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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関の排ガスを浄化するための触媒装置であって、排ガスのための入口面と出口面
とを有する開放気孔の多孔質担体からなり、該担体の入口面および出口面は異なった触媒
活性層により被覆されており、その際、出口面の触媒層は選択的接触還元のための触媒に
より形成されており、かつ入口面の触媒層はリーン排ガス条件下で窒素酸化物を貯蔵し、
かつ窒素酸化物をリッチ排ガス条件下でアンモニアへと変換することができるものであり
、ＳＣＲ触媒は遷移金属により置換された少なくとも１のゼオライトを含有するか、また
はＳＣＲ触媒は酸化チタンまたは酸化チタン／酸化アルミニウムまたは酸化チタン／二酸
化ケイ素からなる群から選択された固体酸系を、バナジウム、バナジウム／酸化タングス
テンまたはバナジウム／酸化モリブデンと組み合わせて含有するものであり、かつ窒素酸
化物貯蔵触媒はセリウム／ジルコニウム混合酸化物、およびさらに活性酸化アルミニウム
および炭酸バリウム上の白金およびロジウムを含むものである、内燃機関の排ガスを浄化
するための触媒装置。
【請求項２】
　入口面の触媒層が窒素酸化物貯蔵触媒により形成されている、請求項１記載の触媒装置
。
【請求項３】
　窒素酸化物貯蔵触媒がアルカリ土類金属の塩基性化合物と触媒活性白金族金属とを含む
、請求項２記載の触媒装置。
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【請求項４】
　開放気孔の多孔質担体がウォールフローフィルターである、請求項１記載の触媒装置。
【請求項５】
　周期的にリーンからリッチへと変化するエンジンへ供給される混合気によりリーン条件
下で運転される内燃機関の排ガスを浄化する方法において、排ガスのための入口面と出口
面とを有する開放気孔の多孔質担体からなる内燃機関の排ガスを浄化するための触媒装置
が使用され、出口面の触媒層は選択的接触還元のための触媒により形成されており、かつ
入口面の触媒層はリーン排ガス条件下で窒素酸化物を貯蔵し、かつ窒素酸化物をリッチ排
ガス条件下でアンモニアへと変換することができるものである、内燃機関の排ガスを浄化
する方法。
【請求項６】
　開放気孔の多孔質担体がウォールフローフィルターである、請求項５記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はリーン条件下で運転される内燃機関からの排ガスの浄化、特にディーゼルエン
ジンからの排ガスの浄化に関する。本発明は触媒装置およびこれらのエンジンからの排ガ
スの浄化方法を記載する。
【０００２】
　リーン条件下で運転される内燃機関を以下ではリーンバーンエンジンともよぶ。これら
は希薄混合気を使用して運転される。従ってその排ガスは通常の汚染物質である一酸化炭
素（ＣＯ）、窒素酸化物（ＮＯｘ）および燃焼されなかった炭化水素（ＨＣ）および粒子
状物質（ＰＭ）のみではなく、１５体積％までの高い割合の酸素も含有しているので、排
ガスはネット酸化作用を有する。この理由のために、通常は化学量論的に運転される内燃
機関のための三元触媒による排ガス浄化法を使用することはできない。特に窒素酸化物の
窒素への変換は酸化性排ガス雰囲気中では著しく困難である。
【０００３】
　リーンバーンエンジンの排ガス中の窒素酸化物の主成分は一酸化窒素（ＮＯ）および二
酸化窒素（ＮＯ２）であり、その際、一酸化窒素が主要な成分である。内燃機関の運転条
件に依存して、一酸化窒素の比率は全窒素酸化物の６０～９５体積％である。
【０００４】
　酸化性排ガスの窒素酸化物を低減するために、選択的接触還元（ＳＣＲ）の方法が久し
く公知である。この場合、アンモニアを還元剤として排ガスに添加し、かつこの気体混合
物を次いで選択的接触還元のための触媒（ＳＣＲ触媒）に通過させる。窒素酸化物は選択
