にし、及び活性再生の間、ＮＯ2の形成反応を抑制する、改良された触媒化
煤フィルターを提供することにある。更に、本発明の目的は、空気規制の限界を（好まし
くは追加的なＮＯx還元システムを必要とすることなく）満たすために、触媒された煤フ
ィルターに存在する未反応のＮＯ2の濃度を可能な限り低くする触媒化された煤フィルタ
ーを提供することにある。従って、触媒化された煤フィルターは、経済的により好ましい
ＮＯ2低減を提供するべきである。追加的に、本発明の目的は、ＮＯ2形成反応の制御とは
別に、ＣＯと未燃焼ＨＣの酸化と低減を補助し、及び従って、ＨＣとＣＯのブレークスル
ーを最小限にし、及びその煤濾過性能を保持する触媒化された煤フィルターを提供するこ
とにある。最後に、本発明の目的は、触媒化された煤フィルターの製造に通常使用される
貴金属成分の希少性と従ってコストのために、触媒組成物中の白金の量が低減され、触媒
化された煤フィルターのコストを、濾過効率を低下させることなく低減可能とする触媒化
された煤フィルターを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　要約
　本発明は、触媒化された煤フィルターであって、
　壁流基材を有し、該壁流基材は、
　入口端、及び出口端、前記入口端と前記出口端の間に延びる基材軸長さ、及び壁流フィ
ルター基材の内壁によって規定された複数の通路を含み；
　前記複数の通路は、開放した入口端と閉じた出口端を有する入口通路、及び閉じた入口
端と開放した出口端を有する出口通路を有し；
　前記入口通路の内部壁は、入口被覆部を有し、該入口被覆部は、前記入口端から入口被
覆部端まで延び、これにより入口被覆部長さを規定し、及び該入口被覆部長さは、基材軸
長さのｘ％であり、そして０＜ｘ≦８０であり；
　出口通路の内部壁は、出口被覆部を有し、該出口被覆部は、出口端から出口被覆端まで
延び、これにより出口被覆部長さを規定し、及び該出口被覆部長さは、基材軸長さの１０
０－ｘ％であり；
　入口被覆部長さは、触媒化された煤フィルターの上流領域を規定しており、及び出口被
覆部長さは触媒化された煤フィルターの下流領域を規定しており；
　前記入口被覆部は、白金（Ｐｔ）及び任意にパラジウム（Ｐｄ）を含む酸化触媒を含み
；
　出口被覆部は、Ｐｄ及び任意にＰｔを含む酸化触媒を含み、前記出口被覆部のＰｔ濃度
は、入口被覆部中のＰｔ濃度よりも低く、及び前記出口被覆部のＰｔ：Ｐｄの質量割合は
、０：１～２：１の範囲であり；
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　前記入口被覆部と前記出口被覆部は、壁流基材上に、０．５～１．５の範囲の被覆積載
割合で存在し、該被覆積載割合は、入口被覆部の積載量（ｉｎ ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２
．５４ｃｍ）3））：出口被覆部の積載量（ｉｎ ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3

））の割合として計算される、ことを特徴とする　触媒化された煤フィルターを提供する
。
【００１６】
　更に、本発明は、　以下の工程、
　（ｉ）ＤＩＮ６６１３３に従う水銀多孔率測定で測定して、多孔率が３８～７５の範囲
であることが好ましい壁流基材を用意する工程、
を含み、ここで、前記壁流基材は、好ましくは、コージライト基材、又はシリコンカーバ
イド基材であり、前記壁流基材は、入口端及び出口端、前記入口端と前記出口端の間に延
びる基材軸長さ、及び壁流フィルターの内壁によって規定された複数の通路を含み、
　前記複数の通路は、開放した入口端と閉じた出口端を有する入口通路、及び閉じた入口
端と開放した出口端を有する出口通路を有し；
　更に以下の工程、
　（ｉｉ）入口通路の内部壁に入口被覆部を施す工程、
　を含み、ここで、前記入口被覆部は、前記入口端から入口被覆部端まで延び、これによ
り入口被覆部長さを規定し、及び該入口被覆部長さは、基材軸長さのｘ％であり、そして
０＜ｘ≦８０であり、これにより、入口被覆部の積載量を予め設定された値に調節してお
り、及び該積載量は、好ましくは０．０５～１（ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3

））の範囲であり、前記入口被覆部は、白金（Ｐｔ）及び任意にパラジウム（Ｐｄ）を含
む酸化触媒を含み；
　更に以下の工程、
　（ｉｉｉ）工程（ｉｉ）の前、又は工程（ｉｉ）と同時、又は工程（ｉｉ）の後に、出
口通路の内部壁に出口被覆部を施す工程、
　を含み、ここで、前記出口被覆部は、出口端から出口被覆端まで延び、これにより出口
被覆部長さを規定し、及び該出口被覆部長さは、基材軸長さの１００－ｘ％であり、これ
により、出口被覆部の積載量を予め設定された値に調節しており、及び該積載量は、好ま
しくは０．０５～１（ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の範囲であり、及び、
前記入口被覆部と前記出口被覆部は、壁流基材上に所定の被覆物積載割合で存在しており
、該被覆物積載割合は、入口被覆部の積載量（ｉｎ ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ
）3））：出口被覆部の積載量（ｉｎ ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の割合
として計算して、０．５：１～１．５：１の範囲であり、
　前記出口被覆部は、Ｐｄ及び任意にＰｔを含む酸化触媒を含み、前記出口被覆部のＰｔ
濃度は、入口被覆部中のＰｔ濃度よりも低く、及び前記出口被覆部のＰｔ：Ｐｄの質量割
合は、０：１～２：１の範囲である、ことを特徴とする上記触媒化された煤フィルターを
製造するための方法を提供する。
【００１７】
　本発明は更に、
排ガスマニホルドを介してディーゼルエンジンと流体的に結合している排ガス導管；
　上記に定義した触媒化された煤フィルター；及び
触媒化された煤フィルターと流体的に結合した状態の、ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）、
選択的触媒性還元（ＳＣＲ）物体、ＮＯx貯蔵、及び還元（ＮＳＲ）触媒性物体の１つ以
上；
を含むディーゼルエンジン排ガス流を処理するためのシステムを提供する。
【００１８】
　本発明は更に、ディーゼルエンジン排ガス流を処理する方法であって、
　前記排ガス流は、煤粒子を含み、
　前記方法は、好ましくは、排ガスをディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）に通した後に、排ガ
ス流を上記に定義した触媒化された煤フィルターと接触させる工程を含み、
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　前記ＤＯＣは、好ましくは、流通基材又は壁流基材を含むことを特徴とする方法を提供
する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】サンプル（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）及び（Ｄ）に従う触媒化された煤フィルター（
実施例１のフィルター）を使用した、ディーゼル排ガスの処理から得られたＮＯ2／ＮＯx

割合を示す図である。
【図２】実施例１．１～１．４に従い製造された、触媒化された煤フィルターサンプル（
Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）及び（Ｄ）の概略スケッチを示し、入口及び出口領域のＰｔ：Ｐｄ
割合、及び入口領域と出口領域の長さを示した図である。
【図３】本発明の実施例（実施例４の触媒）のサンプル（１）、（２）、（３）に従う触
媒化された煤フィルターを使用してディーゼル排ガスを処理した場合の、ＨＣ及びＣＯブ
レークスルーを示した図である。
【図４】実施例（実施例４の触媒）のサンプル（１）、（２）、（３）に従う触媒化され
た煤フィルターを使用したディーゼル排ガスの処理から得られたＮＯ２／ＮＯｘ割合を示
している。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　発明の詳細な説明
　本発明は、触媒化された煤フィルターであって、
　壁流基材を有し、該壁流基材は、
