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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の細孔を有する多孔質セラミックからなる隔壁によって区画された、ガスの流路と
なる複数のセルを有するハニカム構造体と、前記隔壁の表面及び前記隔壁に存在する細孔
の内壁に担持された、排ガス中に含まれるパティキュレートの酸化を促進するための酸化
触媒とを備え、前記複数のセルの一方の開口端部と他方の開口端部とが互い違いに目封じ
されてなる触媒担持フィルタであって、
　前記複数のセルが、前記一方の開口端部が目封じされ、前記酸化触媒が前記隔壁の表面
に担持された排ガス流入セルと、前記他方の開口端部が目封じされた浄化ガス流出セルと
から構成されるとともに、前記排ガス流入セルと前記浄化ガス流出セルとが交互に配置さ
れてなり、前記隔壁の前記浄化ガス流出セル側の表面に、前記隔壁を構成する多孔質セラ
ミックよりも平均細孔径の小さい多孔質セラミックからなる微細コート層が、少なくとも
１層形成されてなり、
　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が４０～７５％であって、かつ、前記微
細コート層を構成する多孔質セラミックの気孔率が４５～８５％であることを特徴とする
触媒担持フィルタ。
【請求項２】
　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が１５～３００μｍであって、かつ
、前記微細コート層を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が５～５０μｍである請求
項１に記載の触媒担持フィルタ。



(2) JP 4355506 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が、前記微細コート層を構成する多孔質
セラミックの気孔率よりも５％以上小さい請求項１又は２に記載の触媒担持フィルタ。
【請求項４】
　コージェライトからなる前記隔壁の前記浄化ガス流出セル側の表面に、コージェライト
からなる前記微細コート層が形成されている請求項１～３のいずれか一項に記載の触媒担
持フィルタ。
【請求項５】
　多数の細孔を有する多孔質セラミックからなる隔壁によって区画された、ガスの流路と
なる複数のセルを有するハニカム構造体と、前記隔壁の表面及び前記隔壁に存在する細孔
の内壁に担持された、排ガス中に含まれるパティキュレートの酸化を促進するための酸化
触媒とを備え、前記複数のセルの一方の開口端部と他方の開口端部とが互い違いに目封じ
されてなる触媒担持フィルタであって、
　前記複数のセルが、前記一方の開口端部が目封じされ、前記酸化触媒が前記隔壁の表面
に担持された排ガス流入セルと、前記他方の開口端部が目封じされた浄化ガス流出セルと
から構成されるとともに、前記排ガス流入セルと前記浄化ガス流出セルとが交互に配置さ
れてなり、前記隔壁に存在する細孔の内部における前記浄化ガス流出セル側に、前記隔壁
を構成する多孔質セラミックよりも平均細孔径の小さい多孔質セラミックを充填してなる
微粒子層が、少なくとも１層形成されてなることを特徴とする触媒担持フィルタ。
【請求項６】
　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が１５～３００μｍであって、かつ
、前記微粒子層を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が５～５０μｍである請求項５
に記載の触媒担持フィルタ。
【請求項７】
　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が４０～７５％であって、かつ、前記微
粒子層を構成する多孔質セラミックの気孔率が４５～８５％である請求項６に記載の触媒
担持フィルタ。
【請求項８】
　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が、前記微粒子層を構成する多孔質セラ
ミックの気孔率よりも５％以上小さい請求項７に記載の触媒担持フィルタ。
【請求項９】
　多数の細孔を有する多孔質セラミックからなる隔壁によって区画された、ガスの流路と
なる複数のセルを有するハニカム構造体と、前記隔壁の表面及び前記隔壁に存在する細孔
の内壁に担持された、排ガス中に含まれるパティキュレートの酸化を促進するための酸化
触媒とを備え、前記複数のセルの一方の開口端部と他方の開口端部とが互い違いに目封じ
されてなる触媒担持フィルタであって、
　前記複数のセルが、前記一方の開口端部が目封じされ、前記酸化触媒が前記隔壁の表面
に担持された排ガス流入セルと、前記他方の開口端部が目封じされた浄化ガス流出セルと
から構成されるとともに、前記排ガス流入セルと前記浄化ガス流出セルとが交互に配置さ
れてなり、前記隔壁の前記排ガス流入セル側の表面に、前記隔壁を構成する多孔質セラミ
ックよりも平均細孔径の大きい多孔質セラミックからなる粗コート層が、少なくとも１層
形成されてなるとともに、前記粗コート層の表面及び前記粗コート層に存在する細孔の内
壁に、前記酸化触媒が担持されてなり、
　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が４５～８０％であって、かつ、前記粗
コート層を構成する多孔質セラミックの気孔率が４０～７５％であることを特徴とする触
媒担持フィルタ。
【請求項１０】
　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が５～５０μｍであって、かつ、前
記粗コート層を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が１５～３００μｍである請求項
９に記載の触媒担持フィルタ。
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【請求項１１】
　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が、前記粗コート層を構成する多孔質セ
ラミックの気孔率よりも５％以上大きい請求項９又は１０に記載の触媒担持フィルタ。
【請求項１２】
　前記隔壁の前記浄化ガス流出セル側の表面に、前記隔壁を構成する多孔質セラミックよ
りも平均細孔径の小さい多孔質セラミックからなる微細コート層が、少なくとも１層形成
されてなり、
　前記微細コート層を構成する多孔質セラミックの気孔率が４５～８５％である請求項９
～１１のいずれか一項に記載の触媒担持フィルタ。
【請求項１３】
　前記隔壁に存在する細孔の内部における前記浄化ガス流出セル側に、前記隔壁を構成す
