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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排気ガス処理装置のための装着マットであって、
　高アルミナ多結晶繊維、セラミック繊維、ムライト繊維、ガラス繊維、生体溶解性繊維
、石英繊維、シリカ繊維、及びその組合せから成る群から選択された無機繊維と、
　有機結合剤と、
　酸化防止剤と、
　を含むことを特徴とするマット。
【請求項２】
　前記高アルミナ多結晶繊維は、約７２から約１００重量パーセントのアルミナと約０か
ら約２８重量パーセントのシリカとの繊維化生成物を含むことを特徴とする請求項１に記
載の装着マット。
【請求項３】
　前記セラミック繊維は、約４５から約７２重量パーセントのアルミナと約２８から約５
５重量パーセントのシリカとの繊維化生成物を含むアルミノケイ酸塩繊維を含むことを特
徴とする請求項１に記載の装着マット。
【請求項４】
　前記生体溶解性繊維は、約６５から約８６重量パーセントのシリカと、約１４から約３
５重量パーセントのマグネシアと、約５重量パーセント又はそれ未満の不純物との繊維化
生成物を含むマグネシア－シリカ繊維を含むことを特徴とする請求項１に記載の装着マッ
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ト。
【請求項５】
　前記生体溶解性繊維は、約４５から約９０重量パーセントのシリカと、０よりの大きい
重量パーセントから約４５重量パーセントのカルシアと、０よりも大きい重量パーセント
から約３５重量パーセントのマグネシアとの繊維化生成物を含むカルシア－マグネシア－
シリカ繊維を含むことを特徴とする請求項１に記載の装着マット。
【請求項６】
　前記マットは、未膨張バーミキュライト、イオン交換バーミキュライト、熱処理バーミ
キュライト、膨張グラファイト、加水黒雲母、水膨潤性フッ素四珪素雲母、アルカリ金属
ケイ酸塩、又はそれらの混合物から成る群から選択された膨張材料を有することを特徴と
する請求項１に記載の装着マット。
【請求項７】
　前記酸化防止剤は、１次酸化防止剤、２次酸化防止剤、多機能酸化防止剤、及びその組
合せから成る群から選択されることを特徴とする請求項１に記載の装着マット。
【請求項８】
　前記無機繊維は、マグネシア－シリカ繊維を含み、
　前記膨張材料は、バーミキュライトを含み、
　前記酸化防止剤は、１次及び２次酸化防止剤の配合物を含む、
　ことを特徴とする請求項６に記載の装着マット。
【請求項９】
　約２５から約１００重量パーセントのマグネシア－シリカ繊維、約１から約３０重量パ
ーセントのバーミキュライト、及び約０．１から約１０重量パーセントの前記酸化防止剤
を含むことを特徴とする請求項８に記載の装着マット。
【請求項１０】
　アタパルジャイト、ボールクレイ、ベントナイト、ヘクトライト、カイヤナイト、カオ
リナイト、モンモリロナイト、パリゴロスカイト、サポナイト、セピオライト、シリマナ
イト、又はその組合せから成る群から選択された粘土を有することを特徴とする請求項１
に記載の装着マット。
【請求項１１】
　ハウジングと、
　前記ハウジング内に弾力的に装着された脆弱構造体と、
　前記ハウジングと前記脆弱構造体の間の間隙に配置された請求項１乃至１０の何れか１
項に記載の装着マットと、
　を含むことを特徴とする排気ガス処理装置。
【請求項１２】
　外側金属円錐体と、
　内側金属円錐体と、
　前記外側及び内側金属端部円錐体間に配置された円錐絶縁体と、
　を有する端部円錐体、
　を含むことを特徴とする請求項１１記載の排気ガス処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　触媒コンバータ又はディーゼル微粒子トラップのような排気ガスの処理のための装置。
装置は、装着マットによりハウジング内に装着された脆弱構造体を含み、装着マットは、
ハウジングと脆弱構造体の間の間隙に配置される。
【背景技術】
【０００２】
　エンジン排気からの大気汚染物質を低減するために、排気ガス処理装置が自動車上で使
用されている。広く用いられている排気ガス処理装置の例には、触媒コンバータとディー
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ゼル微粒子トラップが含まれる。
　自動車エンジンの排気ガスを処理するための触媒コンバータは、ハウジングと、一酸化
炭素及び炭化水素の酸化及び窒素酸化物の還元を達成するのに使用される触媒を保持する
ための脆弱触媒支持構造体と、脆弱触媒支持構造体の外面とハウジングの内面の間に配置
されて脆弱触媒支持構造体をハウジング内に弾力的に保持する装着マットとを含む。
　ディーゼルエンジンによって発生される汚染物質を制御するためのディーゼル微粒子ト
ラップは、一般的に、ハウジングと、ディーゼルエンジン排気から微粒子を回収するため
の脆弱微粒子フィルタ又はトラップと、フィルタ又はトラップの外面とハウジングの内面
の間に配置されて脆弱フィルタ又はトラップをハウジング内に弾力的に保持する装着マッ
トとを含む。
【０００３】
　脆弱構造体は、一般的に、脆弱な金属材料、又は酸化アルミニウム、二酸化珪素、酸化
マグネシウム、ジルコニア、コージライト、及び炭化珪素などのような脆いセラミック材
料から製造されるモノリス構造体を含む。これらの材料は、複数のガス流チャンネルを備
えた骨格型の構造体を提供する。これらのモノリス構造体は、小さな衝撃荷重又は応力で
さえも多くの場合にそれらを亀裂割れ又は破砕するのに十分であるほど脆弱である可能性
がある。熱及び機械的衝撃及び他の上述の応力から脆弱構造体を保護し、並びに熱絶縁及
びガスシールを提供するために、脆弱構造体とハウジングの間の間隙内に装着マットが位
置決めされる。
【０００４】
　使用される装着マット材料は、脆弱構造体の製造業者又は排気ガス処理装置の製造業者
によって示されるいくつかの設計又は物理的要件のいずれをも満足することができるべき
である。例えば、装着マット材料は、排気ガス処理装置が広い温度変動を受け、これが、
脆弱構造体に対して金属ハウジングの有意な膨張及び収縮を引き起こし、これが、次に、
ある一定の期間にわたって装着マットに対して有意な圧縮及び解放サイクルを引き起こす
時でさえも、脆弱構造体に対して有効な残留保持圧力を作用することができるべきである
。
【０００５】
　排気ガス処理装置に使用されるセラミック及び金属基板は、殆どの場合に無機繊維ベー
スの装着マットを備えた金属ハウジング内に装着される。この装着マット材料は、無機繊
維のみを含有することができる。しかし、装着マット材料は、他のタイプの繊維、有機繊
維、無機結合剤、及び膨張材料を含有することもできる。
　装着マットは、基板を定位置に有効に保持するために広い作動温度範囲にわたって機能
しなくてはならない。基板は、振動によって基板に作用する軸力を受ける。装着マットは
また、金属ハウジングが基板そのものよりも多く又は少なく膨張するという事実をも補償
する。様々な排気ガス処理装置は、周囲条件２０℃から約１２００℃までの温度範囲にわ
たって作動する。従って、装着マットは、この広い温度範囲にわたって堅牢な保持圧力性
能を提供しなくてはならない。
【０００６】
