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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　銅を担持したゼオライトを含む窒素酸化物浄化用触媒であって、ゼオライトが骨格構造
に少なくともケイ素原子、アルミニウム原子、及びリン原子を含み、該ゼオライトの構造
が、ＩＺＡが定めるコードでＣＨＡであり、該触媒に対する２５℃、相対蒸気圧０．５に
おける水の吸着量が０．０５（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒）以上、０．２（ｋｇ－水／ｋｇ－
触媒）以下であることを特徴とする窒素酸化物浄化用触媒。
【請求項２】
　骨格構造に少なくともケイ素原子、アルミニウム原子、及びリン原子を含むゼオライト
に銅を担持してなる窒素酸化物浄化用触媒であって、Ｃｕ－Ｋα線をＸ線源に用いたＸ線
回折測定を行った際、回折角（２θ）が２０．４度以上、２０．８度以下の範囲に観察さ
れる回折ピーク強度に対する、２１．０度以上、２１．４度以下の範囲に観察される回折
ピーク強度の比が０．２以上、１．２以下であることを特徴とする請求項１に記載の窒素
酸化物浄化用触媒。
【請求項３】
　ゼオライトの骨格構造において、Ｓｉ／（Ｓｉ＋Ａｌ＋Ｐ)（モル比）が０．１０以上
である請求項１又は２に記載の窒素酸化物浄化用触媒。
【請求項４】
　以下の方法で測定されるＮＨ３吸着量が、０．２８ｍｍｏｌ／ｇ－触媒以上である請求
項１ないし３のいずれか１項に記載の窒素酸化物浄化用触媒。
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＜ＮＨ３吸着量測定法＞
　２００℃において、触媒にアンモニアを飽和になるまで吸着させた後、下記表１のガス
１を流通させアンモニアによるＮＯの還元反応の平衡状態にする。その後、ガス２を流通
させたときに、還元されたＮＯの総量（ｍｍｏｌ）から、下記式よりＮＨ３吸着量（ｍｍ
ｏｌ／ｇ－触媒）を求める。
　　ＮＨ３吸着量＝総ＮＯ量／触媒重量（ｇ）
【表１】