る多孔質セラミックよりも平均細孔径の小さい多孔質セラミックを充填してなる微粒子層
が、少なくとも１層形成されてなる請求項９～１１のいずれか一項に記載の触媒担持フィ
ルタ。
【請求項１４】
　パティキュレートの含有量が０．１（ｇ／ｋＷｈ）以下の排ガスを排出するように構成
された内燃機関からの排ガス流路に、請求項１～１３のいずれか一項に記載の触媒担持フ
ィルタが配置されてなることを特徴とする排ガス浄化システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ディーゼルエンジン等の内燃機関、又は各種燃焼装置から排出される排ガス
中に含まれるパティキュレートを捕集し、或いは浄化するために使用される触媒担持フィ
ルタ及びこれを用いた排ガス浄化システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ディーゼルエンジン等の内燃機関、又は各種燃焼装置（以下、「内燃機関等」と記す）か
ら排出される排ガスにはスート（黒煙）を主体とするパティキュレート（粒子状物質）が
多量に含まれている。このパティキュレートがそのまま大気中に放出されると環境汚染を
引き起こすため、内燃機関等からの排ガス流路には、パティキュレートを捕集するための
フィルタが搭載されることが一般的である。
【０００３】
このような目的で使用されるフィルタとしては、例えば、図２に示すように、多数の細孔
を有する多孔質セラミックからなる隔壁２４によって区画された、ガスの流路となる複数
のセル２３を有するハニカム構造体２１からなり、複数のセル２３の一方の開口端部と他
方の開口端部とが目封じ部２２によって互い違いに目封じされてなるハニカムフィルタが
挙げられる。このようなハニカムフィルタでは、排ガス流入セルから排ガスＧ1を流入さ
せると、排ガスＧ1が隔壁２４を通過する際に排ガスＧ1中のパティキュレートが隔壁に捕
集され、パティキュレートが除去された浄化ガスＧ2が浄化ガス流出セルから流出する。
【０００４】
そして、近年においては、パティキュレートの酸化（燃焼）を促進するための酸化触媒を
備えたハニカムフィルタが使用されている（以下、「触媒担持フィルタ」と記す）。この
ような触媒担持フィルタでは、通常、ハニカムフィルタの隔壁の表面及び隔壁に存在する
細孔の内部表面に酸化触媒が担持されている。このような触媒担持フィルタでは、排ガス
中のパティキュレートが隔壁によって捕集されるのみならず、パティキュレートの酸化（
燃焼）が促進されることによって、排ガス中のパティキュレートを減少させることができ
、排ガスを効果的に浄化することが可能となる。
【０００５】
ところが、排ガス中に含まれるパティキュレートを確実に捕集し得るような平均細孔径を
有する多孔質セラミックから構成された触媒担持フィルタにおいては、排ガス中に含まれ
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るパティキュレートの殆どがフィルタの隔壁の排ガス流入セル側の表面に堆積してしまい
、隔壁に存在する細孔の内部にまでは侵入しない。即ち、隔壁に存在する細孔の内部表面
に担持された酸化触媒はパティキュレートと接触しておらず、有効に活用されていないこ
とになる。このような状態では、パティキュレートの酸化（燃焼）を十分に促進すること
ができず、排ガス中のパティキュレートを減少させることができないため、隔壁の排ガス
流入セル側の表面には比較的短期間の内にパティキュレートが堆積してしまい、フィルタ
の再生作業（逆洗や加熱等により堆積したパティキュレートを除去する作業）を頻繁に行
わざるを得ないという問題がある。
【０００６】
そこで、上記と同様の基本構成を有する触媒担持ハニカムフィルタとして、隔壁に存在す
る細孔の、排ガス流入セル側の開口平均径が浄化ガス流出セル側の開口平均径よりも大き
いことを特徴とする排気浄化装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００７】
上記のような排気浄化装置によれば、隔壁に存在する細孔の、排ガス流入セル側の開口平
均径が大きいため、排ガス中に含まれるパティキュレートは隔壁の排ガス流入セル側の表
面のみならず、隔壁に存在する細孔の内部まで容易に侵入することができる一方、隔壁の
浄化ガス流出セル側の細孔の開口平均径が小さいために、パティキュレートが浄化ガス流
出セル側に漏洩することがない。従って、排ガス中に含まれるパティキュレートを効率よ
く捕集できるとともに、パティキュレートと隔壁に存在する細孔の内部に担持された酸化
触媒との接触度合いが向上し、パティキュレートの酸化（燃焼）を十分に促進することが
できるとされている。
【０００８】
【特許文献１】
特開２００２－３０９９２１号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記の特許文献１を参酌すると、上記の排気浄化装置は、隔壁に存在する細孔
が隔壁の厚み方向の中央から隔壁の両表面に向かって細孔径が徐々に小さくなる樽型空間
として存在していることを前提とし、その隔壁の一方の表面を表面改質剤によって除去す
ることにより、排ガス流入セルに面する隔壁の細孔の開口平均径が浄化ガス流出セルに面
する隔壁の細孔の開口平均径よりも大きく構成する旨が記載されている。即ち、１つの細
孔につき、その開口径を変化させ、その一方の開口部の開口径を大きく、他方の開口部の
開口径を小さく構成するというものである。
【００１０】
しかしながら、例えば、図３に示すように、多孔質セラミックかなる隔壁２４における細
孔２５は、焼結によって相互に結合した骨材粒子間の空隙によって形成されるものである
ため、上記のような樽型空間としては存在していないと考えられる。従って、上記の特許
文献１に記載される排気浄化装置のような構成を採用することは事実上困難であった。即
ち、図３に示すように、隔壁２４における細孔２５内に酸化触媒２６を担持させたとして
も、上記の特許文献１に記載される排気浄化装置のような効果を得ることは不可能であっ
た。
【００１１】
本発明は、上述のような従来技術の問題点に鑑みなされたものであり、その目的とすると
ころは、排ガス中に含まれるパティキュレートを確実に捕集することができるのは勿論の
こと、隔壁に存在する細孔内に担持された酸化触媒とパティキュレートとが十分に接触で
きるようにして、排ガス中のパティキュレートを減少させ、フィルタの再生作業の頻度を
低下させることが可能な触媒担持フィルタを提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、上述の課題を解決するべく鋭意研究した結果、上記のような構成の触媒担持