的にＳＣＲ触媒上でアンモニアと反応して窒素と水を形成する。この方法は目下、発電所
からのオフガスの浄化において一般的に使用されている。一般的なＳＣＲ触媒は触媒活性
成分としてたとえばＴｉＯ２／ＷＯ３／ＭｏＯ３／Ｖ２Ｏ５／ＳｉＯ２／ＳＯ３の系から
の固体酸を含有する。その他のＳＣＲ触媒は遷移金属により置換された耐酸性のゼオライ
ト、たとえば脱アルミニウムＹゼオライト、モルデナイト、ケイ酸塩またはＺＳＭ－５を
ベースとする。これらの触媒の使用温度は約３００～５００℃である。
【０００５】
　排ガスに還元剤を添加する必要性に基づいて、ＳＣＲ法は自動車のための適用で使用す
るためには極めて複雑である。この理由のため、ＮＯｘ貯蔵技術がＳＣＲ法の代替法とし
て開発されてきた。この場合、リーン排ガス中に存在する窒素酸化物は一時的に硝酸塩の
形で窒素酸化物貯蔵触媒上に貯蔵される。貯蔵触媒の貯蔵容量が尽きた後、該触媒を再生
しなくてはならない。この目的のために内燃機関は濃厚混合気を使用して簡単に運転され
る、つまり燃焼空気を使用して完全燃焼することができるよりも多くの燃料が混合気に導
入されるため、排ガスはリッチである。従って該排ガスは燃焼していない炭化水素を含有
する。貯蔵された硝酸塩は還元剤としてリッチな排ガス中で窒素酸化物へと分解され、か
つリッチな排ガス中に存在する燃焼していない炭化水素と反応して窒素と水を形成する。
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【０００６】
　窒素酸化物を硝酸塩の形で貯蔵するために、窒素酸化物貯蔵触媒はアルカリ金属または
アルカリ土類金属の酸化物、およびまた希土類金属の酸化物、たとえば酸化セリウムおよ
び酸化ランタンのような塩基性成分を含有する。酸化バリウムおよび酸化ストロンチウム
を使用することが有利である。加えて、窒素酸化物貯蔵触媒はさらに触媒活性貴金属、通
常は白金を含有する。これらの貴金属の役割は排ガス中に主として存在する一酸化窒素を
二酸化窒素へと酸化することである。これのみが排ガス中の水蒸気の存在下で貯蔵成分と
反応して硝酸塩を形成することができる。貯蔵触媒の再生中に脱着された窒素酸化物は触
媒活性貴金属上で窒素と水とに還元される。
【０００７】
　希薄混合気および濃厚混合気を交互に用いてエンジンを周期的に運転することはリーン
バーンエンジンの排ガスの浄化のための窒素酸化物貯蔵技術の使用にとって必要である。
この場合、リーン運転がリーンバーンエンジンの通常の運転モードである。運転のこの段
階の間に排ガス中の窒素酸化物は貯蔵触媒によって貯蔵される（貯蔵段階）。リッチ運転
の間、窒素酸化物は再び脱着し、かつ反応する（脱着段階）。この貯蔵段階は通常、１～
２分継続し、その一方で脱着段階は５～２０秒の短い期間を必要とするのみである。
【０００８】
　リーンバーンエンジンの排ガスを浄化するために適用される場合に上記の２つの方法を
改善するためには、種々の解決手段が公知となっている。欧州特許明細書ＥＰ０７７３３
５４Ａ１は、還元のために必要とされるアンモニアを排ガス中に存在する窒素酸化物から
発生させる選択的接触還元法を記載している。この目的のために、排ガス浄化ユニットは
、三元触媒および下流のＳＣＲ触媒を有する。リーンバーンエンジンは、窒素酸化物貯蔵
技術の場合と同様に、濃厚混合気および希薄混合気により交互に運転される。濃厚混合気
による運転の間、三元触媒上で排ガス中に存在する窒素酸化物からアンモニアが形成され
る。この段階の間、アンモニアは下流のＳＣＲ触媒上に貯蔵される。希薄混合気による運
転の間、窒素酸化物は三元触媒を通過し、かつＳＣＲ触媒上で前もって貯蔵されていたア
ンモニアにより選択的に窒素と水とに変換される。従ってＥＰ０７７３３５４Ａ１により
記載された方法では、アンモニアは車両に搭載された状態で生成され、かつ排ガスへ別個
に導入する必要はない。
【０００９】
　ドイツ国特許明細書ＤＥ１９８２０８２８Ａ１は、ＥＰ０７７３３５４Ａ１の方法の改