【請求項５】
　平均粒子径が０．１～１０μｍの金属酸化物粒子及び／又は無機バインダーを含むこと
を特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の窒素酸化物浄化用触媒。
【請求項６】
　平均粒子径が０．１～１０μｍの金属酸化物粒子及び無機バインダーを含むことを特徴
とする請求項５に記載の窒素酸化物浄化用触媒。
【請求項７】
　前記ゼオライトの含有量が３０～９９重量％であることを特徴とする請求項１ないし６
のいずれか１項に記載の窒素酸化物浄化用触媒。
【請求項８】
　前記金属酸化物の金属が、アルミニウム、ケイ素、チタン、セリウム、及びニオブより
なる群から選ばれる１種又は２種以上であることを特徴とする請求項５ないし７のいずれ
か１項に記載の窒素酸化物浄化用触媒。
【請求項９】
　前記無機バインダーが、平均粒子径５～１００ｎｍの無機酸化物ゾルの凝集体であるこ
とを特徴とする請求項５ないし８のいずれか１項に記載の窒素酸化物浄化用触媒。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載の窒素酸化物浄化用触媒が、ハニカム状の成形
体に塗布されてなることを特徴とする窒素酸化物浄化用素子。
【請求項１１】
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載の窒素酸化物浄化用触媒を成形してなることを
特徴とする窒素酸化物浄化用素子。
【請求項１２】
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載の窒素酸化物浄化用触媒の製造方法であって、
銅源、ゼオライト、並びに平均粒子径０．１～１０μｍの金属酸化物粒子及び／又は無機
バインダーを含む混合スラリーを乾燥させ、得られた乾燥粉体を焼成することを特徴とす
る窒素酸化物浄化用触媒の製造方法。
【請求項１３】
　４００℃以上の温度で焼成することを特徴とする請求項１２に記載の窒素酸化物浄化用
触媒の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は窒素酸化物浄化用触媒に関するものであり、特にディーゼルエンジン等の内燃
機関から排出される排ガス中に含まれる窒素酸化物を効率的に分解して浄化することがで
きる、ゼオライトを含む触媒（以下、単に「ゼオライト触媒」と称す場合がある。）と、
このゼオライト触媒を効率よく製造する方法に関する。
　本発明はまた、このゼオライト触媒を用いた窒素酸化物浄化用素子に関する。
　なお、本発明において、「窒素酸化物浄化」とは、窒素酸化物を還元して窒素と水にす
ることを言う。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内燃機関からの排ガスや工場排ガス等に含まれる窒素酸化物は、Ｖ２Ｏ５－Ｔｉ
Ｏ２触媒とアンモニアとを用いた選択的触媒還元（ＳＣＲ：Selective　Catalytic　Redu
ction）により浄化されてきた。しかし、Ｖ２Ｏ５－ＴｉＯ２触媒は高温において昇華し
、排ガスから触媒成分が排出される可能性があるため、特に自動車等の移動体の排ガス浄
化には適していない。
【０００３】
　そこで、近年、自動車、特に窒素酸化物の浄化が難しいディーゼル車の排ガス処理にお
いて、ＳＣＲ触媒として金属を担持したゼオライト触媒が提案されている。
　特に、骨格にケイ素、アルミニウム、及びリン原子を含むゼオライトであるシリコアル
ミノフォスフェート（以下、「ＳＡＰＯ」と称す場合がある。）に金属を担持した触媒が
、窒素酸化物の浄化に対し高活性な触媒となることは知られており、８員環構造を有する
ゼオライトに金属を担持させた触媒が提案されている。（非特許文献１、特許文献１～特
許文献６等）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平２－２５１２４６号公報
【特許文献２】特開平１１－１４７０４１号公報
【特許文献３】国際公開ＷＯ２００８／１１８４３４号パンフレット
【特許文献４】国際公開ＷＯ２００８／１３２４５２号パンフレット
【特許文献５】国際公開ＷＯ２００９／０９９９３７号パンフレット
【特許文献６】国際公開ＷＯ２０１０／０８４９３０号パンフレット
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｉｓｈｉｈａｒａ，　ｅｔ．　ａｌ，　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｃａｔ
ａｌｙｓｉｓ　１６９，９３－１０２(１９９７)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このようなＳＣＲ触媒を自動車排ガスの窒素酸化物浄化用触媒として使用する場合、次
のような課題があった。
　即ち、エンジン停止状態から、エンジンをかけたときに１００～１５０℃の排ガスが触
媒上を通過する。エンジン停止時には、触媒はその重量の０．３～０．４倍に相当する水
分を大気より吸着している。このように水分を吸着している触媒上に、突然１００～１５
０℃の排ガスが流れてきた場合、触媒上の温度は急激に上昇し、その吸着した水を一気に
吐き出すために、局所的に非常に高湿度となり、一時的に窒素酸化物を分解する性能が大
きく落ちる場合がある。また、その高湿度雰囲気に晒されることにより、触媒は大きなダ
メージを受け、劣化してしまうことがあり、実用上大きな問題となる。
【０００７】
　本発明は、急激な温度上昇時の吸着水分による劣化の問題がなく、窒素酸化物浄化性能
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及びその維持特性に優れたゼオライト触媒を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を重ね、触媒の水吸着量を下げることに
より、上記課題を解決することを考えた。
　また、触媒の水吸着量を下げるために、触媒中のゼオライト比を落とした場合、その分
、窒素酸化物浄化性能が低下してしまうが、本発明では、吸着した水分による湿気の影響
を最小限とした上で、窒素酸化物の浄化性能が高い窒素酸化物浄化用触媒及び窒素酸化物
浄化用素子と、この窒素酸化物浄化用触媒を簡便かつ効率的に製造する方法を提供するも
のである。
【０００９】
　すなわち、本発明は、以下を要旨とするものである。
【００１０】
［１］　銅を担持したゼオライトを含む窒素酸化物浄化用触媒であって、ゼオライトが骨
格構造に少なくともケイ素原子、アルミニウム原子、及びリン原子を含み、該ゼオライト
の構造が、ＩＺＡが定めるコードでＣＨＡであり、該触媒に対する２５℃、相対蒸気圧０
．５における水の吸着量が０．０５（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒）以上、０．２（ｋｇ－水／
ｋｇ－触媒）以下であることを特徴とする窒素酸化物浄化用触媒。
【００１１】
［２］　骨格構造に少なくともケイ素原子、アルミニウム原子、及びリン原子を含むゼオ
ライトに銅を担持してなる窒素酸化物浄化用触媒であって、Ｃｕ－Ｋα線をＸ線源に用い
たＸ線回折測定を行った際、回折角（２θ）が２０．４度以上、２０．８度以下の範囲に
観察される回折ピーク強度に対する、２１．０度以上、２１．４度以下の範囲に観察され
る回折ピーク強度の比が０．２以上、１．２以下であることを特徴とする［１］に記載の
窒素酸化物浄化用触媒。
【００１２】
［３］　ゼオライトの骨格構造において、Ｓｉ／（Ｓｉ＋Ａｌ＋Ｐ)（モル比）が０．１
０以上である［１］又は［２］に記載の窒素酸化物浄化用触媒。
【００１３】
［４］　以下の方法で測定されるＮＨ３吸着量が、０．２８ｍｍｏｌ／ｇ－触媒以上であ
る［１］ないし［３］のいずれかに記載の窒素酸化物浄化用触媒。
＜ＮＨ３吸着量測定法＞
　２００℃において、触媒にアンモニアを飽和になるまで吸着させた後、下記表１のガス
１を流通させアンモニアによるＮＯの還元反応の平衡状態にする。その後、ガス２を流通
させたときに、還元されたＮＯの総量（ｍｍｏｌ）から、下記式よりＮＨ３吸着量（ｍｍ
ｏｌ／ｇ－触媒）を求める。
　　ＮＨ３吸着量＝総ＮＯ量／触媒重量（ｇ）
【００１４】
【表１】
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【００１５】
［５］　平均粒子径が０．１～１０μｍの金属酸化物粒子及び／又は無機バインダーを含
むことを特徴とする［１］ないし［４］のいずれかに記載の窒素酸化物浄化用触媒。
【００１６】
［６］　平均粒子径が０．１～１０μｍの金属酸化物粒子及び無機バインダーを含むこと
を特徴とする［５］に記載の窒素酸化物浄化用触媒。
【００１７】
［７］　前記ゼオライトの含有量が３０～９９重量％であることを特徴とする［１］ない
し［６］のいずれかに記載の窒素酸化物浄化用触媒。
【００２０】
［８］　前記金属酸化物の金属が、アルミニウム、ケイ素、チタン、セリウム、及びニオ
ブよりなる群から選ばれる１種又は２種以上であることを特徴とする［５］ないし［７］
のいずれかに記載の窒素酸化物浄化用触媒。
【００２１】
［９］　前記無機バインダーが、平均粒子径５～１００ｎｍの無機酸化物ゾルの凝集体で
あることを特徴とする［５］ないし［８］のいずれかに記載の窒素酸化物浄化用触媒。
【００２２】
［１０］　［１］ないし［９］のいずれかに記載の窒素酸化物浄化用触媒が、ハニカム状
の成形体に塗布されてなることを特徴とする窒素酸化物浄化用素子。
【００２３】
［１１］　［１］ないし［９］のいずれかに記載の窒素酸化物浄化用触媒を成形してなる
ことを特徴とする窒素酸化物浄化用素子。
【００２４】
［１２］　［１］ないし［９］のいずれかに記載の窒素酸化物浄化用触媒の製造方法であ
って、銅源、ゼオライト、並びに平均粒子径０．１～１０μｍの金属酸化物粒子及び／又
は無機バインダーを含む混合スラリーを乾燥させ、得られた乾燥粉体を焼成することを特
徴とする窒素酸化物浄化用触媒の製造方法。
【００２５】
［１３］　４００℃以上の温度で焼成することを特徴とする［１２］に記載の窒素酸化物
浄化用触媒の製造方法。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、急激な温度上昇に伴う吸着水の発散による劣化の問題がなく、窒素酸
化物浄化性能及びその維持特性に優れた窒素酸化物浄化用触媒と、この窒素酸化物浄化用
触媒を用いた窒素酸化物浄化用素子が提供される。
　また、本発明の窒素酸化物浄化用触媒の製造方法によれば、このような窒素酸化物浄化
用触媒を簡便かつ効率的に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施例５で製造した触媒５のＸ線回折測定チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００２９】
［窒素酸化物浄化用触媒］
　本発明の窒素酸化物浄化用触媒（以下、単に「本発明の触媒」と称す場合がある。）は
、金属を担持したゼオライトを含む窒素酸化物浄化用触媒であって、ゼオライトが骨格構
造に少なくともケイ素（Ｓｉ）原子、アルミニウム（Ａｌ）原子、及びリン（Ｐ）原子を
含み、該触媒に対する２５℃、相対蒸気圧０．５における水の吸着量が０．０５（ｋｇ－
水／ｋｇ－触媒）以上、０．２（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒）以下であることを特徴とする。
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【００３０】
　本発明の触媒はまた、骨格構造に少なくともケイ素（Ｓｉ）原子、アルミニウム（Ａｌ
）原子、及びリン（Ｐ）原子を含むゼオライトに金属を担持してなる窒素酸化物浄化用触
媒であって、後述する方法でＸ線回折測定を行った際、回折角（２θ）が２０．４度以上
、２０．８度以下の範囲に観察される回折ピーク強度に対する、２１．０度以上、２１．
４度以下の範囲に観察される回折ピーク強度の比が０．２以上、１．２以下であることを
特徴とする。
【００３１】
　特に、本発明の触媒は、後述する方法で測定されたＮＨ３吸着量が、０．２８ｍｍｏｌ
／ｇ－触媒以上であることが好ましい。
【００３２】
｛ゼオライト｝
＜構成原子＞
　本発明で使用するゼオライトは、骨格構造に少なくともケイ素原子、アルミニウム原子
、リン原子を含むゼオライト（以下、単に「ゼオライト」と称す場合がある。）を含有す
るものである。
【００３３】
　本発明で使用するゼオライトの骨格構造中のアルミニウム原子、リン原子及びケイ素原
子の存在割合は、下記式（Ｉ）、（II）及び（III）を満たすことが好ましい。
　　　０．０５≦ｘ１≦０．２５　　　　・・・（Ｉ）
（式中、ｘ１は骨格構造中のケイ素原子とアルミニウム原子とリン原子の合計に対するケ
イ素原子のモル比を示す）
　　　０．３≦ｙ１≦０．６　　　　　　・・・（II）
（式中、ｙ１は骨格構造中のケイ素原子とアルミニウム原子とリン原子の合計に対するア
ルミニウム原子のモル比を示す）
　　　０．３≦ｚ１≦０．６　　　　　　・・・（III）
（式中、ｚ１は骨格構造中のケイ素原子とアルミニウム原子とリン原子の合計に対するリ
ン原子のモル比を示す）
【００３４】
　さらに、ｘ１は好ましくは０．０６以上、より好ましくは０．０７以上、更に好ましく
は０．０７５以上、特に好ましくは０．１０以上であり、好ましくは０．２０以下、より
好ましくは０．１８以下、更に好ましくは０．１６以下である。
　さらに、ｙ１は好ましくは０．３５以上、より好ましくは０．４０以上であり、好まし
くは０．５５以下である。
　さらに、ｚ１は好ましくは０．３５以上、より好ましくは０．４０以上であり、好まし
くは０．５５以下である。
【００３５】
　また、本発明におけるゼオライトの骨格構造内には、アルミニウム、リン及びケイ素原
子以外の他の原子が含まれていてもよい。含まれていてもよい他の原子としては、リチウ
ム、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバル
ト、ニッケル、パラジウム、銅、亜鉛、ガリウム、ゲルマニウム、砒素、スズ、カルシウ
ム、硼素などの原子の１種又は２種以上が挙げられ、好ましくは、鉄原子、銅原子、ガリ
ウム原子が挙げられる。
【００３６】
　これらの他の原子の含有量はゼオライトの骨格構造中に、ケイ素原子とアルミニウム原
子とリン原子の合計に対するモル比で、０．３以下であることが好ましく、さらに好まし
くは０．１以下である。
【００３７】
　なお、上記のゼオライトの骨格構造中の原子の割合は、元素分析により決定するが、本
発明における元素分析は、試料を塩酸水溶液で加熱溶解させた後、誘導結合プラズマ（Ｉ
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ＣＰ：Inductively　Coupled　Plasma）発光分光分析により求めるものである。
【００３８】
＜骨格構造＞
　ゼオライトは通常結晶性であり、メタン型のＳｉＯ４四面体あるいはＡｌＯ４四面体あ
るいはＰＯ４四面体（以下、これらを一般化して「ＴＯ４」とし、含有する酸素原子以外
の原子をＴ原子という。）が、各頂点の酸素原子を共有し連結した規則的な網目構造を持
つ。Ｔ原子としてはＡｌ、Ｐ、Ｓｉ以外の原子も知られている。網目構造の基本単位のひ
