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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二つの端面間を連通する複数のセルが形成されるように配置された、多数の細孔を持っ
た多孔質の隔壁を有し、前記隔壁の所定箇所に多数の微粒子を付着させた修飾ハニカム構
造体と、前記隔壁の所定箇所に担持された触媒と、を備え、
　前記隔壁は、一方の表面の全部を包摂する領域及び他方の表面の全部を包摂する領域の
２つの領域からなる隔壁表面領域と、前記隔壁表面領域の前記２つの領域の間に位置する
隔壁中央領域と、からなり、
　前記隔壁中央領域は、前記セルの延びる方向における全部を占める領域であり、
　前記微粒子は、前記隔壁中央領域の前記細孔の内表面に付着されており、
　前記隔壁中央領域は、前記微粒子が付着されることによって、その気孔率が前記隔壁表
面領域の気孔率よりも小さくなっており、
　前記隔壁表面領域の細孔の内表面の少なくとも一部に、前記触媒を担持させ、
　前記隔壁表面領域と前記隔壁中央領域との境界は、以下の条件（Ａ）のようにして求め
られるハニカム触媒体。
　条件（Ａ）：走査型電子顕微鏡を用いて、前記隔壁断面の画像を撮影する。撮影した前
記隔壁の画像を、前記隔壁の厚さ方向に連続した正方形状の１０００個の領域に分割する
。次に、分割した各領域の空間／固体面積比を測定して気孔率を求め、前記隔壁の一方の
表面側から２０視野毎の平均値である平均気孔率を算出する。次に、この平均値である平
均気孔率を、前記隔壁の一方の表面側から他方の表面側までプロットしたグラフを作成す
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る。次に、前記隔壁の表面付近の前記平均気孔率の平均値と、前記隔壁の内部の前記平均
気孔率の平均値とを得た後、これらの算術平均値（（前記隔壁の表面付近の平均気孔率の
平均値＋前記隔壁の内部の平均気孔率の平均値）／２）を算出する。次に、前記算術平均
値が形成する直線と、前記平均気孔率のプロットを結ぶ線と、が交差する点の前記隔壁の
表面からの距離を求め、前記隔壁の表面からの距離を、前記隔壁表面領域と前記隔壁中央
領域との境界とする。
【請求項２】
　前記隔壁の全体に占める前記隔壁中央領域の割合が、１０～８０体積％である請求項１
に記載のハニカム触媒体。
【請求項３】
　前記複数のセルのうちの少なくとも一つに、その長さ方向のいずれかの位置で目封止す
るように配置された目封止部を更に備える請求項１または２に記載のハニカム触媒体。
【請求項４】
　前記目封止部が、前記複数のセルのうち、所定のセルにおける開口端部を目封止すると
ともに、残余のセルにおける開口端部を目封止するように配置されており、
　前記触媒が、前記隔壁の前記隔壁表面領域のうち、前記目封止部が配置されていない側
の開口端部に形成された前記細孔の内表面に担持されている請求項３に記載のハニカム触
媒体。
【請求項５】
　前記隔壁中央領域の気孔率が、２０～５０％である請求項１～４のいずれか一項に記載
のハニカム触媒体。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のハニカム触媒体の製造方法であって、
　二つの端面間を連通する複数のセルが形成されるように配置された、多数の細孔を持っ
た多孔質の隔壁を有するハニカム構造体の少なくとも一部を、前記細孔内に浸入可能な微
粒子を含有する修飾用スラリーに浸漬し、前記隔壁の表面の全部に前記修飾用スラリーを
塗工する第一の工程と、
　前記隔壁の表面の全部に前記修飾用スラリーが塗工された前記ハニカム構造体の前記セ
ル内に、前記ハニカム構造体の一方の端面側から熱風を供給して、前記隔壁中央領域の前
記細孔の内表面に前記修飾用スラリーの前記微粒子を付着させるとともに、前記修飾用ス
ラリーを乾燥させて修飾ハニカム構造体を得る第二の工程と、
　得られた前記修飾ハニカム構造体の少なくとも一部を、触媒を含有する触媒スラリーに
浸漬し、前記隔壁表面領域の前記細孔の内表面の少なくとも一部に前記触媒を担持させる
第三の工程と、を有するハニカム触媒体の製造方法。
【請求項７】
　前記第二の工程において、前記修飾ハニカム構造体の一方の端面側から熱風を供給した
後、他方の端面側から熱風を供給する請求項６に記載のハニカム触媒体の製造方法。
【請求項８】
　前記ハニカム構造体が、前記複数のセルのうち、所定のセルにおける開口端部を目封止
するとともに、残余のセルにおける開口端部を目封止するように配置された目封止部を更
に備え、
　前記触媒を、前記隔壁の前記隔壁表面領域のうち、前記目封止部が配置されていない側
の開口端部の前記細孔の内表面に担持させる請求項６または７に記載のハニカム触媒体の
製造方法。
【請求項９】
　前記第二の工程で供給する熱風の温度が、８０～１２０℃である請求項６～８のいずれ
か一項に記載のハニカム触媒体の製造方法。
【請求項１０】
　前記修飾用スラリーの固形分濃度が、２０～７０質量％である請求項６～９のいずれか
一項に記載のハニカム触媒体の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハニカム触媒体及びハニカム触媒体の製造方法に関し、更に詳しくは、例え
ば、ススを含む燃焼ガスや排ガスの浄化に際し、効率的に機能する部分に触媒を選択的に
担持することによって触媒の担持量を低減できるとともに、容易に製造することができる
ハニカム触媒体及びハニカム触媒体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　公害を防止し環境の改善を図るため、排気ガスの処理にフィルタや触媒が使用されてい
る。そして、その排気ガス処理用のフィルタとしてあるいは触媒担体として、触媒スラリ
ーを用いて触媒を隔壁に担持させたハニカム構造体（ハニカム触媒体）が多用されている
。このようなハニカム触媒体は、具体的には、ディーゼルエンジン等からの排気ガスに含
まれている粒子状物質（例えば、パティキュレートマター、有機溶媒可溶成分とスートと
サルフェートの３成分として検出されるもの）を捕捉して除去するために、ディーゼルパ
ティキュレートフィルタ（ＤＰＦ）としてディーゼルエンジンの排気系等に組み込まれて
使用される。
【０００３】
　また、最近では、ＤＰＦとして、ハニカム構造体のセルをハニカム構造体のいずれかの
端面において互い違いになるように、具体的には、ハニカム構造体の端面が市松模様状を
呈するように、目封止することにより、一方の端面側から流入した排ガスが、濾過層とな
る多孔質の隔壁を通過して他方の端面側から外部へと流出するようにしたウォールフロー
型のフィルタが広く使用されている。
【０００４】
　このようなウォールフロー型のフィルタとしては、触媒物質の無駄がなく、きわめて効
率的な浄化を可能にするため、隔壁の排気ガス流入側に、流出側よりも多くの触媒物質を
分布させるように担持したハニカムフィルタが開示されている（例えば、特許文献１参照
）。また、触媒の９０％以上を隔壁の最表層部に担持させることによって、浄化反応に寄
与しない触媒を低減し、生産コストを低減した触媒体（フィルタ）が開示されている（例
えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２０７８３６号公報
【特許文献２】特開２００３－３３４４５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載のハニカムフィルタは、不要な触媒を担持すること、即ち、隔壁の厚
さ方向の中央領域、及び、隔壁のうち排気ガスが流出する側の表面を包摂する領域に存在
する触媒が、その機能を効率的に果たしていないため、不要な触媒を担持しており、この
ような不要な触媒を担持することに起因して製造コストが高くなっていた。
【０００７】
　特許文献２に記載のフィルタは、ハニカム未焼成体の表面に、可燃性物質を塗布し、そ
の後、焼成時に可燃性物質を消失させることによって最表層部、即ち、表面を包摂する領
域をポーラスにすることによって製造するものであるため、製造に手間がかかっていた。
【０００８】
　本発明は、このような従来技術の有する問題点に鑑みてなされたものであり、その課題
とするところは、例えば、ススを含む燃焼ガスや排ガスの浄化に際し、効率的に機能する
部分に触媒を選択的に担持することによって触媒の担持量を低減できるとともに、容易に
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製造することができるハニカム触媒体及びハニカム触媒体の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、以下に示す、ハニカム触媒体及びハニカム触媒体の製造方法が提供さ
れる。
【００１０】
［１］　二つの端面間を連通する複数のセルが形成されるように配置された、多数の細孔
を持った多孔質の隔壁を有し、前記隔壁の所定箇所に多数の微粒子を付着させた修飾ハニ
カム構造体と、前記隔壁の所定箇所に担持された触媒と、を備え、前記隔壁は、一方の表