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フィルタにおいて、複数のセルを区画する隔壁の浄化ガス流出セル側の表面に、隔壁を構
成する多孔質セラミックよりも平均細孔径の小さい多孔質セラミックからなる微細コート
層を、少なくとも１層形成すること等によって、上記課題を解決可能であることに想到し
、本発明を完成させた。即ち、本発明は、以下の触媒担持フィルタを提供するものである
。
【００１３】
［１］　多数の細孔を有する多孔質セラミックからなる隔壁によって区画された、ガスの
流路となる複数のセルを有するハニカム構造体と、前記隔壁の表面及び前記隔壁に存在す
る細孔の内壁に担持された、排ガス中に含まれるパティキュレートの酸化を促進するため
の酸化触媒とを備え、前記複数のセルの一方の開口端部と他方の開口端部とが互い違いに
目封じされてなる触媒担持フィルタであって、前記複数のセルが、前記一方の開口端部が
目封じされ、前記酸化触媒が前記隔壁の表面に担持された排ガス流入セルと、前記他方の
開口端部が目封じされた浄化ガス流出セルとから構成されるとともに、前記排ガス流入セ
ルと前記浄化ガス流出セルとが交互に配置されてなり、前記隔壁の前記浄化ガス流出セル
側の表面に、前記隔壁を構成する多孔質セラミックよりも平均細孔径の小さい多孔質セラ
ミックからなる微細コート層が、少なくとも１層形成されてなり、前記隔壁を構成する多
孔質セラミックの気孔率が４０～７５％であって、かつ、前記微細コート層を構成する多
孔質セラミックの気孔率が４５～８５％であることを特徴とする触媒担持フィルタ。
【００１４】
［２］　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が１５～３００μｍであって
、かつ、前記微細コート層を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が５～５０μｍであ
る上記［１］に記載の触媒担持フィルタ。
【００１６】
［３］　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が、前記微細コート層を構成する
多孔質セラミックの気孔率よりも５％以上小さい上記［１］又は［２］に記載の触媒担持
フィルタ。
［４］　コージェライトからなる前記隔壁の前記浄化ガス流出セル側の表面に、コージェ
ライトからなる前記微細コート層が形成されている上記［１］～［３］のいずれかに記載
の触媒担持フィルタ。
【００１７】
［５］　多数の細孔を有する多孔質セラミックからなる隔壁によって区画された、ガスの
流路となる複数のセルを有するハニカム構造体と、前記隔壁の表面及び前記隔壁に存在す
る細孔の内壁に担持された、排ガス中に含まれるパティキュレートの酸化を促進するため
の酸化触媒とを備え、前記複数のセルの一方の開口端部と他方の開口端部とが互い違いに
目封じされてなる触媒担持フィルタであって、前記複数のセルが、前記一方の開口端部が
目封じされ、前記酸化触媒が前記隔壁の表面に担持された排ガス流入セルと、前記他方の
開口端部が目封じされた浄化ガス流出セルとから構成されるとともに、前記排ガス流入セ
ルと前記浄化ガス流出セルとが交互に配置されてなり、前記隔壁に存在する細孔の内部に
おける前記浄化ガス流出セル側に、前記隔壁を構成する多孔質セラミックよりも平均細孔
径の小さい多孔質セラミックを充填してなる微粒子層が、少なくとも１層形成されてなる
ことを特徴とする触媒担持フィルタ。
【００１８】
［６］　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が１５～３００μｍであって
、かつ、前記微粒子層を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が５～５０μｍである上
記［５］に記載の触媒担持フィルタ。
【００１９】
［７］　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が４０～７５％であって、かつ、
前記微粒子層を構成する多孔質セラミックの気孔率が４５～８５％である上記［６］に記
載の触媒担持フィルタ。
【００２０】



(6) JP 4355506 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

［８］　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が、前記微粒子層を構成する多孔
質セラミックの気孔率よりも５％以上小さい上記［７］に記載の触媒担持フィルタ。
【００２１】
［９］　多数の細孔を有する多孔質セラミックからなる隔壁によって区画された、ガスの
流路となる複数のセルを有するハニカム構造体と、前記隔壁の表面及び前記隔壁に存在す
る細孔の内壁に担持された、排ガス中に含まれるパティキュレートの酸化を促進するため
の酸化触媒とを備え、前記複数のセルの一方の開口端部と他方の開口端部とが互い違いに
目封じされてなる触媒担持フィルタであって、前記複数のセルが、前記一方の開口端部が
目封じされ、前記酸化触媒が前記隔壁の表面に担持された排ガス流入セルと、前記他方の
開口端部が目封じされた浄化ガス流出セルとから構成されるとともに、前記排ガス流入セ
ルと前記浄化ガス流出セルとが交互に配置されてなり、前記隔壁の前記排ガス流入セル側
の表面に、前記隔壁を構成する多孔質セラミックよりも平均細孔径の大きい多孔質セラミ
ックからなる粗コート層が、少なくとも１層形成されてなるとともに、前記粗コート層の
表面及び前記粗コート層に存在する細孔の内壁に、前記酸化触媒が担持されてなり、前記
隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が４５～８０％であって、かつ、前記粗コート
層を構成する多孔質セラミックの気孔率が４０～７５％であることを特徴とする触媒担持
フィルタ。
【００２２】
［１０］　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が５～５０μｍであって、
かつ、前記粗コート層を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が１５～３００μｍであ
る上記［９］に記載の触媒担持フィルタ。
【００２４】
［１１］　前記隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が、前記粗コート層を構成する
多孔質セラミックの気孔率よりも５％以上大きい上記［９］又は［１０］に記載の触媒担
持フィルタ。
【００２５】
［１２］　前記隔壁の前記浄化ガス流出セル側の表面に、前記隔壁を構成する多孔質セラ
ミックよりも平均細孔径の小さい多孔質セラミックからなる微細コート層が、少なくとも