とつに、８個のＴＯ４四面体が環状に連結したものがあり、これは８員環と呼ばれている
。同様に、６員環、１０員環などもゼオライト構造の基本単位となる。
【００３９】
　なお、本発明におけるゼオライトの構造は、Ｘ線回折法（Ｘ－ray　diffraction、以下
ＸＲＤ）により決定する。
【００４０】
　本発明におけるゼオライトの構造は、International　Zeolite　Association（ＩＺＡ
）が定めるコードで示すと、ＡＥＩ、ＡＦＲ、ＡＦＳ、ＡＦＴ、ＡＦＸ、ＡＦＹ、ＡＨＴ
、ＣＨＡ、ＤＦＯ、ＥＲＩ、ＦＡＵ、ＧＩＳ、ＬＥＶ、ＬＴＡ、ＶＦＩのいずれかが好ま
しく、ＡＥＩ、ＡＦＸ、ＧＩＳ、ＣＨＡ、ＶＦＩ、ＡＦＳ、ＬＴＡ、ＦＡＵ、ＡＦＹのい
ずれかがさらに好ましく、燃料由来の炭化水素を吸着しにくいことからＣＨＡ構造を有す
るゼオライトが最も好ましい。
【００４１】
　本発明におけるゼオライト類のフレームワーク密度は、特に限定されるものではないが
、通常１３．０Ｔ／ｎｍ３以上、好ましくは、１３．５Ｔ／ｎｍ３以上、より好ましくは
１４．０Ｔ／ｎｍ３以上であり、通常２０．０Ｔ／ｎｍ３以下、好ましくは１９．０Ｔ／
ｎｍ３以下、より好ましくは１７．５Ｔ／ｎｍ３以下である。なお、フレームワーク密度
（Ｔ／ｎｍ３）は、ゼオライトの単位体積ｎｍ３あたり存在するＴ原子（ゼオライトの骨
格構造を構成する酸素原子以外の原子（Ｔ原子））の数を意味し、この値はゼオライトの
構造により決まるものである。
　ゼオライトのフレームワーク密度が上記下限値未満では、構造が不安定となる場合があ
ったり、耐久性が低下する傾向があり、一方、上記上限値を超過すると吸着量、触媒活性
が小さくなる場合があったり、触媒としての使用に適さない場合がある。
【００４２】
＜水の吸着量＞
　本発明で用いるゼオライトは、２５℃の水蒸気吸着等温線で、相対蒸気圧０．５におけ
る水の吸着量が０．２５～０．３５（ｋｇ－水／ｋｇ－ゼオライト）であることが好まし
い。
【００４３】
　本発明におけるゼオライトは、水蒸気の吸着特性としてある特定の相対蒸気圧の範囲内
で大きく水の吸着量が変化する特徴を持つものが好ましい。吸着等温線で評価すると、通
常、２５℃の水蒸気吸着等温線では、相対蒸気圧０．０３以上、０．２５以下の範囲で相
対蒸気圧が０．０５変化したときに水の吸着量変化が０．０５（ｋｇ－水／ｋｇ－ゼオラ
イト）以上となるものが好ましく、より好ましくは０．１０（ｋｇ－水／ｋｇ－ゼオライ
ト）以上となるものである。また、水の吸着量変化は、大きいほど吸着量差が大きく好ま
しいが、通常１．０（ｋｇ－水／ｋｇ－ゼオライト）以下である。
【００４４】
　上記の吸着量変化を示す相対蒸気圧の好ましい範囲は、０．０３５以上、０．１５以下
であり、更に好ましくは０．０４以上、０．０９以下である。
【００４５】
　このゼオライトの水の吸着量は、後述の本発明の触媒の水の吸着量と同様に測定される
。
【００４６】
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＜粒子径＞
　本発明におけるゼオライトの粒子径について特に限定はないが、通常１μｍ以上であり
、さらに好ましくは２μｍ以上、より好ましくは３μｍ以上であり、通常１５μｍ以下で
あり、好ましくは１０μｍ以下である。
　なお、本発明におけるゼオライトの粒子径とは、下記に説明するゼオライトの製造にお
いて、テンプレートを除去した後の粒子径として測定した値をいう。また、この粒子径と
は、電子顕微鏡でゼオライトを観察した際の、任意の１０～３０点のゼオライト粒子の一
次粒子径の平均値をいう。
【００４７】
｛ゼオライトの製造方法｝
　本発明におけるゼオライトはそれ自体既知の化合物であり、通常用いられる方法に準じ
て製造することができる。
【００４８】
　本発明におけるゼオライトの製造方法は、特に限定されないが、例えば特開２００３－
１８３０２０号公報、国際公開ＷＯ２０１０／０８４９３０号パンフレット、特公平４－
３７００７号公報、特公平５－２１８４４号公報、特公平５－５１５３３号公報、米国特
許第４４４０８７１号明細書等に記載の方法に準じて製造することができる。
【００４９】
　本発明に用いられるゼオライトは、通常、アルミニウム原子原料、リン原子原料、ケイ
素原子原料、及び必要に応じてテンプレートを混合した後、水熱合成することによって得
られる。テンプレートを混合した場合は、水熱合成後に通常テンプレートを除去する操作
を行う。
【００５０】
＜アルミニウム原子原料＞
　本発明におけるゼオライトのアルミニウム原子原料は特に限定されず、通常、擬ベーマ
イト、アルミニウムイソプロポキシド、アルミニウムトリエトキシド等のアルミニウムア
ルコキシド、水酸化アルミニウム、アルミナゾル、アルミン酸ナトリウム等が挙げられる
。これらは１種を単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いてもよい。取り扱いが容
易な点及び反応性が高い点でアルミニウム源としては擬ベーマイトが好ましい。
【００５１】
＜リン原子原料＞
　本発明におけるゼオライトのリン原子原料は通常リン酸であるが、リン酸アルミニウム
を用いてもよい。リン原子原料は１種を単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いて
もよい。
【００５２】
＜ケイ素原子原料＞
　本発明におけるゼオライトのケイ素原子原料は特に限定されず、通常、ヒュームドシリ
カ、シリカゾル、コロイダルシリカ、水ガラス、ケイ酸エチル、ケイ酸メチル等が挙げら
れる。これらは１種を単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いてもよい。高純度で
、反応性が高い点でヒュームドシリカが好ましい。
【００５３】
＜テンプレート＞
　本発明のゼオライトの製造に用いられるテンプレートとしては、公知の方法で使用され
る種々のテンプレートが使用でき、以下に示す（１）ヘテロ原子として窒素原子を含む脂
環式複素環化合物と（２）アルキルアミンとの２つの群から、各群につき１種以上の化合
物を選択して用いることが好ましい。
【００５４】
（１）ヘテロ原子として窒素原子を含む脂環式複素環化合物
　ヘテロ原子として窒素原子を含む脂環式複素環化合物の複素環は通常５～７員環であっ
て、好ましくは６員環である。複素環に含まれるヘテロ原子の個数は通常３個以下、好ま
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しくは２個以下である。窒素原子以外のヘテロ原子は任意であるが、窒素原子に加えて酸
素原子を含むものが好ましい。ヘテロ原子の位置は特に限定されないが、ヘテロ原子が相
互に隣り合わないものが好ましい。
【００５５】
　また、ヘテロ原子として窒素原子を含む脂環式複素環化合物の分子量は、通常２５０以
下、好ましくは２００以下、さらに好ましくは１５０以下であり、また通常３０以上、好
ましくは４０以上、さらに好ましくは５０以上である。
【００５６】
　このようなヘテロ原子として窒素原子を含む脂環式複素環化合物として、モルホリン、
Ｎ－メチルモルホリン、ピペリジン、ピペラジン、Ｎ，Ｎ’－ジメチルピペラジン、１，
４－ジアザビシクロ（２，２，２）オクタン、Ｎ－メチルピペリジン、３－メチルピペリ
ジン、キヌクリジン、ピロリジン、Ｎ－メチルピロリドン、ヘキサメチレンイミンなどが
挙げられる。これらは、１種を単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いてもよい。
これらのうち、モルホリン、ヘキサメチレンイミン、ピペリジンが好ましく、モルホリン
が特に好ましい。
【００５７】
（２）アルキルアミン
　アルキルアミンのアルキル基は、通常、鎖状アルキル基であって、アミン１分子中に含
まれるアルキル基の数は特に限定されるものではないが、３個が好ましい。
　また、アルキルアミンのアルキル基は一部水酸基等の置換基を有していてもよい。
　アルキルアミンのアルキル基の炭素数は４以下が好ましく、１分子中の全アルキル基の
炭素数の合計が１０以下がより好ましい。
　また、アルキルアミンの分子量は通常２５０以下、好ましくは２００以下、さらに好ま
しくは１５０以下である。
【００５８】
　このようなアルキルアミンとしては、ジ－ｎ－プロピルアミン、トリ－ｎ－プロピルア
ミン、トリ－イソプロピルアミン、トリエチルアミン、トリエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－
ジエチルエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン、Ｎ－メチルジエタノー
ルアミン、Ｎ－メチルエタノールアミン、ジ－ｎ－ブチルアミン、ネオペンチルアミン、
ジ－ｎ－ペンチルアミン、イソプロピルアミン、ｔ－ブチルアミン、エチレンジアミン、
ジ－イソプロピル－エチルアミン、Ｎ－メチル－ｎ－ブチルアミン等が挙げられる。これ
らは、１種を単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いてもよい。これらのうち、ジ
－ｎ－プロピルアミン、トリ－ｎ－プロピルアミン、トリ－イソプロピルアミン、トリエ
チルアミン、ジ－ｎ－ブチルアミン、イソプロピルアミン、ｔ－ブチルアミン、エチレン
ジアミン、ジ－イソプロピル－エチルアミン、Ｎ－メチル－ｎ－ブチルアミンが好ましく
、トリエチルアミンが特に好ましい。
【００５９】
　上記（１）及び（２）のテンプレートの好ましい組み合わせとしては、モルホリンとト
リエチルアミンを含む組合せである。
【００６０】
　テンプレートの混合比率は、条件に応じて選択する必要がある。
　２種のテンプレートを混合して用いるときは、通常、混合させる２種のテンプレートの
モル比が１：２０から２０：１、好ましくは１：１０から１０：１、さらに好ましくは１
：５から５：１である。
　３種のテンプレートを混合して用いるときは、通常、３つ目のテンプレートのモル比は
、上記で混合された（１）と（２）の２種のテンプレートの合計に対して１：２０から２
０：１、好ましくは１：１０から１０：１、さらに好ましくは１：５から５：１である。
　また、２種以上のテンプレートの混合比は特に限定されるものではなく、条件に応じて
適宜選ぶことができるが、例えば、モルホリンとトリエチルアミンを用いる場合、モルホ
リン／トリエチルアミンのモル比は通常０．０５以上、好ましくは０．１以上、さらに好
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ましくは０．２以上であり、通常２０以下、好ましくは１０以下、さらに好ましくは５以
下である。
【００６１】
　テンプレートには、上記（１）及び（２）以外のその他のテンプレートが入っていても
よいが、その他のテンプレートはテンプレート全体に対してモル比で通常２０％以下であ
り、１０％以下が好ましい。
【００６２】
　本発明で用いるゼオライトであるＳＡＰＯの製造に、テンプレートを用いると、得られ
るＳＡＰＯ中のＳｉ含有量をコントロールすることが可能であり、窒素酸化物浄化用触媒
として好ましいＳｉ含有量、Ｓｉ存在状態にすることができる。その理由は明らかではな
いが、以下のような事が推察される。
【００６３】
　例えば、ＣＨＡ型構造のＳＡＰＯを合成する場合、テンプレートとして（１）ヘテロ原
子として窒素原子を含む脂環式複素環化合物、例えばモルホリンを用いると、Ｓｉ含有量
の多いＳＡＰＯを比較的容易に合成しうる。しかしながら、Ｓｉ含有量の少ないＳＡＰＯ
を合成しようとすると、デンス成分やアモルファス成分が多く、結晶化が困難である。一
方、テンプレートとして（２）アルキルアミン、例えばトリエチルアミンを用いると、Ｃ
ＨＡ構造のＳＡＰＯも限られた条件では合成可能であるが、通常、種々の構造のＳＡＰＯ
が混在しやすい。しかし、逆に言えば、デンス成分やアモルファス成分では無く、結晶構
造のものにはなりやすい。すなわち、上記（１），（２）のそれぞれのテンプレートはＣ
ＨＡ構造を導くための特徴、ＳＡＰＯの結晶化を促進させる特徴などを有している。これ
らの特徴を組み合わせる事により、相乗効果を発揮させ、（１）又は（２）のテンプレー
ト単独では実現できなかった効果を得ることができると考えられる。
【００６４】
＜水熱合成によるゼオライトの合成＞
　本発明で用いるゼオライトの製造には、まず、上述のケイ素原子原料、アルミニウム原
子原料、リン原子原料、テンプレート及び水を混合して水性ゲルを調合する。その混合順
序には制限がなく、用いる条件により適宜選択すればよいが、通常は、まず水にリン原子
原料、アルミニウム原子原料を混合し、これにケイ素原子原料とテンプレートを混合する
。
【００６５】
　前記（１），（２）の２つの群から各群につき１種以上選択されたテンプレートを混合
する順番は特に限定されず、テンプレートを調製した後その他の物質と混合してもよいし
、各テンプレートをそれぞれ他の物質と混合してもよい。
【００６６】
　好ましい水性ゲルの組成は、以下の通りである。
　即ち、ケイ素原子原料、アルミニウム原子原料及びリン原子原料を各々の酸化物換算の
モル比で表した場合、ＳｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３の値は、通常０より大きく、好ましくは０．
０２以上であり、また通常０．５以下であり、好ましくは０．４以下、さらに好ましくは
０．３以下である。また同様の基準でのＰ２Ｏ５／Ａｌ２Ｏ３の値は、通常０．６以上、
好ましくは０．７以上、さらに好ましくは０．８以上であり、通常１．３以下、好ましく
は１．２以下、さらに好ましくは１．１以下である。
　水熱合成によって得られるゼオライトの組成は、水性ゲルの組成と相関があり、従って
、所望の組成のゼオライトを得るためには水性ゲルの組成を、上記の範囲において適宜設
定すればよい。
【００６７】
　テンプレートの総量は、水性ゲル中のアルミニウム原子原料を酸化物で表したとき、Ａ
ｌ２Ｏ３に対するテンプレートのモル比で、通常０．２以上、好ましくは０．５以上、さ
らに好ましくは１以上であって、通常４以下、好ましくは３以下、さらに好ましくは２．
５以下である。テンプレートの使用量が上記下限以上であるとテンプレート量が十分とな
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り、上記上限以下であるとアルカリ濃度を抑えることができ、従って、上記範囲内である
ことにより良好な結晶化を行うことができる。
【００６８】
　また、水性ゲル中の水の割合は、合成のし易さ及び生産性の高さの観点から、アルミニ
ウム原子原料を酸化物で表したとき、Ａｌ２Ｏ３に対する水のモル比で、通常３以上、好
ましくは５以上、さらに好ましくは１０以上であって、通常２００以下、好ましくは１５
０以下、さらに好ましくは１２０以下である。
【００６９】
　水性ゲルのｐＨは通常５以上、好ましくは６以上、さらに好ましくは６．５以上であっ
て、通常１０以下、好ましくは９以下、さらに好ましくは８．５以下である。
【００７０】
　なお、水性ゲル中には、所望により、上記以外の成分を含有していてもよい。このよう
な成分としては、アルカリ金属やアルカリ土類金属の水酸化物や塩、アルコール等の親水
性有機溶媒が挙げられる。水性ゲル中のこれらの他の成分の含有量は、アルカリ金属やア
ルカリ土類金属の水酸化物や塩は、アルミニウム原子原料を酸化物で表したとき、Ａｌ２