　入口端、及び出口端、前記入口端と前記出口端の間に延びる基材軸長さ、及び壁流フィ
ルター基材の内壁によって規定された複数の通路を含み；
　前記複数の通路は、開放した入口端と閉じた出口端を有する入口通路、及び閉じた入口
端と開放した出口端を有する出口通路を有し；
　前記入口通路の内部壁は、入口被覆部を有し、該入口被覆部は、前記入口端から入口被
覆部端まで延び、これにより入口被覆部長さを規定し、及び該入口被覆部長さは、基材軸
長さのｘ％であり、そして０＜ｘ≦８０であり；
　出口通路の内部壁は、出口被覆部を有し、該出口被覆部は、出口端から出口被覆端まで
延び、これにより出口被覆部長さを規定し、及び該出口被覆部長さは、基材軸長さの１０
０－ｘ％であり；
　入口被覆部長さは、触媒化された煤フィルターの上流領域を規定しており、及び出口被
覆部長さは触媒化された煤フィルターの下流領域を規定しており；
　前記入口被覆部は、白金（Ｐｔ）及び任意にパラジウム（Ｐｄ）を含む酸化触媒を含み
；
　出口被覆部は、Ｐｄ及び任意にＰｔを含む酸化触媒を含み、前記出口被覆部のＰｔ濃度
は、入口被覆部中のＰｔ濃度よりも低く、及び前記出口被覆部のＰｔ：Ｐｄの質量割合は
、０：１～２：１の範囲であり；
　前記入口被覆部と前記出口被覆部は、壁流基材上に、０．５～１．５の範囲の被覆積載
割合で存在し、該被覆積載割合は、入口被覆部の積載量（ｉｎ ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２
．５４ｃｍ）3））：出口被覆部の積載量（ｉｎ ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3

））の割合として計算される、ことを特徴とする　触媒化された煤フィルターに関する。
【００２１】
　通常、本発明の触媒化された煤フィルターの入口被覆部長さ及び出口被覆部長さに関し
、これらが上記に定義した範囲内であれば、特定の制限はない。入口被覆部は、基材軸長
さに対して、好ましくは、２０～８０％であり、より好ましくは２０～７０％、及びより
好ましくは２０～６０％、より好ましくは２０～５０％である。従って、出口被覆部は、
基材軸長さに対して、好ましくは、２０～８０％であり、より好ましくは３０～８０％、
及びより好ましくは４０～８０％、より好ましくは５０～８０％である。
【００２２】
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　従って、本発明は、ｘが２０～８０の範囲、特に２０～５０の範囲である、上記に定義
した触媒化された煤フィルターにも関する。ｘの好ましい値は、例えば、２０～３０の範
囲、又は２５～３５、又は３０～４０、又は３５～４５、又は４０～５０の範囲である。
【００２３】
　本発明に従えば、入口被覆長さは、基材軸長さのｘ％であり、且つ０＜ｘ≦８０であり
、及び第１の出口被覆部長さは、基材軸長さの１００－ｘ％である。その結果、入口被覆
部長さと出口被覆部長さの合計は、基材軸長さと等しくなっても良い。しかしながら、製
造技術のために、入口被覆部長さと出口被覆部長さは、所定の部分が重なっていても良い
（「重なり領域」）。入口被覆部長さと出口被覆部長さの合計が、基材軸長さよりも僅か
に短く、この結果、入口被覆部端と出口被覆部端の間に小さな隙間が存在し、与えられた
内壁上で、前記内壁の所定の部分が、入口被覆で被覆されておらず、又出口被覆で被覆さ
れてもいない（「隙間領域」）ことも考えられる。与えられた内壁の、このような隙間領
域及び／又は重なり領域は、存在する場合、通常、最大で基材軸長さの１％、好ましくは
最大で基材軸長さの０．５％、より好ましくは最大で基材軸長さの０．１％である。より
好ましくは、本発明の触媒化された煤フィルターは、このような隙間領域を有していない
。
【００２４】
　本発明に従えば、入口被覆部は、Ｐｔ及び任意にＰｄを含む酸化触媒を含む。Ｐｔ及び
任意にＰｄに加え、入口被覆部は更に、少なくとも１種の他の酸化触媒、例えば少なくと
も１種の更なる白金族金属、例えばルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、オスミウム
（Ｏｓ）、及び／又はイリジウム（Ｉｒ）を含むことが考えられるが、入口被覆部に含ま
れる酸化触媒は、Ｐｔ及び任意にＰｄから成ることが特に好ましい。
【００２５】
　更に、本発明に従えば、出口被覆部は、Ｐｄ及び任意にＰｔを含んだ酸化触媒を含む。
特に、出口被覆部中のＰｔ濃度は、入口被覆部のＰｔ濃度よりも低い。Ｐｄ及び任意にＰ
ｔに加え、出口被覆部は更に、少なくとも１種の他の酸化触媒、例えば少なくとも１種の
更なる白金族金属、例えばルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、オスミウム（Ｏｓ）
、及び／又はイリジウム（Ｉｒ）を含むことが考えられるが、出口被覆部に含まれる酸化
触媒は、Ｐｄ及び任意にＰｔから成ることが特に好ましい。
【００２６】
　従って、本発明は、入口被覆部に含まれる酸化触媒が、Ｐｔ及び任意にＰｄから成り、
及び出口被覆部に含まれる酸化触媒が、Ｐｄ及び任意にＰｔから成り、及び出口被覆部中
のＰｔ濃度が入口被覆部中のＰｔ濃度よりも低いものである、上記に定義した触媒化され
た煤フィルターにも関する。
【００２７】
　本発明に従えば、入口被覆部及び出口被覆部は、壁流基材上に所定の被覆物積載割合で
存在しており、該被覆物積載割合は、入口被覆部の積載量（ｉｎ ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（
２．５４ｃｍ）3））：出口被覆部の積載量（ｉｎ ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ
）3））の割合として計算して、０．５～１．５の範囲である。本発明において使用され
る「入口被覆部」という用語は特に、壁流基材の入口通路の内壁上に適切に施されたワッ
シュコートに関する。本発明において使用される「出口被覆部」という用語は特に、壁流
基材の出口通路の内壁上に適切に施されたワッシュコートに関する。更に、本発明におい
て使用される、与えられた被覆物の「積載量」は、本発明に従い使用される壁流基材の、
各被覆物が施される（次いで触媒化された煤フィルターを乾燥させ、及びか焼される）前
と後の質量測定によって決定される積載量である。このことについては、後述する。
【００２８】
　本発明の触媒化された煤フィルターの被覆物積載割合は、好ましくは０．５を超え、１
．５未満の範囲、より好ましくは０．６～１．５の範囲、より好ましくは０．７～１．３
の範囲、より好ましくは０．７５～１．２５の範囲、より好ましくは０．８～１．２の範
囲、より好ましくは０．８５～１．１５の範囲、より好ましくは０．９～１．１の範囲、
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より好ましくは０．９５～１．０５の範囲である。従って、被覆物積載割合の代表的に好
ましい値は、例えば、０．９５、０．９６、０．９７、０．９８、０．９９、１．００、
１．０１、１．０２、１．０３、１．０４、１．０５である。
【００２９】
　従って、本発明は、上記に定義した触媒化された煤フィルターであって、被覆物積載割
合が、０．７５～１．２５の範囲、好ましくは０．８５～１．１５の範囲、より好ましく
は０．９５～１．０５の範囲である触媒化された煤フィルターに関する。
【００３０】
　通常、入口被覆部の積載量と出口被覆部の積載量に関しては、特定の制限は存在しない
。好ましくは、本発明の触媒化された煤フィルターは、積載量が０．０５～１ ｇ／ｉｎ
ｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲の入口被覆部を有する。入口被覆部は、積載量が
、好ましくは０．０６～０．９ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲、より好
ましくは０．０７～０．８ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲、より好まし
くは０．０８～０．７ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲、より好ましくは
０．０９～０．６ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲、及び更により好まし