１層形成されてなり、前記微細コート層を構成する多孔質セラミックの気孔率が４５～８
５％である上記［９］～［１１］のいずれかに記載の触媒担持フィルタ。
【００２６】
［１３］　前記隔壁に存在する細孔の内部における前記浄化ガス流出セル側に、前記隔壁
を構成する多孔質セラミックよりも平均細孔径の小さい多孔質セラミックを充填してなる
微粒子層が、少なくとも１層形成されてなる上記［９］～［１１］のいずれかに記載の触
媒担持フィルタ。
【００２７】
また、本発明は、以下の排ガス浄化システムを提供するものである。
【００２８】
［１４］　パティキュレートの含有量が０．１（ｇ／ｋＷｈ）以下の排ガスを排出するよ
うに構成された内燃機関からの排ガス流路に、上記［１］～［１３］のいずれかに記載の
触媒担持フィルタが配置されてなることを特徴とする排ガス浄化システム。
【００３３】
【発明の実施の形態】
本発明者は、本発明の触媒担持フィルタを開発するに際し、まず、従来の触媒担持フィル
タにおいて、排ガス中に含まれるパティキュレートの殆どが触媒担持フィルタの隔壁の排
ガス流入セル側の表面に堆積してしまい、隔壁に存在する細孔の内部にまで侵入しない原
因について検討した。その結果、フィルタの排ガス流入セルにパティキュレートを含む排
ガスが流入すると、比較的初期の段階において、排ガス中に含まれる多数のパティキュレ
ートが隔壁の排ガス流入セル側の細孔の開口部において架橋し、細孔の開口部を閉塞して
しまうという現象が起こることが原因であると考えられた。
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【００３４】
即ち、排ガス流入の比較的初期の段階において、排ガス中に含まれる多数のパティキュレ
ートが隔壁の排ガス流入セル側の細孔の開口部で架橋し、細孔の開口部を閉塞してしまう
という現象によって、以後流入してくる排ガス中に含まれるパティキュレートは隔壁に存
在する細孔内に侵入することができなくなる。従って、隔壁に存在する細孔の内部表面に
担持された酸化触媒がパティキュレートと接触することができず、パティキュレートの酸
化（燃焼）を十分に促進することができなくなるとともに、排ガス中のパティキュレート
を減少させることができないため、隔壁の排ガス流入セル側の表面には比較的短期間の内
にパティキュレートが堆積してしまい、フィルタの再生作業（逆洗や加熱等により堆積し
たパティキュレートを除去する作業）を頻繁に行わざるを得なくなってしまうのである。
【００３５】
本発明者は、上記の現象について鋭意研究した結果、上記の現象を回避するためには、隔
壁に存在する細孔内部への排ガスの侵入速度を低下させることが有効であることを見出し
た。
【００３６】
そこで、本発明の触媒担持フィルタにおいては、複数のセルを区画する隔壁の浄化ガス流
出セル側の表面に、隔壁を構成する多孔質セラミックよりも平均細孔径の小さい多孔質セ
ラミックからなる微細コート層を、少なくとも１層形成すること等の構成を採用すること
とした。このような構成としたのは、隔壁の浄化ガス流出セル側に通気抵抗を付与するこ
とにより、隔壁に存在する細孔内部への排ガスの侵入速度を低下させることができ、排ガ
ス中に含まれる多数のパティキュレートが隔壁の排ガス流入セル側の細孔の開口部で架橋
し、細孔の開口部を閉塞してしまうという現象を効果的に抑制することができるからであ
る。
【００３７】
上記のような構成を採用することにより、細孔の開口部が閉塞されることがないので、排
ガスは比較的容易に隔壁に存在する細孔内部に侵入することができ、パティキュレートと
隔壁に存在する細孔の内部に担持された酸化触媒との接触度合いが向上するため、パティ
キュレートの酸化（燃焼）を十分に促進することができる。従って、排ガス中のパティキ
ュレートを減少させることができ、フィルタの排ガス流入セル内に所定量のパティキュレ
ートが堆積するまでに要する時間が長くなるため、フィルタの再生作業を行う頻度を低下
させることが可能となる。
【００３８】
また、パティキュレートと酸化触媒との接触度合いが向上することによって、パティキュ
レートの酸化（燃焼）が比較的低温から徐々に（安定して）進行するので、多量に堆積し
たパティキュレートが一気に燃焼して、フィルタの異常な温度上昇を引き起こすことがな
い。従って、酸化触媒の劣化やフィルタの溶損等を効果的に防止することが可能となる。
【００３９】
以下、本発明の触媒担持フィルタの実施の形態を具体的に説明する。なお、本明細書にお
いて、「平均細孔径」、「気孔率」というときには、水銀圧入法により測定した平均細孔
径、気孔率を意味するものとする。
【００４０】
（１）触媒担持フィルタの基本的構成
まず、本発明の適用対象となる触媒担持フィルタの基本的構成について説明する。本発明
の適用対象となる触媒担持フィルタは、多数の細孔を有する多孔質セラミックからなる隔
壁によって区画された、ガスの流路となる複数のセルを有するハニカム構造体と、前記隔
壁の表面及び前記隔壁に存在する細孔の内壁に担持された、排ガス中に含まれるパティキ
ュレートの酸化を促進するための酸化触媒とを備え、前記複数のセルの一方の開口端部と
他方の開口端部とが互い違いに目封じされてなる触媒担持フィルタである。
【００４１】
▲１▼ハニカム構造体
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ハニカム構造体は、例えば、図１に示すハニカム構造体１のように、多数の細孔を有する
多孔質セラミックからなる隔壁４によって区画された、ガスの流路となる複数のセル３を
有するものである。ハニカム構造体の全体形状については特に限定されるものではなく、
例えば、図１に示すような円筒状の他、四角柱状、三角柱状等の形状を挙げることができ
る。
【００４２】
また、ハニカム構造体のセル形状（セルの形成方向に対して垂直な断面におけるセル形状
）についても特に限定はされず、例えば、図１に示すような四角形セルの他、六角形セル
、三角形セル等の形状を挙げることができるが、円形セル又は四角形以上の多角形セルと
することにより、セル断面において、コーナー部の触媒の厚付きを軽減し、触媒層の厚さ
を均一にすることができる。セル密度、開口率等を考慮すると、六角形セルが好適である
。
【００４３】
ハニカム構造体のセル密度も特に制限はないが、本発明のような触媒担持フィルタとして
用いる場合には、６～１５００セル／平方インチ（０．９～２３３セル／ｃｍ2）の範囲
であることが好ましい。また、隔壁の厚さは、２０～２０００μｍの範囲であることが好
ましい。
【００４４】
更に、本発明のような触媒担持フィルタとして用いる場合には、複数のセルの一方の開口
端部と他方の開口端部とを互い違いに目封じした構造とする。例えば、図２に示すように
、多数の細孔を有する多孔質セラミックからなる隔壁２４によって区画された、ガスの流