　より効率の良いエンジン設計又はディーゼル駆動車両の人気増大により、低温用途が益
々普及するようになっているので、低温と高温の両方で良好に機能する装着マットに対す
る要望が増大している。
　ディーゼル微粒子トラップ又はディーゼル触媒構造体のような低温排気ガス処理装置用
途に関して、これらの装置は、高温触媒コンバータにもたらされる温度には達しないが、
脆弱構造体の重量及び使用される荷重技術は、装着マットが有効残留最小保持圧力を有す
ることを必要とする。これらの用途では、少なくとも約２５ｋＰａの装着マットのための
一層高い最小剪断強度が達成されて、脆弱構造体が外れて損傷するのを防止することが好
ましい。重い基板を有するそのような高いＧ荷重用途におけるこれらのマット製品の摩擦
係数は、依然として使用中の条件において約０．４５である。従って、このタイプの用途
のための装着マットは、温度約３００℃での１０００サイクル試験後に少なくとも約５０
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ｋＰａの有効残留最小保持圧力を有するべきである。
【０００７】
　ターボ過給式直接噴射（ＴＤＩ）ディーゼル駆動車両のような低温用途においては、排
気温度は、典型的には約１５０℃であり、３００℃を決して超えないと考えられる。この
分野では、典型的な膨張マットで組み立てられた触媒コンバータが、予期せぬ高い振動数
で損傷することが観察されている。
　これらの損傷の１つの理由は、膨張材料、典型的にはバーミキュライト粒子が膨張する
のに排気温度が低すぎることである。これは、膨張粒子を予め膨張させるために約５００
℃まで予熱されたコンバータにおいてさえも見出された。その後、低温用途に使用される
時、これらのマットは、脆弱構造体に対して十分な圧力を提供することができず、従って
、故障する。３５０℃よりも高い温度においては、膨張粒子は、膨張して脆弱構造体に対
するマットの保持力を増大させる。
【０００８】
　可撓性は、装着マットに様々な有機結合剤を含浸させることにより達成される。しかし
、劣化して保持力の損失を引き起こすマット製品における有機結合剤の存在により、排気
ガス処理装置は、低温性能（＜３３０℃）が低いという欠点があった。保持力の損失は、
室温から約２００℃までは緩やかである。しかし、保持力の損失は、約２００℃から約２
５０℃までは急激である。
【０００９】
　排気ガス処理装置のための装着マット材料の低温性能を改善する試みが、これまで行わ
れてきた。そのような試みの１つは、有機結合剤が悪影響を有する温度範囲にわたって膨
張する（すなわち、体積が増大する）装着マット中で膨張する粒子を含める段階を伴って
いる。不幸にして、そのような膨張粒子は、有機結合剤がマット性能に対してその悪影響
を示す温度よりも遙かに高い温度で膨張し続ける。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許第６、９５３、７５７号
【特許文献２】米国特許第６、０３０、９１０号
【特許文献３】米国特許第６、０２５、２８８号
【特許文献４】米国特許第５、８７４、３７５号
【特許文献５】米国特許第５、５８５、３１２号
【特許文献６】米国特許第５、３３２、６９９号
【特許文献７】米国特許第５、７１４、４２１号
【特許文献８】米国特許第７、２５９、１１８号
【特許文献９】米国特許第７、１５３、７９６号
【特許文献１０】米国特許第６、８６１、３８１号
【特許文献１１】米国特許第５、９５５、３８９号
【特許文献１２】米国特許第５、９２８、０７５号
【特許文献１３】米国特許第５、８２１、１８３号
【特許文献１４】米国特許第５、８１１、３６０号
【特許文献１５】米国特許第５、３８４、１８８号
【特許文献１６】米国特許第３、４５８、３２９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　業界で必要とされるものは、容易に取り付けることができ、かつマット厚及び対応する
保持圧力性能の有意な損失なしに広い流入ガス温度範囲にわたって機能することができる
排気ガス処理装置のための可撓性装着マットである。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
　無機繊維、有機結合剤、酸化防止剤、及び任意的な膨張材料を含む、排気ガス処理装置
のための装着マットを提供する。
　ある一定の例示的な実施形態によれば、排気ガス処理装置のための装着マットは、無機
繊維、有機結合剤、粘土、酸化防止剤、及び任意的な膨張材料を含む。
　ハウジングと、ハウジング内に弾力的に装着された脆弱触媒支持構造体と、ハウジング
と脆弱構造体の間の間隙に配置されて無機繊維、有機結合剤、酸化防止剤、及び任意的な
膨張材料を含む装着マットとを含む排気ガス処理装置も提供する。
　ある一定の例示的な実施形態によれば、排気ガス処理装置は、ハウジングと、ハウジン
グ内に弾力的に装着された脆弱触媒支持構造体と、ハウジングと脆弱構造体の間の間隙に
配置されて無機繊維、有機結合剤、粘土、酸化防止剤、及び任意的な膨張材料を含む装着
マットとを含む。
【００１３】
　更に、（ａ）排気ガスを処理するようになった脆弱構造体の一部分の周りに（１）無機
繊維、（２）有機結合剤、（３）酸化防止剤、及び（４）任意的な膨張材料を含む装着マ
ットを包む段階、及び（ｂ）装着マットが脆弱構造体をハウジング内に弾力的に保持する
ように、包まれた脆弱構造体をハウジング内に配置する段階を含む、排気ガス処理装置を
作る方法を提供する。
　ある一定の例示的な実施形態によれば、排気ガス処理装置を作る方法は、（ａ）排気ガ
スを処理するようになった脆弱構造体の一部分の周りに（１）無機繊維、（２）有機結合
剤、（３）粘土、（４）酸化防止剤、及び（５）任意的な膨張材料を含む装着マットを包
む段階、及び（ｂ）装着マットが脆弱構造体をハウジング内に弾力的に保持するように、
包まれた脆弱構造体をハウジング内に配置する段階を含む。
【００１４】
　更に、排気ガス処理装置のための端部円錐体を提供し、これは、外側金属円錐体と、内
側金属円錐体と、この外側及び内側金属端部円錐体間に配置されて無機繊維、有機結合剤
、酸化防止剤、及び任意的な膨張材料を含む円錐絶縁体とを含む。
　ある一定の例示的な実施形態によれば、排気ガス処理装置のための端部円錐体は、外側
金属円錐体と、内側金属円錐体と、この外側及び内側金属端部円錐体間に配置されて無機
繊維、有機結合剤、粘土、酸化防止剤、及び任意的な膨張材料を含む円錐絶縁体とを含む
。
【００１５】
　更に、外側金属円錐体と、この外側金属端部円錐体の内面に隣接して配置された無機繊
維、酸化防止剤、及び任意的な膨張材料を含む自己支持型円錐絶縁体とを含む、排気ガス
処理装置のための端部円錐体を提供する。
　ある一定の例示的な実施形態によれば、排気ガス処理装置のための端部円錐体は、外側
金属円錐体と、この外側金属端部円錐体の内面に隣接して配置された無機繊維、粘土、酸
化防止剤、及び任意的な膨張材料を含む自己支持型円錐絶縁体とを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の装着マットを含む例示的な排気ガス処理装置の部分図である。
【図２】従来技術の装着マットと比較した本発明の膨張装着マットの相対膨張を温度（℃
）の関数として表したグラフである。