くは０．１～０．５ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲である。更により好
ましくは、入口被覆部は、積載量が、０．１５～０．４ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４
ｃｍ）3）の範囲、より好ましくは０．２～０．３ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）
3）の範囲である。入口被覆部の積載量の代表的な値は、例えば、０．２０又は０．２２
又は０．２４又は０．３５又は０．２６又は０．２８又は０．３０である。本発明の好ま
しい実施の形態では、被覆部積載割合は、上述した好ましい範囲であり、入口被覆部の積
載量、及び出口被覆部の積載量は、互いに独立して選択することができる。好ましくは、
本発明の触媒化された煤フィルターは、出口被覆部が、０．０５～１ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ
／（２．５４ｃｍ）3）の範囲である。出口被覆部は、積載量が、好ましくは０．０６～
０．９ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲、より好ましくは０．０７～０．
８ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲、より好ましくは０．０８～０．７ｇ
／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲、より好ましくは０．０９～０．６ｇ／ｉ
ｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲、及び更により好ましくは０．１～０．５ｇ／
ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲である。更により好ましくは、出口被覆部は
、積載量が、０．１５～０．４ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲、より好
ましくは０．２～０．３ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲である。出口被
覆部の積載量の代表的な値は、例えば、０．２０又は０．２２又は０．２４又は０．３５
又は０．２６又は０．２８又は０．３０である。更により好ましい実施の形態では、入口
被覆部の積載量は、出口被覆部の積載量と基本的に同じであり、より好ましくは、同じで
ある。
【００３１】
　従って、本発明は、上記に定義した触媒化された煤フィルターであって、入口被覆部（
入口被覆物）の積載量が、０．０５～１ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲
、好ましくは０．１～０．５、より好ましくは０．２～０．３ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２
．５４ｃｍ）3）の範囲であり、及び出口被覆部（出口被覆物）の積載量が、０．０５～
１ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲、好ましくは０．１～０．５、より好
ましくは０．２～０．３ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲である触媒化さ
れた煤フィルターに関する。
【００３２】
　本発明に従えば、入口被覆部は、白金（Ｐｔ）及び任意にパラジウム（Ｐｄ）を含む酸
化触媒を含む。上述したように、入口被覆部は、好ましくは、Ｐｔ及び任意にＰｄから成
る酸化触媒を含むことが好ましい。入口被覆部において、ＰｔのＰｄに対する好ましい質
量割合、Ｐｔ：Ｐｄは、１：０（入口被覆部中にＰｔのみが存在することを意味する）～
２．５：１の範囲である。より好ましくは、入口被覆部におけるＰｔ：Ｐｄの質量割合は
、１：０～２．４の範囲、より好ましくは１：０～２．３の範囲、より好ましくは１：０
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～２．２の範囲、より好ましくは１：０～２．１の範囲である。従って、本発明は、上記
に定義した触媒化された煤フィルターであって、入口被覆部におけるＰｔ：Ｐｄの質量割
合が、１：０～２．５：１の範囲、好ましくは１：０～２．１：１の範囲である触媒化さ
れた煤フィルターに関する。
【００３３】
　本発明の特定の実施の形態では、入口被覆部に含まれる酸化触媒は、Ｐｔ及びＰｄを含
み、そしてＰｔ及びＰｄから成ることが更に好ましい。これらの実施の形態について、Ｐ
ｔ：Ｐｄの質量割合は、好ましくは０．１～２．５の範囲であり、より好ましくは０．５
～２．４、より好ましくは１．０～２．３、より好ましくは１．５～２．２、及びより好
ましくは２．０～２．１の範囲である。
【００３４】
　本発明の更なる特定の実施の形態に従えば、入口被覆部に含まれる酸化触媒は、Ｐｔに
対して、より低い量のＰｄを含む。特に、入口被覆部が、酸化触媒としてＰｔのみを含む
ことが好ましいと考えられる。従って、本発明は、触媒化された煤フィルターであって、
入口被覆部で、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合が、１：０～２：１の範囲、好ましくは１：０から
２：１未満、より好ましくは１：０～１：１、より好ましくは１：０から１：１未満の範
囲であり、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合が、より好ましくは１：０である触媒化された煤フィル
ターに関する。
【００３５】
　通常、本発明の触媒化された煤フィルターの出口被覆部について、Ｐｔ：Ｐｄの質量割
合は、０：１～２：１の範囲である。より好ましくは、最大値が、２：１未満、例えば１
．８：１又は１．６：１又は１．４：１又は１．２：１又は１：１、好ましくは１：１、
より好ましくは１：１未満、例えば０．８：１又は０．６：１又は０．４：１又は０．２
：１又は０：１である。本発明の極めて好ましい実施の形態に従えば、酸化触媒としての
出口被覆部は、Ｐｄのみを含む。
【００３６】
　従って、本発明は、上記に定義した触媒化された煤フィルターであって、出口被覆部で
のＰｔ：Ｐｄの質量割合が、０：１から２：１未満、より好ましくは０：１～１：１、よ
り好ましくは０：１から１：１未満の範囲である触媒化された煤フィルターに関する。
【００３７】
　特に好ましい実施の形態に従えば、本発明は上記に定義した触媒化された煤フィルター
であって、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合が０：１である触媒化された煤フィルターに関する。
【００３８】
　（一方の）入口被覆部におけるＰｔ及び任意にＰｄの質量の合計、及び（他方の）出口
被覆部におけるＰｄ及び任意にＰｔの質量の合計の質量割合は通常、適切に選ぶことがで
き、ここで前提とされるのは、入口被覆部と出口被覆部が、０．５～１．５の範囲の被覆
物積載割合で壁流基材上に存在し、この被覆物積載割合は、入口被覆部の積載量（ｉｎ 
ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））：出口被覆部の積載量（ｉｎ ｇ／ｉｎｃｈ3

（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の割合として計算され、又は上記に定義したそれぞれの好
ましい範囲であることであり、そして更に前提とされるのは、出口被覆部のＰｔ濃度が入
口被覆部のＰｔ濃度よりも低いことである。本発明の代表的な実施の形態に従えば、入口
被覆部におけるＰｔ及び任意にＰｄの質量の合計の、出口被覆部におけるＰｄ及び任意に
Ｐｔの質量の合計に対する質量割合が、１：６～１０：１の範囲である。
【００３９】
　本発明の特定の実施の形態に従えば、入口被覆部におけるＰｔ及び任意にＰｄの質量の
合計の、出口被覆部におけるＰｄ及び任意にＰｔの質量の合計に対する質量割合は、１：
６～２：１の範囲である。より好ましくは、この質量範囲は、１：５～１．７：１の範囲
、より好ましくは１：４～１．３：１の範囲、より好ましくは１．３～１．１の範囲であ