Ｏ３に対するモル比で、通常０．２以下、好ましくは０．１以下であり、アルコール等の
親水性有機溶媒は、水性ゲル中の水に対してモル比で通常０．５以下、好ましくは０．３
以下である。
【００７１】
　水熱合成は、上記の水性ゲルを耐圧容器に入れ、自己発生圧力下、又は結晶化を阻害し
ない程度の気体加圧下で、攪拌又は静置状態で所定温度を保持する事により行われる。水
熱合成の際の反応温度は、通常１００℃以上、好ましくは１２０℃以上、さらに好ましく
は１５０℃以上であって、通常３００℃以下、好ましくは２５０℃以下、さらに好ましく
は２２０℃以下である。この温度範囲のうち、最も高い温度である最高到達温度まで昇温
する過程において、８０℃から１２０℃までの温度域に１時間以上置かれることが好まし
く、２時間以上置かれることがより好ましい。
　この温度範囲での昇温時間が１時間未満であると、得られたテンプレート含有ゼオライ
トを焼成して得られるゼオライトの耐久性が不十分となる場合がある。また、８０℃から
１２０℃までの温度範囲内に１時間以上置かれることが、得られるゼオライトの耐久性の
面で好ましい。
　一方、この温度範囲での昇温時間の上限は特に制限はないが、長すぎると生産効率の面
で不都合な場合があり、通常５０時間以下、生産効率の点で好ましくは２４時間以下であ
る。
【００７２】
　前記温度領域の間の昇温方法は、特に制限はなく、例えば、単調に増加させる方法、階
段状に変化させる方法、振動等上下に変化させる方法、及びこれらを組み合わせて行う方
式など様々な方式を用いることができる。通常、制御の容易さから、昇温速度をある値以
下に保持して、単調に昇温する方式が好適に用いられる。
【００７３】
　また、水熱合成の際の最高到達温度付近に所定時間保持するのが好ましく、最高到達温
度付近とは、該温度より５℃低い温度乃至最高到達温度を意味し、最高到達温度に保持す
る時間は、所望とするゼオライトの合成のしやすさに影響し、通常０．５時間以上、好ま
しくは３時間以上、さらに好ましくは５時間以上であって、通常３０日以下、好ましくは
１０日以下、さらに好ましくは４日以下である。
【００７４】
　最高到達温度に達した後の温度の変化の方法は、特に制限はなく、階段状に降温させる
方法、最高到達温度以下で、振動等上下に変化させる方法、及びこれらを組み合わせて行
う方式など様々な方式を用いることができる。通常、制御の容易さ、得られるゼオライト
の耐久性の観点から、最高到達温度を保持した後、１００℃から室温までの温度に降温す
るのが好適である。
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【００７５】
＜テンプレートを含有したゼオライト＞
　水熱合成後、生成物であるテンプレートを含有したゼオライトを水熱合成反応液より分
離するが、テンプレートを含有したゼオライトの分離方法は特に限定されない。通常、濾
過又はデカンテーション等により分離し、水洗後、室温から１５０℃以下の温度で乾燥し
て生成物を得ることができる。
【００７６】
　次いで、通常テンプレートを含有したゼオライトからテンプレートを除去するが、その
方法は特に限定されない。通常、空気又は酸素含有の不活性ガス、あるいは不活性ガスの
雰囲気下に４００℃から７００℃の温度で焼成したり、エタノール水溶液、ＨＣｌ含有エ
ーテル等の抽出溶剤による抽出等の方法により、含有する有機物（テンプレート）を除去
することができる。好ましくは製造性の面で焼成によるテンプレートの除去が好ましい。
【００７７】
　ただし、本発明においては、後述の如く、ゼオライトからテンプレートを除去せずに、
金属の担持に供することもできる。
【００７８】
｛担持金属｝
　本発明の触媒では、上述のようなゼオライトに金属が担持されている。
【００７９】
＜金属＞
　本発明においてゼオライトに担持される金属は、ゼオライトに担持させて、触媒活性を
発揮し得るものであれば、特に限定されるものではないが、好ましくは鉄、コバルト、パ
ラジウム、イリジウム、白金、銅、銀、金、セリウム、ランタン、プラセオジウム、チタ
ン、ジルコニア等の中の群から選ばれる。ゼオライトに担持させる金属は、これらの１種
であってもよく、２種以上の金属を組み合わせてゼオライトに担持してもよい。ゼオライ
トに担持させる金属は、更に好ましくは、鉄及び／又は銅である。
【００８０】
　なお、本発明において「金属」とは、必ずしも元素状のゼロ価の状態にあるものに限定
されず、「金属」という場合、触媒中に担持された存在状態、例えばイオン性ないしはそ
の他の種としての存在状態を含む。
【００８１】
＜担持量＞
　本発明の触媒におけるゼオライトへの金属の担持量は、特に限定されないが、ゼオライ
トに対する金属の重量割合で通常０．１％以上、好ましくは０．５％以上、さらに好まし
くは１％以上であり、通常１０％以下、好ましくは８％以下、さらに好ましくは５％以下
である。金属担持量が上記下限値未満では活性点が少なくなる傾向があり、触媒性能を発
現しない場合がある。金属担持量が上記上限値超過では金属の凝集が著しくなる傾向があ
り、触媒性能が低下する場合がある。
【００８２】
　＜金属担持方法＞
　本発明の触媒を製造する際のゼオライトへの金属の担持方法としては、特に限定されな
いが、一般的に用いられるイオン交換法、含浸担持法、沈殿担持法、固相イオン交換法、
ＣＶＤ法等が用いられる。好ましくは、イオン交換法、含浸担持法である。
【００８３】
　担持する金属の金属源としては、特に限定されるものではないが、金属塩、金属錯体、
金属単体、金属酸化物等が用いられ、通常は、担持金属の塩類が用いられ、例えば硝酸塩
、硫酸塩、塩酸塩等の無機酸塩、又は酢酸塩などの有機酸塩を用いることができる。金属
源は、後述する分散媒に可溶であっても不溶であってもよい。
【００８４】
　なお、本発明における触媒は、ゼオライトに金属を担持する際、テンプレートを除去し
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たゼオライトに金属を担持しても、テンプレートを含有したゼオライトに金属を担持した
後にテンプレートを除去してもよいが、製造工程が少なく、簡便な点でテンプレートを含
有したゼオライトに金属を担持した後にテンプレートを除去することが好ましい。
【００８５】
　ただし、イオン交換法によりゼオライトに金属を担持する場合、一般的なイオン交換法
ではテンプレートを焼成等により除去したゼオライトを用いることが好ましい。これは、
テンプレートが除去された細孔に金属がイオン交換することにより、イオン交換ゼオライ
トを製造することができ、テンプレートを含有したゼオライトはイオン交換ができないた
め、イオン交換法による金属の担持には不向きであることによる。
【００８６】
　テンプレートを除去してから金属担持を行う場合は、上記のように、通常、空気又は酸
素含有の不活性ガス、あるいは不活性ガスの雰囲気下において、通常４００℃以上７００
℃以下の温度で焼成する方法、エタノール水溶液、ＨＣｌ含有エーテル等の抽出剤により
抽出する方法等の種々の方法により、ゼオライト中に含まれるテンプレートを除去するこ
とができる。
【００８７】
　金属の担持にイオン交換法を採用しない場合には、テンプレートを含有したゼオライト
を用い、例えば、ゼオライトと金属源との混合分散液から分散媒を除去し、その後下記の
ような焼成工程を行なって、テンプレート除去と同時に金属を担持することで触媒を製造
することができ、テンプレート除去のための焼成を省略することができるため、製造面で
はイオン交換法によらない金属担持法が有利である。
【００８８】
　含浸担持法による場合、ゼオライト（テンプレートを含有したゼオライトであってもテ
ンプレートを除去した後のゼオライトであってもよく、好ましくはテンプレートを含有し
たゼオライトである。）と金属源とを含む混合分散液から分散媒を除去した後焼成を行う
が、この分散媒を除去する際、一般的には、スラリー状態から、短時間で乾燥させること
が好ましく、スプレードライ法を用いて乾燥することが好ましい。
【００８９】
　乾燥後の焼成温度は特に限定されないが、通常４００℃以上、好ましくは６００℃以上
、さらに好ましくは７００℃以上、より好ましくは８００℃以上であり、上限は通常１０
００℃以下である。焼成温度が上記下限値未満では金属源が分解しないことがあり、ゼオ
ライト上での金属の分散性を高めると共に、金属とゼオライト表面との相互作用を高める
ためには、焼成温度は高い方が好ましいが、上記上限値超過ではゼオライトの構造が破壊
し過ぎる可能性がある。
【００９０】
　ただし、本発明の触媒の製造法の一つとして、本発明の触媒に必要とされる後述の水の
吸着量を満足するために、上記のゼオライトへの金属の担持工程において、意図的にゼオ
ライトの一部構造を破壊させて、本発明の触媒の水の吸着量を調整する方法も採用可能で
ある。この場合、上記焼成をより高温（８５０℃以上、好ましくは９００℃以上）で行う
方法が有効である。また、同じ目的で以下の焼成中の気体の流通量を大きく設定する方法
も採用可能である。即ち、ゼオライトの構造は、ゼオライトの種類や金属担持量、金属の
分散度合によっても異なるが、８５０℃から１０００℃の範囲内での焼成で徐々に破壊さ
れて行く場合がある。また、焼成炉のタイプや、焼成時間にも依存し、長時間焼成を行う
とより構造が破壊されていく。例えば、担持金属が銅の場合、銅の担持量が４重量％以上
では８５０℃以上で、３重量％以上では９００℃以上で、２．５重量％以下では９５０℃
以上で２時間焼成を行うとゼオライト構造が破壊される。
　従って、焼成工程で、意図的にゼオライトの構造を壊して、前述のように、２５℃の水
蒸気吸着等温線で、相対蒸気圧０．５における水の吸着量が０．２５～０．３５（ｋｇ－
水／ｋｇ－ゼオライト）のゼオライトを用いて、この水の吸着量が０．２（ｋｇ－水／ｋ
ｇ－触媒）以下の本発明の触媒を製造することも可能である。
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　但し、焼成温度を上げすぎたり、焼成時間を長くしすぎると、ゼオライト構造の破壊が
さらに進み、後述のＮＨ３吸着量が大きく低下するために触媒性能が低下する。
【００９１】
　上記焼成の雰囲気は、特に限定はなく、大気下、又は窒素ガス下、アルゴンガス下等の
不活性雰囲気下で行われ、雰囲気中に水蒸気が含まれてもよい。
　焼成の方法も特に限定されず、マッフル炉、キルン、流動焼成炉などを用いることがで
きるが、上記雰囲気気体の流通下に焼成する方法が望ましい。
【００９２】
　気体の流通速度は特に限定されないが、通常被焼成粉体１ｇあたりの気体の流通量は、
０．１ｍｌ／分以上、好ましくは５ｍｌ／分以上で、通常１００ｍｌ／分以下、好ましく
は２０ｍｌ／分以下である。
　被焼成粉体１ｇあたりの気体の流通量が上記下限値未満では乾燥粉体中に残存する金属
源由来の酸等が加熱時に除去されずゼオライトが破壊される可能性があり、上記上限値超
過では粉体が飛散することがある。
【００９３】
　なお、上記ゼオライトと金属源とを含む混合分散液の分散媒の種類や固形分濃度、乾燥
、焼成条件等の詳細は、後述の［本発明の金属酸化物粒子及び／又は無機バインダーを配
合した窒素酸化物浄化用触媒の製造方法］における記載と同様の条件を適用することがで
きる。即ち、金属を担持したゼオライトを含む本発明の触媒は、後述の［本発明の金属酸
化物粒子及び／又は無機バインダーを配合した窒素酸化物浄化用触媒の製造方法］におい
て、混合スラリー中に金属酸化物粒子及び／又は無機バインダーを配合しないこと以外は
同様にして製造することができる。
【００９４】
｛水の吸着量｝
　本発明の窒素酸化物浄化用触媒は、上記のような金属を担持したゼオライトを含み、か
つ触媒に対する２５℃の水蒸気吸着等温線で、相対蒸気圧０．５における水の吸着量（以
下、単に「水の吸着量」と称す場合がある。）が０．０５（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒）以上
、０．２（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒）以下であることを特徴とするものである。本発明の触
媒において、該水の吸着量は、好ましくは０．１８（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒）以下、さら
に好ましくは０．１５（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒）以下である。水の吸着量が上記上限より
多いと、本発明の目的を達成し得ず、急激な温度上昇に伴う吸着水の発散による劣化の問
題を解決し得ない。ただし、水の吸着量を過度に低くすると、窒素酸化物の浄化性能に劣
る傾向があることから、本発明の触媒の水の吸着量の下限は好ましくは０．０８（ｋｇ－
水／ｋｇ－触媒）以上である。
【００９５】
　なお、本発明の触媒の水の吸着量は、水蒸気吸着量測定装置を用い、２５℃における水
の吸着等温線を測定し、相対蒸気圧が０．５のときの水の吸着量から求めることができる
。
　また、簡易的な方法として、次のような方法も用いることができる。
　即ち、密閉容器内に飽和硝酸マグネシウム溶液を置き、密閉することにより２５℃にお
ける平衡相対湿度５２．９％（相対蒸気圧０．５２９）の雰囲気を作る。その雰囲気下に
触媒を層高１ｃｍ以下の厚さにして１２時間以上放置し、水を吸着させる。水吸着後の重
量Ｗ１を測定後、１５０～２００℃で重量減少が起こらなくなるまで通常１０分以上乾燥
させ、乾燥後の重量Ｗ２を測定する。下記の式より水の吸着量を求める。
　　水の吸着量＝[(水吸着後の重量Ｗ１)－(乾燥後の重量Ｗ２)]／(乾燥後の重量Ｗ２)
【００９６】
　上記乾燥及び重量測定は、乾燥機等でサンプルを乾燥後に取り出して、低湿に保ったデ
シケーター内で冷ました後に重量を測定してもよいが、冷ますとき、及び重量測定時に水
が吸着する可能性が高いことから、赤外線水分計等、重量を測定しながら赤外線等で加熱
し乾燥できる機械を用いることが好ましい。
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【００９７】
　前述のように、一般に、本発明で使用するゼオライトの水の吸着量は、通常、２５℃の
水蒸気吸着等温線で、相対蒸気圧０．５において、０．２５～０．３５（ｋｇ－水／ｋｇ
－ゼオライト）である。
　これに対して、本発明は、触媒として水の吸着量を０．０５（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒）
以上、０．２（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒）以下としたものを用いると、浄化性能が優れるこ
とを見出すことにより達成されたものである。ゼオライトを含む本発明の触媒の水の吸着
量を０．２（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒）以下とするためには、本発明の触媒の水の吸着点を
減らす必要がある。この水の吸着点を減らす方法としては、例えば、上述のように、金属
担持工程での高温焼成により、ゼオライトの骨格構造の一部を壊す方法が挙げられる。一
方、触媒が、ゼオライト以外に、平均粒子径が０．１～１０μｍである金属酸化物粒子、
及び／又は無機バインダー、好ましくは金属酸化物粒子と無機バインダーを含むことで、
水の吸着量を０．２（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒）以下とする方法も挙げられる。
【００９８】
　上記の金属酸化物粒子の金属としては、特に限定されるものではないが、アルミニウム
、ケイ素、チタン、セリウム、ニオブが好ましい。また、リン酸アルミニウムのようにリ
ン等を金属以外の元素を含んでも良い。これらの１種又は２種以上の金属の組み合わせが
でもよい。
【００９９】
　また、金属酸化物粒子の平均粒子径は通常０．１～１０μｍ、好ましくは０．１～５μ
ｍ、更に好ましくは０．１～３μｍである。金属酸化物粒子の粒子径が大き過ぎるとゼオ
ライトの粒子径より大きくなり、金属を担持したゼオライトが有効に働かず、浄化性能が
低下する。なお、ここで金属酸化物粒子の粒子径とは、電子顕微鏡で金属酸化物粒子を観
察した際の、任意の１０～３０点の金属酸化物粒子の一次粒子径の平均値をいう。以下の
無機バインダーの平均粒子径についても同様である。
【０１００】
　無機バインダーとしては、シリカゾル、アルミナゾル、チタニアゾル、セリアゾルなど
が用いられ、これらは１種を単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いてもよい。こ
れらのうち、ゼオライトへの固着能力があり、かつ安価であることから、シリカゾルが好
ましい。
【０１０１】
　該無機バインダーは、平均粒子径が５～１００ｎｍ、好ましくは４～６０ｎｍ、より好
ましくは１０～４０ｎｍの無機酸化物のゾルであることが好ましい。この平均粒子径が上
記上限を超える場合は、ゼオライト表面との相互作用が十分ではなく、無機バインダーの
酸点の触媒作用の寄与などが不十分となり、触媒性能が低下する。また、平均粒子径の下
限は特にないが、過度に小さな粒子径の無機バインダーを入手することは不可能である。
実際の触媒中には無機酸化物ゾルは焼成によって、ゼオライト表面と反応したり、無機酸
化物ゾル同士で反応し凝集体として観察される。
【０１０２】
　また、該無機バインダーは、ナトリウム等のアルカリ金属含有量が０．２重量％以下、
特に０．１重量％以下、とりわけ０．０５重量％以下であることが好ましい。無機バイン
ダーのアルカリ金属の含有量が多い場合は、ゼオライトの細孔内でイオン交換が進行し、
銅等のゼオライト上の担持金属の分散を妨げ、触媒性能を低下させることがある。また、
無機バインダーのアルカリ金属含有量は少なければ少ないほど好ましく、下限は０重量％
である。
【０１０３】
　なお、前記の金属酸化物粒子の金属酸化物と、上記無機バインダーとは化合物として一
部重複しているが、本発明においては、平均粒子径が０．１～１０μｍと、粒子径の大き
いものを金属酸化物粒子とし、このような金属酸化物粒子よりも粒子径の小さい微粒子状
のものを無機バインダーとする。