【図３】従来技術の装着マットと比較した本発明の膨張装着マットの剪断強度を温度（℃
）の関数として表したグラフである。
【図４】従来技術の装着マットと比較した本発明の膨張装着マットの相対膨張を温度（℃
）の関数として表したグラフである。
【図５】従来技術の装着マットと比較した本発明の膨張装着マットの剪断強度を温度（℃
）の関数として表したグラフである。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　排気ガス処理装置のための装着マットを開示する。装着マットは、耐熱性の無機繊維、
有機結合剤、及び酸化防止剤から成る少なくとも１つの層又はシートを含む。ある一定の
実施形態では、装着マットは、任意的に粘土及び／又は膨張材料を含むことができる。装
着マットに酸化防止剤を含めることは、３５０℃及びこれよりも低い温度で起こるマット
のネガティブな膨張を低減することが予期せずに見出されている。装着マットは、広い温
度範囲にわたって改善された保持圧力性能を提供する。
【００１８】
　排気ガスを処理するための装置も提供する。装置は、外側金属ハウジングと、装着マッ
トによりハウジング内に装着される少なくとも１つの脆弱構造体とを含み、装着マットは
、ハウジングの内面と脆弱構造体の外面の間に配置される。「脆弱構造体」という用語は
、本質的に脆弱又は壊れ易く、本明細書に説明するような装着マットから恩典を受けると
考えられる金属又はセラミックモノリスなどのような構造体を意味し、かつそれを含むよ
うに意図している。
【００１９】
　触媒構造体は、一般的に、耐熱材によってハウジング内に装着された１つ又はそれより
も多くの多孔性管状又はハニカム状構造体を含む。各構造体は、排気処理装置のタイプに
応じてどこでも１平方インチ当り約２００から約９００又はそれよりも多くのチャンネル
又はセルを含む。ディーゼル微粒子トラップは、粒子トラップ内の各チャンネル又はセル
が一端又は他端において閉鎖されているという点で触媒構造体とは異なる。粒子は、高温
焼却処理によって再生されるまで多孔質構造体内で排気ガスから回収される。装着マット
の自動車以外の用途には、化学工場放出（排気）煙突のための触媒コンバータを含むこと
ができる。
【００２０】
　排気ガスを処理するための装置の一例示的形態を図１に参照符号１０で示している。装
着マットは、図１に示す装置内での使用に限定されるわけではなく、従って、この形状は
、例示的な実施形態として示されているに過ぎない。事実、装着マットは、ディーゼル触
媒構造体又はディーゼル微粒子トラップなどのような排気ガスを処理するのに適するあら
ゆる脆弱構造体を装着又は支持するために使用することができると考えられる。
【００２１】
　触媒コンバータ１０は、フランジ１６によって互いに保持された２片の金属、例えば、
耐高温鋼から成るほぼ管状のハウジング１２を含むことができる。代替的に、ハウジング
は、予備成形されたキャニスタを含むことができ、その中に装着マットで包まれた脆弱構
造体が挿入される。ハウジング１２は、一端に入口１４、及びその反対端に出口（図示せ
ず）を含む。入口１４と出口は、それらの外側端部において適切に形成され、それによっ
てそれらを内燃機関の排気システム内の導管に固定することができる。装置１０は、脆弱
なセラミックモノリスのような脆弱構造体１８を収容し、この脆弱構造体は、装着マット
２０によりハウジング１２内で支持されかつ拘束される。モノリス１８は、複数のガス透
過通路を含み、これらのガス透過通路は、一端のその入口端表面からその反対端のその出
口端表面まで軸線方向に延びている。モノリス１８は、いずれかの適切な耐火金属又はセ
ラミック材料でいずれかの公知の方式及び形状に作ることができる。モノリスは、断面形
状が典型的には長円形又は円形であるが、他の形状も可能である。
【００２２】
　モノリスは、ある一定の距離又は間隙だけハウジングの内面から離間し、この距離又は
間隙は、例えば、触媒コンバータ、ディーゼル触媒構造体、又はディーゼル微粒子トラッ
プのような利用される装置のタイプ及び設計に応じて変わることになる。この間隙は、セ
ラミックモノリス１８に摩擦支持を提供する装着マット２０で充填される。弾力性装着マ
ット２０は、外部環境に対する熱絶縁と脆弱構造体に対する機械的支持の両方を提供し、
それによって広範囲の排気ガス処理装置作動温度にわたって脆弱構造体を機械的衝撃から
保護する。
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【００２３】
　一般的に、装着マットは、無機繊維、任意的な少なくとも１つのタイプの膨張材料、有
機結合剤、粘土、及び酸化防止剤を含む。この装着マット２０の組成は、広い温度範囲全
体にわたって排気ガス処理装置１０のハウジング１２内で脆弱な触媒支持構造体１８を弾
力的に保持するための保持圧力機能を提供するのに十分である。
　どの耐熱性無機繊維でも、それらが装着マット形成工程に耐えることができ、排気ガス
処理装置の作動温度に耐えることができ、かつ作動温度において脆弱構造体を排気ガス処
理装置のハウジング内で保持するための最小限の保持圧力性能を提供する限り、装着マッ
トに利用することができる。装着マット及び排気ガス処理装置を作るために使用すること
ができる適切な無機繊維としては、以下に限定されるものではないが、高アルミナ多結晶
繊維、アルミノケイ酸塩繊維のような耐火セラミック繊維、アルミナ－マグネシア－シリ
カ繊維、カオリン繊維、カルシア－マグネシア－シリカ繊維及びマグネシア－シリカ繊維
のようなアルカリ土類ケイ酸塩繊維、Ｓガラス繊維、Ｓ２ガラス繊維、Ｅガラス繊維、石
英繊維、シリカ繊維、及びその組合せが含まれる。
【００２４】
　ある一定の実施形態によれば、装着マットを作るために使用される耐熱性無機繊維とし
ては、セラミック繊維が含まれる。適切なセラミック繊維としては、以下に限定されるも
のではないが、アルミナ繊維、アルミナ－シリカ繊維、アルミナ－ジルコニア－シリカ繊
維、ジルコニア－シリカ繊維、ジルコニア繊維、及びこれらと同様な繊維が含まれる。有
用なアルミナ・シリカセラミック繊維は、「Ｕｎｉｆｒａｘ　Ｉ　ＬＬＣ」（ニューヨー
ク州ナイアガラフォールズ）から登録商標ＦＩＢＥＲＦＲＡＸの名の下で市販されている
。ＦＩＢＥＲＦＲＡＸセラミック繊維は、約４５から約７５重量パーセントのアルミナと
約２５から約５５重量パーセントのシリカの繊維化生成物を含む。ＦＩＢＥＲＦＲＡＸ繊
維は、最高約１５４０℃までの作動温度及び最高約１８７０℃までの融点を有する。ＦＩ
ＢＥＲＦＲＡＸ繊維は、高温に耐えるシート又は紙へと容易に形成される。
【００２５】
　アルミナ／シリカ繊維は、約４０から約６０重量パーセントのＡｌ2Ｏ3と約６０から約
４０重量パーセントのＳｉＯ2を含むことができる。この繊維は、約５０重量パーセント
のＡｌ2Ｏ3と約５０重量パーセントのＳｉＯ2を含むことができる。アルミナ／シリカ／
マグネシアガラス繊維は、典型的には約６４から約６６重量パーセントのＳｉＯ2、約２
４から約２５重量パーセントのＡｌ2Ｏ3、及び約９から約１０重量パーセントのＭｇＯを
含む。Ｅガラス繊維は、典型的には約５２から約５６重量パーセントのＳｉＯ2、約１６
から約２５重量パーセントのＣａＯ、約１２から約１６重量パーセントのＡｌ2Ｏ3、約５
から約１０重量パーセントのＢ2Ｏ3、最大約５重量パーセントまでのＭｇＯ、最大約２重