る。従って、本発明は、上記に定義した触媒化された煤フィルターであって、入口被覆部
におけるＰｔ及び任意にＰｄの質量の合計の、出口被覆部におけるＰｄ及び任意にＰｔの
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質量の合計に対する質量割合が、１：６～２：１の範囲、好ましくは１：３～１：１の範
囲である触媒化された煤フィルターに関する。
【００４０】
　特に、この特定の実施の形態に関して、酸化触媒がＰｔから成る入口被覆部を有する（
すなわち入口被覆部がＰｄを含まず、及びＰｔ以外の白金族金属を含まない）触媒化され
た煤フィルターが好ましい。更に、この特定の実施の形態に関し、酸化触媒がＰｄから成
る出口被覆部を有する（すなわち出口被覆部がＰｔを含まず及びＰｄ以外の白金族金属を
含まない）触媒化された煤フィルターが好ましい。
【００４１】
　この特定の実施の形態の入口被覆部中のＰｔ濃度を限定するものではないが、Ｐｔ濃度
は、好ましくは０．３～２ｇ／ｆｔ3の範囲、より好ましくは０．４～１．５ｇ／ｆｔ3（
ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の範囲、より好ましくは０．５～１ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．
４８ｃｍ）3）の範囲である。この特定の実施の形態の出口被覆部中のＰｄ濃度を限定す
るものではないが、Ｐｄ濃度は、好ましくは０．３～５ｇ／ｆｔ3の範囲、より好ましく
は０．４～４ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の範囲、より好ましくは０．５～３
ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の範囲である。
【００４２】
　従って、本発明は、上記に定義した触媒化された煤フィルターであって、入口被覆部で
、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合が１：０であり、及びＰｔの濃度が０．５～１ｇ／ｆｔ3（ｇ／
（３０．４８ｃｍ）3）の範囲であり、及び出口被覆部で、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合が０：
１であり、及びＰｄの濃度が０．５～３ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の範囲で
ある触媒化された煤フィルターに関する。
【００４３】
　本発明の更なる特定の実施の形態に従えば、入口被覆部におけるＰｔ及び任意にＰｄの
質量の合計の、出口被覆部におけるＰｄ及び任意にＰｔの質量の合計に対する質量割合は
、２．４：１～１０：１の範囲である。この質量割合は、より好ましくは２．５：１～９
．５：１の範囲、より好ましくは３：１～９：１の範囲、より好ましくは４：１～８．５
：１の範囲、より好ましくは５：１～８：１の範囲である。従って、本発明は、上記に定
義した触媒化された煤フィルターであって、入口被覆部におけるＰｔ及び任意にＰｄの質
量の合計の、出口被覆部におけるＰｄ及び任意にＰｔの質量の合計に対する質量割合が、
２．４：１～１～１０：１の範囲、好ましくは５：１～８：１の範囲の触媒化された煤フ
ィルターにも関する。
【００４４】
　特に、この特定の実施の形態について、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合が１：０～１：１の範囲
、例えば５０：１～１：１、又は２０：１～１：１、又は１０：１～１：１、又は５：１
～１：１、又は２：１～１：１の入口被覆物を有する、触媒化された煤フィルターが好ま
しい。この特定の実施の形態について、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合が０：１～２：１の範囲、
例えば１：５０～１：１、又は１：２０～１：１、又は１：１０～１：１、又は１：５～
１：１、又は１：２～１：１の出口被覆物を有する、触媒化された煤フィルターが好まし
い。最も好ましくは、この特定の実施の形態について、出口被覆部におけるＰｔ：Ｐｄの
質量割合は０：１である。
【００４５】
　この特定の実施の形態の入口被覆部中のＰｔ濃度を限定するものではないが、Ｐｔ濃度
は、好ましくは５～１００ｇ／ｆｔ3の範囲、より好ましくは１０～６０ｇ／ｆｔ3（ｇ／
（３０．４８ｃｍ）3）の範囲、より好ましくは１５～４０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８
ｃｍ）3）の範囲、例えば２０～４０ｇ／ｆｔ3又は２５～３０ｇ／ｆｔ3の範囲である。
【００４６】
　この特定の実施の形態の出口被覆部中のＰｄ濃度を限定するものではないが、Ｐｄ濃度
は、好ましくは１～１０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の範囲、より好ましくは
２～８ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の範囲、より好ましくは４～６ｇ／ｆｔ3
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（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の範囲である。
【００４７】
　従って、本発明は、上記に定義した触媒化された煤フィルターであって、入口被覆部で
、Ｐｔ：Ｐｄの質量割合が１：０～１：１の範囲、好ましくは１：０～０：４の範囲であ
り、及びＰｔの濃度が５～１００ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の範囲、好まし
くは１０～６０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の範囲、より好ましくは１５～４
０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の範囲であり、及び出口被覆部で、Ｐｔ：Ｐｄ
の質量割合が０：１～１：１の範囲、好ましくは０：１の範囲であり、及びＰｄの濃度が
１～１０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の範囲、好ましくは２～８ｇ／ｆｔ3（
ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の範囲、より好ましくは４～６ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８
ｃｍ）3）の範囲である触媒化された煤フィルターに関する。
【００４８】
　本発明において特に好ましい触媒化された煤フィルターは、出口被覆部が酸化触媒を含
み、該酸化触媒がＰｄから成り、及びＰｔを含まず、及びＰｄ及びＰｔ以外の白金族金属
を含まないことを特徴とする。入口被覆部について、Ｐｔ及び任意にＰｄとは別に、Ｐｔ
及び任意にＰｄ以外の白金族金属を含まないことが好ましい。従って、本発明は、上記に
定義した触媒化された煤フィルターであって、入口被覆部に含まれる酸化触媒がＰｔ及び
任意にＰｄから成り、及び出口被覆部に含まれる酸化触媒がＰｄから成る触媒化された煤
フィルターに関する。
【００４９】
　本発明の好ましい実施の形態に従えば、入口被覆部は、少なくとも１種の多孔性担体材
料を含む。特定の限定をなすものではないが、多孔性担体材料は、耐火性金属酸化物であ
ることが好ましい。より好ましくは、入口被覆部の多孔性材料は、アルミナ、ジルコニア
、シリカ、チタニア、希土類金属酸化物、例えば、セリウム、プラセオジム、ランタン、
ネオジム、及びサマリウムの酸化物、シリカ－アルミナ、アルミノ－シリケート、アルミ
ナ－ジルコニア、アルミナ－クロミア、アルミナ－希土類金属酸化物、チタニア－シリカ
、チタニア－ジルコニア、チタニア－アルミナ、及びこれらの２種以上の混合物から成る
群から選ばれる。より好ましくは、少なくとも１種の多孔性担体材料は、Ａｌ2Ｏ3、Ｚｒ
Ｏ2、ＣｅＯ2、ＳｉＯ2及びこれらの２種以上の混合物から成る群から選ばれる。
【００５０】
　本発明の好ましい実施の形態に従えば、出口被覆部は、少なくとも１種の多孔性担体材
料を含む。特定の限定をなすものではないが、多孔性の担体材料が耐火性の金属酸化物で