(16) JP 5828276 B2 2015.12.2

10

20

30

40

50

【０１０４】
　このような、金属酸化物粒子及び／又は無機バインダー含むことにより水の吸着量を調
整した本発明の触媒は、後述の本発明の窒素酸化物浄化用触媒の製造方法に従って製造す
ることができる。
【０１０５】
　特に本発明の触媒は、以下の理由から、金属酸化物粒子及び無機バインダーの両方を含
むことが好ましい。
　即ち、金属酸化物粒子を加えることにより、触媒全体の水の吸着量を下げることができ
る。但し、該金属酸化物粒子を加えた分、触媒全体としては、浄化性能が低下する。しか
し、本発明者らの検討により、無機バインダーを適量加えることにより浄化性能が改善す
ることがわかった。これは、無機バインダーがゼオライト表面を覆うことにより、銅や鉄
等の担持金属の分散を向上させるとともに、酸点を付与することにより、触媒反応を加速
させる効果があることによると考えられる。このようなことから、金属酸化物粒子を添加
して触媒全体の水の吸着量を下げると共に、金属酸化物粒子の添加で低下した浄化性能を
無機バインダーの添加で補うようにすることが好ましい。
　なお、本発明の触媒が金属酸化物粒子と無機バインダーの両方を含む場合、触媒中の金
属酸化物粒子と無機バインダーとの重量割合は、金属酸化物粒子：無機バインダー＝１：
１００～１００：１、特に１：１０～１０：１とすることが、これらを併用することによ
る上記効果を有効に得る上で好ましい。
【０１０６】
　なお、従来、触媒の製造に当たり、混合スラリーを調製する際、粘度調整、あるいは分
散媒の除去後の粒子形状、粒子径制御のために、添加剤として、上記の無機バインダーに
相当する無機ゾルや、セピオライト、モンモリナイト、カオリンなどの粘土系添加剤等を
、触媒性能を低下させないよう、好ましくはゼオライトに対して１０重量％以下使用する
ことが知られているが、ゼオライトの水の吸着量を相殺して、得られる触媒の水の吸着量
を０．２（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒）以下にすることを目的に使用されているわけではなく
、従来行なわれている１０重量％以下程度の量では、本発明の触媒のように、ゼオライト
含有触媒の水の吸着量を０．２（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒）以下とすることはできない。
【０１０７】
｛ゼオライト含有量｝
　本発明の触媒のゼオライト含有量は、上記の金属酸化物粒子及び／又は無機バインダー
等の他の成分を含まない場合、前述の好適な金属担持量を満たす値となるが、特に、上記
の金属酸化物粒子及び／又は無機バインダーを含む場合のゼオライトの含有量（担持金属
を含むゼオライト含有量）は、好ましくは３０～９９重量％、より好ましくは４０～９５
重量％、とりわけ好ましくは５０～９０重量％である。
　本発明の触媒中のゼオライト含有量が上記下限値以上であることにより、高い窒素酸化
物浄化性能を得ることができ、上記上限値以下であることにより、金属酸化物粒子及び／
又は無機バインダーの配合で水の吸着量の調整が容易となる。
【０１０８】
　なお、本発明の触媒は、上記のような金属酸化物粒子及び／又は無機バインダー以外に
、前述の粘土系添加剤や、主鎖にポリシロキサン結合を有するオリゴマー又はポリマーで
あるシリコーン類（ポリシロキサン結合の主鎖の置換基の一部が加水分解をうけてＯＨ基
となったものも含む）、珪酸液由来成分等の各種添加剤を含有していてもよい。
【０１０９】
｛粒子径｝
　本発明の窒素酸化物浄化用触媒の粒子径は、平均一次粒子径として通常１５μｍ以下、
好ましくは１０μｍ以下であり、下限は、通常０．１μｍである。触媒の粒子径が大き過
ぎると単位重量当たりの比表面積が小さくなるため、被処理ガスとの接触効率が悪く、従
って、窒素酸化物の浄化効率が劣るものとなり、触媒の粒子径が小さ過ぎると取り扱い性
が悪くなる。従って、前述の方法でゼオライトに金属を担持して得られた焼成後の触媒、
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或いは後述の本発明の窒素酸化物浄化用触媒の製造方法で得られた焼成後の触媒は、必要
に応じて、ジェットミル等の乾式粉砕又はボールミル等の湿式粉砕を行ってもよい。なお
、触媒の平均一次粒子径の測定方法は、前述のゼオライトの平均一次粒子径の測定方法と
同様である。
【０１１０】
｛ＢＥＴ比表面積｝
　本発明の窒素酸化物浄化用触媒の比表面積（ＢＥＴ法）は通常およそ１５０～４００ｍ
２／ｇの範囲、好ましくは２００～３５０ｍ２／ｇの範囲であり、一般的に好ましいとさ
れているＳＣＲ触媒としてのＳＡＰＯの比表面積よりも小さい。
【０１１１】
｛ＮＨ３吸着量｝
　本発明の窒素酸化物浄化用触媒は、前記のような水の吸着量の規定に加えて、以下のＮ
Ｈ３吸着量の測定法で測定されたＮＨ３吸着量（以下、単に「ＮＨ３吸着量」と称す場合
がある。）が、０．２８ｍｍｏｌ／ｇ－触媒以上、特に０．３８ｍｍｏｌ／ｇ－触媒以上
であることが好ましい。
【０１１２】
＜ＮＨ３吸着量測定法＞
　２００℃において、触媒にアンモニアを飽和になるまで吸着させた後、下記表２のガス
１を流通させアンモニアによるＮＯの還元反応の平衡状態にする。その後、ガス２を流通
させたときに、還元されたＮＯの総量（ｍｍｏｌ）から、下記式よりＮＨ３吸着量（ｍｍ
ｏｌ／ｇ－触媒）を求める。
　　ＮＨ３吸着量＝総ＮＯ量／触媒重量（ｇ）
【０１１３】
【表２】