面の全部を包摂する領域及び他方の表面の全部を包摂する領域の２つの領域からなる隔壁
表面領域と、前記隔壁表面領域の前記２つの領域の間に位置する隔壁中央領域と、からな
り、前記隔壁中央領域は、前記セルの延びる方向における全部を占める領域であり、前記
微粒子は、前記隔壁中央領域の前記細孔の内表面に付着されており、前記隔壁中央領域は
、前記微粒子が付着されることによって、その気孔率が前記隔壁表面領域の気孔率よりも
小さくなっており、前記隔壁表面領域の細孔の内表面の少なくとも一部に、前記触媒を担
持させ、前記隔壁表面領域と前記隔壁中央領域との境界は、以下の条件（Ａ）のようにし
て求められるハニカム触媒体。
条件（Ａ）：走査型電子顕微鏡を用いて、前記隔壁断面の画像を撮影する。撮影した前記
隔壁の画像を、前記隔壁の厚さ方向に連続した正方形状の１０００個の領域に分割する。
次に、分割した各領域の空間／固体面積比を測定して気孔率を求め、前記隔壁の一方の表
面側から２０視野毎の平均値である平均気孔率を算出する。次に、この平均値である平均
気孔率を、前記隔壁の一方の表面側から他方の表面側までプロットしたグラフを作成する
。次に、前記隔壁の表面付近の前記平均気孔率の平均値と、前記隔壁の内部の前記平均気
孔率の平均値とを得た後、これらの算術平均値（（前記隔壁の表面付近の平均気孔率の平
均値＋前記隔壁の内部の平均気孔率の平均値）／２）を算出する。次に、前記算術平均値
が形成する直線と、前記平均気孔率のプロットを結ぶ線と、が交差する点の前記隔壁の表
面からの距離を求め、前記隔壁の表面からの距離を、前記隔壁表面領域と前記隔壁中央領
域との境界とする。
【００１１】
［２］　前記隔壁の全体に占める前記隔壁中央領域の割合が、１０～８０体積％である前
記［１］に記載のハニカム触媒体。
【００１２】
［３］　前記複数のセルのうちの少なくとも一つに、その長さ方向のいずれかの位置で目
封止するように配置された目封止部を更に備える前記［１］または［２］に記載のハニカ
ム触媒体。
【００１３】
［４］　前記目封止部が、前記複数のセルのうち、所定のセルにおける開口端部を目封止
するとともに、残余のセルにおける開口端部を目封止するように配置されており、前記触
媒が、前記隔壁の前記隔壁表面領域のうち、前記目封止部が配置されていない側の開口端
部に形成された前記細孔の内表面に担持されている前記［３］に記載のハニカム触媒体。
【００１４】
［５］　前記隔壁中央領域の気孔率が、２０～５０％である前記［１］～［４］のいずれ
かに記載のハニカム触媒体。
【００１５】
［６］　前記［１］～［５］のいずれかに記載のハニカム触媒体の製造方法であって、二
つの端面間を連通する複数のセルが形成されるように配置された、多数の細孔を持った多
孔質の隔壁を有するハニカム構造体の少なくとも一部を、前記細孔内に浸入可能な微粒子
を含有する修飾用スラリーに浸漬し、前記隔壁の表面の全部に前記修飾用スラリーを塗工
する第一の工程と、前記隔壁の表面の全部に前記修飾用スラリーが塗工された前記ハニカ
ム構造体の前記セル内に、前記ハニカム構造体の一方の端面側から熱風を供給して、前記
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隔壁中央領域の前記細孔の内表面に前記修飾用スラリーの前記微粒子を付着させるととも
に、前記修飾用スラリーを乾燥させて修飾ハニカム構造体を得る第二の工程と、得られた
前記修飾ハニカム構造体の少なくとも一部を、触媒を含有する触媒スラリーに浸漬し、前
記隔壁表面領域の前記細孔の内表面の少なくとも一部に前記触媒を担持させる第三の工程
と、を有するハニカム触媒体の製造方法。
【００１６】
［７］　前記第二の工程において、前記修飾ハニカム構造体の一方の端面側から熱風を噴
射した後、他方の端面側から熱風を供給する前記［６］に記載のハニカム触媒体の製造方
法。
【００１７】
［８］　前記ハニカム構造体が、前記複数のセルのうち、所定のセルにおける開口端部を
目封止するとともに、残余のセルにおける開口端部を目封止するように配置された目封止
部を更に備え、前記触媒を、前記隔壁の前記隔壁表面領域のうち、前記目封止部が配置さ
れていない側の開口端部の前記細孔の内表面に担持させる前記［６］または［７］に記載
のハニカム触媒体の製造方法。
【００１８】
［９］　前記第二の工程で供給する熱風の温度が、８０～１２０℃である前記［６］～［
８］のいずれかに記載のハニカム触媒体の製造方法。
【００１９】
［１０］　前記修飾用スラリーの固形分濃度が、２０～７０質量％である前記［６］～［
９］のいずれかに記載のハニカム触媒体の製造方法。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のハニカム触媒体は、二つの端面間を連通する複数のセルが形成されるように配
置された、多数の細孔を持った多孔質の隔壁を有する修飾ハニカム構造体と、前記隔壁の
所定箇所に担持された触媒と、を備え、前記隔壁は、その表面を包摂する隔壁表面領域と
、前記隔壁表面領域以外の、前記隔壁の細孔の内表面に多数の微粒子が付着し、その気孔
率が前記隔壁表面領域の気孔率に比して小さい隔壁中央領域と、を有するものであり、前
記隔壁表面領域の細孔の内表面の少なくとも一部に、前記触媒が担持されたものであるた
め、例えば、ススを含む燃焼ガスや排ガスの浄化に際し、効率的に機能する部分に触媒を
選択的に担持することによって触媒の担持量を低減できるとともに、容易に製造すること
ができるという効果を奏するものである。
【００２１】
　本発明のハニカム触媒体の製造方法は、二つの端面間を連通する複数のセルが形成され
るように配置された、多数の細孔を持った多孔質の隔壁を有するハニカム構造体の少なく
とも一部を、前記細孔内に浸入可能な微粒子を含有する修飾用スラリーに浸漬し、前記隔
壁の表面の少なくとも一部に前記修飾用スラリーを塗工する第一の工程と、前記隔壁の表
面に前記修飾用スラリーが塗工された前記ハニカム構造体の前記セル内に、前記ハニカム
構造体の一方の端面側から熱風を供給して、前記隔壁中央領域の前記細孔の内表面に前記
修飾用スラリーの前記微粒子を付着させるとともに、前記修飾用スラリーを乾燥させて修
飾ハニカム構造体を得る第二の工程と、得られた前記修飾ハニカム構造体の少なくとも一
部を、触媒を含有する触媒スラリーに浸漬し、前記隔壁表面領域の前記細孔の内表面の少
なくとも一部に前記触媒を担持させる第三の工程と、を有するため、例えば、ススを含む
燃焼ガスや排ガスの浄化に際し、効率的に機能する部分に触媒を選択的に担持することに
よって触媒の担持量を低減できるとともに、このハニカム触媒体を容易に製造することが
できるという効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明のハニカム触媒体の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１に示すハニカム触媒体の中心軸に沿う方向の断面図である。
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【図３】図２に示すハニカム触媒体の隔壁の一部に対応するＳＥＭ写真である。
【図４】図１に示すハニカム触媒体を複数個積層させた積層体を示す斜視図である。
【図５】隔壁の一方の表面からの距離と、気孔率と、の関係を示すグラフである。
【図６】図３のＸ－Ｘ間をＥＤＳ分析することによって得られたスペクトルである。
【図７】本発明のハニカム触媒体の別の実施形態を示す斜視図である。
【図８】図７に示すハニカム触媒体の中心軸に沿う方向の断面図である。
【図９】図８に示すハニカム触媒体の隔壁の一部に対応するＳＥＭ写真である。
【図１０】本発明のハニカム触媒体を製造する際に使用するハニカム構造体の中心軸に沿
う方向の断面のうち、隔壁の一部を示すＳＥＭ写真である。
【図１１】本発明のハニカム触媒体の製造方法の第二の工程で得られた修飾ハニカム構造
体の、中心軸に沿う方向の断面のうち隔壁の一部を示すＳＥＭ写真である。
【図１２】比較例１のハニカム触媒体の中心軸に沿う方向の断面のうち、隔壁の一部を示
すＳＥＭ写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について説明するが、本発明は以下の実施の形態に限定され
るものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者の通常の知識に基づいて、以
下の実施の形態に対し適宜変更、改良等が加えられたものも本発明の範囲に入ることが理
解されるべきである。
【００２４】
［１］ハニカム触媒体：
　図１は、本発明のハニカム触媒体の一実施形態を示す斜視図である。本実施形態のハニ
カム触媒体１００は、図１に示すように、二つの端面１２ａ，１２ｂ間を連通する複数の
セル１１が形成されるように配置された、多数の細孔を持った多孔質の隔壁を有している
ものである。本発明のハニカム触媒体の形状は、図１に示す四角柱状に限らず、例えば、
円柱状、楕円柱状、三角柱状、多角柱状などを挙げることができる。