あることが好ましい。より好ましくは、出口被覆部の多孔性担体材料は、アルミナ、ジル
コニア、シリカ、チタニア、希土類金属酸化物、例えば、セリウム、プラセオジム、ラン
タン、ネオジム、及びサマリウムの酸化物、シリカ－アルミナ、アルミノ－シリケート、
アルミナ－ジルコニア、アルミナ－クロミア、アルミナ－希土類金属酸化物、チタニア－
シリカ、チタニア－ジルコニア、チタニア－アルミナ、及びこれらの２種以上の混合物か
ら成る群から選ばれる。より好ましくは、少なくとも１種の多孔性担体材料は、Ａｌ2Ｏ3

、ＺｒＯ2、ＣｅＯ2、ＳｉＯ2及びこれらの２種以上の混合物から成る群から選ばれる。
【００５１】
　従って、本発明は、上記に定義した触媒化された煤フィルターであって、入口被覆部及
び出口被覆部が、少なくとも１種の多孔性材料を含み、入口被覆部の少なくとも１種の多
孔性担体材料が、Ａｌ2Ｏ3、ＺｒＯ2、ＣｅＯ2、ＳｉＯ2及びこれらの２種以上の混合物
から成る群から選ばれ、及び出口被覆部の少なくとも１種の多孔性担体材料が、Ａｌ2Ｏ3

、ＺｒＯ2、ＣｅＯ2、ＳｉＯ2及びこれらの２種以上の混合物から成る群から選ばれる触
媒化された煤フィルターにも関する。
【００５２】
　好ましい実施の形態に従えば、入口被覆部及び／又は出口被覆部の耐火性金属酸化物は
、基本的に、アルミナでできており、より好ましくはガンマアルミナ又は活性アルミナ、
例えばガンマ又はエータアルミナでできている。好ましくは、活性化アルミナは、比表面
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積が、ＢＥＴ表面積測定に従い測定して、６０～３００ｍ2／ｇ、好ましくは９０～２０
０ｍ2／ｇ、最も好ましくは１００～１８０ｍ2／ｇである。従って、本発明は、上記に定
義した触媒化された煤フィルターであって、入口被覆部の担体材料が、Ａｌ2Ｏ3、好まし
くはガンマ－Ａｌ2Ｏ3であり、及び出口被覆部の担体材料が、Ａｌ2Ｏ3、好ましくはガン
マ－Ａｌ2Ｏ3である触媒化された煤フィルターにも関する。
【００５３】
　本発明の触媒化された煤フィルターのために有用な壁流基材は、複数の微細な、（基材
の長さ方向に沿って延びている）実質的に平行な流通通路を有している。各通路は、基材
本体の一端で閉塞され、及び交互する通路が対向する端部‐面で閉塞されている。このよ
うなモノリス担体は、断面１平方インチ（（２．５４ｃｍ）2）当たり約４００個までの
流通通路（又は「セル」）を有していても良いが、これよりも大きく下回る数であっても
良い。例えば、担体は、１平方インチ当たり（“ｃｐｓｉ”）、７～４００個、好ましく
は１００～４００個のセルを有していても良い。セルは、長方形、正方形、円、長円、三
角形、六角形、又は他の多角形の形状を有することができる。
【００５４】
　好ましい壁流基材は、セラミック状材料、例えばコージライト、アルファ－アルミナ、
シリコンカーバイド、シリコンニトリド、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、又はジルコニウムシリケートでできており、又は耐火性金属、例
えばステンレススチールでできている。好ましい壁流基材は、コージライト及びシリコン
カーバイドでできている。このような材料は、排ガスの処理中に遭遇する環境、特に高温
に耐えることができる。セラミック壁流基材は、典型的には、多孔率が約４０～７０の材
料で形成される。ここで、「多孔率」という用語は、ＤＩＮ６６１３３に従う水銀多孔率
測定に従い測定されると理解される。本発明に従えば、壁流基材は、多孔率が３８～７５
であることが好ましい。
【００５５】
　従って、本発明は、上記に定義した触媒化された煤フィルターであって、壁流基材が、
ＤＩＮ６６１３３に従う水銀多孔率測定に従い測定して、３８～７５の範囲の多孔率(por
osity)を有し、及び壁流基材が、好ましくはコージライト基材、又はシリコンカーバイド
基材である触媒化された煤フィルターにも関する。
【００５６】
　例えば、ある構造（形態）では、多孔性が６０であり、及び平均孔径が約１５～２５ミ
クロンの壁流基材が適切な排ガス流を提供する。他の特定の実施の形態では、構造に、例
えば１７ｍｉｌ壁（１ｍｉｌは、０．０２５４ｍｍに相当する）を有する、及び１００ｃ
ｐｓｉを有する壁流基材、及び１２～１４ｍｉｌ壁を有する、及び３００ｃｐｓｉを有す
る壁流基材が使用される。
【００５７】
　通常、本発明の触媒化された煤フィルターの基材軸長さについて制限はない。基材軸方
向長さは、主として、本発明の触媒化された煤フィルターの意図された使用に依存する。
使用される触媒化された煤フィルターの代表的な基材軸長さは、例えば自動車分野では、
４～１０ｉｎ（１０．１６ｃｍ～２５．４ｃｍ）、好ましくは６～８ｉｎ（１５．２４ｃ
ｍ～２０．３２ｃｍ）の範囲である。
【００５８】
　壁流基材上に存在する本発明の各被覆物は、上述した多孔性担体材料を少なくとも１種
含む、それぞれのワッシュコート組成物から形成される。他の添加剤、例えばバインダー
及び安定化剤もワッシュコート組成物中に含むことができる。このような安定化剤は、第
１の入口被覆部内にでも、又は第１の出口被覆部にでも、又は後述する更なる出口被覆部
にでも含めることができる。米国特許Ｎｏ．４７２７０５２に開示されているように、多
孔性担体材料、例えば活性化アルミナを熱的に安定化させ、昇温下でのガンマからアルフ
ァへの望ましくないアルミナ相変態を抑制することができる。安定化剤は、マグネシウム
、バリウム、カルシウム、及びストロンチウム、好ましくはストロンチウム及びバリウム
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から成る群から選ばれる少なくとも１種のアルカリ土類金属成分から選ぶことができる。
存在する場合、安定化剤材料は、約０．０１ｇ／ｉｎ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））～０
．１５ｇ／ｉｎ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の量で被覆物中に加えられる。
【００５９】
　与えられる被覆物は、内壁の表面に配置される。更に、与えられる被覆物が（内壁の表
面上、又は更に他の被覆物上に施された）他の被覆物の上に配置されることが考えられる
。更に、与えられる被覆物は、多孔性の内壁、又は（上記与えられる被覆物が施される）
被覆物に部分的に浸透しても良い。
【００６０】
　壁流基材の内壁上に施されるワッシュコート組成物を製造するために、適切なＰｔ及び
／又はＰｄ成分前駆体を、適切な多孔性担体材料、好ましくは（以下に記載するように）
上述した耐火性金属酸化物に分散させることが好ましい。より好ましくは、水溶性又は水
分散性Ｐｔ及び／又はＰｄ成分前駆体が、適切な多孔性担体材料、好ましくは適切な耐火
性金属酸化物に含浸され、次に乾燥工程と固定（固着）工程が行われる。適切なＰｔ及び
／又はＰｄ成分前駆体は、例えば、カリウム白金クロリド、アンモニウム白金チオシアネ
ート、アミン溶解白金ヒドロキシド、塩化白金酸、パラジウムニトレート、及びこれらに
類似するものを含む。他の適切な前駆体は、この技術分野の当業者にとって明白である。
含浸された担体材料は、好ましくはその上に固定（固着）されたＰｔ及び／又はＰｄ成分
と一緒に乾燥される。通常、乾燥温度は、６０～２５０℃、好ましくは９０～２１０℃、
より好ましくは１００～１５０℃である。乾燥は、適切な雰囲気内で、Ｎ2又は好ましく
は空気を使用して行うことができる。乾燥の後、適切なか焼によって、及び／又は他の適
切な方法、例えば酢酸での処理によって、最終的にＰｔ及び／又はＰｄ成分を担体材料上
に固定させることが好ましい。通常、水溶性の状態のＰｔ及び／又はＰｄ成分を使用した
方法が適切である。通常、か焼温度は、２５０～８００℃の範囲、好ましくは３５０～７
００℃の範囲、より好ましくは４００～６００℃の範囲である。か焼は、任意の適切な雰
囲気内で行うことができ、Ｎ2又は空気が好ましい。例えば、か焼によって、触媒的に活
性な元素Ｐｔ及び／又はＰｄ、又はそれぞれの酸化物が得られる。本発明において使用さ
れる、最終的に得られた触媒化された煤フィルター中に存在する「Ｐｔ成分」又は「Ｐｄ
成分」という用語は、触媒的に活性なＰｔ及び／又はＰｄの状態のＰｔ及び／又はＰｄ成
分、又はこれらの酸化物、又は元素Ｐｔ及び／又はＰｄの混合物、及びこれらの酸化物を