路となる複数のセル２３を有するハニカム構造体２１を、複数のセル２３の一方の開口端
部と他方の開口端部とを目封じ部２２によって互い違いに目封じした構造とする。このよ
うなハニカム構造体２１では、排ガス流入側端面Ｂに向かって開口する排ガス流入セルか
ら排ガスＧ1を流入させると、排ガスＧ1が隔壁２４を通過する際に排ガスＧ1中のパティ
キュレートが隔壁に捕集され、パティキュレートが除去された浄化ガスＧ2が、排ガス流
出側端面Ｃに向かって開口する浄化ガス流出セルから流出する。
【００４５】
ハニカム構造体の材質は特に限定されないが、セラミックを好適に用いることができ、強
度、耐熱性、耐食性等の観点から、コージェライト、炭化珪素、アルミナ、ムライト、又
は窒化珪素のうちのいずれかであることが好ましい。
【００４６】
上記のようなハニカム構造体は、例えば、セラミックからなる骨材粒子、水の他、所望に
より有機バインダ（ヒドロキシプロポキシルメチルセルロース、メチルセルロース等）、
造孔材（グラファイト、澱粉、合成樹脂等）、界面活性剤（エチレングリコール、脂肪酸
石鹸等）等を混合し、混練することによって坏土とし、その坏土を所望の形状に成形し、
乾燥することによって成形体を得、その成形体を焼成することによって得ることができる
。
【００４７】
なお、成形方法としては、上述のように調製した坏土を、所望のセル形状、隔壁厚さ、セ
ル密度を有する口金を用いて押出成形する方法等を好適に用いることができる。また、複
数のセルの排ガス流入側端面と浄化ガス流出側端面とを目封じ部によって互い違いに目封
じする方法としては、ハニカム成形体を乾燥した後、成形用の坏土と同一組成の坏土をセ
ル開口部に充填する方法等が挙げられる。
【００４８】
▲２▼酸化触媒
酸化触媒は、排ガス中に含まれるパティキュレートの酸化を促進するための触媒であり、
白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、ロジウム（Ｒｈ）等の貴金属が好適に用いられる。
【００４９】
なお、本発明の触媒担持フィルタにおいては、少なくとも酸化触媒が担持されたものであ
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ることが必要であるが、他の触媒や浄化材が担持されていてもよい。例えば、アルカリ金
属（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｃｓ等）やアルカリ土類金属（Ｃａ、Ｂａ、Ｓｒ等）からなるＮＯ

X吸蔵触媒、三元触媒、セリウム（Ｃｅ）及び／又はジルコニウム（Ｚｒ）の酸化物に代
表される助触媒、ＨＣ（Hydro Carbon）吸着材等が担持されていてもよい。
【００５０】
酸化触媒、ＮＯX吸蔵触媒等の触媒成分の担持方法は特に限定されないが、例えば、ハニ
カム構造体の隔壁に対して、触媒成分を含む触媒液をウォッシュコートした後、高温で熱
処理して焼き付ける方法等が挙げられる。また、酸化触媒、ＮＯX吸蔵触媒等の触媒成分
は、高分散状態で担持させるため、予めアルミナのような比表面積の大きな耐熱性無機酸
化物に一旦担持させた後、ハニカム構造体の隔壁等に担持させることが好ましい。
【００５１】
酸化触媒は、上述したようなハニカム構造体の複数のセルを区画する隔壁の表面及び隔壁
に存在する細孔の内壁に担持される。従って、本発明の適用対象となる触媒担持フィルタ
は、ハニカム構造体における複数のセルが、一方の開口端部が目封じされ、酸化触媒が隔
壁の表面に担持された排ガス流入セルと、他方の開口端部が目封じされた浄化ガス流出セ
ルとから構成されるとともに、排ガス流入セルと浄化ガス流出セルとが交互に配置された
構造を有することになる。なお、この構造においては、浄化ガス流出セルの隔壁の表面に
酸化触媒が担持されていてもよい。即ち、本発明の適用対象となる触媒担持フィルタには
、排ガス流入セルの隔壁の表面と浄化ガス流出セルの隔壁の表面の双方に酸化触媒が担持
されているものも含まれる。
【００５２】
（２）本発明の触媒担持フィルタの第１の実施態様
本発明の触媒担持フィルタの第１の実施態様は、例えば、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示
すように、ハニカム構造体の複数のセルを区画する隔壁３１の浄化ガス流出セル側の表面
３２に、隔壁３１を構成する多孔質セラミックよりも平均細孔径の小さい多孔質セラミッ
クからなる微細コート層３３が、少なくとも１層形成されてなるものである。なお、図４
（ａ）、図４（ｂ）、図５、図６（ａ）、図６（ｂ）において、符号３６は排ガス流入セ
ル側の表面を示す。また、図４（ａ）、及び図６（ａ）中では、細孔、及び酸化触媒の図
示を省略してある。
【００５３】
上記のような構成によれば、隔壁３１の浄化ガス流出セル側の表面３２に形成された微細
コート層３３によって通気抵抗が付与されるので、隔壁３１に存在する細孔３４内部への
排ガスＧの侵入速度を低下させることができ、排ガスＧ中に含まれる多数のパティキュレ
ートが隔壁３１の排ガス流入セル側の細孔の開口部で架橋し、細孔３４の開口部を閉塞し
てしまうという現象を効果的に抑制することができる。
【００５４】
また、上記のような構成では、隔壁３１の平均細孔径を大きく構成しなくても隔壁３１に
存在する細孔３４の内壁に担持された酸化触媒３５と排ガスＧ中に含まれるパティキュレ
ートとの接触度合いが向上するため、隔壁３１（ひいてはハニカム構造体）の強度を低下
させることなく、パティキュレートの酸化（燃焼）を十分に促進することができる。
【００５５】
更に、上記のような構成では、隔壁３１の浄化ガス流出セル側の表面３２に微細コート層
３３が形成されているので、パティキュレートを確実に捕集することができる。特に、隔
壁３１の一部に欠陥（細孔径が大きい細孔）が存在していた場合でも、その欠陥に排ガス
Ｇが集中的に流入することを抑制することができるとともに、その欠陥から浄化ガス流出
セル側にパティキュレートが漏洩する事態を防止することが可能である。
【００５６】
第１の実施態様においては、隔壁を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が１５～３０
０μｍであることが好ましく、２０～７０μｍであることが更に好ましい。隔壁を構成す
る多孔質セラミックの平均細孔径が上記範囲未満であると、排ガス中に含まれるパティキ
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ュレートが隔壁の細孔内部にまで侵入し難くなるという問題があり、上記範囲を超えると
、隔壁の表面に微細コート層を形成することが困難となるという問題があるため好ましく
ない。一方、微細コート層を構成する多孔質セラミックの平均細孔径は５～５０μｍであ