【０１１４】
　本発明において、触媒のＮＨ３吸着量は、本発明の触媒の前記水の吸着量の規定を満足
する範囲内において、ＳＣＲ触媒としての活性点の量を示すと考えられる。すなわち、水
の吸着量が本発明の範囲を超えるものでは、ＮＨ３吸着量が多くても、水の吸着量が多く
、水分を吸着、脱着を繰り返すような実用条件下では、劣化が起こり十分なＳＣＲ触媒活
性は達成し得ない。一般にＮＨ３吸着量が多いと、水の吸着量が多い傾向が見られたが、
本発明の触媒では、水の吸着量が少ないが、ＮＨ３吸着量が比較的多く、ＳＣＲ触媒活性
が優れるという特徴を有する。
　なお、本発明の触媒のＮＨ３吸着量の上限については、特にないが、触媒のアンモニア
吸着点の上限から通常２ｍｍｏｌ／ｇ－触媒程度である。
【０１１５】
　なお、上記のＮＨ３吸着量の測定法では、まず、アンモニア濃度１０００ｐｐｍのアン
モニアガスと空気との混合ガスを３０分流通させることにより、触媒にアンモニアを吸着
させ、次いで、前記表２に記載した組成のガス１を２０分流通させることにより、触媒上
の余剰のアンモニアを脱着させて除去する。その後、前記表２に記載した組成のガス２を
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流通させて触媒上のアンモニアのみを用いて、ＮＯ還元反応を行う。反応管から流出する
ガス中のＮＯ濃度が反応管に導入したガス２のＮＯ濃度と等しくなるまでガス２を流通さ
せてＮＯ還元反応を行い、このＮＯ還元反応（４ＮＯ＋４ＮＨ３＋Ｏ２→４Ｎ２＋６Ｈ２

Ｏ）において還元処理された一酸化窒素（ＮＯ）の総量（ｍｍｏｌ）（総ＮＯ量）から、
上記式より余剰のアンモニアを脱着させた後の触媒上に吸着されているＮＨ３吸着量（ｍ
ｍｏｌ／ｇ－触媒）を算出することができる。
　上記のアンモニアの吸着、余剰アンモニアの脱着及びＮＯ還元反応は、すべて２００℃
の温度条件下、ガス流通ＳＶ＝１０００００／ｈで行われる。
【０１１６】
｛Ｘ線回折ピーク強度比｝
　本発明の窒素酸化物浄化用触媒は、以下の方法により、Ｃｕ－Ｋα線をＸ線源に用いた
Ｘ線回折測定を行った際、回折角（２θ）が２０．４度以上、２０．８以下の範囲に観察
される回折ピーク強度に対する、２１．０度以上、２１．４度以下の範囲に観察される回
折ピーク強度との比（以下、単に「回折ピーク強度比」と称す場合がある。）が０．２以
上、１．２以下であることを特徴とする。
【０１１７】
＜Ｘ線回析測定方法＞
　Ｘ線源：Ｃｕ－Ｋα線
　出力設定：４０ｋＶ・３０ｍＡ
　測定時光学条件：
　　発散スリット＝１°
　　散乱スリット＝１°
　　受光スリット＝０．２ｍｍ
　　回折ピークの位置：２θ（回折角）
　　測定範囲：２θ＝３～５０度
　　スキャン速度＝３．０°（２θ／ｓｅｃ）、連続スキャン
　試料の調製：めのう乳鉢を用いて人力で粉砕した試料約７００ｍｇを、同一形状のサン
プルホルダーを用いて試料量が一定となるようにする。
　強度比の算出：回折ピークが存在しないベースラインからのピークの高さを回折ピーク
強度とし、回折角（２θ）が２０．４度以上、２０．８度以下の範囲に観察される回折ピ
ークの高さに対する、２１．０度以上、２１．４度以下の範囲に観察される回折ピークの
高さの比を求める。
【０１１８】
　ＣｕＫαをＸ線源に用いたＸ線回折測定を行った際、回折角（２θ）が２０．４度以上
、２０．８度以下の範囲に観察される回折ピークは「ＣＨＡゼオライトに由来する回折ピ
ーク」である。また、２１．０度以上、２１．４度以下の範囲に観察される回折ピークは
、「金属を担持したゼオライトを焼成等の熱処理したことにより生じた回折ピーク」であ
る。
　本発明の触媒では、この回折角（２θ）が２０．４度以上、２０．８度以下の範囲の回
折ピーク強度に対する、２１．０度以上、２１．４度以下の範囲の回折ピーク強度との比
が、通常０．２以上、１．２以下、好ましくは０．４以上、１．０以下である。この回折
ピーク強度比が上記下限未満であると、触媒の水吸着量が高くなって、触媒性能が悪くな
る。また、この回折ピーク強度比が上記上限を超えると、触媒のＮＨ３吸着量が少なくな
り、触媒性能が悪くなる。
【０１１９】
［金属酸化物粒子及び／又は無機バインダーを含む窒素酸化物浄化用触媒の製造方法］
　本発明の窒素酸化物浄化用触媒は、金属担持ゼオライトと、前述の金属酸化物粒子及び
／又は無機バインダーを含むことにより製造することも可能である。
　すなわち、前述の担持金属の金属源、ゼオライト、並びに平均粒子径０．１～１０μｍ
の金属酸化物粒子及び／又は無機バインダーを分散媒と混合した混合スラリーを調製し、
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この混合スラリーを乾燥させて分散媒を除去し、得られた乾燥粉体を焼成する本発明の窒
素酸化物浄化用触媒の製造方法により、本発明の触媒を製造することができる。
【０１２０】
　該分散媒とは、ゼオライトを分散させるための液体であり、分散媒の種類は、特に限定
されるものではないが、通常、水、アルコール、ケトンなどの１種又は２種以上が使用さ
れ、加熱時の安全性の観点から、分散媒は水を使用することが望ましい。
【０１２１】
　混合スラリー調製の際の混合順序は、特に制限されるものではないが、通常、まず金属
酸化物粒子及び／又は無機バインダーを含む分散媒に、金属源を溶解又は分散させ、これ
にゼオライトを混合するのが好ましい。
【０１２２】
　上記の成分を混合して調製されるスラリー中の固形分の割合は、好ましくは５～６０重
量％、より好ましくは１０～５０重量％である。スラリー中の固形分の割合が前記下限値
未満では、除去すべき分散媒の量が多くて、分散媒除去工程に支障をきたす場合がある。
また、スラリー中の固形分の割合が前記上限値超過では、金属や、ゼオライト以外の他の
成分がゼオライト上に均一に分散しにくくなる傾向がある。
　なお、混合スラリーの調製に用いるゼオライトは、前述の如く、テンプレートを含むゼ
オライトであってもよく、テンプレートを除去したゼオライトであってもよい。
【０１２３】
　混合スラリーの調合温度は通常０℃以上、好ましくは１０℃以上、通常８０℃以下、好
ましくは６０℃以下である。
　ゼオライトは通常、分散媒と混合すると発熱することがあり、調合温度が上記上限値を
超えるとゼオライトが酸又はアルカリにより分解する可能性がある。調合温度の下限は分
散媒の融点である。
【０１２４】
　また、混合スラリーの調合時のｐＨは特に限定されないが、通常３以上、好ましくは４
以上、さらに好ましくは５以上であり、通常１０以下、好ましくは９以下、さらに好まし
くは８以下である。ｐＨを前記下限値未満あるいは上限値超過として調合するとゼオライ
トが破壊される可能性がある。
【０１２５】
　なお、この混合スラリー中には、本発明の触媒に含有されていてもよい、前述の粘土系
添加剤や、主鎖にポリシロキサン結合を有するオリゴマー又はポリマーであるシリコーン
類（ポリシロキサン結合の主鎖の置換基の一部が加水分解をうけてＯＨ基となったものも
含む）、珪酸液等の各種添加剤が添加されていてもよい。
【０１２６】
　混合スラリー調合時の混合の方法としては、十分にゼオライトと金属源及びその他の成
分が混合あるいは分散する方法であればよく、各種公知の方法が用いられるが、具体的に
は攪拌、超音波、ホモジナイザー等が用いられる。
【０１２７】
＜混合スラリーの乾燥＞
　上記混合スラリーの乾燥方法としては、混合スラリー中の分散媒を短時間で除去できる
方法であれば特に限定されないが、好ましくは混合スラリーを均一に噴霧した状態を経て
、短時間に除去できる方法である噴霧乾燥法を採用することが好ましい。より好ましくは
混合スラリーを均一に噴霧した状態を経て、高温の熱媒体と接触させて除去する方法であ
り、更に好ましくは、高温の熱媒体として熱風と接触させ乾燥して分散媒を除去すること
により、均一な粉体を得ることのできる方法を採用することが好ましい。
【０１２８】
　本発明において、混合スラリーの乾燥に噴霧乾燥を適用する場合、噴霧の方法としては
、回転円盤による遠心噴霧、圧力ノズルによる加圧噴霧、二流体ノズル、四流体ノズル等
による噴霧などを用いることができる。
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【０１２９】
　噴霧したスラリーは、加熱した金属板や、高温ガスなどの熱媒体と接触することにより
分散媒が除去される。いずれの場合も、熱媒体の温度は特に限定されないが、通常８０℃
以上、３５０℃以下である。熱媒体の温度が上記下限値未満では混合スラリーから十分に
分散媒が除去できない場合があり、また上記上限値超過では金属源が分解し、金属酸化物
が凝集する場合がある。
【０１３０】
　噴霧乾燥機を用いた場合の乾燥条件については特に限定されないが、通常熱媒体である
ガス入口温度を約２００～３００℃、ガス出口温度を約６０～２００℃として実施する。
【０１３１】
　混合スラリーを乾燥して分散媒を除去するに要する乾燥時間は、好ましくは６０分以下
であり、より好ましくは１０分以下、更に好ましくは１分以下、特に好ましくは１０秒以
下であり、より短時間で乾燥することが望ましい。この乾燥時間の下限は特に限定される
ものではないが、通常０．１秒以上である。
【０１３２】
　前記上限値超過の時間をかけて乾燥を行うと、金属を担持させるゼオライトの表面に金
属源が凝集し、不均一に担持されるため、触媒活性低下の原因となる。また、一般的に金
属源は酸性、又はアルカリ性を呈するため、分散媒の存在下でそれらの金属を含んだ状態
で高温条件に長時間曝されると、金属原子を担持させたゼオライトの構造の分解が促進さ
れると考えられる。そのため乾燥時間が長くなるほど触媒活性が低下すると考えられる。
　なお、ここで、混合スラリーから分散媒を除去するための乾燥時間とは、被乾燥物中の
分散媒の量が１重量％以下になるまでの時間をいい、水が分散媒の場合の乾燥時間は、混
合スラリーの温度が８０℃以上になった時点から、被乾燥物中の水の含有量が１重量％以
下になるまでの時間をいう。水以外の分散媒の場合の乾燥時間は、その分散媒の常圧にお
ける沸点より２０℃低い温度になった時点から、被乾燥物中の分散媒の含有量が１重量％
以下になるまでの時間をいう。
【０１３３】
　上記混合スラリーの乾燥により分散媒を除去して得られる乾燥粉体の粒子径は特に限定
されないが、乾燥を短時間で終了させることができるよう、通常１ｍｍ以下、好ましくは
２００μｍ以下で、通常２μｍ以上となるように、混合スラリーの乾燥を行うことが好ま
しい。
【０１３４】
＜乾燥粉体の焼成＞
　上記乾燥により得られた乾燥粉体は、次いで焼成することによって本発明の触媒を得る
。
【０１３５】
　乾燥粉体の焼成方法は特に限定されず、マッフル炉、キルン、流動焼成炉などを用いる
ことができるが、気体の流通下に焼成する方法が好ましい。
【０１３６】
　焼成時の流通気体としては、特に限定されないが、空気、窒素、酸素、ヘリウム、アル
ゴン、又はこれらの混合気体などを用いることができ、好ましくは空気が用いられる。ま
た流通気体は水蒸気を含んでいてもよい。焼成は、還元雰囲気で行うこともでき、その場
合、水素を流通気体中に混合したり、シュウ酸等の有機物を乾燥粉体に混ぜて焼成するこ
とができる。
【０１３７】
　気体の流通速度は特に限定されないが、被焼成粉体１ｇあたりの気体の流通量は、通常
０．１ｍｌ／分以上、好ましくは５ｍｌ／分以上、通常１００ｍｌ／分以下、好ましくは
２０ｍｌ／分以下である。粉体１ｇあたりの気体の流通量が上記下限値未満では乾燥粉体
中に残存する酸が加熱時に除去されず、ゼオライトが破壊される可能性があり、上記上限
値超過の流通量では粉体が飛散することがある。
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【０１３８】
　焼成温度は特に限定されないが、通常４００℃以上、好ましくは５００℃以上、より好
ましくは６００℃以上、更に好ましくは７００℃以上、より好ましくは８００℃以上であ
り、通常１１００℃以下、好ましくは１０００℃以下である。前述のような、高温焼成に
よるゼオライト構造の一部破壊により、触媒の水吸着量を０．２（ｋｇ－水／ｋｇ－触媒
）以下とする方法の場合、焼成温度は通常８５０℃以上、好ましくは９００℃以上であり
、好ましくは１０００℃以下で焼成を行う。
【０１３９】
　焼成時間は、焼成温度によっても異なるが、通常１分～３日、好ましくは０．５～２４
時間、より好ましくは１～１０時間である。焼成時間が短か過ぎると金属源が分解しない
ことがあり、一方で、徒に焼成時間を長くしても焼成による効果は得られず、生産効率が
低下する。
【０１４０】
　焼成後、得られた触媒は、所望の粒子径とするために、前述の如く、ジェットミル等の
乾式粉砕又はボールミル等の湿式粉砕を行ってもよい。
【０１４１】
　本発明において、前述のような金属担持工程における高温焼成によって金属担持ゼオラ
イトの水の吸着量が所定量の範囲となった場合、前述のような金属酸化物粒子及び／又は
無機バインダーを配合して触媒としての水の吸着量を調整する必要は無いが、触媒を使用
する際に必要な程度の金属酸化物粒子及び／又は無機バインダーを少量配合することも可
能である。
【０１４２】
　また、本発明においては、焼成により水吸着量が低下した触媒に、金属酸化物粒子及び
／又は無機バインダーを配合することで水の吸着量を更に低下させ、所定の範囲にするこ
とももちろん可能である。また、金属担持ゼオライトに金属酸化物粒子及び／又は無機バ
インダーを配合する場合、金属担持後焼成を行い、金属酸化物粒子及び／又は無機バイン
ダーを配合した後、再度焼成しても良いが、金属担持工程で焼成せず、金属酸化物粒子及
び／又は無機バインダーを配合した後、焼成しても良いし、金属担持工程で焼成した場合
、金属酸化物粒子及び／又は無機バインダーを配合した後は焼成しない方法を採用するこ
ともできる。
【０１４３】
［窒素酸化物浄化用素子］
　本発明の触媒は、或いはこの触媒を含む触媒混合物は造粒、成形（成膜を含む）等によ
り所定の形状とすることにより、各種分野における窒素酸化物浄化用素子として使用する
ことができる。特に、本発明の触媒を用いた本発明の窒素酸化物浄化用素子（以下、「本
発明の浄化用素子」と称す場合がある。）は、自動車用排ガス触媒（ＳＣＲ触媒）として
有用であるが、その用途は何ら自動車用に限定されるものではない。
【０１４４】
　本発明の触媒の造粒、成形の方法は特に限定されるものではなく、各種公知の方法を用
いて行うことができる。通常、本発明の触媒を含む触媒混合物を成形し、成形体として用
いる。成形体の形状としては好ましくはハニカム状が用いられる。
【０１４５】
　また、自動車用等の排ガスの浄化に用いられる場合、本発明の浄化用素子は、例えば、
本発明の窒素酸化物浄化用触媒をシリカ、アルミナ等の無機バインダーと混合してスラリ
ーを調製し、これをコージェライト等の無機物で作製されたハニカム状の成形体の表面に
塗布し、焼成することにより作製される。
　また、本発明の窒素酸化物浄化用触媒をシリカ、アルミナ等の無機バインダーやアルミ
ナ繊維、ガラス繊維等の無機繊維と混練し、押出法や圧縮法等の成形を行い、引き続き焼
成を行うことにより、好ましくはハニカム状の浄化用素子として製造することもできる。
【０１４６】
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［触媒の使用方法］
　本発明の窒素酸化物浄化用触媒又は窒素酸化物浄化用素子は、窒素酸化物を含む排ガス
を接触させて排ガス中の窒素酸化物の浄化に用いることができる。
【０１４７】
　該排ガスには窒素酸化物以外の成分が含まれていてもよく、例えば炭化水素、一酸化炭
素、二酸化炭素、水素、窒素、酸素、硫黄酸化物、水が含まれていてもよい。
　窒素酸化物含有排ガスとしては、具体的には、本ディーゼル自動車、ガソリン自動車、
定置発電・船舶・農業機械・建設機械・二輪車・航空機用の各種ディーゼルエンジン、ボ
イラー、ガスタービン等から排出される多種多様の窒素酸化物含有排ガスが挙げられる。
【０１４８】
　本発明の窒素酸化物浄化用触媒又は窒素酸化物浄化用素子を用いて窒素酸化物含有排ガ
スを処理する際の、本発明の触媒又は浄化用素子と排ガスとの接触条件としては特に限定
されるものではないが、被処理排ガスの空間速度は通常１００／ｈ以上、好ましくは１０
００／ｈ以上であり、通常５０００００／ｈ以下、好ましくは１０００００／ｈ以下であ
る。また、接触時の排ガス温度は通常１００℃以上、好ましくは１５０℃以上であり、通
常７００℃以下、好ましくは５００℃以下である。
【０１４９】
　なお、このような排ガス処理時には、触媒又は浄化用素子に、還元剤を共存させて使用
することもでき、還元剤を共存させることにより、浄化を効率よく進行させることができ
る。還元剤としては、アンモニア、尿素、有機アミン類、一酸化炭素、炭化水素、水素等
の１種又は２種以上が用いられ、好ましくはアンモニア、尿素が用いられる。
【０１５０】
　本発明の触媒又は浄化用素子を使用して、排ガス中の窒素酸化物の浄化を行う浄化工程
の後段の工程に、窒素酸化物の浄化で消費されなかった余剰の還元剤を酸化する触媒によ
る還元剤の分解工程を設けて、処理ガス中の還元剤量を減少させることができる。その場
合、酸化触媒として還元剤を吸着させるためのゼオライト等の担体に白金族等の金属を担
持した触媒を用いることができるが、そのゼオライト及び酸化触媒として、前述の本発明
で用いるゼオライト、及び本発明の触媒を用いることもできる。
【実施例】
【０１５１】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は、その要旨を超えない限り
以下の実施例により何ら限定されるものではない。
【０１５２】
　尚、以下の実施例及び比較例において、下記の物性測定、処理については、下記条件で
行った。
【０１５３】
［組成分析］
　試料をアルカリ融解後、酸溶解し、得られた溶液を誘導結合プラズマ発光分析法（ＩＣ
Ｐ－ＡＥＳ法）により分析した。
【０１５４】
［触媒活性の評価］
　調製した触媒をプレス成形後、破砕して粒子径６００～１０００μｍに整粒した。整粒
した各触媒１ｍｌを常圧固定床流通式反応管に充填した。この触媒を充填した反応管に、
窒素酸化物含有ガスとして、温度２００℃で、ＮＯ：３５０ｐｐｍ、ＮＨ３：３８５ｐｐ
ｍ、Ｏ２：１５ｖｏｌ％、Ｈ２Ｏ：５ｖｏｌ％を含有する窒素ガスを空間速度ＳＶ＝１０
００００／ｈで流通させながら、触媒層を加熱した。反応管出口ガスのＮＯ濃度（出口Ｎ
Ｏ濃度）が一定となったとき、下記式で、ＮＯ浄化率を算出し、触媒の窒素酸化物除去活
性とした。
　　ＮＯ浄化率＝{（入口ＮＯ濃度）―（出口ＮＯ濃度）}／（入口ＮＯ濃度）×１００
【０１５５】
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［水蒸気吸着等温線］
　試料を１２０℃で５時間、真空排気した後、２５℃における水蒸気吸着等温線を水蒸気
吸着量測定装置（ベルソーブ１８：日本ベル（株）社製）により以下の条件で測定した。
　　空気恒温槽温度 　：５０℃
　　吸着温度　　　 　：２５℃
　　初期導入圧力 　　：３．０ｔｏｒｒ
　　導入圧力設定点数 ：０
　　飽和蒸気圧 　　　：２３．７５５ｔｏｒｒ
　　平衡時間　　　　 ：５００秒
【０１５６】
［簡易水吸着量測定法］
　密閉容器内に飽和硝酸マグネシウム溶液を置き、２５℃における平衡相対湿度５２．９
％（相対蒸気圧０．５２９）の雰囲気を作った。その雰囲気下に触媒を層高０．５ｃｍの
厚さにして１２時間放置し、水を吸着させた。水吸着後の重量Ｗ１を測定後、赤外線水分
計を用い、２００℃で９０分乾燥させ、乾燥後の重量Ｗ２を測定し、下記の式より水の吸
着量を求めた。
　　水の吸着量＝[（水吸着後の重量Ｗ１）－（乾燥後の重量Ｗ２）]／(乾燥後の重量Ｗ