量パーセントまでの酸化ナトリウムと酸化カルシウム、及び微量の酸化鉄とフッ化物を含
み、５５重量パーセントのＳｉＯ2、１５重量パーセントのＡｌ2Ｏ3、７重量パーセント
のＢ2Ｏ3、３重量パーセントのＭｇＯ、１９重量パーセントのＣａＯ、及び微量の上記物
質から成る典型的な組成を有する。
【００２６】
　排気ガス処理装置のための装着マットを作るために使用することができる生体溶解性ア
ルカリ土類ケイ酸塩繊維の適切な例としては、以下に限定されるものではないが、引用に
より本明細書に組み込まれている米国特許第６、９５３、７５７号、第６、０３０、９１
０号、第６、０２５、２８８号、第５、８７４、３７５号、第５、５８５、３１２号、第
５、３３２、６９９号、第５、７１４、４２１号、第７、２５９、１１８号、第７、１５
３、７９６号、第６、８６１、３８１号、第５、９５５、３８９号、第５、９２８、０７
５号、第５、８２１、１８３号、及び第５、８１１、３６０号に開示された繊維が含まれ
る。
【００２７】
　ある一定の実施形態によれば、生体溶解性アルカリ土類ケイ酸塩繊維は、マグネシウム
の酸化物とシリカとの混合物の繊維化生成物を含むことができる。これらの繊維は、一般
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的に、マグネシウム－ケイ酸塩繊維と呼ばれている。マグネシウム－ケイ酸塩繊維には、
一般的に、約６０から約９０重量パーセントのシリカ、０よりも大きい重量パーセントか
ら約３５重量パーセントのマグネシア、及び５重量パーセント又はそれ未満の不純物の繊
維化生成物が含まれる。ある一定の実施形態によれば、熱処理されたアルカリ土類ケイ酸
塩繊維には、約６５から約８６重量パーセントのシリカ、約１４から約３５重量パーセン
トのマグネシア、及び５重量パーセント又はそれ未満の不純物の繊維化生成物が含まれる
。他の実施形態によれば、熱処理されたアルカリ土類ケイ酸塩繊維には、約７０から約８
６重量パーセントのシリカ、約１４から約３０重量パーセントのマグネシア、及び５重量
パーセント又はそれ未満の不純物の繊維化生成物が含まれる。適切なマグネシウム－ケイ
酸塩繊維は、「Ｕｎｉｆｒａｘ　Ｉ　ＬＬＣ」（ニューヨーク州ナイアガラフォールズ）
から登録商標ＩＳＯＦＲＡＸの名の下で市販されている。市販のＩＳＯＦＲＡＸ繊維は、
一般的に、約７０から約８０重量パーセントのシリカ、約１８から約２７重量パーセント
マグネシア、及び４重量パーセント又はそれ未満の不純物の繊維化生成物が含まれる。
【００２８】
　ある一定の実施形態によれば、生体溶解性アルカリ土類ケイ酸塩繊維は、カルシウム及
びマグネシウムの酸化物とシリカとの混合物の繊維化生成物を含むことができる。これら
の繊維は、一般的に、カルシア－マグネシア－シリカ繊維と呼ばれている。ある一定の実
施形態によれば、カルシア－マグネシア－ケイ酸塩繊維には、約４５から約９０重量パー
セントのシリカ、０よりも大きい重量パーセントから約４５重量パーセントまでのカルシ
ア、０よりも大きい重量パーセントから約３５重量パーセントまでのマグネシア、及び１
０重量パーセント又はそれ未満の不純物の繊維化生成物が含まれる。有用なカルシア－マ
グネシア－ケイ酸塩繊維は、「Ｕｎｉｆｒａｘ　Ｉ　ＬＬＣ」（ニューヨーク州ナイアガ
ラフォールズ）から登録商標ＩＮＳＵＬＦＲＡＸの名の下で市販されている。ＩＮＳＵＬ
ＦＲＡＸ繊維は、一般的に、約６１から約６７重量パーセントのシリカ、約２７から約３
３重量パーセントカルシア、及び約２から約７重量パーセントのマグネシアの繊維化生成
物が含まれる。他の適切なカルシア－マグネシア－ケイ酸塩繊維は、「ＳＵＰＥＲＷＯＯ
Ｌ　６０７」、「ＳＵＰＥＲＷＯＯＬ　６０７　ＭＡＸ」、及び「ＳＵＰＥＲＷＯＯＬ　
ＨＴ」の商品名で「Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｓｅｒａｍｉｃｓ」（ジョージア州オーガスタ）か
ら市販されている。「ＳＵＰＥＲＷＯＯＬ　６０７」繊維は、約６０から約７０重量パー
セントのシリカ、約２５から約３５重量パーセントのカルシア、約４から約７重量パーセ
ントのマグネシア、及び微量のアルミナを含む。「ＳＵＰＥＲＷＯＯＬ　６０７　ＭＡＸ
」繊維は、約６０から約７０重量パーセントのシリカ、約１６から約２２重量パーセント
のカルシア、約１２から約１９重量パーセントのマグネシア、及び微量のアルミナを含む
。「ＳＵＰＥＲＷＯＯＬ　ＨＴ」繊維は、約７４重量パーセントのシリカ、約２４重量パ
ーセントのカルシア、及び微量のマグネシア、アルミナ、及び酸化鉄を含む。
【００２９】
　排気ガス処理装置のための装着マットの製造において使用される適切なシリカ繊維には
、商標ＢＥＬＣＯＴＥＸの商品名で「ＢｅｌＣｈｅｍ　Ｆｉｂｅｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ
　ＧｍｂＨ」（ドイツ）から、登録商標ＲＥＦＲＡＳＩＬの商品名で「Ｈｉｔｃｏ　Ｃａ
ｒｂｏｎ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ、Ｉｎｃ．」（カルフォニア州ガーデナ）から、及びＰ
Ｓ－２３（Ｒ）の商品名で「Ｐｏｌｏｔｓｋ－Ｓｔｅｋｌｏｖｏｌｏｋｎｏ」（ベラルー
シ共和国）から入手可能な溶脱済みガラス繊維が含まれる。
【００３０】
　ＢＥＬＣＯＴＥＸ繊維は、標準タイプのステープル長繊維予備編み糸である。これらの
繊維は、約５５０テックスの平均繊度を有し、また一般的にアルミナにより改質されたケ
イ酸から作られる。ＢＥＬＣＯＴＥＸ繊維は、非結晶質であり、一般的に、約９４．５の
シリカ、約４．５パーセントのアルミナ、０．５パーセントよりも少ない酸化ナトリウム
、及び０．５パーセントよりも少ない他の成分を含む。これらの繊維は、約９ミクロンの
平均繊維径と１５００から１５５０℃の範囲の融点とを有する。これらの繊維は、最高１
１００℃までの温度に対する耐熱性を有し、また典型的にはショット及び結合剤を含まな
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い。
【００３１】
　ＲＥＦＲＡＳＩＬ繊維は、ＢＥＬＣＯＴＥＸ繊維と同様に、１０００から１１００℃の
温度範囲内で装置に熱絶縁を提供するためのシリカ含有量の高い非結晶質の溶脱済みガラ
ス繊維である。これらの繊維は、直径が約６ミクロンと約１３ミクロンの間であり、また
約１７００℃の融点を有する。これらの繊維は、溶脱後は典型的には約９５重量パーセン
トのシリカ含有量を有する。アルミナは、約４重量パーセントの量だけ存在することがで
き、他の成分は、１パーセント又はこれよりも小さい量だけ存在する。
【００３２】
　「Ｐｏｌｏｔｓｋ－Ｓｔｅｋｌｏｖｏｌｏｋｎｏ」から入手可能なＰＳ－２３（Ｒ）繊
維は、シリカ含有量の高い非結晶質の溶脱済みガラス繊維であり、少なくとも１０００℃
に対する耐熱を要する用途のための熱絶縁に適している。これらの繊維は、約５から約２
０ｍｍの範囲の繊維長及び約９ミクロンの繊維径を有する。これらの繊維は、ＲＥＦＲＡ
ＳＩＬ繊維と同様に、約１７００℃の融点を有する。
【００３３】
　装着マットに組み込むことのできる膨張材料としては、以下に限定されるものではない
が、未膨張バーミキュライト、イオン交換バーミキュライト、熱処理したバーミキュライ