善を記載している。この目的のために、窒素酸化物貯蔵触媒を三元触媒の上流に設置する
。リーン段階の間、窒素酸化物貯蔵触媒は、排ガス中に存在する窒素酸化物の大部分を貯
蔵する。リッチ段階の間には窒素酸化物は脱着され、かつ三元触媒により部分的にアンモ
ニアへと変換される。ＤＥ１９８２０８２８Ａ１により記載される排ガス浄化装置はＥＰ
０７７３３５４Ａ１の装置と比較して窒素酸化物の変換の度合いが改善されていると記載
されている。
【００１０】
　しかしいずれの解決手段も装置の観点から極めて複雑である。これらは少なくとも２つ
の別々の触媒ユニットを必要とし、かつこれらの触媒が達成することができる窒素酸化物
の変換率はさらに改善しなくてはならない。従って本発明の課題は、従来技術から公知の
装置よりも著しく簡単な構造を有し、かつ窒素酸化物の変換における一層の改善を達成す
ることができるような装置を提供することである。
【００１１】
　この課題は、排ガスのための入口面と出口面とを有する開放気孔の多孔質担体からなる
触媒装置により解決される。該触媒装置において、担体の入口面および出口面は異なった
触媒活性層により被覆されており、その際、出口面の触媒層は選択的接触還元のための触
媒により形成されており、かつ入口面の触媒層はリーン排ガス条件下で窒素酸化物を貯蔵
し、かつ該窒素酸化物をリッチ排ガス条件下でアンモニアへと変換することができる。
【００１２】
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　本発明を以下で図１および図２に基づいてより詳細に説明する。図面において、
　図１は、本発明により被覆されたウォールフローフィルターの構造を示し、
　図２は、実施例において記載されている触媒装置１～４に関するＮＯｘ変換曲線を示す
。
【００１３】
　本発明によれば該触媒装置は、直接接触することはないが、しかし単に触媒ユニット上
で相互に近接して配置された２つの異なった触媒を有する単一の触媒ユニットからなる。
これらの間に開放気孔の担体が存在する。この担体はたとえばディスクとして構成されて
おり、ここを排ガスが垂直方向に通過してもよい。しかし担体として、ディーゼルエンジ
ンの排ガスからの黒煙微粒子を除去するために使用されるようなディーゼル・パティキュ
レート・フィルターを使用することが有利である。
【００１４】
　図１は、担体としてウォールフローフィルターを使用する本発明の触媒装置の断面図を
示す。ウォールフローフィルターは、セラミック材料から製造された公知のハニカム触媒
担体と類似の構造を有する。このようなハニカム担体（１）は排ガスのための多数の狭い
流路（４、５）を有し、該排ガスは入口面（２）から出口面（３）へ向かって該担体を通
過する。ウォールフローフィルターでは、これらの流路は交互にセラミックプラグ（６）
により閉鎖されており、入口流路（４）と出口流路（５）とが形成される。この構造に基
づいて、排ガスは担体の入口面から出口面へ向かう途中で流路の間の多孔質の仕切り壁（
７）を通過しなくてはならない。排ガスのための入口面はこの場合、入口流路（４）の壁
面により形成されており、かつ第一の触媒層（８）を有する。出口流路の壁面は出口面を
形成し、かつ第二の触媒層（９）により被覆されている。
【００１５】
　２つの触媒層（８、９）は、多孔質担体により物理的に分離されている。担体の厚さを
できる限り小さく維持することは有利であることが判明した。入口面および出口面が相互
に１ｍｍより小さい間隔で、特に０．５ｍｍより小さい間隔で存在していることが有利で
ある。担体は排ガスが通過することができるように開放気孔の構造を有していなくてはな
らない。セラミック材料、たとえばコーディエライト、炭化ケイ素またはチタン酸アルミ
ニウムから製造された担体を使用することが有利である。
【００１６】
　触媒は分散液被覆の形で触媒装置の入口面および出口面に適用される。これらの被覆は
微粒子状の酸化物担体材料を含有し、該材料に触媒活性成分が微分散した形で適用されて