【００２５】
　図２は、図１に示すハニカム触媒体１００の中心軸に沿う方向の断面図である。図３は
、図２に示すハニカム触媒体１００の隔壁の一部を拡大して示す図である。本実施形態の
ハニカム触媒体１００は、図２に示すように、二つの端面１２ａ，１２ｂ間を連通する複
数のセル１１が形成されるように配置された、多数の細孔を持った多孔質の隔壁１５を有
し、この隔壁１５の所定箇所に多数の微粒子を付着させた修飾ハニカム構造体と、隔壁１
５の所定箇所に担持された触媒と、を備えるものであり、図３に示すように、隔壁１５は
、その表面を包摂する隔壁表面領域１５ａ１，１５ａ２と、この隔壁表面領域１５ａ１，
１５ａ２以外の、隔壁１５の細孔の内表面に微粒子１６が付着し、その気孔率が隔壁表面
領域１５ａ１，１５ａ２の気孔率に比して小さい隔壁中央領域１５ｂと、を有するもので
あり、隔壁表面領域１５ａ１，１５ａ２の細孔の内表面の少なくとも一部に、触媒１７を
担持させたものである。なお、図３は、図２に示すハニカム触媒体の隔壁の一部に対応す
るＳＥＭ写真であり、図３において、微粒子１６は、青色に着色した部分（薄い灰色の部
分）であり、触媒１７は、赤色に着色した部分（濃い灰色の部分）である。そして、黒色
部分は、隔壁１５である。
【００２６】
　このようなハニカム触媒体は、例えば、ススを含む燃焼ガスや排ガスの浄化などに際し
、効率的に機能する部分、即ち、隔壁表面領域の細孔の内表面の少なくとも一部に、触媒
を選択的に担持させることによって、浄化性能を維持したまま触媒の担持量を低減できる
。また、上記修飾ハニカム構造体を用いることによって容易にハニカム触媒体を製造する
ことができる。
【００２７】
　なお、本実施形態のハニカム触媒体１００は、複数個を積層させて得られる積層体とし
て用いることもできる。なお、このように複数個のハニカム触媒体１００を積層させて１
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個の積層体を形成して、この積層体をハニカム触媒体として用いる場合、１個のハニカム
触媒体１００は、上記積層体を構成するための１個のセグメントである。例えば、図４に
示す積層体（ハニカム触媒体）１０１は、１６個（４×４（縦×横））のハニカム触媒体
（セグメント）１００からなる積層体本体３０と、各セグメント１００を接合する接合材
層２１と、積層体本体３０の外周に形成された外周コート材層２２と、を備えている例で
ある。この積層体１０１は、以下のように製造することができる。まず、接合材を介して
、４×４（縦×横）に組み合わされた１６個の四角柱状のハニカム触媒体１００からなる
四角柱状の積層体本体を得る。次に、得られた四角柱状の積層体本体を円柱状に加工した
後、その外周面に外周コート材を塗工した後、熱処理により乾燥硬化させて一体化するこ
とによって積層体１０１を得ることができる。
【００２８】
［１－１］修飾ハニカム構造体：
　本発明のハニカム触媒体に備える修飾ハニカム構造体は、例えば、二つの端面間を連通
する複数のセルが形成されるように配置された、多数の細孔を持った多孔質の隔壁を有し
、隔壁の所定箇所に多数の微粒子を付着させたものであり、この隔壁は、図１１に示すよ
うに、その表面を包摂する隔壁表面領域１５ａ１，１５ａ２と、この隔壁表面領域１５ａ
１，１５ａ２以外の、隔壁１５の細孔の内表面に微粒子１６が付着し、その気孔率が隔壁
表面領域１５ａ１，１５ａ２の気孔率に比して小さい隔壁中央領域１５ｂと、を有するも
のである。このように、隔壁の隔壁中央領域に多数の微粒子を付着させることによって、
隔壁表面領域に比べて気孔率を小さくすることができる。なお、図１１は、参考例９の修
飾ハニカム構造体の、中心軸に沿う方向の断面のうち隔壁の一部を示すＳＥＭ写真であり
、図１１において、微粒子１６は、青色に着色した部分（薄い灰色の部分）である。そし
て、黒色部分は、隔壁１５である。
【００２９】
［１－１－１］隔壁：
　隔壁の材料は、特に制限されないが、セラミックスであることが好ましい。セラミック
スとしては、例えば、アルミナ、ムライト、コージェライト、炭化珪素、珪素－炭化珪素
複合材料、コージェライト－炭化珪素複合材料、窒化珪素、アルミニウムチタネート、及
び、リチウムアルミニウムシリケートよりなる群から選択される少なくとも一種を主成分
とするものであることが好ましい。ここで、「主成分」とは、全量に対して、５０質量％
以上含まれる成分を意味する。これらの中でも、耐熱性が高いという観点では、炭化珪素
または珪素－炭化珪素系複合材料を用いることが好ましく、また、熱膨張係数が低く、良
好な耐熱衝撃性を示すという観点では、コージェライトまたはアルミニウムチタネートを
用いることが好ましい。
【００３０】
　隔壁の隔壁表面領域は、隔壁の表面を包摂する領域であり、この隔壁表面領域の厚さの
割合、即ち、隔壁の一方の表面から、この一方の表面に近い方の、隔壁表面領域と隔壁中
央領域との境界までの距離の割合が、隔壁の厚さに対して、２０～９０％であることが好
ましく、２０～７０％であることが更に好ましく、２０～５０％であることが特に好まし
い。上記隔壁表面領域の厚さが２０％未満であると、隔壁表面領域が小さくなりすぎ、即
ち、触媒を担持可能な領域が小さくなりすぎるため、十分な浄化性能を得ることが困難に
なるおそれがある。一方、９０％超であると、隔壁表面領域が大きくなりすぎ、即ち、触
媒を担持可能な領域が大きすぎるため、触媒の担持量を低減することが困難になるおそれ
がある。
【００３１】
　なお、隔壁表面領域は、隔壁の表面を包摂する領域であるため、隔壁表面領域の厚さの
割合は、即ち、隔壁の全体に占める隔壁表面領域の割合を示すことになる。従って、隔壁
の全体積に占める隔壁表面領域の体積の割合は、２０～９０体積％であることが好ましく
、２０～７０体積％であることが更に好ましく、２０～５０体積％であることが特に好ま
しい。上記範囲外であると、上述した隔壁表面領域の厚さの割合が範囲外である場合と同
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様の不具合が生じるおそれがある。
【００３２】
　ここで、本明細書において「隔壁表面領域と隔壁中央領域との境界」は、以下のように
して求められる値である。まず、ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）を用いて、隔壁断面の画像
を撮影する。撮影した隔壁の画像を、隔壁の厚さ方向に連続した正方形状の１０００個の
領域に分割する。次に、分割した各領域の空間／固体面積比を測定して気孔率を求め、一
方の表面側から２０視野毎の平均値（以下、「平均気孔率」と記す場合がある）を算出す
る。次に、この平均値（平均気孔率）を、一方の表面側から他方の表面側までプロットし
たグラフを作成する（図５参照）。
【００３３】
　次に、作成したグラフから隔壁表面領域と隔壁中央領域との境界を求める。隔壁表面領
域と隔壁中央領域との境界を求めるには、まず、図５に示すように、隔壁表面付近の平均
気孔率の平均値（図５中、「Ａ」と示す）と、隔壁の内部の平均気孔率の平均値（図５中
、「Ｂ」と示す）とを得た後、これらの算術平均値（（隔壁表面付近の平均気孔率の平均
値＋隔壁の内部の平均気孔率の平均値）／２）を算出する。次に、上記算術平均値が形成
する直線（図５中、「Ｃ」と示す）と、平均気孔率のプロットを結ぶ線Ｌ１，Ｌ２と、が
交差する点（図５中、それぞれ「ｋ１」、「ｋ２」と示す）の隔壁表面からの距離を求め
、この隔壁表面からの距離（位置）を、隔壁表面領域と隔壁中央領域との境界（即ち、隔
壁表面領域の厚さ）とする。なお、図５は、隔壁の一方の表面からの距離と、気孔率と、
の関係を示すグラフである。
【００３４】
　隔壁中央領域は、隔壁表面領域以外の領域であり、隔壁の全体に占める隔壁中央領域の
割合が、１０～８０体積％であることが好ましく、３０～８０％体積であることが更に好
ましく、５０～８０％体積であることが更に好ましい。上記割合が１０体積％未満である
と、隔壁表面領域が大きくなりすぎ、即ち、触媒を担持可能な領域が大きすぎるため、触
媒の担持量を低減することが困難になるおそれがある。一方、８０体積％超であると、隔
壁表面領域が小さくなりすぎ、即ち、触媒を担持可能な領域が小さくなりすぎるため、十
分な浄化性能を得ることが困難になるおそれがある。ここで、本明細書において「隔壁の
全体に占める隔壁中央領域の割合」とは、隔壁とこの隔壁によって形成されている細孔と
を含む部分の体積に占める、隔壁中央領域にある隔壁部分とこの隔壁によって形成されて
いる細孔とを含む部分の体積の割合を意味する。
【００３５】
　隔壁中央領域の気孔率は、隔壁表面領域の気孔率に比して小さいことが必要であり、具
体的には、その気孔率が２０～５０％であることが好ましく、３０～５０％であることが
更に好ましく、３５～５０％であることが特に好ましい。上記気孔率が２０％未満である
と、圧力損失が増加するおそれがある。一方、５０％超であると、ハニカム触媒体の製造
に際し、触媒が隔壁中央領域にも浸入するため、触媒の使用量（担持量）を少なくするこ