ト、膨張グラファイト、加水黒雲母、水膨潤性フッ素四珪素雲母、アルカリ金属ケイ酸塩
、又はそれらの混合物が含まれる。装着マットは、１つよりも多くのタイプの膨張材料の
混合物を含むことができる。膨張材料は、米国特許第５、３８４、１８８号に記載されて
いるように、未膨張バーミキュライトと膨張グラファイトの混合物をバーミキュライト：
グラファイトが約９：１から約１：２の相対量になるように含むことができる。
【００３４】
　装着マットはまた、結合剤又は１つよりも多くのタイプの結合剤の混合物を含む。適切
な結合剤としては、有機結合剤、無機結合剤、及びこれら２つのタイプの結合剤の混合物
が含まれる。ある一定の実施形態によれば、膨張装着マットは、１つ又はそれよりも多く
の有機結合剤を含む。有機結合剤は、固体、液体、溶液、分散剤、乳液、乳濁液、又はこ
れらと同様な形態で提供することができる。有機結合剤は、硬化後には取り付けられた装
着マットから焼却することができる可撓性物質である熱可塑性又は熱硬化性結合剤を含む
ことができる。適切な有機結合剤の例としては、以下に限定されるものではないが、アク
リル乳液、（メタ）アクリル乳液、スチレンとブタジエンのコポリマー、ビニルピリジン
、アクリロニトリル、アクリロニトリルとスチレンのコポリマー、塩化ビニル、ポリウレ
タン、酢酸ビニルとエチレンのコポリマー、ポリイミド、及びシリコーンなどが含まれる
。他の樹脂としては、不飽和ポリエステル、エポキシ樹脂、及びポリビニルエステルのよ
うな低温可撓性の熱可塑性樹脂類が含まれる。
　有機結合剤は、装着マットの全重量に対して、０よりも大きい重量パーセントから約２
０重量パーセントまで、約０．５重量パーセントから約１５重量パーセントまで、約１重
量パーセントから約１０重量パーセントまで、及び約２重量パーセントから約８重量パー
セントまでの量だけ装着マットに含めることができる。
【００３５】
　装着マットは、樹脂状又は液状結合剤の代わりに又はそのような結合剤に加えて、高分
子バインダー繊維を含むことができる。これらの高分子バインダー繊維は、耐熱性無機繊
維を互いに結合させる助けをするために、１００重量パーセントの全組成に対して、０よ
りも大きい重量パーセントから約２０重量パーセントまで、約１重量パーセントから約１
５重量パーセントまで、及び約２重量パーセントから約１０重量パーセントまでの範囲の
量だけ使用することができる。バインダー繊維の適切な例としては、ポリビニルアルコー
ル繊維、ポリエチレン及びポリプロピレンのようなポリオレフィン繊維、アクリル繊維、
ポリエステル繊維、エチルビニルアセテート繊維、ナイロン繊維、及びその組合せが含ま
れる。
【００３６】
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　有機結合剤は、典型的には、初期に繊維を互いに結合させるために使用される犠牲的結
合剤である。「犠牲的」という語により、金属ハウジング内で脆弱構造体を支持するため
の装着マットとして無機繊維、任意的な膨張材料、及び任意的な粘土のみを残して、有機
結合剤が最終的には装着マットから焼却されることになることを意味している。
　装着マットは、有機結合剤に加えて無機結合剤材料を含むこともできる。適切な無機結
合剤材料としては、以下に限定されるものではないが、アルミナ、シリカ、ジルコニア、
及びそれらの混合物のコロイド状分散剤が含まれる。
【００３７】
　ある一定の実施形態によれば、装着マットは、有効な量の粘土を含み、有機繊維の軟化
と繊維の再配列によるマット全厚の減少及びこれに対応する低温性能損失を更に最小にす
る。以下に限定されるものではないが、粘土材料は、装着マットの全重量に対して約１か
ら約１０重量パーセントの量だけ膨張装着マット内に含めることができる。代替的に、粘
土材料は、装着マットの全重量に対して約２から約８重量パーセントの量だけ又は約３か
ら約５重量パーセントの量だけ装着マット内に含めることができる。膨張装着マット内に
含めることのできる適切な粘土としては、以下に限定されるものではないが、アタパルジ
ャイト、ボールクレイ、ベントナイト、ヘクトライト、カイヤナイト、カオリナイト、モ
ンモリロナイト、パリゴロスカイト、サポナイト、セピオライト、シリマナイト、又はそ
の組合せが含まれる。
【００３８】
　ある一定の実施形態によれば、装着マットは、有効な量のアタパルジャイト粘土を含む
。適切なアタパルジャイト粘土は、「Ｗｅｓｉｌ　ＮＳ」の商品名でＷｅｓｂｏｎｄから
、「Ｍｉｎ－Ｕ－Ｇｅｌ　４００Ｐ」の商品名で「ＩＴＣ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｓ」（
メリーランド州ハントヴァレイ）から、「ＰａｌｙＧｅｌ　３２５ＮＡ」の商品名で「Ｍ
ｉｎＴｅｃｋ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ」（インディアナ州ブルーミントン）から、
及び「Ｓｕｐｅｒ　Ｇｅｌ　Ｂ」の商品名で「Ｚｅｍｅｘ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ」（
ジョージア州アタパルガス）から市販されている。いかなる特定の理論にも束縛されるこ
となく、アタパルジャイト粘土の細長い針状結晶構造は、排気ガス処理装置の作動中に熱
に対する露出に応答して有機繊維の軟化が起こる時に、装着マット内に含まれた無機繊維
の配列の変え方に影響を及ぼすことができると考えられる。
　ある一定の実施形態によれば、粘土材料は、凝集材料及び／又はコロイド粒子材料を含
むことができる。
【００３９】
　装着マットは、その中に含まれた有機繊維の酸化を遅らせるか又は遅延させるための有
効な量の酸化防止剤をも含む。ある一定の実施形態によれば、酸化防止剤は、装着マット
内にその全重量に対して約１から約１０重量パーセントだけ含めることができる。酸化防
止剤は、装着マットの全重量に対して約０．３から約５重量パーセント又は約０．５から
約１．５重量パーセントの量だけ含めることができる。
【００４０】
　酸化防止剤の適切な例としては、１次酸化防止剤、２次酸化防止剤、多機能酸化防止剤
、及びその組合せが含まれる。以下に限定されるものではないが、１次酸化防止剤の非限
定的な例としては、立体障害フェノール樹脂類及び２次芳香性アミンが含まれる。適切な
立体障害フェノール樹脂は、Ｗｉｎｇｓｔａｙの商品名でＥｌｉｋｏｃｈｅｍ（フランス
、ヴィルジュスト）から、「Ａｇｅｒｉｔｅ　Ｒｅｓｉｎ」及びＶａｎｏｘの商品名で「
ＲＴ　Ｖａｎｄｅｒｂｉｌｔ」（コネチカット州ノーウォーク）から、及びＩｒｇａｎｏ
ｘの商品名で「Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ」（ノースカロライ
ナ州ハイポイント）から市販されている。
【００４１】
　２次酸化防止剤の適切な例としては、有機リン化合物が含まれ、これは、過酸化物及び
ヒドロ過酸化物を長期の熱化学劣化用途に極めて有効である安定な非ラジカル製品及びチ
オ相乗剤に分解する。
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　多機能酸化防止剤は、１次及び２次酸化防止剤の機能を１つの酸化防止化合物に最も望
ましく結合している。