いる。酸化物担体材料の粒径は通常、５～９μｍの範囲であり、かつ触媒は単に、フィル
ター材料の選択された平均細孔径に依存して、フィルター本体へと浸透する。
【００１７】
　これに対して、触媒活性化合物の前駆化合物の溶液による含浸は、これらの成分による
フィルター本体の浸透につながる。２つの触媒層の有利な分離は、２つの触媒の一方を含
浸によってフィルター本体自体へ導入し、かつ次いで第二の触媒をフィルター本体の入口
面または出口面に分散被覆の形で適用すると達成することができることも判明した。
【００１８】
　原則として入口面および出口面は異なった触媒の種々の組み合わせによって被覆するこ
とができる。有用な組み合わせは入口面で三元触媒または窒素酸化物貯蔵触媒、および出
口面でＳＣＲ触媒、および入口面でＳＣＲ触媒、窒素酸化物貯蔵触媒、ＨＣ－ＤｅＮＯｘ

触媒または炭化水素貯蔵材料と、出口面でのディーゼル酸化触媒との組合わせである。入
口面での窒素酸化物貯蔵触媒と、出口面でのディーゼル酸化触媒との組み合わせもまた有
利である。
【００１９】
　リーンバーンエンジンの排ガスを処理するために、本発明によれば、排ガス中に存在す
る窒素酸化物の少なくとも一部をリーン運転条件下で吸着することができ、リッチ排ガス
条件下で、脱着された窒素酸化物の一部をアンモニアへと変換することができる触媒（８
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）を入口面に適用することが有利である。選択的接触還元を実施するために、出口面はＳ
ＣＲ触媒（９）により被覆されている。
【００２０】
　触媒（８）はこの場合、窒素酸化物貯蔵触媒または三元触媒であってよい。窒素酸化物
貯蔵触媒の場合にリーン排ガス条件下での窒素酸化物貯蔵容量は特に顕著であり、かつ貯
蔵された窒素酸化物からアンモニアを形成する能力は副産物であり、これらの状況は三元
触媒の場合には正反対である。しかし、これらの２つの極端な触媒の間にある触媒、たと
えば窒素酸化物のための貯蔵容量が窒素酸化物貯蔵成分の添加によって増大している三元
触媒を使用することも可能である。入口面上の触媒は、１つの層が窒素酸化物貯蔵触媒に
より形成されており、かつ第二の層が三元触媒により形成されている２層の触媒であって
もよい。
【００２１】
　担体の入口面の触媒の最適な組成は最終的に内燃機関の特性およびエンジンの放出物の
汚染物質の種類に依存し、かつ当業者によって簡単な試験を用いて確認することができる
。提案された触媒装置による窒素酸化物の変換は、エンジン制御システムの適切なプログ
ラミングによって入口面のための任意の触媒のために最適化することもできる。
【００２２】
　処理すべき内燃機関からの排ガスは、本発明の触媒装置の場合、第一に担体の入口面の
触媒層を通過し、次いで多孔質担体を通過し、かつその直後に出口面のＳＣＲ触媒を通過
する。実施例で示されているように、この装置は窒素酸化物貯蔵触媒とＳＣＲ触媒とを有
する公知の２つの別々の触媒ユニットの直列の配置と比較して、窒素酸化物の変換の顕著
な改善につながる。
【００２３】
　実験結果によりこの場合に相乗効果が存在することが明らかである。このための理由は
おそらく、入口面の触媒からの排出および出口面の触媒への導入の間のカバーされる距離
が極めて短いためである。加えて本発明の触媒装置では、排ガスが強制的に触媒層を通過
し、その一方で通常のハニカム触媒の場合、排ガスは触媒層の接線を通過して搬送され、
かつ触媒層との相互作用は拡散効果によってのみ行われる。これに対して本発明の触媒装
置の場合には、触媒層との強制的な相互作用が行われる。
【００２４】
　この装置のさらなる利点は、入口面の貴金属を含有する触媒層は、実質的に不活性の多
孔質担体によって、出口面に適用されたＳＣＲ触媒とは明らかに分離されていることであ
る。これは物理的な分離が２つの異なった触媒の間での、おそらくダメージを与える相互
作用を低減するからである。たとえばバナジウムを含有するＳＣＲ触媒は、バナジウムの