２)
【０１５７】
[ＮＨ３吸着量測定法]
　調製した触媒をプレス成形後、破砕して粒子径６００～１０００ｍｍに整粒した。整粒
した各触媒１ｍｌを常圧固定床流通式反応管に充填した。触媒層を温度２００℃の恒温条
件下とし、この反応管に、空間速度ＳＶ＝１０００００／ｈでアンモニア濃度１０００ｐ
ｐｍのアンモニアガスと空気との混合ガスを３０分流通させてアンモニアを触媒に吸着さ
せた後、下記表３に示した組成のガス１を２０分流通させて触媒上の余剰のアンモニアを
脱着させた。その後、ガス１からアンモニアガスの供給のみを停止して、下記表３に示し
た組成のガス２を流通させて、触媒上に吸着されているアンモニアのみを使用してＮＯ還
元反応を行った。
　反応管から流出するガス中のＮＯ濃度が反応管に導入したガス２のＮＯ濃度と等しくな
るまで測定用ガスを流通させてＮＯ還元反応を行い、このＮＯ還元反応において還元処理
された一酸化窒素（ＮＯ）の総量（ｍｍｏｌ）（総ＮＯ量）から、下記式よりＮＨ３吸着
量（ｍｍｏｌ／ｇ－触媒）を算出した。
　　ＮＨ３吸着量＝総ＮＯ量／反応管に充填した触媒重量（ｇ）
【０１５８】
【表３】