　ある一定の実施形態によれば、束縛フェノールとチオ相乗酸化防止剤の配合物は、排気
ガス処理装置のための装着マットのための酸化防止剤として使用することができる。
【００４２】
　酸化防止剤材料は、１次酸化防止剤又は１次及び２次酸化防止剤の混合物の分散剤又は
乳剤の形態で提供することができる。適切な酸化防止分散剤は、Ｂｏｓｔｅｘの商品名で
「Ａｋｒｏｎ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｓ」（オハイオ州アクロン）から、Ａｑｕａｎｏｘ
の商品名で「Ａｑｕａｓｐｅｒｓｉｏｎｓ」（英国ウエストヨークシャー）から、Ｏｃｔ
ｏｌｉｔｅの商品名で「Ｔｉａｒｃｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ」（ジョージア州ダルトン）か
ら、及びＬｏｗｉｎｘ、Ｄｕｒａｄ、及びＡｎｏｘの商品名で「Ｇｒｅａｔ　Ｌａｋｅｓ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．」（インディアナ州インディアナポリス）から市販されてい
る。
【００４３】
　酸化防止分散剤の説明に役立つ例としては、５０％「Ｗｉｎｇｓｔａｒ　Ｌ／ＤＴＤＴ
ＤＰ」相乗剤（チオ相乗剤／２次酸化防止剤）である「Ｗｉｎｇｓｔａｒ　Ｌ」と「Ｂｏ
ｓｔｅｘ　３６２Ａ」の分散剤である「Ｂｏｓｔｅｘ　２４」が含まれる。「Ｗｉｎｇｓ
ｔａｒ　Ｌ」（「Ｂｏｓｔｅｘ　３６２Ａ」分散剤中に含まれた酸化防止剤）の熱劣化温
度は、約３００℃よりも高く、また自動点火温度は、約４４０℃である。従って、有機繊
維が分解し始め、また装着マット内のバーミキュライトのような膨張材料が活性化して膨
張し始めるのとほぼ同じ温度まで、酸化防止剤材料は、劣化又は燃焼し始めないことにな
る。
【００４４】
　特に適する酸化防止剤は、「Ｂｏｓｔｅｘ　３６２Ａ」の商品名で「Ａｋｒｏｎ　Ｄｉ
ｓｐｅｒｓｉｏｎｓ」（オハイオ州アクロン）から市販されている。ある一定の例示的な
実施形態によれば、酸化防止剤は、装着マットの残りの成分の添加の前に有機結合剤で事
前錯体化される。
　装着マットは、シート状材料を形成するための当業技術で公知のどの方法でも製造する
ことができる。例えば、手によるものであれ機械によるものであれ従来の紙製造方法は、
膨張シート材料を作るために使用することができる。ハンドシート型、長網抄紙機、又は
ロト形成紙機は、膨張シート材料を作るために使用することができる。
【００４５】
　例えば、製紙工程を使用して、無機繊維、膨張材料、及び酸化防止剤は、結合剤又は結
合剤として作用することができる他の繊維と混合して、混合物又はスラリを形成すること
ができる。各成分から成るスラリは、これに凝集剤を添加することにより凝集させること
ができる。凝集された混合物又はスラリは、製紙機械上に置かれて、１層又は１シートの
繊維含有紙へと形成することができる。このシートは、空気乾燥又は炉乾燥により乾燥さ
れる。使用される標準的な製紙法のより詳細な説明については、その開示内容が引用によ
り本明細書に組み込まれている米国特許第３、４５８、３２９号を参照されたい。
【００４６】
　代替的に、層又はシートは、スラリを真空成形することにより形成することができる。
本方法によれば、各成分のスラリは、先行するウェブ上に湿った状態で置かれる。ウェブ
に真空が加えられてスラリから大部分の水分が抽出され、それによって濡れた状態のシー
トを形成する。湿った状態の層又はシートは、次に、典型的には炉内で乾燥される。この
シートは、乾燥の前にこれを圧縮するために１組のローラ間を通過させることができる。
【００４７】
　他の実施形態では、繊維は、乾燥空気堆積法のような従来の手段により処理して装着マ
ットにすることができる。この段階におけるマットは、非常に僅かな構造的一体性を有し
ており、従来の触媒コンバータ及びディーゼルトラップ装着マットと比べて非常に分厚い
。従って、得られるマットは、当業技術で公知のようにドライニードル処理してマットの
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密度を高め、かつその強度を増大させることができる。
【００４８】
　乾燥空気堆積技術が使用される場合には、マットは、代替的に、含浸によりマットに結
合剤を添加することによって処理し、不連続な繊維複合物を形成することができる。この
技術では、結合剤は、従来の製紙法に関連して上述したようなマットプリプレグを形成す
るのではなく、マットの形成後に結合剤が添加される。マットを作るこの方法は、破断を
低減することにより繊維の長さ維持を助ける。
　マットに結合剤を含浸させる方法は、液状の結合剤システム内にマットを完全に漬ける
か又はマットにスプレーする段階を含む。連続的方法では、ロールの形態で運ぶことがで
きる繊維マットが繰り出されて、コンベヤ又はスクリム上でマットに対して結合剤を噴霧
するスプレーノズルを通過させられる。代替的に、マットは、スプレーノズルを通って重
力供給することができる。マット／結合剤プレプレグは、次に、圧縮ロール間を通過させ
られ、これらの圧縮ロールが、過剰な液体を除去し、かつプレプレグの密度を高めてほぼ
その望ましい厚みにする。密度を高められたプレプレグは、次に、炉内を通過させられて
、全ての残留溶剤が除去され、かつ必要に応じて結合剤を部分的に硬化させて複合物を形
成することができる。乾燥及び硬化温度は、主として使用される結合剤と溶剤（もし使用
されているとすれば）に依存する。複合物は、次に、貯蔵又は運搬のために切断するか、
又はロール状に巻くことができる。
【００４９】
　装着マットは、バッチ方式で作ることができ、この場合、１区画のマットを液状結合剤
に浸漬し、プレプレグを除去また圧縮して過剰な液体を除去し、その後乾燥させて複合物
を形成し、貯蔵するか又は所定のサイズに切断する。
　装着マットは、ある一定の用途に容易に使用するためには密度が低すぎる場合のあるこ
とに注意されたい。従って、より高い密度を提供するために、それらの装着マットを当業
技術で公知のいずれかの方法で更に高密度化することができる。そのような高密度化の１
つの方法は、繊維をニードルパンチして、それらを撚り合わせかつ交絡させることである
。これに加えて又はその代わりに、水圧交絡法を使用することができる。別の代替として
、繊維を圧縮ローラ間で圧縮して、繊維をマット形状にすることである。マットを高密度
化するこれらの方法のうちのいずれか又はこれらの方法の組合せは、正確かつ望ましい形
態の装着マットを得るために容易に使用することができる。
【００５０】
　上記方法のうちのどれが使用されるかに関わらず、複合物は、ダイスタンプ法のような
方法で切断し、正確な形状と再現可能な公差を有するサイズの装着マットを形成すること
ができる。装着マット２０は、ニードル法又はこれに類した方法による高密度化を施した
時、適切な取扱い特性を示すが、これは、その装着マットが容易に取扱い可能であり、多
くの他の繊維ブランケット又はマットのように人の手の中で破砕するほど脆くはないこと
を意味している。それは、破断することなく脆弱構造体１８又はこれと同様な脆弱構造体
の周りに容易かつ可撓的に装着又は包んで、次に、触媒コンバータハウジング１２内に置
くことができる。一般的に、装着マットによって包まれた脆弱構造体は、ハウジング内に