意味すると理解される。
【００６１】
　従って本発明は、以下の工程、
　（ｉ）ＤＩＮ６６１３３に従う水銀多孔率測定で測定して、多孔率が３８～７５の範囲
であることが好ましい壁流基材を用意する工程、
を含み、ここで、前記壁流基材は、好ましくは、コージライト基材、又はシリコンカーバ
イド基材であり、前記壁流基材は、入口端及び出口端、前記入口端と前記出口端の間に延
びる基材軸長さ、及び壁流基材の内壁によって規定された複数の通路を含み、
　前記複数の通路は、開放した入口端と閉じた出口端を有する入口通路、及び閉じた入口
端と開放した出口端を有する出口通路を有し；
　更に以下の工程、
　（ｉｉ）入口通路の内部壁に入口被覆部を施す工程、
　を含み、ここで、前記入口被覆部は、前記入口端から入口被覆部端まで延び、これによ
り入口被覆部長さを規定し、及び該入口被覆部長さは、基材軸長さのｘ％であり、そして
０＜ｘ≦８０であり、これにより、入口被覆部の積載量を予め設定された値に調節してお
り、及び該積載量は、好ましくは０．０５～１（ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3

））の範囲であり、前記入口被覆部は、白金（Ｐｔ）及び任意にパラジウム（Ｐｄ）を含
む酸化触媒を含み；
　更に以下の工程、
　（ｉｉｉ）工程（ｉｉ）の前、又は工程（ｉｉ）と同時、又は工程（ｉｉ）の後に、出
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口通路の内部壁に出口被覆部を施す工程、
　を含み、ここで、前記出口被覆部は、出口端から出口被覆端まで延び、これにより出口
被覆部長さを規定し、及び該出口被覆部長さは、基材軸長さの１００－ｘ％であり、これ
により、出口被覆部の積載量を予め設定された値に調節しており、及び該積載量は、好ま
しくは０．０５～１（ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の範囲であり、及び、
前記入口被覆部と前記出口被覆部は、壁流基材上に所定の被覆物積載割合で存在しており
、該被覆物積載割合は、入口被覆部の積載量（ｉｎ ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ
）3））：出口被覆部の積載量（ｉｎ ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の割合
として計算して、０．５：１～１．５：１の範囲であり、
　前記出口被覆部は、Ｐｄ及び任意にＰｔを含む酸化触媒を含み、前記出口被覆部のＰｔ
濃度は、入口被覆部中のＰｔ濃度よりも低く、及び前記出口被覆部のＰｔ：Ｐｄの質量割
合は、０：１～２：１の範囲である、ことを特徴とする上記に記載の触媒化された煤フィ
ルターを製造するための方法にも関する。
【００６２】
　本発明の触媒化された煤フィルターについての長さ、濃度等の好ましい値の範囲は、上
記に定義した。
【００６３】
　本発明の触媒化された煤フィルターは、特にディーゼル排ガス放出の処理のための１種
以上の追加的な成分を含む排ガス導管内の、統合（一体化）された排ガス処理システムに
使用することができる。例えば、（最も好ましくは、ディーゼルエンジンと流体的に結合
している）このような排ガス導管は、本発明に従う触媒化された煤フィルターを含んでい
ても良く、及び更にディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）物体及び／又は選択的触媒性還元（Ｓ
ＣＲ）物体、及び／又はＮＯx貯蔵及び還元（ＮＳＲ）触媒物体を含んでいても良い。最
も好ましくは、ＤＯＣ物体及び／又はＳＣＲ物体及び／又はＮＳＲ物体は、触媒化煤フィ
ルターと流体的に結合している。ディーゼル酸化触媒は、触媒化された煤フィルター及び
／又は選択的触媒性還元成分の上流又は下流に配置することができる。より好ましくは、
本発明の触媒化された煤フィルターは、ＤＯＣ物体の下流に配置される。更に好ましくは
、本発明の触媒化された煤フィルターは、ＳＣＲ物体(SCR article)の上流又は下流に配
置される。
【００６４】
　従って、本発明は、上記に定義した触媒化された煤フィルターであって、ディーゼルエ
ンジン排ガス流を処理するためのシステムに含まれ、及び該システムは更に、排ガスマニ
ホルドを介してディーゼルエンジンと流体的に結合している排ガス導管を含み、及び更に
、以下の：ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）、選択的触媒性還元（ＳＣＲ）物体、ＮＯx貯
蔵、及び還元（ＮＳＲ）触媒性物体(reduction (NSR)catalytic article)の１つ以上を、
触媒化された煤フィルターと流体的に結合した状態で含むことを特徴とする触媒化された
煤フィルターに関する。
【００６５】
　更に好ましくは、本発明の触媒化された煤フィルターの下流には、システムに含まれる
ＮＯx還元触媒性物体が存在せず、好ましくはＮＯx貯蔵、及び還元（ＮＳＲ）触媒性物体
が存在しない。
【００６６】
　排ガス導管内に使用するための適切なＳＣＲ物体は、典型的には、Ｏ2と任意の過剰の
ＮＨ3～Ｎ2及びＨ2Ｏとの反応に触媒作用を及ぼすことができ、これにより、ＮＨ3が大気
に放出されない。排ガス導管内に使用される有用なＳＣＲ触媒組成物は、６５０℃を超え
る温度に対して耐熱性をも有しているべきである。このような高温は、上流の触媒化され
た煤フィルターの再生の間に遭遇しても良いものである。適切なＳＣＲ物体は、例えば、
ＵＳ４９６１９１７及びＵＳ５５１６４９７に記載されている。適切なＳＣＲ物体は、鉄
及び銅の促進剤（助触媒）の一方又は両方を、典型的には、ゼオライト中に、促進剤とゼ
オライトの合計質量に対して、約０．１～３０質量％、好ましくは約１～５質量％で含む
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。典型的なゼオライトは、ＣＨＡフレームワーク構造を示す。
【００６７】
　本発明の特に好ましい実施の形態に従えば、本発明の触媒化された煤フィルターは、Ｄ
ＯＣの下流に配置される。このような配置では、本発明の触媒化された煤フィルターは、
煤の燃焼の間、ＨＣ及びＣＯが低減される（このことは、本発明のフィルターの上流領域
で達成されることが最も好ましい）という有利性を有する。更に、後部領域の特定の設計
は、触媒化された煤フィルターの下流領域において、生成されるＮＯxを可能な限り低く
することを確実化する。従って、ＤＯＣの下流で、本発明の触媒化された煤フィルターは
、ディーゼル排ガスの処理について、その浄化機能において非常に有利であることがわか
った。
【００６８】
　従って、本発明は、上記に定義した触媒化された煤フィルターであって、ディーゼルエ
ンジン排ガス流を処理するためのシステムに含まれ、及び該システムは更に、排ガスマニ
ホルドを介してディーゼルエンジンと流体的に結合している排ガス導管を含み、及び更に
、ディーゼル酸化触媒を含み、そして触媒化された煤フィルターがＤＯＣの下流に配置さ
れている触媒化された煤フィルターに関する。
【００６９】
　本発明はまた、ディーゼルエンジン排ガス流を処理するための方法に使用するための触
媒化された煤フィルターであって、前記排ガス流は、煤粒子を含み、前記方法は、好まし
くは排ガスをディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）に通した後に、排ガス流を触媒化された煤フ
ィルターと接触させる工程を含み、前記ＤＯＣは、好ましくは、流通基材又は壁流基材を
含むことを特徴とする触媒化された煤フィルターに関する。同様に、本発明は、上記に定
義した触媒化された煤フィルターを、ディーゼルエンジン排ガス流を処理するために使用
する方法であって、上記排ガス流は、煤粒子を含み、上記方法は、好ましくは、排ガスを
ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）に通した後に、排ガス流を触媒化された煤フィルターと接
触させる工程を含み、上記ＤＯＣは、好ましくは、流通基材又は壁流基材を含むことを特
徴とする方法に関する。
【００７０】
　更に本発明は、ディーゼルエンジン排ガス流を処理するためのシステムであって、
　排ガスマニホルドを介してディーゼルエンジンと流体的に結合している排ガス導管；
　上記に定義した触媒化された煤フィルター；及び