【０１５９】
［Ｘ線回析測定法］
　Ｘ線源：Ｃｕ－Ｋα線
　出力設定：４０ｋＶ・３０ｍＡ
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　測定時光学条件：
　　発散スリット＝１°
　　散乱スリット＝１°
　　受光スリット＝０．２ｍｍ
　　回折ピークの位置：２θ（回折角）
　　測定範囲：２θ＝３～５０度
　　スキャン速度＝３．０°（２θ／ｓｅｃ）、連続スキャン
　試料の調製：めのう乳鉢を用いて人力で粉砕した試料約７００ｍｇを、同一形状のサン
プルホルダーを用いて試料量が一定となるようにする。
　強度比の算出：回折ピークが存在しないベースラインからのピークの高さを回折ピーク
強度とし、回折角（２θ）が２０．４度以上２０．８度以下の範囲に観察される回折ピー
ク高さに対する２１．０度以上、２１．４度以下の範囲に観察される回折ピークのピーク
高さの比を求める。
【０１６０】
［実施例１］
　水２５３ｇに８５％リン酸８０．８ｇ及び擬ベーマイト（２５％水含有、サソール製）
６８ｇをゆっくりと加え、攪拌した。これをＡ液とした。Ａ液とは別に、ｆｕｍｅｄシリ
カ（アエロジル２００、日本アエロジル社製）１８ｇ、モルホリン４３．５ｇ、トリエチ
ルアミン５５．７ｇ、及び水２５３ｇを混合した液を調製した。これをＡ液にゆっくりと
加えて、３時間攪拌し、水性ゲルを得た。該水性ゲルをフッ素樹脂内筒の入った１Ｌのス
テンレス製オートクレーブに仕込み、攪拌させながら３０℃から１９０℃まで、１６℃／
時の昇温速度で直線的に昇温し、最高到達温度１９０℃で５０時間反応させた。最高到達
温度に昇温する過程で、８０℃から１２０℃の範囲におかれた時間は２．５時間であった
。反応後冷却して、デカンテーションにより上澄みを除いて沈殿物を回収した。沈殿物を
水で３回洗浄した後濾別し、１２０℃で乾燥後に、乾式粉砕を行った。その後５６０℃で
空気気流下焼成を行い、テンプレートを除去した。
【０１６１】
　こうして得られたゼオライトのＸＲＤを測定したところ、ＣＨＡ構造（フレームワーク
密度＝１４．６Ｔ／ｎｍ３）であった。
　また、このゼオライトの平均一次粒子径は４μｍで、ゼオライト中のＡｌ、Ｓｉ及びＰ
原子の存在割合は、前記式（Ｉ）～（III）のｘ１、ｙ１、ｚ１の値で、ｘ１＝０．１５
、ｙ１＝０．５２、ｚ１＝０．３３であった。
　また、このゼオライトの水の吸着量は０．２８６（ｋｇ－水／ｋｇ－ゼオライト）であ
り、相対蒸気圧０．０４以上０．０９以下の範囲で相対蒸気圧が０．０５変化したときの
水の吸着量は０．０７（ｋｇ－水／ｋｇ－ゼオライト）である。
【０１６２】
　５０ｇのシリカゾル（スノーテックスＡＫ－Ｌ、日産化学工業社製、粒子径４０－５０
ｎｍの凝集体ゾル）に１．８ｇの酢酸銅(II)一水和物（キシダ化学社製）を加えて溶解し
、１０ｇの上記ゼオライトを加えてさらに攪拌し、水スラリー（固形分濃度３６重量％）
とした。この水スラリーを１７０℃の金属板上に噴霧して乾燥させ、触媒前駆体とした。
乾燥に要した時間は１０秒以下であった。この触媒前駆体を触媒前駆体１ｇあたり１２ｍ
ｌ／分の空気流通中で、８００℃で２時間焼成し、触媒１を得た。
　触媒１について、上記条件に基づきＮＯ浄化率と水の吸着量及びＮＨ３吸着量を調べ、
結果を表４に示した。
【０１６３】
［実施例２］
　１０ｇのシリカゾル（スノーテックスＯ、日産化学工業社製、粒子径１０－２０ｎｍの
凝集体ゾル）を２０ｇの水により希釈し、その後、１．８ｇの酢酸銅(II)一水和物（キシ
ダ化学社製）を加えて溶解させた。次に、８ｇの酸化チタン粉末（帝国化学社製、ＡＷ－
２００）及び１０ｇの実施例１に記載されたゼオライトを加えてさらに攪拌し、水スラリ
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ー（固形分濃度４３重量％）とした。この水スラリーを実施例１と同様に１７０℃の金属
板上に噴霧して乾燥させ、触媒前駆体とした。乾燥に要した時間は１０秒以下であった。
この触媒前駆体を触媒前駆体１ｇあたり１２ｍｌ／分の空気流通中で、８００℃で２時間
焼成し、触媒２を得た。
　触媒２について、上記条件に基づきＮＯ浄化率と水の吸着量及びＮＨ３吸着量を調べ、
結果を表４に示した。
【０１６４】
［実施例３］
　２７．８ｇのシリカゾル（スノーテックスＯ、日産化学工業社製、粒子径１０－２０ｎ
ｍの凝集体ゾル）を１５ｇの水により希釈し、その後、１．８ｇの酢酸銅(II)一水和物（
キシダ化学社製）を加えて溶解させた。次に、８ｇのベーマイト粉末（Ｃｏｎｄｅａ社製
、平均粒子径２０μｍ）及び１０ｇの実施例１に記載されたゼオライトを加えてさらに攪
拌し、水スラリー（固形分濃度３８重量％）とした。この水スラリーを実施例１と同様に
１７０℃の金属板上に噴霧して乾燥させ、触媒前駆体とした。乾燥に要した時間は１０秒
以下であった。この触媒前駆体を触媒前駆体１ｇあたり１２ｍｌ／分の空気流通中で、８
００℃で２時間焼成し、触媒３を得た。
　触媒３について、上記条件に基づきＮＯ浄化率と水の吸着量及びＮＨ３吸着量を調べ、
結果を表４に示した。
【０１６５】
［実施例４］
　国際公開ＷＯ２０１０／０８４９３０号パンフレットの実施例１Ａに開示されている方
法により、銅担持ＳＡＰＯ触媒（平均粒子径３μｍ）を調製した。その後、乳鉢で５ｇの
銅担持ＳＡＰＯ触媒と５ｇの石英粉を混合し、触媒４を得た。
　触媒４について、上記条件に基づきＮＯ浄化率と水の吸着量及びＮＨ３吸着量を調べ、
結果を表４に示した。
【０１６６】
［実施例５］
　水１９２．６ｇ、７５％リン酸７６．８ｇ、及び擬ベーマイト（２５％水含有、サソー
ル社製）５７．１ｇを混合し、３時間攪拌した。この混合液にｆｕｍｅｄシリカ（アエロ
ジル２００、日本アエロジル社製）１５．１ｇ、及び水２２８．１ｇを加え、１０分間攪
拌した。この混合液にモルホリン３７ｇ、及びトリエチルアミン４２．９ｇを加え、１．
５時間攪拌して水性ゲルを得た。
　この水性ゲルをフッ素樹脂内筒の入った１Ｌのステンレス製オートクレーブに仕込み、
攪拌しながら最高到達温度１９０℃まで昇温時間１０時間で昇温し、１９０℃で２４時間
保持した。反応後冷却して、濾過、水洗した後、９０℃で減圧乾燥した。得られた乾燥粉
体を粒子径３～５μｍに粉砕し、その後７５０℃で空気気流下焼成を行い、テンプレート
を除去した。
【０１６７】
　こうして得られたゼオライトのＸＲＤを測定したところ、ＣＨＡ構造（フレームワーク
密度＝１４．６Ｔ／ｎｍ３）であった。
　また、このゼオライトの平均一次粒子径は３μｍで、ゼオライト中のＡｌ、Ｓｉ及びＰ
原子の存在割合は、前記式（Ｉ）～（III）のｘ１、ｙ１、ｚ１の値で、ｘ１＝０．１７
、ｙ１＝０．５２、ｚ１＝０．３１であった。
【０１６８】
　以上のようにして得られたゼオライト３２ｋｇに５．０ｋｇの酢酸銅（II）一水和物（
キシダ化学社製）と、シリカゾル（ＰＬ－１、扶桑化学工業、平均粒子径１５ｎｍの凝集
体ゾル）２．７ｋｇと、５２ｋｇの純水を加えて攪拌し、水スラリーとした。この水スラ
リーを噴霧乾燥機で乾燥した。この乾燥粉体を空気流通中で、８６０℃で２時間焼成し、
触媒５を得た。触媒５の銅の担持量は４．０重量％であった。
【０１６９】
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　この触媒５についてＸ線回析測定を行ったところ、２０．４度以上、２０．８以下の範
囲の回折ピーク強度に対する、２１．０度以上、２１．４度以下の回折ピーク強度の比は
０．７５であった。
　触媒５のＸ線回析測定チャートを図１に示す。
　触媒５について、上記条件に基づきＮＯ浄化率と水の吸着量及びＮＨ３吸着量を調べ、
結果を表４に示した。
【０１７０】
［実施例６］
　実施例５と同様にゼオライトを合成し、得られたゼオライト３２ｋｇに、５ｋｇの酢酸
銅（II）一水和物（キシダ化学社製）と、シリカゾル（ＰＬ－１、扶桑化学工業、平均粒
子径１５ｎｍの凝集体ゾル）２．７ｋｇと、５２ｋｇの純水を加えて攪拌し、水スラリー
とした。この水スラリーを噴霧乾燥機で乾燥した。この乾燥粉体を空気流通中で、８７０
℃で２時間焼成し、触媒６を得た。触媒６の銅の担持量は４．０重量％であった。
　触媒６について、上記条件に基づきＮＯ浄化率と水の吸着量及びＮＨ３吸着量を調べ、
結果を表４に示した。
【０１７１】
［比較例１］
　実施例５と同様にゼオライトを合成し、得られたゼオライト３２ｋｇに、３．７７ｋｇ
の酢酸銅（II）一水和物（キシダ化学社製）と、シリカゾル（ＰＬ－１、扶桑化学工業、
平均粒子径１５ｎｍの凝集体ゾル）２．７ｋｇと、５２ｋｇの純水を加えて攪拌し、水ス
ラリーとした。この水スラリーを噴霧乾燥機で乾燥した。この乾燥粉体を空気流通中で、
９３０℃で２時間焼成し、触媒７を得た。触媒７の銅の担持量は３．０重量％であった。
　触媒７について、上記条件に基づきＮＯ浄化率と水の吸着量及びＮＨ３吸着量を調べ、
結果を表４に示した。
【０１７２】
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【表４】



(28) JP 5828276 B2 2015.12.2

【図１】



(29) JP 5828276 B2 2015.12.2

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｆ０１Ｎ    3/28     ３０１Ｃ        　　　　　

(72)発明者  大島　一典
            神奈川県横浜市青葉区鴨志田町１０００番地　株式会社三菱化学科学技術研究センター内
(72)発明者  陳　海軍
            神奈川県横浜市青葉区鴨志田町１０００番地　株式会社三菱化学科学技術研究センター内
(72)発明者  西岡　大輔
            神奈川県横浜市青葉区鴨志田町１０００番地　株式会社三菱化学科学技術研究センター内
(72)発明者  田草川　カイオ
            神奈川県横浜市青葉区鴨志田町１０００番地　株式会社三菱化学科学技術研究センター内

    審査官  西山　義之

(56)参考文献  国際公開第２０１０／０８４９３０（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０１Ｊ　２１／００－３８／７４
              Ｂ０１Ｄ　５３／８６
              Ｂ０１Ｄ　５３／９４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