とが困難になるおそれがある。ここで、本明細書において「気孔率」は、ＳＥＭ（走査型
電子顕微鏡）を用いて隔壁断面の画像を撮影し、得られた画像内における任意の正方形状
の２０視野（正方形の１片は隔壁の厚さの１／１０００）の空間／固体面積比を測定した
ときの平均値である。なお、正方形状の視野の１辺の長さは、隔壁の厚さの１／１０００
の長さとする。
【００３６】
　隔壁の厚さは、特に制限されないが、３０～２０００μｍであることが好ましく、４０
～１０００μｍであることが更に好ましく、５０～５００μｍであることが特に好ましい
。上記隔壁の厚さが３０μｍ未満であると、ハニカム構造体としての強度が不足するおそ
れがある。一方、２０００μｍ超であると、圧力損失が大きくなるおそれがある。ここで
、本明細書において、「隔壁の厚さ」は、隔壁の断面のＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）を用
いた画像解析によって測定される値である。
【００３７】
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　セルの、ハニカム触媒体の中心軸方向に垂直な断面の形状は、特に制限はなく、三角形
、四角形、六角形、八角形などの多角形、円形、楕円形、レーシングトラック形、これら
の一部が変形した形状などを挙げることができる。これらの中でも、作製が容易であると
いう観点から、三角形、四角形、六角形が好ましい。なお、各セルの上記断面形状は、同
じであっても、異なっていてもよい。即ち、例えば、四角形と八角形の組み合わせであっ
てもよい。四角形と八角形とを組み合わせた場合、八角形のセルを流体入口側にすること
によって、流体入口側の表面積を多くすることが可能となり、捕集するススの量を多くす
ることができる。
【００３８】
　セル密度は、特に制限はないが、０．９～３１０セル／ｃｍ２（６～２０００セル／平
方インチ）であることが好ましく、７．８～１５５セル／ｃｍ２（５０～１０００セル／
平方インチ）であることが更に好ましく、１５．５～６２．０セル／ｃｍ２（１００～４
００セル／平方インチ）であることが特に好ましい。上記セル密度が０．９セル／ｃｍ２

未満であると、幾何学的表面積が不足するおそれがある。一方、３１０セル／ｃｍ２超で
あると、圧力損失が大きくなるおそれがある。ここで、「セル密度」とは、ハニカム触媒
体の中心軸方向に垂直な断面における単位面積あたりのセルの数を意味する。
【００３９】
［１－１－２］微粒子：
　多数の微粒子が隔壁の所定箇所、即ち、隔壁中央領域に付着しており、このような微粒
子を細孔の内表面に付着させることによって、隔壁中央領域の気孔率を隔壁表面領域の気
孔率に比して小さくすることができる。即ち、細孔の内表面に微粒子が付着することによ
って、細孔が狭くなるため、この細孔は、排気ガスなどのガスや水分などの気体は通過で
きるが、所定以上の大きさの粒子（例えば、触媒）などは通過できなくなる。従って、微
粒子の粒子径や付着量を調整することによって、触媒などの粒子を担持させることができ
る領域を設定することができる。
【００４０】
　微粒子の材料は、例えば、炭化珪素、窒化珪素、コージェライト、ムライト、アルミナ
、ジルコニア、燐酸ジルコニウム、スピネル、リチウムアルミニウムシリケート、アルミ
ニウムチタネート、及び、チタニアなどのセラミックス粒子や、γ－アルミナ、セリア、
ジルコニア、セリア系複合酸化物、ジルコニア系複合酸化物、Ｆｅ－Ｃｒ－Ａｌ系金属、
ニッケル系金属、金属Ｓｉ等の無機粉体等を挙げることができる。なお、微粒子は、上記
材料単独でまたは２種以上を使用することもできる。これらの中でも、隔壁の「主成分」
材料と同じ材料を用いると、熱膨張の差による粒子の剥離等が起こり難いという利点があ
る。
【００４１】
　微粒子を付着させる隔壁の所定箇所、即ち、隔壁中央領域には、微粒子以外に、微粒子
を隔壁に固定させるための結合材を塗工してもよい。結合材としては、例えば、コロイダ
ルゾルや、膨潤して結合性を示す粘土化合物等を挙げることができる。具体的には、コロ
イダルゾルとしては、シリカゾル、アルミナゾル等を挙げることができ、粘土化合物とし
ては、モンモリロナイト等を挙げることができる。
【００４２】
［１－２］触媒：
　触媒は、上記隔壁の隔壁表面領域の細孔の内表面の少なくとも一部に担持されるもので
ある。例えば、図３に示すハニカム触媒体１００は、隔壁１５の隔壁表面領域１５ａ１，
１５ａ２の細孔の内表面の一部に触媒１７を担持している例である。このように触媒を担
持することによって、隔壁に付着したＰＭの酸化除去が助長され、例えば、ススを含む燃
焼ガスや排ガスを浄化することができる。
【００４３】
　更に、本発明のハニカム触媒体は、隔壁表面領域の細孔の内表面の少なくとも一部に、
触媒を担持させるとともに、隔壁中央領域の細孔の内表面には担持させないことが好まし
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い。このように触媒を隔壁表面に選択的に担持させることによって、浄化性能を維持した
まま触媒の担持量を低減できるという利点がある。
【００４４】
　触媒としては、例えば、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。また、貴金属の他に、他の触媒や浄化材が、更に担持されてい
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ＮＯＸ吸蔵触媒、三元触媒、セリウム（Ｃｅ）及び／またはジ
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。
【００４５】
［２］ハニカム触媒体：
　本発明のハニカム触媒体の別の実施形態は、ハニカム触媒体に備えられた修飾ハニカム
構造体が、複数のセルのうちの少なくとも一つに、その長さ方向のいずれかの位置で目封
止するように配置された目封止部を更に備えるものである。このように目封止部を更に備
えることによって、更に効率的な浄化ができるという利点がある。
【００４６】
　このようなハニカム触媒体は、目封止部が、複数のセルのうち、所定のセルにおける一
方の開口端部を目封止するとともに、残余のセルにおける他方の開口端部を目封止するよ
うに配置されていることが好ましく、端面が市松模様状を呈するように、即ち、隣接する
セルが互いに反対側となる端部に目封止部を配置していることが更に好ましい。
【００４７】
　図７は、本発明のハニカム触媒体の別の実施形態を示す斜視図である。本実施形態のハ
ニカム触媒体１０２は、図７に示すように、二つの端面１１２ａ，１１２ｂ間を連通する
複数のセル１１１が形成されるように配置された、多数の細孔を持った多孔質の隔壁を有
し、目封止部２０が、複数のセル１１１のうち、所定のセルにおける一方の開口端部を目
封止するとともに、残余のセルにおける他方の開口端部を目封止し、各端面が市松模様状
を呈するように配置されているものである。
【００４８】
　図８は、ハニカム触媒体１０２の中心軸に沿う方向の断面図である。図９は、図８に示
すハニカム触媒体１０２の隔壁１１５の一部を拡大して示す図である。本実施形態のハニ
カム触媒体１０２は、図８に示すように、二つの端面１１２ａ，１１２ｂ間を連通する複
数のセル１１１が形成されるように配置された、多数の細孔を持った多孔質の隔壁１１５
を有し、目封止部２０が、複数のセル１１１のうち、所定のセルにおける一方の開口端部
を目封止するとともに、残余のセルにおける他方の開口端部を目封止し、端面が市松模様
状を呈するように配置され、隔壁１１５の所定箇所に多数の微粒子を付着させた修飾ハニ
カム構造体と、隔壁１１５の所定箇所に担持された触媒と、を備えるものである。
【００４９】
　そして、図９に示すように、隔壁１１５は、その表面を包摂する隔壁表面領域１１５ａ
１，１１５ａ２と、この隔壁表面領域１１５ａ１，１１５ａ２以外の、隔壁１１５の細孔
の内表面に微粒子１６が付着し、その気孔率が隔壁表面領域１１５ａ１，１１５ａ２の気
孔率に比して小さい隔壁中央領域１１５ｂと、を有するものであり、隔壁表面領域１１５
ａ１の細孔の内表面に、触媒１７を担持させたものである。なお、図９は、図８に示すハ
ニカム触媒体の隔壁の一部に対応するＳＥＭ写真であり、図９において、微粒子１６は、
青色に着色した部分（薄い灰色の部分）であり、触媒１７は、赤色に着色した部分（濃い
灰色の部分）である。そして、黒色部分は、隔壁１１５である。
【００５０】
　本実施形態のハニカム触媒体１０２は、修飾ハニカム構造体が、目封止部２０を更に備
えること以外は、上述したハニカム触媒体１００と同様の構成を有するものであり、同様
の材料を用いて同様の形状に形成することができる。
【００５１】
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　また、目封止部を形成する材料は、特に制限はなく、上述した隔壁の材料と同様のもの
を好適に用いることができる。
【００５２】
　修飾ハニカム構造体の目封止部が、複数のセルのうち、所定のセルにおける一方の開口