ることが好ましく、１５～４０μｍであることが更に好ましい。微細コート層を構成する
多孔質セラミックの平均細孔径が上記範囲未満であると、圧力損失が大きくなるという問
題があり、上記範囲を超えると、浄化ガス流出セル側にパティキュレートが漏洩し易くな
るという問題があるため好ましくない。
【００５７】
　第１の実施態様においては、隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が４０～７５％
であり、６０～７０％であることが好ましい。隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率
が上記範囲未満であると、隔壁の細孔内部の容積に対して堆積するパティキュレートの量
が多いため、フィルタの再生作業が困難となるという問題があり、上記範囲を超えると、
触媒担持フィルタを構成するハニカム構造体の強度が低下し、キャニングが困難となると
いう問題があるため好ましくない。一方、微細コート層を構成する多孔質セラミックの気
孔率は４５～８０％である。微細コート層を構成する多孔質セラミックの気孔率が４５％
未満であると、圧力損失が大きくなるという問題があり、８０％を超えると、微細コート
層の強度が不足するために、隔壁の表面から微細コート層が剥離してしまうという問題が
あるため好ましくない。
【００５８】
なお、微細コート層を構成する多孔質セラミックの気孔率は、隔壁を構成する多孔質セラ
ミックの気孔率よりも５％以上大きいことが好ましい。両気孔率の差を５％以上とするこ
とにより、微細コート層における圧力損失（透過圧損）を小さくすることができるという
利点がある。
【００５９】
　上記微細コート層は、例えば、ディッピング法等の従来公知のセラミック膜形成方法を
利用して、セラミックスラリーをハニカム構造体の隔壁の浄化ガス流出セル側の表面に付
着させ、乾燥、焼成する方法等により、薄膜状の微細コート層を形成すればよい。この際
、微細コート層の平均細孔径はセラミックスラリー中の骨材粒子の粒度や配合比等、気孔
率はセラミックスラリー中の骨材粒子の粒度や造孔材の量等、コート層厚みはセラミック
スラリーの濃度や膜形成に要する時間等を制御することにより所望の値に調整することが
できる。なお、上記微細コート層については、「少なくとも１層」とあるように、２層以
上形成してもよい。
　なお、第１の実施態様においては、コージェライトからなる隔壁の浄化ガス流出セル側
の表面に、コージェライトからなる微細コート層が形成されていることが好ましい。
【００６０】
（３）本発明の触媒担持フィルタの第２の実施態様
本発明の触媒担持フィルタの第２の実施態様は、例えば、図５に示すように、ハニカム構
造体の複数のセルを区画する隔壁３１に存在する細孔３４の内部における浄化ガス流出セ
ル側に、隔壁３１を構成する多孔質セラミックよりも平均細孔径の小さい多孔質セラミッ
クを充填してなる微粒子層３７が、少なくとも１層形成されてなるものである。
【００６１】
上記のような構成によれば、隔壁３１に存在する細孔３４の内部における浄化ガス流出セ
ル側に形成された微粒子層３７によって通気抵抗が付与されるので、第１の実施態様の触
媒担持フィルタと同様の効果を得ることができる。
【００６２】
また、上記のような構成では、第１の実施態様とは異なり、微粒子層３７は細孔３４の内
部にのみ存在し、隔壁３１の表面にはコート層が存在しないので、セルの内容積を減少さ
せることがなく、圧力損失を抑制することができるという利点がある。
【００６３】
第２の実施態様においては、隔壁を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が１５～３０
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０μｍであることが好ましく、２０～７０μｍであることが更に好ましい。隔壁を構成す
る多孔質セラミックの平均細孔径が上記範囲未満であると、排ガス中に含まれるパティキ
ュレートが隔壁の細孔内部にまで侵入し難くなるという問題があり、上記範囲を超えると
、隔壁の表面に微粒子層を形成することが困難となるという問題があるため好ましくない
。
【００６４】
一方、微粒子層を構成する多孔質セラミックの平均細孔径は５～５０μｍであることが好
ましく、１５～４０μｍであることが更に好ましい。微粒子層を構成する多孔質セラミッ
クの平均細孔径が上記範囲未満であると、圧力損失が大きくなるという問題があり、上記
範囲を超えると、浄化ガス流出セル側にパティキュレートが漏洩し易くなるという問題が
あるため好ましくない。
【００６５】
第２の実施態様においては、隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が４０～７５％で
あることが好ましく、６０～７０％であることが更に好ましい。隔壁を構成する多孔質セ
ラミックの気孔率が上記範囲未満であると、隔壁の細孔内部の容積に対して堆積するパテ
ィキュレートの量が多いため、フィルタの再生作業が困難となるという問題があり、上記
範囲を超えると、触媒担持フィルタを構成するハニカム構造体の強度が低下し、キャニン
グが困難となるという問題があるため好ましくない。
【００６６】
一方、微粒子層を構成する多孔質セラミックの気孔率は４５～８０％であることが好まし
い。微粒子層を構成する多孔質セラミックの気孔率が４５％未満であると、圧力損失が大
きくなるという問題があり、８０％を超えると、微粒子層の強度が不足するために、隔壁
の表面から微粒子層が脱落してしまうという問題があるため好ましくない。なお、微粒子
層を構成する多孔質セラミックの気孔率は、隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率よ
りも５％以上大きいことが好ましい。両気孔率の差を５％以上とすることにより、微粒子
層における圧力損失（透過圧損）を小さくすることができるという利点がある。
【００６７】
上記微粒子層は、例えば、ハニカム構造体の隔壁に存在する細孔の浄化ガス流出セル側に
、毛細管現象等を利用してセラミックスラリーを染み込ませて、セラミック粒子を細孔内
に充填し、隔壁の浄化ガス流出セル側の表面に残存するセラミックスラリーをエアブロー
等の方法により吹き飛ばした後、乾燥、焼成する方法等により形成することができる。こ
の際、微粒子層の平均細孔径はセラミックスラリー中の骨材粒子の粒度や配合比等、気孔
率はセラミックスラリー中の骨材粒子の粒度や造孔材の量等、コート層厚みはセラミック
スラリーの濃度や膜形成に要する時間等を制御することにより所望の値に調整することが
できる。なお、上記微粒子層については、「少なくとも１層」とあるように、２層以上形