　触媒化された煤フィルターと流体的に結合した状態の、以下の：ディーゼル酸化触媒（
ＤＯＣ）、選択的触媒性還元（ＳＣＲ）物体、ＮＯx貯蔵、及び還元（ＮＳＲ）触媒性物
体の１つ以上を含むことを特徴とするシステムに関する。
【００７１】
　好ましくは、このシステムで、触媒化された煤フィルターは、ＤＯＣの下流に配置され
る。より好ましくは、システムは、ＮＯx還元触媒物体を含まず、及びより好ましくは、
システムはＮＯx貯蔵、及び還元（ＮＳＲ）触媒物体を含まない。
【００７２】
　従って、本発明は、ディーゼルエンジン排ガス流を処理する方法であって、
　上記排ガス流は、煤粒子を含み、
　上記方法は、好ましくは、排ガスをディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）に通した後に、排ガ
ス流を上記に定義した触媒化された煤フィルターと接触させる工程を含み、
　上記ＤＯＣは、好ましくは、流通基材又は壁流基材を含むことを特徴とする方法に関す
る。
【００７３】
　本発明の任意的な実施の形態に従えば、この方法は更に、ＤＯＣから、又は触媒化され
た煤フィルターから得られた排ガス流を、選択的触媒性還元（ＳＣＲ）物体に通す工程を
含む。
【００７４】
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　以下に実施例を使用して本発明を更に説明する。
【実施例】
【００７５】
１．触媒の製造
１．１　Ｐｄ－後部出口被覆部－長さの５０％を有する区分化された触媒化された煤フィ
ルター（サンプルＡ）
　入口被覆部のために、０．２５ｇ／ｉｎ3のガンマ－アルミナをパラジウムニトレート
の水溶液で含浸させ、１３ｇ／ｆｔ3の最終的な乾燥Ｐｄ含有量を得、次にアミン安定化
Ｐｔ錯体としての白金を有する白金溶液で含浸させ、Ｐｔ２７ｇ／ｆｔ3の乾燥含有量を
得た。得られた粉を水中に分散させた。次に、得られたスラリーを、コージライトフィル
ター基材の入口側から合計フィルター長さの５０％までを被覆するために使用した。１１
０℃の空気で乾燥させ、及び空気中４５０℃でか焼させた後、フィルター基材の５０％入
口上のワッシュコートの量は、約０．２７ｇ／ｉｎ3であった。
【００７６】
　出口被覆部のために、０．２５ｇ／ｉｎ3のガンマ－アルミナをパラジウムニトレート
の水溶液で含浸させ、５ｇ／ｆｔ3の最終的な乾燥Ｐｄ含有量を得た。得られた粉を水中
に分散させた。次に、得られたスラリーを、コージライトフィルター基材の出口側から合
計フィルター長さの５０％までを被覆するために使用した。１１０℃の空気で乾燥させ、
及び空気中４５０℃でか焼させた後、フィルター基材の５０％出口上のワッシュコートの
量は、約０．２６ｇ／ｉｎ3であった。
【００７７】
１．２　Ｐｄ－後部出口被覆部－長さの２５％を有する区分化された触媒化された煤フィ
ルター（サンプルＢ）
　入口被覆部のために、０．２５ｇ／ｉｎ3のガンマ－アルミナをパラジウムニトレート
の水溶液で含浸させ、１３ｇ／ｆｔ3の最終的な乾燥Ｐｄ含有量を得、次にアミン安定化
Ｐｔ錯体としての白金を有する白金溶液で含浸させ、Ｐｔ２７ｇ／ｆｔ3の乾燥含有量を
得た。得られた粉を水中に分散させた。次に、得られたスラリーを、コージライトフィル
ター基材の入口側から合計フィルター長さの７５％までを被覆するために使用した。１１
０℃の空気で乾燥させ、及び空気中４５０℃でか焼させた後、フィルター基材の７５％入
口上のワッシュコートの量は、約０．２７ｇ／ｉｎ3であった。
【００７８】
　出口被覆部のために、０．２５ｇ／ｉｎ3のガンマ－アルミナをパラジウムニトレート
の水溶液で含浸させ、５ｇ／ｆｔ3の最終的な乾燥Ｐｄ含有量を得た。得られた粉を水中
に分散させた。次に、得られたスラリーを、コージライトフィルター基材の出口側から合
計フィルター長さの２５％までを被覆するために使用した。１１０℃の空気で乾燥させ、
及び空気中４５０℃でか焼させた後、フィルター基材の２５％出口上のワッシュコートの
量は、約０．２６ｇ／ｉｎ3であった。
【００７９】
１．３　Ｐｄ－後部出口被覆部－長さの７５％を有する区分化された触媒化された煤フィ
ルター（サンプルＣ）
　入口被覆部のために、０．２５ｇ／ｉｎ3のガンマ－アルミナをパラジウムニトレート
の水溶液で含浸させ、１３ｇ／ｆｔ3の最終的な乾燥Ｐｄ含有量を得、次にアミン安定化
Ｐｔ錯体としての白金を有する白金溶液で含浸させ、Ｐｔ２７ｇ／ｆｔ3の乾燥含有量を
得た。得られた粉を水中に分散させた。次に、得られたスラリーを、コージライトフィル
ター基材の入口側から合計フィルター長さの２５％までを被覆するために使用した。１１
０℃の空気で乾燥させ、及び空気中４５０℃でか焼させた後、フィルター基材の２５％入
口上のワッシュコートの量は、約０．２７ｇ／ｉｎ3であった。
【００８０】
　出口被覆部のために、０．２５ｇ／ｉｎ3のガンマ－アルミナをパラジウムニトレート
の水溶液で含浸させ、５ｇ／ｆｔ3の最終的な乾燥Ｐｄ含有量を得た。得られた粉を水中
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に分散させた。次に、得られたスラリーを、コージライトフィルター基材の出口側から合
計フィルター長さの７５％までを被覆するために使用した。１１０℃の空気で乾燥させ、
及び空気中４５０℃でか焼させた後、フィルター基材の７５％出口上のワッシュコートの
量は、約０．２６ｇ／ｉｎ3であった。
【００８１】
１．４　Ｐｔ／Ｐｄ入口部及び出口部を有する区分化された触媒化された煤フィルター、
比較例：（サンプルＤ）
　入口被覆部のために、０．２５ｇ／ｉｎ3のガンマ－アルミナをパラジウムニトレート
の水溶液で含浸させ、１３ｇ／ｆｔ3の最終的な乾燥Ｐｄ含有量を得、次にアミン安定化
Ｐｔ錯体としての白金を有する白金溶液で含浸させ、Ｐｔ２７ｇ／ｆｔ3の乾燥含有量を
得た。得られた粉を水中に分散させた。次に、得られたスラリーを、コージライトフィル
ター基材の入口側から合計フィルター長さの５０％までを被覆するために使用した。１１
０℃の空気で乾燥させ、及び空気中４５０℃でか焼させた後、フィルター基材の５０％入
口上のワッシュコートの量は、約０．２７ｇ／ｉｎ3であった。
【００８２】
　出口被覆部のために、０．２５ｇ／ｉｎ3のガンマ－アルミナをパラジウムニトレート
の水溶液で含浸させ、３ｇ／ｆｔ3の最終的な乾燥Ｐｄ含有量を得、次にアミン安定化Ｐ
ｔ錯体としての白金を有する白金溶液で含浸させ、Ｐｔ７ｇ／ｆｔ3の乾燥含有量を得た
。得られた粉を水中に分散させた。次に、得られたスラリーを、コージライトフィルター
基材の出口側から合計フィルター長さの５０％までを被覆するために使用した。１１０℃
の空気で乾燥させ、及び空気中４５０℃でか焼させた後、フィルター基材の５０％出口上
のワッシュコートの量は、約０．２６ｇ／ｉｎ3であった。
【００８３】
２．従来の触媒技術と本発明の技術の状態比較（点火試験）
試験サンプル：
２．１　サンプルＡ：
　５ｇ／ｆｔ3のＰｄ出口被覆－基材長さの５０％を有する区分化された触媒化された煤
フィルター：
－入口被覆：２７ｇ／ｆｔ3Ｐｔ、１３ｇ／ｆｔ3Ｐｄ－長さの５０％
－出口被覆：５ｇ／ｆｔ3Ｐｄ－長さの５０％の５０％
【００８４】
２．２　サンプルＢ：
　５ｇ／ｆｔ3のＰｄ出口被覆－基材長さの２５％を有する区分化された触媒化された煤
フィルター：
－入口被覆：２７ｇ／ｆｔ3Ｐｔ、１３ｇ／ｆｔ3Ｐｄ－長さの７５％
－出口被覆：５ｇ／ｆｔ3Ｐｄ－長さの２５％の５０％
【００８５】
２．３　サンプルＣ：
　５ｇ／ｆｔ3のＰｄ出口被覆－基材長さの７５％を有する区分化された触媒化された煤
フィルター：
－入口被覆：２７ｇ／ｆｔ3Ｐｔ、１３ｇ／ｆｔ3Ｐｄ－長さの２５％
－出口被覆：５ｇ／ｆｔ3Ｐｄ－長さの７５％の５０％
【００８６】
２．４　サンプルＤ（比較例）：
　Ｐｔ／Ｐｄ入口及び出口被覆部を有する区分化された触媒化された煤フィルター：
－入口被覆：２７ｇ／ｆｔ3Ｐｔ、１３ｇ／ｆｔ3Ｐｄ－長さの５０％
－出口被覆：７ｇ／ｆｔ3Ｐｔ、３ｇ／ｆｔ3Ｐｄ－長さの５０％
【００８７】
３．ＮＯ2／ＮＯx点火試験の試験手順
　サンプルＡ、Ｂ、Ｃ及びＤをＮＯ2点火性能について試験した。試験の前に、排気量が
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２．７Ｌの４シリンダーライトデューティーディーゼルエンジンの排ガス中で、２５時間