端部を目封止するとともに、残余のセルにおける他方の開口端部を目封止し、端面が市松
模様状を呈するように配置されている場合、本発明のハニカム触媒体は、触媒１７が、隔
壁１５の一方の表面側の隔壁表面領域、即ち、図９に示す隔壁表面領域１１５ａ１に担持
され、隔壁表面領域１１５ａ２に担持されていないことが好ましい。ハニカム触媒体の構
造中、ＰＭ（粒子状物質）が捕捉される部分は、隔壁１５のガス流入側の隔壁表面領域（
隔壁表面領域１１５ａ１）であるため、このように触媒を担持すると、触媒の使用量（担
持量）を少なくすることができる。そのため、触媒を担持させることに起因する圧力損失
の増加を抑制することができ、また、製造コストを低くすることができる。
【００５３】
［３］ハニカム触媒体の製造方法：
　本発明のハニカム触媒体の製造方法の一実施形態は、二つの端面間を連通する複数のセ
ルが形成されるように配置された、多数の細孔を持った多孔質の隔壁を有するハニカム構
造体の少なくとも一部を、細孔内に浸入可能な微粒子を含有する修飾用スラリーに浸漬し
、隔壁の表面の少なくとも一部に修飾用スラリーを塗工する第一の工程と、隔壁の表面に
修飾用スラリーが塗工されたハニカム構造体のセル内に、ハニカム構造体の一方の端面側
から熱風を供給（送風）して、隔壁中央領域の細孔の内表面に修飾用スラリーの微粒子を
付着させるとともに、修飾用スラリーを乾燥させて修飾ハニカム構造体を得る第二の工程
と、得られた修飾ハニカム構造体の少なくとも一部を、触媒を含有する触媒スラリーに浸
漬し、隔壁表面領域の細孔の内表面の少なくとも一部に触媒を担持させる第三の工程と、
を有する。
【００５４】
　このような製造方法によれば、例えば、ススを含む燃焼ガスや排ガスの浄化に際し、効
率的に機能する部分（隔壁表面領域）に触媒を選択的に担持することができ、触媒の担持
量を低減させたハニカム触媒体を容易に得ることができる。
【００５５】
　本発明のハニカム触媒体の製造方法は、使用するハニカム構造体が、複数のセルのうち
、所定のセルにおける開口端部を目封止するとともに、残余のセルにおける開口端部を目
封止するように配置された目封止部を更に備え、触媒を、隔壁の隔壁表面領域のうち、目
封止部が配置されていない側の開口端部の細孔の内表面に担持させるものであることが好
ましい。このようなハニカム構造体を使用することによって、効率的な浄化が可能なハニ
カム触媒体を製造することができるという利点がある。
【００５６】
［３－１］第一の工程：
　本発明のハニカム触媒体の製造方法は、まず、二つの端面間を連通する複数のセルが形
成されるように配置された、多数の細孔を持った多孔質の隔壁を有するハニカム構造体の
少なくとも一部を、細孔内に浸入可能な微粒子を含有する修飾用スラリーに浸漬し、隔壁
の表面の少なくとも一部に修飾用スラリーを塗工する第一の工程を行う。
【００５７】
　本工程に使用するハニカム構造体は、以下のように製造することができる。まず、ハニ
カム構造体を成形するための坏土を調製する。坏土は、例えば、炭化珪素（ＳｉＣ）と金
属珪素（Ｓｉ）を所定量比に混合した原料に、水等の分散媒、及び造孔材を加え、その後
、更にメチルセルロース、ヒドロキシプロポキシルセルロース、ヒドロキシエチルセルロ
ース、カルボキシメチルセルロース、ポリビニルアルコール等のバインダ及び分散剤を加
えて混練して調製することができる。また、焼成によりコージェライトとなるように配合
されたセラミックス原料を用いてもよい。コージェライトとなるように配合されたセラミ
ックス原料とは、具体的には、タルク、カオリン、アルミナ、またはシリカ等から選ばれ
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る複数の無機原料を、コージェライトの化学組成となるような割合で含むものが挙げられ
る。
【００５８】
　次に、得られた坏土を、ハニカム形状に成形してハニカム成形体を作製する。ハニカム
成形体を作製する方法としては、特に制限はなく、例えば、押出成形、射出成形、プレス
成形等の従来公知の成形法を用いることができる。これらの中でも、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例として挙
げることができる。次に、作成したハニカム成形体を乾燥させる。乾燥方法は、特に制限
はなく、例えば、熱風乾燥、マイクロ波乾燥、誘電乾燥、減圧乾燥、真空乾燥、凍結乾燥
等の従来公知の乾燥法を用いることができる。
【００５９】
　次に、乾燥させたハニカム成形体を焼成してハニカム構造体を得る。焼成条件（例えば
、温度・時間）は、成形原料の種類によって異なるため、その種類に応じて適当な条件を
選択すればよいが、例えば、炭化珪素（ＳｉＣ）と金属珪素（Ｓｉ）を含む原料を焼成す
る場合には、１４００～１６００℃で、１～１０時間程度焼成することが好ましい。また
、ハニカム成形体には、バインダ、分散剤、造孔材等の有機物を含む。そのため、予めこ
れらの有機物を燃焼させるため「仮焼」を行っても良い。一般に、有機バインダの燃焼温
度は１００～３００℃程度、造孔材の燃焼温度は２００～８００℃程度であるので、仮焼
温度は２００～１０００℃程度とすればよい。仮焼時間としては特に制限はないが、通常
は１～１０時間程度である。
【００６０】
　このようにして得られるハニカム構造体は、図１０に示すように、多数の細孔を持った
多孔質の隔壁２１５を有するものである。なお、図１０は、本発明のハニカム触媒体を製
造する際に使用するハニカム構造体（参考例１のハニカム構造体）の中心軸に沿う方向の
断面のうち、隔壁の一部を示すＳＥＭ写真である。
【００６１】
　なお、目封止部を備えたハニカム構造体を製造するためには、例えば、上記製造工程に
おいてハニカム成形体を得た後、乾燥して得られるハニカム成形体について、その所定の
位置に目封止部を形成する方法を挙げることができる。
【００６２】
　具体的には、まず、炭化珪素（ＳｉＣ）と金属珪素（Ｓｉ）を含む原料、及び、バイン
ダを含む目封止スラリーを調製し、貯留容器に貯留する。次に、乾燥させたハニカム成形
体の一方の端面に、セルの開口部を交互に塞いで市松模様状にマスクを施す。次に、上記
マスクを施した側の端部を、貯留容器の目封止スラリー中に浸漬して、マスクを施してい
ないセルの開口端部に目封止スラリーを充填する。次に、他方の端部において、一方の端
部で目封止されたセル、即ち、開口端部に目封止スラリーが充填されたセルにマスクを施
し、マスクを施した側の端部を、貯留容器の目封止スラリー中に浸漬して、マスクを施し
ていないセルの開口端部に目封止スラリーを充填する。次に、目封止スラリーを充填した
ハニカム成形体を焼成して、目封止部を備えたハニカム構造体を得る。
【００６３】
　ここで、上記ハニカム構造体をそのまま用いてもよいが、複数のハニカム構造体を接合
材層を介して一体的に接合した後、その周面を外周コート材によって被覆して外周コート
材層を形成して、積層構造を有するハニカム構造体を用いても良い。なお、接合材層及び
外周コート材層の厚さは、それぞれ、例えば、０．１～１．５ｍｍであることが好ましい
。
【００６４】
　接合材層の材料（接合されるハニカム構造体に塗布する接合材層用スラリーの材料）と
しては、例えば、無機繊維、無機バインダ、有機バインダ、無機粒子から構成されてなる
ものを好適例として挙げることができる。
【００６５】
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　具体的には、無機繊維としては、例えば、アルミノシリケート、アルミナ等の酸化物繊
維、その他の繊維（例えば、ＳｉＣ繊維）等を挙げることができる。無機バインダとして
は、例えば、シリカゾル、アルミナゾル、粘土等を挙げることができる。有機バインダと
しては、例えば、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭ
Ｃ）、メチルセルロース（ＭＣ）等を挙げることができる。無機粒子としては、例えば、
炭化珪素、窒化珪素、コージェライト、アルミナ、ムライト等のセラミックスを挙げるこ
とができる。
【００６６】
　また、外周コート材層の材料は、接合材層の材料と同様なものを好適に用いることがで
きる。
【００６７】
　本工程に使用する修飾用スラリーは、ハニカム構造体の細孔内に浸入可能な大きさの微
粒子を含有するものである。このような修飾用スラリーによれば、所望の位置（即ち、隔
壁中央領域）に微粒子を容易に配置することができる。修飾用スラリーは、結合材、及び
、水を含有してもよい。結合材は、微粒子同士を結合させることができるとともに、微粒
子を隔壁に付着させるものであり、水によって修飾用スラリーの固形分濃度を調整するこ
とできる。結合材を含有させることによって、微粒子を所望の位置に確実に付着、固定さ
せることができる。修飾用スラリーは、更に、分散剤、消泡剤などを含有するものであっ
てもよい。
【００６８】
　修飾用スラリーに含有させる微粒子は、細孔内に浸入可能なものである限り特に制限は
ないが、その大きさは、細孔の平均細孔径に対して、２～６０％であることが好ましく、