挿入することができ、又は装着マットによって包まれた脆弱構造体の周りにハウジングを
組み立てるか又は製造することができる。
【００５１】
　非膨張装着マットに関しては、この装着マットは、約０．３から約０．６ｇ／ｃｍ3の
マット間隙バルク密度、かつ約２パーセントのパーセント間隙膨張で約３００℃の加熱面
温度で行われた標準１０００サイクル間隙膨張試験の１０００機械サイクルを経た後に、
少なくとも１０ｋＰａ又は少なくとも５０ｋＰａの最小保持圧力を維持することができる
。膨張装着マットに関しては、この装着マットは、約０．７から約１．２５ｇ／ｃｍ3の
マット間隙バルク密度、かつ約２パーセントのパーセント間隙膨張で約３００℃の加熱面
温度で行われた標準１０００サイクル間隙膨張試験の１０００機械サイクルを経た後に、
少なくとも１０ｋＰａ又は少なくとも５０ｋＰａの最小保持圧力を維持することができる
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。この試験は、低温用途における高Ｇ荷重用途においてより重い基板を保持するのに使用
される装着マットに対して特に適することが認められるであろう。そのような用途のため
の排気ガス処理装置としては、ディーゼル触媒構造体及びディーゼル微粒子トラップが含
まれる。
【００５２】
　「サイクル」という用語は、モノリス（すなわち、脆弱構造体）とハウジングの間の間
隙が、特定の距離にわたってかつ所定の割合で開閉することを意味している。現実的な条
件を模擬するために、ハウジングと所定の直径の脆弱構造体との間の間隙の膨張は、例え
ば、９００℃の温度での従来のハウジングの熱膨張係数を計算することによって判断する
ことができる。次に、試験の基準を満たし、かつ１０００サイクル後に約１０ｋＰａより
も大きな最小保持力（Ｐｍｉｎ）をもたらすことになる最終的なマット坪量が選択される
。目標は、最低のコストで十分な支持を提供することであるので、約１０ｋＰａよりも大
きな必要量を満たす最小坪量を選択することができる。
【００５３】
　作動時に、装置は、有意な温度の変化を受ける。それらの熱膨張係数における差異によ
り、ハウジングは、支持構造体１８よりも大きく膨張することがあるので、これらの要素
間の間隙は、僅かに増大することになる。典型的な場合には、間隙は、コンバータの熱サ
イクル中に約０．２５から約０．５ｍｍ程度だけ膨張かつ収縮する場合がある。装着マッ
トの厚み及び装着密度は、全条件下で少なくとも約１０ｋＰａの最小保持圧力が維持され
て、脆弱構造体が振動によって緩むのを防止するように選択される。これらの条件下で装
着マット２０によって作用する装着圧力は、構成要素の物理的一体性を弱めることなく、
アセンブリの熱特性の調整を可能にする。
【００５４】
　実験
　以下の実施例は、装着マットと排気ガス処理装置を単に更に例示するために示すもので
ある。これらの例示的な実施例は、装着マット、装着マットを組み込んだ排気ガス処理装
置、又は装着マット又は排気ガス処理装置をいずれかの方式で作る方法を制限するものと
して解釈すべきではない。
【００５５】
　相対膨張
　装着マットの相対膨張が、単サイクル試験において評価された。実施例１は、４７．５
重量パーセントのＦｉｂｅｒｆｒａｘ耐火セラミック繊維、４５重量パーセントの膨張バ
ーミキュライト、６．５重量パーセントの「Ｈｙｃａｒ　２６０８３」アクリルラテック
ス、及び１重量パーセントのベントナイト粘土を含む装着マットを表している。
　実施例２は、４７．５重量パーセントのＦｉｂｅｒｆｒａｘ耐火セラミック繊維、４５
重量パーセントの膨張バーミキュライト、５．９重量パーセントの「Ｈｙｃａｒ　２６０
８３」アクリルラテックス、０．６５重量パーセントの酸化防止剤（Ｂｏｓｔｅｘ　３６
２Ａ）、及び１重量パーセントのベントナイト粘土（Ｖｏｌｃｌａｙ）を含む装着マット
を表している。
【００５６】
　実施例３は、４８．５重量パーセントのＦｉｂｅｒｆｒａｘ耐火セラミック繊維、４５
重量パーセントの膨張バーミキュライト、５．９重量パーセントの「Ｈｙｃａｒ　２６０
８３」アクリルラテックス、及び０．６５重量パーセントの酸化防止剤（Ｂｏｓｔｅｘ　
３６２Ａ）を含む装着マットを表している。
　実施例４は、４７．５重量パーセントのＦｉｂｅｒｆｒａｘ耐火セラミック繊維、４５
重量パーセントの膨張バーミキュライト、５．９重量パーセントの「Ｈｙｃａｒ　２６０
８３」アクリルラテックス、０．６５重量パーセントの酸化防止剤（Ｂｏｓｔｅｘ　３６
２Ａ）、及び１重量パーセントのアタパルジャイト粘土（Ｗｅｓｉｌ）を含む装着マット
を表している。
【００５７】
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　実施例１から実施例４のマットは、２つの水晶ラムの間に位置決めされた。装着マット
は、それらに対して約５０ｐｓｉの一定荷重を加えることにより圧縮された。マットは、
次に、室温で約５分間弛緩させられた。次に、マットが８５０℃まで加熱された時（１５
℃／分）、各マットの厚みが測定された。単サイクル膨張試験の結果は、図２に示されて
いる。
　図２に示すグラフは、膨張装着マットの相対膨張を温度の関数として示している。結果
は、結合剤の軟化に応答して、２００℃付近で有機結合剤を含有する膨張装着マットの初
期のネガティブな膨張があることを示している。いかなる特定の理論にも束縛されること
なく、有機結合剤の軟化は、装着マットに存在する無機繊維の再配列を可能にすると思わ
れる。
【００５８】
　繊維、膨張材料、有機結合剤、及びベントナイト粘土を含有する膨張装着マットである
実施例１は、１００℃から約４００℃までネガティブな膨張を示し、有機結合剤の酸化に
より約２７５℃から３００℃までネガティブな膨張が急激に増大する。
　繊維、膨張材料、有機結合剤、酸化防止剤、及び粘土を含有する膨張装着マットである
実施例２及び実施例４は、実施例１と比べて１００℃から約４００℃までの温度範囲内で
改善されたネガティブな膨張を示している。
【００５９】
　繊維、膨張材料、有機結合剤、及び酸化防止剤を含有し、粘土は含有しない膨張装着マ
ットである実施例３は、ベントナイト粘土を含有して酸化防止剤は含有しない装着マット
と比べて１００℃から約４００℃までの温度範囲内で改善されたネガティブな膨張を示し
ている。実施例３の装着マットはまた、酸化防止剤と粘土を含有する膨張装着マットで示
すネガティブな膨張と同様なネガティブな膨張を示している。従って、膨張装着マットに
酸化防止剤のみを含めることは、最高約４００℃までの低温用途のためのネガティブな膨
張を改善することを証明している。
【００６０】
　実施例５は、６７．５重量パーセントのＩＳＯＦＲＡＸマグネシア－ケイ酸塩繊維、２
０重量パーセントの膨張バーミキュライト、１０重量パーセントの「Ｈｙｃａｒ　２６０
８３」アクリルラテックス、及び２．５重量パーセントのベントナイト粘土（Ｖｏｌｃｌ
ａｙ）を含む装着マットを表している。
　実施例６は、６７．５重量パーセントのＩＳＯＦＲＡＸマグネシア－ケイ酸塩繊維、２
０重量パーセントの膨張バーミキュライト、９．５重量パーセントの「Ｈｙｃａｒ　２６
０８３」アクリルラテックス、０．５重量パーセントの酸化防止剤（Ｂｏｓｔｅｘ　３６
２Ａ）、及び２．５重量パーセントのベントナイト粘土（Ｖｏｌｃｌａｙ）を含む装着マ