にわたり、サンプルを老化させた(aged)。上流バーナーＤＯＣを使用して、排ガスの温度
を７５０℃、定常状態に上昇させた。
【００８８】
　点火試験のために、各サンプルを、排気量が２Ｌの４シリンダーライトデューティーコ
モンレールディーゼルエンジンの排気ライン中の下流に置いた。排ガス中のＣＯ、ＨＣ、
ＮＯx及びＮＯ濃度は、１８０ｐｐｍ、１８ｐｐｍ、（Ｃ３ベーシス）、５７０ｐｐｍ及
び５４０ｐｐｍであった。標準状態下のガス流は、約８０ｍ3／ｈであった。温度傾斜は
５Ｋ／ｍｉｎであった。３００℃、ＣＳＦ前温度におけるＮＯ2／ＮＯx割合を評価のため
に使用した。３００℃でのより低いＮＯ2／ＮＯx割合は、駆動の間のより低いＮＯ2形成
に関連している。
【００８９】
　点火の間の、３００℃におけるサンプル（Ａ）～（Ｄ）のＮＯ2／ＮＯx割合を図１に示
す。
【００９０】
　サンプルＡ、Ｂ及びＣは、サンプルＤと比較して、最大ＮＯ2／ＮＯx割合が低いもので
あり、従って、駆動の間、ＮＯ2テイルパイプ排出が低いものであった。最も低いＮＯ2／
ＮＯx割合は、サンプルＣに見られた（サンプルＣは、サンプル（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ
）の中で、Ｐｄのみの後部領域が最も長い）。
【００９１】
４．触媒の製造
４．１全長さに渡ってＰｔ被覆を有し、及びＰｄ後部領域を有さない、均一に触媒化され
た煤フィルター（サンプル１－比較）
　ガンマ－アルミナの０．０５ｇ／ｉｎ3をアミン安定化されたＰｔ錯体としての白金を
有する白金溶液の水溶液を使用して含浸させ、５ｇ／ｆｔ3のＰｔ含有量を得た。得られ
た粉を水中に分散させた。次に、得られたスラリーを、入口側から合計フィルター長さに
わたりフィルター基材（サイズ：１３２．１×２０３．２ｍｍ；多孔率が４２％のシリコ
ンカーバイド）を被覆するために使用した。１１０℃の空気での乾燥、及び空気中で４５
０℃でのか焼の後、フィルター基材の入口上のワッシュコートの量は約０．０５３であっ
た。
【００９２】
４．２全長さに渡ってＰｔ被覆を有し、及びＰｄ後部領域を有さない、均一に触媒化され
た煤フィルター（サンプル２－比較）
　ガンマ－アルミナの０．０５ｇ／ｉｎ3をアミン安定化されたＰｔ錯体としての白金を
有する白金溶液の水溶液を使用して含浸させ、１ｇ／ｆｔ3のＰｔ含有量を得た。得られ
た粉を水中に分散させた。次に、得られたスラリーを、入口側から合計フィルター長さに
わたりフィルター基材（サイズ：１３２．１×２０３．２ｍｍ；多孔率が４２％のシリコ
ンカーバイド）を被覆するために使用した。１１０℃の空気での乾燥、及び空気中で４５
０℃でのか焼の後、フィルター基材の入口上のワッシュコートの量は約０．０５１ｇ／ｉ
ｎ3であった。
【００９３】
４．３Ｐｄ後部出口被覆部‐長さの５０％の、区分化された触媒化された煤フィルター（
サンプル３－本発明）
　入口被覆部のために、０．３ｇ／ｉｎ3のガンマ－アルミナをアミン安定化されたＰｔ
錯体としての白金を有する白金の水溶液を使用して含浸させ、１ｇ／ｆｔ3の乾燥Ｐｔ含
有量を得た。得られた粉を水中に分散させた。次に、得られたスラリーを、入口側からフ
ィルターの合計長さの５０％にわたりコージライトフィルター基材（サイズ：１４３．８
×１５２．４ｍｍ；多孔率が５０％のコージライト）を被覆するために使用した。１１０
℃の空気での乾燥、及び空気中で４５０℃でのか焼の後、フィルター基材の５０％入口上
のワッシュコートの量は約０．３０１ｇ／ｉｎ3であった。
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【００９４】
　出口被覆部のために、０．３ｇ／ｉｎ3のガンマ－アルミナをパラジウムニトレートの
水溶液を使用して含浸させ、３ｇ／ｆｔ3の最終乾燥Ｐｄ含有量を得た。得られた粉を水
中に分散させた。次に、得られたスラリーを、出口側からフィルターの合計長さの５０％
にわたりコージライトフィルター基材を被覆するために使用した。１１０℃の空気での乾
燥、及び空気中で４５０℃でのか焼の後、フィルター基材の５０％出口上のワッシュコー
トの量は約０．３０２ｇ／ｉｎ3であった。
【００９５】
４．４　ＮＯ2／ＮＯx点火試験の試験手順
　サンプル１、２、及び３をＮＯ2点火性能について試験した。試験の前に、排気量が２
．７Ｌの４シリンダーライトデューティーディーゼルエンジンの排ガス流中で、２０時間
にわたり、サンプルを老化させた。上流バーナーＤＯＣを使用して、排ガスの温度を７５
０℃、定常状態に上昇させた。サンプル１を１２時間にわたり、オーブン内で８００℃で
熱水的に老化させた。サンプル２を５時間にわたり、オーブン内で７５０℃で熱水的に老
化させた。
【００９６】
　点火試験のために、各サンプルを、排気量が２Ｌの４シリンダーライトデューティーコ
モンレールディーゼルエンジンの排気ライン中の下流に置いた。排ガス流中のＣＯ、ＨＣ
、ＮＯx及びＮＯ濃度は、それぞれ１８０ｐｐｍ、１８ｐｐｍ、（Ｃ３ベーシス）、５７
０ｐｐｍ及び５４０ｐｐｍであった。標準状態下のガス流は、約８０ｍ3／ｈであった。
温度傾斜は５Ｋ／ｍｉｎであった。３００℃、ＣＳＦ前温度におけるＮＯ2／ＮＯx割合を
評価のために使用した。３００℃でのより低いＮＯ2／ＮＯx割合は、駆動の間のより低い
ＮＯ2形成に関連している。
【００９７】
４．５　ＨＣ及びＣＯのブレークスルーの試験手順
　ＣＯ及びＨＣブレークスルーの評価：煤再生試験
　煤の再生の間に形成されるＨＣとＣＯの両方を変換することによる、クリーンな煤燃焼
工程を保証することは、触媒化された煤フィルターの課題の一つである。望ましくないＣ
ＯとＨＣの評価を煤再生試験を使用して行った。
【００９８】
　触媒化された煤フィルター（ＣＳＦ）を、（ＣＳＦの前に配置された）ディーゼル酸化
触媒と一緒にエンジン試験スタンドに取り付けた。ＤＯＣ及びＣＳＦを排気量が２Ｌの４
シリンダーライトデューティーコモンレイルディーゼルエンジンの排ガスライン中の下流
に配置した。最初に、シミュレートした駆動サイクルを行うことによって、６ｇ煤／ｄｍ
3ＣＳＦがＣＦＳ上に蓄積された。次に、ＤＯＣ上での発熱反応を形成することによって
、煤をエンジン上で燃焼させた。コモンレイルインジェクションシステムを使用して、燃
焼室への追加的な燃料注入を行い、排ガス温度を、ＤＯＣへの入口で２５０℃から５００
℃に上昇させ、そしてＤＯＣ上で１３０℃の温度上昇を形成した。煤を燃焼させるために
、ＣＳＦへの入口温度を６３０℃で１０分間、維持した。排ガス流を１５０ｍ3／ｈ（２
０℃で）に設定した。ＣＳＦへの入口でのＨＣ濃度は２００ｐｐｍ（Ｃ３ベーシス）、Ｃ
Ｏ濃度は、１００ｐｐｍであった。煤燃焼工程の間、追加的なＣＯが形成され、これをＣ
ＳＦ上の触媒が同様に燃焼しなければならなかった。この追加的なＣＯ濃度は、フィルタ
ー上の煤積載量に依存し、及びここで、最大７００ｐｐｍであった。図３に示した濃度は
、ＨＣについてはＣＳＦへの出口での平均濃度であり、及びＣＳＦへの出口での最大ＣＯ
濃度である。
【００９９】
４．６結果
　点火の間の３００℃でのＮＯ２／ＮＯx割合（サンプル（１）～（３））を図４に示す
。後部領域にＰｄを有し、及び入口領域にＰｔを有するサンプル３が、ＮＯ2／ＮＯx割合
が断然として最も低く、サンプル２と比較して割合が１／４、及びサンプル１と比較して
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【０１００】
　同時に、本発明の触媒化された煤フィルターは、サンプル１及び２に従う触媒化された
煤フィルターのそれぞれのＨＣブレークスルーよりも低いＨＣブレークスルーをもたらし
、そしてＣＯブレークスルーは、サンプル１及び２のＣＯブレークスルーと基本的に同じ
である。従って、Ｐｄのみを後部領域に有する本発明の区分化された、触媒化された煤フ
ィルターは、Ｐｔのみの触媒化された煤フィルターのＨＣ及びＣＯブレークスルー特性を
得るか、又は僅かに改良し、及び同時にフィルターから出るガス流のＮＯ2／ＮＯx割合を
相当に低減させる。
【０１０１】
　同時に、サンプル３の本発明の触媒化された煤フィルターは、サンプル１及び２と比較
して、Ｐｔ含有量が実質的に減少しており、例えばＰｄと比較してＰｔのコストが高いた
めに、大きな改良になる。

【図１】

【図２（Ａ）】

【図２（Ｂ）】

【図２（Ｃ）】

【図２（Ｄ）】
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