５～５０％であることが更に好ましく、８～２０％であることが特に好ましい。上記微粒
子の大きさが２％未満であると、ハニカム構造体の細孔径に対し、微粒子の粒子径が小さ
く細孔の内表面に十分配置することができないおそれがある。一方、６０％超であると、
ハニカム構造体の細孔径に対し、十分な量の微粒子が細孔の内部に入るには大きすぎる傾
向がある。そのため、隔壁表面の細孔を微粒子で閉塞する場合があり、微粒子によって細
孔が閉塞されることに起因して圧力損失が増加するおそれがある。
【００６９】
　また、微粒子の粒子径は、使用するハニカム構造体の細孔径に応じて適宜選択すること
ができるが、一般的には、０．５～１５μｍであることが好ましく、０．８～１０μｍで
あることが更に好ましく、０．８～５μｍであることが特に好ましい。上記粒子径が０．
５μｍ未満であると、ハニカム構造体の細孔径に対し、微粒子の粒子径が小さいため、細
孔の内表面に十分に配置することができないおそれがある。一方、１５μｍ超であると、
ハニカム構造体の細孔径に対し、十分な量の微粒子が細孔の内部に入るには大きすぎる。
そのため、隔壁表面の細孔を微粒子で閉塞する場合があり、微粒子によって細孔が閉塞さ
れることに起因して圧力損失が増加するおそれがある。
【００７０】
　微粒子の材質は、特に制限はなく、本発明のハニカム触媒体で既に説明した微粒子と同
様のものを好適に用いることができる。
【００７１】
　修飾用スラリーに含有させることのできる結合材は、特に制限はないが、本発明のハニ
カム触媒体で既に説明した結合材と同様のものを好適に用いることができる。結合材の使
用量は、微粒子１００質量部に対して、３～３０質量部であることが好ましく、５～２０
質量部であることが更に好ましく、５～１０質量部であることが特に好ましい。上記使用
量が５質量部未満であると、微粒子を細孔の内表面に固定する効果が十分に得られなくな
るおそれがある。一方、３０質量部超であると、結合材がハニカム構造体の細孔を閉塞す
るため、圧力損失が増加するおそれがある。
【００７２】
　修飾用スラリーの固形分濃度は、２０～７０質量％であることが好ましく、３０～６０
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質量％であることが更に好ましく、３５～５０質量％であることが特に好ましい。上記固
形分濃度が２０質量％未満であると、第二の工程で使用する熱風によって修飾用スラリー
が容易に乾燥してしまうため、所望の位置に修飾用スラリーを配置することが困難になる
おそれがある。また、所望の気孔率にするためには複数回の修飾操作が必要となり、製造
コストが増加する場合がある。一方、７０質量％超であると、修飾用スラリーの粘度が高
すぎるため、熱風による移動速度が遅くなり、所望の位置に修飾用スラリーを配置するこ
とが困難になる場合や、隔壁表面の細孔を微粒子で閉塞する場合がある。このような場合
、微粒子の付着範囲が広くなり、圧力損失が増加するおそれがある。
【００７３】
　本工程において修飾用スラリーに浸漬するハニカム構造体は、その少なくとも隔壁の一
部を修飾用スラリーに浸漬すればよく、例えば、ハニカム構造体の一方の端部（ハニカム
構造体の一部）を修飾用スラリーに浸漬させた場合、ハニカム構造体を浸漬させた状態で
、ハニカム構造体の他方の端部側からセル内部の空気を吸引することによって、セル内の
修飾用スラリーの液面が上昇し、それに伴い、隔壁の表面に修飾用スラリーを塗工するこ
とができる。なお、修飾用スラリーを塗工後は、エアーブロー等によって過剰な修飾用ス
ラリーを取り除いてもよい。
【００７４】
［３－２］第二の工程：
　次に、本発明のハニカム触媒体の製造方法は、隔壁の表面に修飾用スラリーが塗工され
たハニカム構造体のセル内に、ハニカム構造体の一方の端面側から熱風を供給（送風）し
て、隔壁中央領域の細孔の内表面に修飾用スラリーの微粒子を付着させるとともに、修飾
用スラリーを乾燥させて修飾ハニカム構造体を得る第二の工程を行う。このように本発明
のハニカム触媒体の製造方法は、熱風を供給することによって修飾用スラリーの微粒子を
容易に所望の位置に付着させることができる。即ち、所望の領域の気孔率を容易に小さく
設定することができる。従って、触媒を担持させる領域（即ち、隔壁表面領域）を容易に
設定することができる。また、熱風を使用することによって修飾用スラリーに含有される
水分を蒸発させることができるため、修飾用スラリーを乾燥させることもできる。
【００７５】
　図１１は、本発明のハニカム触媒体の製造方法の第二の工程で得られた修飾ハニカム構
造体（参考例９の修飾ハニカム構造体）の、中心軸に沿う方向の断面のうち隔壁の一部を
示すＳＥＭ写真である。
【００７６】
　本発明のハニカム触媒体の製造方法は、本工程（第二の工程）において、修飾ハニカム
構造体の一方の端面側から熱風を供給した後、他方の端面側から熱風を更に供給すること
が好ましい。このように熱風を供給することによって、より正確に所望の位置に微粒子を
付着させることができる。なお、他方の端面側から熱風を供給した後、更に、一方の端面
側から熱風を供給してもよく、このような操作は数回繰り返してもよい。
【００７７】
　熱風の温度は、８０～１２０℃であることが好ましく、９０～１２０℃であることが更
に好ましく、１００～１２０℃であることが特に好ましい。上記熱風の温度が８０℃未満
であると、修飾用スラリーを乾燥させる時間が長くなるため、微粒子を所望の位置に付着
させることが困難になる場合や、ハニカム触媒体の製造に時間がかかるおそれがある。一
方、１２０℃超であると、修飾用スラリーが短時間で乾燥するため、所望の位置に微粒子
を付着させることが困難になるおそれがある。
【００７８】
　供給する熱風の流速は、０．３～３．０ｍ／秒であることが好ましく、０．５～２．０
ｍ／秒であることが更に好ましく、０．５～１．５ｍ／秒であることが特に好ましい。上
記流量が０．３ｍ／秒未満であると、所望の位置に微粒子を配置するための時間がかかる
おそれがある。一方、３．０ｍ／秒超であると、隔壁を通過する熱風の流速が速すぎるた
め、微粒子が飛散し、所望の位置に微粒子を付着させることが困難になる場合がある。
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【００７９】
　熱風の供給時間は、特に制限はないが、スラリーを十分乾燥することが必要である。乾
燥が不十分であると、微粒子が移動して所望の位置に付着させることができない場合があ
る。また、過度に乾燥を行うと製造コストの増加となるおそれがある。
【００８０】
［３－３］第三の工程：
　次に、本発明のハニカム触媒体の製造方法は、得られた修飾ハニカム構造体の少なくと
も一部を、触媒を含有する触媒スラリーに浸漬し、隔壁表面領域の細孔の内表面の少なく
とも一部に触媒を担持させる第三の工程を行う。このように修飾ハニカム構造体を触媒ス
ラリーに浸漬させると、触媒は、隔壁表面領域内に浸入することができるが、微粒子を付
着させた領域（隔壁中央領域）には浸入することができず、隔壁表面領域に担持されるこ
とになる。従って、隔壁中央領域を設定することによって、触媒を担持させる領域を容易
に設定することができるため、触媒が効率的に機能する部分に、触媒を選択的に担持させ
ることができる。そのため、触媒の担持量を低減でき、製造コストを低減することができ
る。
【００８１】
　本発明のハニカム触媒体の製造方法は、複数のセルのうち、所定のセルにおける開口端
部を目封止するとともに、残余のセルにおける開口端部を目封止するように配置された目
封止部を備えたハニカム構造体を用いる場合、触媒を、隔壁の隔壁表面領域のうち、目封
止部が配置されていない側の開口端部の細孔の内表面に担持させることが好ましい。
【００８２】
　本工程は、例えば、修飾ハニカム構造体の全部を触媒スラリーに浸漬してもよいし、修
飾ハニカム構造体の一方の端部を触媒スラリーに浸漬させてもよい。一方の端部（修飾ハ
ニカム構造体の一部）を触媒スラリーに浸漬させた場合、修飾ハニカム構造体を触媒スラ
リーに浸漬させた状態で、修飾ハニカム構造体の他方の端部側からセル内の空気を吸引す
ることによって、隔壁の内部に触媒スラリーを浸入させることができる。触媒スラリーを
浸入させた後、触媒スラリーを乾燥させることによって、触媒を担持させることができる
。触媒スラリーの乾燥方法は、特に制限はなく、例えば、熱風乾燥、マイクロ波乾燥、誘
電乾燥、減圧乾燥、真空乾燥、凍結乾燥等の従来公知の乾燥法を用いることができる。
【実施例】
【００８３】
　以下、本発明を実施例に基づいて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。
【００８４】
［気孔率（％）］
　ハニカム焼成体（ハニカム構造体）についてＳＥＭ（走査型電子顕微鏡、日立製作所社
製、型番「Ｓ－３２００Ｎ」）を用いて隔壁断面の画像を撮影し、得られた画像内におけ
る任意の正方形状の２０視野（正方形の１片は隔壁の厚さの１／１０００）の空間／固体
面積比を測定し、その平均値を算出し、ハニカム焼成体（ハニカム構造体）の気孔率とす