ットを表している。
　実施例７は、６５重量パーセントのＩＳＯＦＲＡＸマグネシア－ケイ酸塩繊維、２０重
量パーセントの膨張バーミキュライト、９．５重量パーセントの「Ｈｙｃａｒ　２６０８
３」アクリルラテックス、０．５重量パーセントの酸化防止剤（Ｂｏｓｔｅｘ　３６２Ａ
）、及び５重量パーセントのアタパルジャイト粘土（Ｗｅｓｉｌ）を含む装着マットを表
している。
【００６１】
　実施例５から実施例７のマットは、２つの水晶ラムの間に位置決めされた。これらの装
着マットは、それらに対して約５０ｐｓｉの一定荷重を加えることにより圧縮された。マ
ットは、次に、室温で約５分間弛緩させられた。次に、マットが８５０℃まで加熱された
時（１５℃／分）、各マットの厚みが測定された。単サイクル膨張試験の結果は、図４に
示されている。
　図４に示すグラフは、膨張装着マットの相対膨張を温度の関数として示している。それ
らの結果は、結合剤の軟化に応答して、２００℃付近で有機結合剤を含有する膨張装着マ
ットの初期のネガティブな膨張が存在することを示している。いかなる特定の理論にも束
縛されることなく、有機結合剤の軟化は、装着マットに存在する無機繊維の再配列を可能
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にすると思われる。
【００６２】
　繊維、膨張材料、及び有機結合剤は含有するが、粘土も酸化防止剤も含有しない膨張装
着マットである実施例５は、２００℃から約３００℃まで更なるネガティブな膨張を示し
続け、有機結合剤の酸化により約２７５℃から３００℃までネガティブな膨張が急激に増
大する。
　繊維、膨張材料、有機結合剤、及び０．５重量パーセントの酸化防止剤を含有する膨張
装着マットである実施例６は、２００℃から約４００℃までの温度範囲内で改善されたネ
ガティブな膨張を示している。
【００６３】
　繊維、膨張材料、有機結合剤、５重量パーセントの粘土、及び０．５重量パーセントの
酸化防止剤を含有する膨張装着マットである実施例７は、粘土も酸化防止剤も含有しない
膨張装着マット又は０．５重量パーセントの酸化防止剤を含有するマットと比べて最も改
善されたネガティブな膨張を示している。従って、膨張装着マットに粘土と酸化防止剤を
含めることは、最高約４００℃までの低温用途のためのネガティブな膨張を改善すること
を明らかにしている。
【００６４】
　剪断強度
　粘土のみを含有する膨張装着マット、酸化防止剤のみを含有する膨張装着マット、又は
粘土と共に酸化防止剤を含有する膨張装着マットの周囲温度から約５００℃までの範囲に
わたる剪断強度が評価され、これらの添加物のない膨張装着マットと比較された。
　固定具内で膨張装着マットサンプルに対して一定の荷重が加えられた。剪断歪み（すな
わち、材料内の撓み量）が、温度の関数として測定された。剪断強度試験の結果は、図５
に示されている。これらの結果は、酸化防止剤を含有しない装着マットと比べて、酸化防
止剤の使用が、剪断歪みに対する全抵抗の増大へと誘導することを示している。酸化防止
剤のみを含有するが粘土は含有しない装着マットを表している実施例３は、粘土は含有す
るが酸化防止剤は含有しない装着マット（実施例１）又はアタパルジャイト又はベントナ
イト粘土と酸化防止剤の組合せを含有する装着マット（実施例２及び実施例４）よりも大
きな剪断歪み抵抗を示している。
【００６５】
　剪断強度試験の更に別の結果は、図５に示されている。これらの結果は、酸化防止剤と
粘土の組合せの使用が、酸化防止剤を含有しない装着マットと比べて剪断歪みに対する全
抵抗の増大へと誘導することを示している。
　これらのマットは、触媒コンバータ及びディーゼル微粒子トラップ業界に対して有利で
ある。装着マットは、型抜きすることができ、取扱い容易な薄い形状かつ可撓性の形態で
弾力的な支持体として働くことができるので、必要に応じて、亀裂なしに触媒支持構造体
全体を包むことができる。代替的に、この装着マットは、触媒支持構造体の少なくとも一
部分の円周又は周囲全体の周りを一体的に包むことができる。装着マットはまた、部分的
に包むことができ、かつ必要に応じて従来の一部のコンバータ装置において現在使用され
ているような端部シールを含んでガスバイパスを防止することができる。
【００６６】
　上述の装着マットは、とりわけ、オートバイ及び他の小形エンジン機械のための従来の
自動車触媒コンバータ、及び自動車プレコンバータ、並びに高温スペーサ、ガスケット、
及び更に将来世代の自動車車体底面触媒コンバータシステムのような様々な用途にも有用
である。一般的に、それらは、室温で保持圧力を作用し、更に重要なことに熱サイクル中
を含む高温で保持圧力を維持する機能をもたらすマット又はガスケットを必要とするあら
ゆる用途において使用することができる。
【００６７】
　装着マット材料は、排気ガス処理装置に端部円錐絶縁体として使用することができる。
ある一定の実施形態により、排気ガス処理装置のための端部円錐体を提供する。端部円錐
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の間隙又は空間に配置された端部円錐絶縁体とを含む。
　他の実施形態によれば、端部円錐体は、外側金属円錐体と、外側金属円錐体の内面に隣
接して位置決めされた少なくとも１層の円錐絶縁体とを含むことができる。これらの実施
形態によれば、端部円錐体アセンブリには、内側金属円錐体は設けられない。そうではな
く、円錐絶縁体は、装置を通って流れる高温ガスに耐える自己支持型円錐体構造をもたら
すために何らかの方式で剛体化される。
【００６８】
　少なくとも１つの端部円錐体を含む排気ガス処理装置を提供する。排気ガス処理装置は
、ハウジングと、ハウジング内に位置決めされた脆弱構造体と、各アセンブリが内側端部
円錐体ハウジングと外側端部円錐体ハウジングを含む、排気管をハウジングに取り付ける
ための入口及び出口端部円錐体アセンブリと、熱処理された生体溶解性繊維、及び内側及
び外側円錐体ハウジング間に位置決めされた任意的な膨張材料を含む端部円錐絶縁体とを
含む。
　上述の装着マットは、保護装着する必要がある脆弱なハニカム状構造体を収容するもの
を含む排気又は放出煙突内に位置する化学業界で使用される触媒コンバータにも使用する
ことができる。
　装着マット材料は、受動防火物として又は防火材料として使用することができる。装着
マットは、燃料電池内の発熱要素を包むために使用することもできる。
【００６９】
　装着マットと排気ガス処理装置を様々な例示的実施形態に即して説明したが、他の同様
な実施形態を使用すること、又は上述の実施形態から逸脱することなく本明細書の開示と
同じ機能を果たすために本明細書に上述した実施形態に対して変更及び追加を行うことが
できることは理解されるものとする。上述の実施形態は、様々な実施形態を組み合わせて
望ましい特性を提供することができるので、必ずしも択一的なものではない。従って、装
着マットと排気ガス処理装置は、いずれか１つの実施形態に限定すべきではなく、むしろ
特許請求の範囲の記載に従う幅と範囲において解釈すべきである。
【符号の説明】
【００７０】
１０　触媒コンバータ
１２　ハウジング
１８　脆弱構造体
２０　装着マット
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