成してもよい。
【００６８】
（４）本発明の触媒担持フィルタの第３の実施態様
本発明の触媒担持フィルタの第３の実施態様は、例えば、図６（ａ）、及び図６（ｂ）に
示すように、ハニカム構造体の複数のセルを区画する隔壁３１の排ガス流入セル側の表面
３６に、隔壁３１を構成する多孔質セラミックよりも平均細孔径の大きい多孔質セラミッ
クからなる粗コート層３８が、少なくとも１層形成されてなるとともに、粗コート層３８
の表面及び粗コート層３８に存在する細孔の内壁に、酸化触媒３５が担持されてなるもの
である。
【００６９】
　上記のような構成によれば、隔壁３１の排ガス流入セル側の表面３６に形成された粗コ
ート層３８によって、隔壁３１の排ガス流入セル側の表面３６が粗面化されるので、隔壁
３１表面側の平均細孔径を大きくすることができ、排ガスＧ中に含まれる多数のパティキ
ュレートが隔壁３１の排ガス流入セル側の細孔の開口部で架橋し、細孔３４の開口部を閉
塞してしまうという現象を効果的に抑制することができる。
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【００７０】
　また、上記のような構成では、隔壁３１の平均細孔径を大きく構成しなくても、粗コー
ト層３８の表面及び粗コート層３８に存在する細孔の内壁の分だけ触媒担持面積が増加す
るので、隔壁３１（ひいてはハニカム構造体）の強度を低下させることなく、パティキュ
レートの酸化（燃焼）を十分に促進することができる。
【００７１】
第３の実施態様においては、隔壁を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が５～５０μ
ｍであることが好ましく、１５～４０μｍであることが更に好ましい。隔壁を構成する多
孔質セラミックの平均細孔径が上記範囲未満であると、圧力損失が大きくなるという問題
があり、上記範囲を超えると、浄化ガス流出セル側にパティキュレートが漏洩し易くなる
という問題があるため好ましくない。一方、粗コート層を構成する多孔質セラミックの平
均細孔径が１５～３００μｍであることが好ましく、２０～７０μｍであることが更に好
ましい。
【００７２】
粗コート層を構成する多孔質セラミックの平均細孔径が上記範囲未満であると、排ガス中
に含まれるパティキュレートが隔壁の細孔内部にまで侵入し難くなるという問題がある。
逆に、平均細孔径が上記範囲を超える粗コート層を形成しようとすると、粗コート層の形
成に用いる骨材粒子の平均粒子径を大きくせざるを得ないため、粗コート層が厚くなると
ともに、セル開口部の断面積が減少する。このことによって、粗コート層における圧力損
失（透過圧損）が大きくなることに加え、排ガスがセル内を移動する際の圧力損失（通過
圧損）が大きくなるという問題がある。
【００７３】
　第３の実施態様においては、隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が４５～８０％
である。隔壁を構成する多孔質セラミックの気孔率が４５％未満であると、圧力損失が大
きくなるという問題があり、８０％を超えると、触媒担持フィルタを構成するハニカム構
造体の強度が低下し、キャニングが困難となるという問題があるため好ましくない。一方
、粗コート層を構成する多孔質セラミックの気孔率が４０～７５％であり、６０～７０％
であることが好ましい。
【００７４】
粗コート層を構成する多孔質セラミックの気孔率が上記範囲未満であると、隔壁の細孔内
部の容積に対して堆積するパティキュレートの量が多いため、フィルタの再生作業が困難
となるという問題があり、上記範囲を超えると、粗コート層の強度が不足するために、隔
壁の表面から粗コート層が剥離してしまうという問題があるため好ましくない。なお、隔
壁を構成する多孔質セラミックの気孔率は、粗コート層を構成する多孔質セラミックの気
孔率よりも５％以上大きいことが好ましい。両気孔率の差を５％以上とすることにより、
隔壁を構成する多孔質セラミックにおける圧力損失（透過圧損）を小さくすることができ
るという利点がある。
【００７５】
上記粗コート層は、第１の実施態様と同様に、例えば、ディッピング法等の従来公知のセ
ラミック膜形成方法を利用して、セラミックスラリーをハニカム構造体の隔壁の排ガス流
入セル側の表面に付着させ、乾燥、焼成する方法等により、薄膜状の粗コート層を形成す
ればよい。この際、粗コート層の平均細孔径はセラミックスラリー中の骨材粒子の粒度や
配合比等、気孔率はセラミックスラリー中の骨材粒子の粒度や造孔材の量等、コート層厚
みはセラミックスラリーの濃度や膜形成に要する時間等を制御することにより所望の値に
調整することができる。なお、上記粗コート層については、「少なくとも１層」とあるよ
うに、２層以上形成してもよい。
【００７６】
更に、第３の実施態様と、第１の実施態様又は第２の実施態様を組み合わせると、両実施
態様の効果を享受することができる点において好ましい。例えば、ハニカム構造体の隔壁
の排ガス流入セル側の表面に粗コート層を形成し、少なくとも粗コート層の表面及び粗コ
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ート層に存在する細孔の内壁に、酸化触媒を担持するとともに、隔壁の浄化ガス流出セル
側の表面に微細コート層を形成したり、或いは、隔壁に存在する細孔の内部における浄化
ガス流出セル側に微粒子層を形成することが好ましい。
【００７７】
（５）排ガス浄化システム
近年の排ガス規制の強化に伴って、自動車業界においては、パティキュレートの排出量が
少ないエンジン（内燃機関）が開発されている。上述してきた本発明の触媒担持フィルタ
は、このようなパティキュレート低排出型のエンジンと組み合わせることにより、効果的
な排ガス浄化システムを構築することが可能である。
【００７８】
具体的には、パティキュレートの含有量が０．１ｇ／ｋＷｈ以下（より好ましくは０．０
１～０．１ｇ／ｋＷｈ）の排ガスを排出するように構成された内燃機関からの排ガス流路
に、本発明の触媒担持フィルタを配置する。このような排ガス浄化システムは、触媒担持
フィルタを構成するハニカム構造体の隔壁の表面及び隔壁に存在する細孔の内部にパティ
キュレートが堆積する速度よりも、パティキュレートを酸化（燃焼）し、フィルタを再生
する速度を速くすることが可能であり、フィルタを連続的に再生することができるという
利点があり好ましい。
【００８４】
（６）用途
　以上説明してきた本発明の触媒担持フィルタ及びこれを用いた排ガス浄化システムは、
ディーゼルエンジン、普通自動車用エンジン、トラックやバス等の大型自動車用エンジン
をはじめとする内燃機関、各種燃焼装置から排出される排ガス中に含まれるパティキュレ
ートを捕集し、或いは浄化するために好適に用いることができる。
【００８５】