る。なお、正方形状の視野の１辺の長さは、隔壁の厚さの１／１０００の長さとする。
【００８５】
［平均細孔径（μｍ）］
　ハニカム構造体から所定形状（１０ｍｍの立方体）を切り出し、水銀ポロシメーター（
マイクロメリテックス社製、型番「ＡｕｔｏｐｏｒｅＩＩＩ」）で測定した。
【００８６】
［粒子径（μｍ）］
　レーザ回折・散乱式粒子径分布測定装置（堀場製作所社製、型番「ＬＡ－９２０」）を
用いて粒子の平均粒子径を計測した。即ち、本文中の粒子の粒子径は、平均粒子径を意味
する。
【００８７】
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［隔壁の厚さ（μｍ）］
　ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）を用いて、隔壁断面の画像を撮影し、画像より隔壁厚さを
測定した。表１中、「隔壁厚さ（μｍ）」と示す。
【００８８】
［隔壁中央領域の気孔率（％）］
　修飾ハニカム構造体について、ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）を用いて隔壁断面の画像を
撮影し、得られた画像内における任意の正方形状の２０視野（正方形の１片は隔壁の厚さ
の１／１０００）の空間／固体面積比を測定したときの平均値である。なお、正方形状の
視野の１辺の長さは、隔壁の厚さの１／１０００の長さとする。表２中、「修飾部の気孔
率（％）」と示す。
【００８９】
［隔壁中央領域の厚さ（μｍ）］
　修飾ハニカム構造体について、まず、ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）を用いて、隔壁断面
の画像を撮影する。撮影した隔壁の画像を、隔壁の厚さ方向に連続した正方形状の１００
０個の領域に分割する。次に、分割した各領域の空間／固体面積比を測定して気孔率を求
め、一方の表面側から２０視野毎の平均値（以下、「平均気孔率」と記す場合がある）を
算出する。次に、この平均値（平均気孔率）を、一方の表面側から他方の表面側までプロ
ットしたグラフを作成する（図５参照）。
【００９０】
　次に、作成したグラフから隔壁表面領域と隔壁中央領域との境界を求める。具体的には
、まず、図５に示すように、隔壁表面付近の平均気孔率（図５中、「Ａ」と示す）と、隔
壁の内部の平均気孔率（図５中、「Ｂ」と示す）との算術平均値（（隔壁表面付近の平均
気孔率＋隔壁の内部の平均気孔率）／２）を算出する。次に、上記算術平均値が形成する
直線（図５中、「Ｃ」と示す）と、平均気孔率のプロットを結ぶ線Ｌ１，Ｌ２と、が交差
する点（図５中、「ｋ１」、「ｋ２」と示す）の隔壁表面からの距離（即ち、隔壁表面領
域の厚さ）をそれぞれ求め、上記［隔壁の厚さ（μｍ）］から隔壁表面領域の厚さを差し
引いた値を隔壁中央領域の厚さ（μｍ）とする。なお、表２中、「修飾部の厚さ（μｍ）
」と示す。
【００９１】
［隔壁中央領域の位置（μｍ）］
　本評価の隔壁中央領域の位置（μｍ）とは、一方の表面を始点とした場合の隔壁中央領
域の存在する範囲（μｍ）である。例えば、図３においては、ｋ１～ｋ２までの距離を意
味する。なお、始点とする一方の表面は、目封止部を備えるハニカム触媒体において排気
ガスが隔壁を通過する場合、排気ガスが流入する側（入口側）の表面である。このような
隔壁中央領域の位置（μｍ）を、上記［隔壁中央領域の厚さ（μｍ）］で得られた値から
算出する。表２中、「修飾部の位置（μｍ）」と示す。
【００９２】
［隔壁中央領域の割合（％）］
　上記［隔壁の厚さ（μｍ）］で測定される隔壁の厚さに対する、上記［隔壁中央領域の
厚さ（μｍ）］で測定される隔壁中央領域の厚さの割合を算出する。表２中、「修飾部の
割合（％）」と示す。
【００９３】
［触媒担持領域（μｍ）］
　ハニカム触媒体について、ハニカム触媒体の中心軸に沿う方向の断面の隔壁をＳＥＭ（
走査型電子顕微鏡）より撮影し、得られた視野内において、エネルギー分散型Ｘ線分析装
置（堀場製作所社製、「ＥＸＡＸ－５７７０Ｗ」）を用いてＥＤＳ分析（線分析）を行っ
た。具体的には、図３に示すＸ－Ｘ間においてＥＤＳ分析を行い、触媒の担持状態を調べ
る。
【００９４】
　ＥＤＳ分析は、特定の元素のスペクトルを検出することができる。そこで、触媒を構成
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する元素について、隔壁の一方の表面から他方の表面に向けてＥＤＳ分析を行い、触媒を
構成する元素（例えば、アルミニウムやセリウム等）のスペクトル強度が高い範囲の厚さ
を求め、得られた値を触媒担持領域（μｍ）とする。実際には、ＥＤＳ分析（線分析）を
２０ヶ所について行い、そのスペクトル強度の平均により決定した。図６は、図３のＸ－
Ｘ間をＥＤＳ分析することによって得られたスペクトルである。図６中、「Ｓ」は触媒を
構成する元素についてのＥＤＳ分析で得られたスペクトルであり、「Ｒ」は微粒子を構成
する元素についてのＥＤＳ分析で得られたスペクトルであり、「Ｈ」は隔壁を構成する元
素についてのＥＤＳ分析で得られたスペクトルである。
【００９５】
［ＰＭ浄化率（％）］
　まず、２．０リットルのディーゼルエンジンに、得られたハニカム触媒体を搭載し、２
０００ｒｐｍ×５０Ｎｍの一定状態で、ハニカム触媒体に８ｇ／リットル（ｇ／Ｌ）の粒
子状物質（ＰＭ）を堆積させる。次に、ハニカム触媒体を取り外し、ハニカム触媒体に堆
積している粒子状物質（ＰＭ）の質量を測定する。質量測定後、粒子状物質の堆積したハ
ニカム触媒体を再度取り付ける。その後、ポストインジェクションにより排気ガス温度を
上昇させ、触媒担持接合型ハニカム構造体の入口ガス温度を６５０℃で１０分間保持する
。次に、ポストインジェクションを停止させてハニカム触媒体を取り外し、ハニカム触媒
体に堆積している粒子状物質（ＰＭ）の質量を測定する。その後、堆積した粒子状物質の
質量に対する、試験により燃焼した粒子状物質の質量の割合を算出し、得られた値を、粒
子状物質（ＰＭ）がどれだけ燃焼したかを示すＰＭ浄化率とする。
　ＰＭ浄化率（％）＝（燃焼ＰＭ量／ハニカム触媒体への堆積ＰＭ量）×１００
【００９６】
［触媒担持量比］
　触媒担持量を触媒担持前後の重量差により算出した後、ハニカム触媒体の体積により規
格化した。その後、比較例で良好なＰＭ浄化率（９５％以上）を示す触媒担持量（２８ｇ
／Ｌ）を基準に、触媒担持量比を算出した。
【００９７】
（参考例１）
［ハニカム焼成体（ハニカム構造体）の作製］
　まず、ＳｉＣ粉末及び金属Ｓｉ粉末を８０：２０の質量割合で混合し、これに造孔材、
有機バインダ、界面活性剤及び水を添加して、可塑性の坏土を作製した。次に、この坏土
を押出成形し、乾燥させ、隔壁の厚さが３１０μｍ、セル密度が約４６．５セル／ｃｍ２

（３００セル／平方インチ）、中心軸方向に直交する断面が、一辺３５ｍｍの正四角形、
中心軸方向の長さが１５２ｍｍの四角柱（柱状体）のハニカム成形体を得た。
【００９８】
　次に、このハニカム成形体を、端面が市松模様状を呈するように、セルの両端面を目封
止した。即ち、隣接するセルが、互いに反対側の端部で封じられるように目封止部を形成
した。具体的には、ハニカム成形体の一方の端面のセル開口部に、市松模様状に交互にマ
スクを施し、マスクを施した側の端部を坏土の原料と同じ材料からなる目封止スラリーに
浸漬し、市松模様状に交互に配列された目封止部を形成した。他方の端部については、一
方の端部において目封止されたセルについてマスクを施し、上記一方の端部に目封止部を
形成したのと同様の方法で目封止部を形成した。その後、熱風乾燥機で乾燥させた。乾燥
させた後、大気雰囲気中、約４００℃で脱脂し、その後、Ａｒ不活性雰囲気において約１
４５０℃で焼成して、ＳｉＣ粒子をＳｉで結合させた、多孔質構造を有するハニカム焼成
体（ハニカム構造体）を得た。
【００９９】
　なお、得られたハニカム焼成体の各種評価結果（［気孔率（％）］、［平均細孔径（μ
ｍ）］、及び［隔壁の厚さ（μｍ）］）、「セル密度（個／ｃｍ２）」、及び、「目封止
部の有無」を表１に示す。
【０１００】
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【表１】

【０１０１】
（参考例２～８）
　参考例１と同様な方法で、押出成形時の口金形状を変えることで、隔壁の厚さ、セル密
度が異なるハニカム焼成体を得た。また同様な方法で、可塑性坏土に加えるＳｉＣ粒子の
粒子径、造孔材の種類、粒子径、添加量、有機バインダの種類、添加量を変化させること
で、気孔率の異なるハニカム焼成体を得た。得られたハニカム焼成体の各種評価結果（［
気孔率（％）］、［平均細孔径（μｍ）］、及び［隔壁の厚さ（μｍ）］）、「セル密度
（個／ｃｍ２）」、及び、「目封止部の有無」を表１に示す。
【０１０２】
（参考例９）
［修飾ハニカム構造体の作製］
　隔壁中央領域の気孔率を、隔壁表面領域の気孔率に比して小さくするため、隔壁中央領
域に微粒子を付着させた。具体的には、まず、微粒子（ＳｉＣ、粒子径２μｍ）１５０質
量部、コロイダルシリカ（固形分濃度４０％の溶液）５０質量部、水２００質量部を加え