熱による移行の結果として、別の高表面積の担持触媒と接触する際に失活しうる。
【００２５】
　入口部分における触媒層のために使用される触媒は、有利には窒素酸化物貯蔵触媒であ
り、これは窒素酸化物を貯蔵するためのアルカリ土類金属の塩基性化合物および触媒活性
白金族金属を含有する。アルカリ土類金属として、バリウムおよび／またはストロンチウ
ムを使用することが有利であり、これらを酸化物、水酸化物または炭酸塩の形で触媒に配
合することができる。有利な白金族金属は白金および／またはロジウムであり、これらは
微分散した形で別の担体材料、たとえば活性酸化アルミニウム、酸化セリウム、酸化ジル
コニウム、二酸化ケイ素または酸化チタンに、またはセリウム／ジルコニウム混合酸化物
に適用されている。特に有利であるのは炭酸バリウムを貯蔵成分として、およびセリウム
／ジルコニウム混合酸化物、およびさらに活性酸化アルミニウム上の白金およびロジウム
を含有する窒素酸化物貯蔵触媒である。
【００２６】
　出口面のＳＣＲ触媒は有利には遷移金属により、特に鉄、銅、セリウムまたはマンガン
により置換された少なくとも１のゼオライトを含む。代替法として、固体酸系ＴｉＯ２／
ＷＯ３／ＭｏＯ３／Ｖ２Ｏ５／ＳｉＯ２／ＳＯ３をベースとする触媒を使用することも可
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能である。有利な固体酸系は、Ｖ２Ｏ５またはＶ２Ｏ５／ＷＯ３またはＶ２Ｏ５／ＭｏＯ

３と組み合わせたＴｉＯ２またはＴｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３またはＴｉＯ２／ＳｉＯ２である
。
【００２７】
　以下の試験では、窒素酸化物貯蔵触媒およびＳＣＲ触媒を種々に組み合わせて使用する
ことによって達成することができた窒素酸化物の変換率を、触媒装置の上流の排ガス温度
との関数として測定した。窒素酸化物貯蔵触媒およびＳＣＲ触媒は以下の組成を有する。
【００２８】
　窒素酸化物貯蔵触媒：
　窒素酸化物貯蔵触媒を製造するために、セリウム／ジルコニウム混合酸化物（質量比７
０／３０）をまず、質量比１０／１で細孔容積含浸法により白金およびロジウムにより負
荷した。次いでこの材料を酸化アルミニウムおよび炭酸バリウムと一緒に加工して被覆懸
濁液を形成した。
【００２９】
　ＳＣＲ触媒：
　Ｈ－ＺＳＭ－５ゼオライト（ＳｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３のモル比＝４０）を塩化鉄（ＦｅＣ
ｌ３）を使用して固体状態のイオン交換により鉄によってその交換容量まで交換し、かつ
引き続き水中に懸濁させた。交換したゼオライトは酸化物として計算して鉄を３．５質量
％含有していた。
【００３０】
　比較例１：
　コーディエライトから製造され、かつ２５．４ｍｍの直径、１５２．４ｍｍの長さおよ
び４６．５ｃｍ－２（３００ｃｐｓｉ）のセル密度を有するウォールフローフィルターの
入口面を、窒素酸化物貯蔵触媒のための被覆懸濁液により被覆した。過剰の被覆懸濁液を
除去した後に、該被覆を乾燥させ、かつ５００℃でか焼した。被覆したフィルターは、フ
ィルター本体１リットルあたり、１５０ｇの被覆濃度を有しており、そのうちの１．９４
ｇ／ｌは白金であり、かつ１２．１ｇ／ｌは酸化バリウムとして計算されるバリウムであ
った。
【００３１】
　この方法で製造した窒素酸化物貯蔵触媒を以下では触媒装置Ｃ１とよぶ。
【００３２】
　比較例２：
　別の窒素酸化物貯蔵触媒を比較例１に記載したとおりに製造し、かつ別のフィルター本
体の入口面をゼオライト懸濁液により被覆することによって得られたＳＣＲ触媒と組み合
わせ、乾燥させ、かつか焼した。この場合の被覆濃度はフィルター本体１ｌあたり１００
ｇであった。
【００３３】
　窒素酸化物貯蔵触媒および下流のＳＣＲ触媒は触媒装置Ｃ２を形成する。
【００３４】
　比較例３：