【実施例】
以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定される
ものではない。なお、以下に示す実施例、及び比較例における「平均粒子径」としては、
ストークスの液相沈降法を測定原理とし、Ｘ線透過法により検出を行う、Ｘ線透過式粒度
分布測定装置（例えば、島津製作所製セディグラフ５０００－０２型等）により測定した
５０％粒子径の値を使用した。
【００８６】
［ハニカム構造体］
実施例、比較例とも以下に示すようなハニカム構造体を使用して、触媒担持フィルタを構
成した。
【００８７】
このハニカム構造体は、コージェライトからなる、端面（セル開口面）形状が外径１９４
ｍｍφの円形、長さが１５２ｍｍであり、セル形状は１．１７ｍｍ×１．１７ｍｍの正方
形セル、隔壁の厚さが１２ｍｉｌ（３００μｍ）、セル密度が４６．５セル／ｃｍ2（３
００セル／平方インチ）のものであった。このハニカム構造体の水銀圧入法により測定し
た気孔率は６５％、平均細孔径は２５μｍであった。このハニカム構造体は、複数のセル
の一方の開口端部と他方の開口端部とを互い違いに目封じした構造とした。
【００８８】
（比較例１）
上記ハニカム構造体の隔壁の排ガス流入セル側の表面に、酸化触媒であるＰｔを含む触媒
液をウォッシュコートした後、高温で熱処理して焼き付ける方法により、比較例１の触媒
担持フィルタを得た。比較例１の触媒担持フィルタは、Ｐｔが１ｇ／Ｌの割合で担持され
てなるものであった。
【００８９】
（実施例１）
上記ハニカム構造体の隔壁の浄化ガス流出セル側の表面に、平均粒子径１２μｍのコージ
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ェライト粉末を含むセラミックスラリーを付着させ、乾燥、焼成する方法により、薄膜状
の微細コート層を形成した。この微細コート層の水銀圧入法により測定した気孔率は５５
％、平均細孔径は１５μｍ、コート層厚みは３０μｍであった。
【００９０】
上記のように微細コート層を形成したハニカム構造体の隔壁の排ガス流入セル側の表面に
、酸化触媒であるＰｔを含む触媒液をウォッシュコートした後、高温で熱処理して焼き付
ける方法により、実施例１の触媒担持フィルタを得た。実施例１の触媒担持フィルタは、
Ｐｔが１ｇ／Ｌの割合で担持されてなるものであった。
【００９１】
［評価方法］
上記比較例１、及び実施例１の触媒担持フィルタについて、排気量２．５Ｌのディーゼル
エンジンを使用し、触媒担持フィルタにパティキュレート（スス）を堆積（付着）させな
がら、圧力損失値の測定を実施した。この際の排ガスの流入温度は３００℃、排ガス流量
は２．５Ｎｍ3／分、パティキュレートの粒子径は２０～４００ｎｍ程度であった。
【００９２】
比較例１、及び実施例１の触媒担持フィルタについて、パティキュレートの発生量が１０
ｇに達した際の圧力損失値を比較したところ、比較例１の触媒担持フィルタの圧力損失値
が１５ｋＰａであったのに対し、実施例１の触媒担持フィルタの圧力損失値は８ｋＰａと
低い値を示した。また、圧力損失値測定後において、比較例１、及び実施例１の触媒担持
フィルタのパティキュレート捕集効率（フィルタ内への捕集、或いはフィルタ内での燃焼
によって除去されるパティキュレートの比率）を測定したところ、比較例１の触媒担持フ
ィルタの捕集効率が９２％であったのに対し、実施例１の触媒担持フィルタの捕集効率は
９７％と高い捕集効率を示した。
【００９３】
上記のことから、比較例１の触媒担持フィルタよりも実施例１の触媒担持フィルタの方が
、捕集されたパティキュレートの量が多いにも拘わらず、パティキュレート付着時の圧力
損失値が低いことが確認された。即ち、実施例１の触媒担持フィルタは、捕集されたパテ
ィキュレートと酸化触媒とを十分に接触させることができるために、排ガス中のパティキ
ュレートを減少させ、フィルタの再生作業の頻度を低下させることが可能になるものと認
められた。
【００９４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の触媒担持フィルタは、ハニカム構造体の複数のセルを区画
する隔壁の浄化ガス流出セル側の表面に、隔壁を構成する多孔質セラミックよりも平均細
孔径の小さい多孔質セラミックからなる微細コート層を、少なくとも１層形成すること等
としたので、排ガス中に含まれるパティキュレートを確実に捕集することができるのは勿
論のこと、隔壁に存在する細孔内に担持された酸化触媒とパティキュレートとが十分に接
触できるようにして、排ガス中のパティキュレートを減少させ、フィルタの再生作業の頻
度を低下させることが可能となる。
【００９５】
また、パティキュレートと酸化触媒との接触度合いが向上することによって、パティキュ
レートの酸化（燃焼）が比較的低温から徐々に（安定して）進行するので、多量に堆積し
たパティキュレートが一気に燃焼して、フィルタの異常な温度上昇を引き起こすことがな
い。従って、酸化触媒の劣化やフィルタの溶損等を効果的に防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　一般的なハニカム構造体の構造を示す模式図である。
【図２】　ハニカム構造体を目封じした構造の例を示す模式図である。
【図３】　従来の触媒担持フィルタの一の実施態様を示す説明図であり、隔壁近傍部分の
拡大断面図である。
【図４】　本発明の触媒担持フィルタの一の実施態様を示す説明図であり、図４（ａ）は
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隔壁近傍部分の拡大断面図、図４（ｂ）は本発明の触媒担持フィルタの機能を説明するた
めの概念図である。
【図５】　本発明の触媒担持フィルタの別の実施態様を示す説明図であり、本発明の触媒
担持フィルタの機能を説明するための概念図である。
【図６】　本発明の触媒担持フィルタの更に別の実施態様を示す説明図であり、図６（ａ
）は隔壁近傍部分の拡大断面図、図６（ｂ）は本発明の触媒担持フィルタの機能を説明す
るための概念図である。
【符号の説明】
１…ハニカム構造体、３…セル、４…隔壁、２１…ハニカム構造体、２２…目封じ部、２
３…セル、２４…隔壁、２５…細孔、２６…酸化触媒、３１…隔壁、３２…浄化ガス流出
セル側の表面、３３…微細コート層、３４…細孔、３５…酸化触媒、３６…排ガス流入セ
ル側の表面、３７…微粒子層、３８…粗コート層、Ｂ…排ガス流入側端面、Ｃ…浄化ガス
流出側端面、Ｇ，Ｇ1…排ガス、Ｇ2…浄化ガス。

【図１】

【図２】

【図３】



(16) JP 4355506 B2 2009.11.4

【図４】 【図５】

【図６】
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