　上記の寸法を有する別のフィルター本体の入口面をＳＣＲ触媒および窒素酸化物触媒の
二重層で被覆した。この目的のために、フィルター本体の入口面をまずＳＣＲ触媒（１０
０ｇ／ｌ）により、次いで窒素酸化物貯蔵触媒（１５０ｇ／ｌ）により被覆した。
【００３５】
　完成した触媒はフィルター本体１ｌあたり２５０ｇの全被覆濃度を有しており、そのう
ち１．９４ｇは白金であり、かつ１２．１ｇは酸化物として計算されるバリウムであった
。これを以下では触媒装置３とよぶ。
【００３６】
　例１：
　もう１つのフィルター本体を本発明によりその入口面で窒素酸化物触媒（１５０ｇ／ｌ
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）により、およびその出口面でＳＣＲ触媒（１００ｇ／ｌ）により被覆した。
【００３７】
　この触媒を触媒装置４とよぶ。
【００３８】
　適用例：
　上記の触媒装置を該触媒の窒素酸化物変換に関してモデルガスユニット中、触媒装置の
排ガス温度上流の関数として試験した。
【００３９】
　モデルガスユニット上で触媒装置を交互にリーンおよびリッチのモデル排ガスに暴露し
、かつ窒素酸化物変換率を測定した。試験条件は以下の表に記載されている。
【００４０】
【表１】

【００４１】
　測定結果は図２に記載されている。
【００４２】
　触媒装置１は窒素酸化物貯蔵触媒のみからなる。図２に示されているＮＯｘ変換曲線は
このような触媒の典型例である。触媒装置１と比較して、触媒装置２は窒素酸化物貯蔵触
媒の下流に別の担体上のＳＣＲ触媒装置を有する。このことによりＮＯｘ変換率は、特に
２３０℃を超える温度範囲で上昇するが、しかし変換曲線の幅はほぼ変化しないままであ
る。２３０℃より低い温度ではＮＯｘ貯蔵触媒単独により達成されるＮＯｘ変換率および
ＳＣＲ触媒と組み合わせた場合のＮＯｘ変換率はほぼ同一である。このような低い温度で
、ＳＣＲ触媒はこのＮＯ２不含のモデル排ガス中では変換を達成しない。
【００４３】
　ＳＣＲ触媒および窒素酸化物貯蔵触媒を二重層として担体の入口側に適用すると（触媒
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装置３）、変換曲線は窒素酸化物貯蔵触媒の単独使用と比較して著しく低下する。３００
℃を超える温度では、この触媒装置は純粋な窒素酸化物貯蔵触媒よりも低い変換率を示す
。このことは窒素酸化物貯蔵触媒からの貴金属の痕跡によってＳＣＲ触媒が部分的に被毒
することに起因する。比較的高い温度ではこれらはリーン運転条件下でＳＣＲ触媒中に貯
蔵されたアンモニアの部分的な酸化、たとえばＮＯの形成につながる。このことは、貴金
属触媒とＳＣＲ触媒とが直接接触することの不利な影響を示している。
【００４４】
　これに対して本発明による触媒装置４は、ＮＯｘ変換曲線において、最大値に関しても
、および曲線の幅に関しても、著しい改善を示す。このことは排ガスの流れの方向で相互
に近接して続く２つの触媒層の上記の相乗効果を示している。この装置は排ガスの流れの
方向における触媒の連続に関しては触媒装置２と同一であるにもかかわらず、本発明によ
る装置は変換曲線における著しい改善を示す。このことは別々の担体上の公知の触媒装置
に基づいては予測することができなかった。本発明による触媒装置は全ての温度範囲にわ
たって、特に低温および高温の範囲において、著しく改善された活性を示す。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明により被覆されたウォールフローフィルターの構造を示す図
【図２】触媒装置に関するＮＯｘ変換曲線を示すグラフの図
【符号の説明】
【００４６】
　１　ハニカム担体、　２　入口面、　３　出口面、　４　流路、　５　流路、　６　セ
ラミックプラグ、　７　分離壁、　８　第一の触媒層、　９　第二の触媒層

【図１】 【図２】
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