、よく撹拌して、微粒子を含有する修飾用スラリーを調製した。なお、調製に際し、分散
剤、消泡剤を、適宜、加えた。
【０１０３】
　次に、ハニカム焼成体の出口側の端部を、修飾用スラリーに浸漬させた後、引き上げ、
過剰なスラリーをエアーブローにて除去した。ここで、本明細書において「出口側」とは
、ハニカム触媒体において、このハニカム触媒体に排気ガスを流入させたときに、排気ガ
スが排出されることとなる側を意味し、「入口側」とは、ハニカム触媒体に排気ガスを流
入させることとなる側を意味する。また、表２中、「修飾用スラリーの浸漬方向」とは、
ハニカム焼成体のいずれの端部（「出口側」または「入口側」）を修飾用スラリーに浸漬
させるかということを示す。
【０１０４】
　次に、隔壁の表面の全部に修飾用スラリーが塗工されたハニカム焼成体のセル内に、ハ
ニカム焼成体の一方の端面側から１２０℃の熱風（１．０ｍ／秒）を１分間供給した後、
他方の端面側から１２０℃の熱風（１．０ｍ／秒）を１分間供給した。この操作を、ハニ
カム焼成体の重量変化がなくなるまで繰り返して行い、隔壁中央領域の細孔の内表面に修
飾用スラリーに含有される微粒子を付着させるとともに、修飾用スラリーを乾燥させた。
その後、７００℃で２時間の熱処理を行い、修飾ハニカム構造体を得た。
【０１０５】
　なお、得られた修飾ハニカム構造体の各種評価結果（［隔壁中央領域の気孔率（％）］
、［隔壁中央領域の厚さ（μｍ）］、［隔壁中央領域の位置（μｍ）］、及び［隔壁中央
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領域の割合（％）］）を表２（「修飾部の気孔率（％）」、「修飾部の厚さ（μｍ）」、
「修飾部の位置（μｍ）」、「修飾部の割合（％）」）に示す。ここで、表２中、「反転
（１分）」とは、１分毎に熱風を供給する端面を変えることを意味し、「入口→出口（１
分）」とは、ハニカム焼成体の入口側から熱風を１分間供給した後、更に出口側から熱風
を１分間供給することを意味する。
【０１０６】
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【表２】

【０１０７】
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（参考例１０～２８）
　表２に示す条件としたこと以外は参考例９と同様な方法で、参考例１０～２８の修飾ハ
ニカム構造体を得た。得られた修飾ハニカム構造体の各種評価を行った。評価結果（［隔
壁中央領域の気孔率（％）］、［隔壁中央領域の厚さ（μｍ）］、［隔壁中央領域の位置
（μｍ）］、及び［隔壁中央領域の割合（％）］）を表２に示す。
【０１０８】
（参考例２９）
　まず、表２に示す条件で参考例９と同様な方法で修飾用スラリーにハニカム焼成体を浸
漬させた。次に、過剰スラリーをエアーブロー（室温）で除去した後、１２０℃に設定し
た乾燥器で重量変化がなくなるまで乾燥した。その後、得られた修飾ハニカム構造体の各
種評価を行った。評価結果（［隔壁中央領域の気孔率（％）］、［隔壁中央領域の厚さ（
μｍ）］、［隔壁中央領域の位置（μｍ）］、及び［隔壁中央領域の割合（％）］）を表
２に示す。
【０１０９】
　参考例９～２８によって、微粒子を含む修飾スラリーをハニカム構造体に浸漬させ、過
剰スラリーを除去した後、熱風による乾燥を交互に行うことで、隔壁中央部に低気孔率部
位を形成できることがわかる。また、参考例１８、１９により、修飾スラリーの固形分濃
度を高くすることで、隔壁中央部がより低気孔率化し、その範囲も大きくなることがわか
る。逆に、参考例２０により、修飾スラリーの固形分濃度を小さくすると、気孔率の減少
量は小さくなるが、低気孔率部位の範囲を小さくすることができることがわかる。
【０１１０】
　更に、参考例２１～２８により、修飾スラリーの浸漬方向や乾燥時の熱風の方向、その
状態での乾燥時間を変えることで、低気孔率部位の形成位置や大きさを変化させることが
できることがわかる。
【０１１１】
　また、粒子を含む修飾スラリーをハニカム構造体に浸漬させ、過剰スラリーを除去した
後、熱風による乾燥を行うことで、所望の位置に微粒子を付着させ、低気孔率部位を形成
できることがわかる。
【０１１２】
　参考例２９により、熱風による乾燥を行わないと、修飾スラリー中の微粒子は隔壁全体
に存在し、隔壁位置によりやや分布が存在したが、全体が低気孔率化することがわかる。
【０１１３】
（実施例１）
［ハニカム触媒体の作製］
　得られた修飾ハニカム構造体に触媒を担持させてハニカム触媒体を得た。具体的には、
まず、無機粒子としてＳｉＣ粉末、酸化物繊維としてアルミノシリケート質繊維、コロイ
ド状酸化物としてシリカゾル水溶液及び粘土を用い、これらを混合した後、水を加えて、
ミキサーで３０分間混練を行い、接合材層用スラリーを得た。次に、得られた接合材層用
スラリーを修飾ハニカム構造体（ハニカムセグメント）の外周壁に、厚さが約１ｍｍとな
るように塗布して接合材層を形成した。この操作を１６個の修飾ハニカム構造体について
行い、４×４（縦×横）に組み合わされた１６個のハニカムセグメントからなる四角柱状
の積層体となるように各ハニカムセグメントを載置した。
【０１１４】
　次に、この積層体に対し、適宜、外部より圧力を加える等して、全体を接合させた後、
１２０℃、２時間、乾燥させた。このようにして、接合材層を介して１６個のハニカムセ
グメントを接合させた。次に、この積層体について外形が円筒状になるように加工した後
、外周コート層用スラリーを塗布し、乾燥させた。乾燥後、７００℃、２時間の熱処理に
より、外周コート層用スラリーを硬化させ、図４に示すような、φ１４４ｍｍ×１５２ｍ
ｍのハニカム構造体を得た。
【０１１５】
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　次に、予め調製した触媒スラリーに、得られたハニカムセグメント接合体の入口側の端
部をディッピングし、出口側から吸引することによって隔壁の表面、及び、隔壁の細孔の
内表面に触媒スラリーをコートし、余分な触媒スラリーはエアーブローによって除去した
。なお、触媒スラリーをコートする操作は、触媒のウォッシュコート量（ｇ／Ｌ）または
Ｐｔ担持量（ｇ／Ｌ）が所定量（表３に示す量）になるまで繰り返した。
【０１１６】
　上記触媒スラリーは、以下のように調製した。まず、γ－Ａｌ２Ｏ３粉末１０００ｇに
Ｐｔ量が５８ｇとなるようＰｔ含有硝酸塩水溶液を加え、Ｐｔ担持γ－Ａｌ２Ｏ３粉末を
調整した。次に、調整したＰｔ担持γ－Ａｌ２Ｏ３粉末に、ＣｅＯ２粉末３３３ｇ、Ｚｒ
Ｏ２粉末１１１ｇ、及び水２０００ｇを加え、所定の粒度になるまで湿式粉砕した。その
後、結合材としてＡｌ２Ｏ３ゾルを添加して、触媒スラリーを調製した。
【０１１７】
　次に、触媒スラリーをコートした修飾ハニカム構造体を乾燥させた後、６００℃で３時
間の熱処理を行い、ハニカム触媒体を得た。なお、得られたハニカム触媒体の各種評価結
果を表３に示す。
【０１１８】
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【表３】

【０１１９】
　表３中、「触媒担持の方向」の欄において、「入口」とは、目封止部を備えるハニカム
触媒体において排気ガスが隔壁を通過する場合、排気ガスが流入する側の表面を包摂する
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領域に触媒を担持していることを意味する。例えば、図９に示すハニカム触媒体１０２の
ように、隔壁表面領域１１５ａ１に触媒を担持し、隔壁表面領域１１５ａ２には触媒を担
持していないことを意味する。
【０１２０】
　また、「入口／出口」とは、目封止部を備えるハニカム触媒体において排気ガスが隔壁
を通過する場合、排気ガスが流入する側の表面を包摂する領域、及び、排気ガスが排出さ
れる側の表面を包摂する領域に触媒を担持していることを意味する。例えば、ハニカム触
媒体１０２の隔壁表面領域１１５ａ１及び隔壁表面領域１１５ａ２に触媒を担持している
場合を意味する。また、「両側」とは、目封止部を備えていないハニカム触媒体において
、例えば、図３に示すハニカム触媒体のように、隔壁表面領域１５ａ１及び隔壁表面領域
１５ａ２に触媒を担持していることを意味する。
【０１２１】
　表３中、「触媒担持の形態」の欄において、「入口」及び「入口／出口」は、上述した
「触媒担持の方向」の欄の「入口」及び「入口／出口」と同様の意味である。「隔壁表層
」とは、一方の表面の隔壁表面領域、及び、他方の表面の隔壁表面領域のいずれにも触媒
を担持していることを意味し、例えば、図３に示すハニカム触媒体のように、隔壁表面領
域１５ａ１及び隔壁表面領域１５ａ２に触媒を担持していることを意味する。
【０１２２】
　「全体」とは、例えば、図１２に示すように、隔壁３１５の全体に触媒１７が担持され
ていることを意味する。なお、図１２は、比較例１のハニカム触媒体の中心軸に沿う方向
の断面のうち、隔壁の一部を示すＳＥＭ写真である。また、「触媒部の位置（μｍ）」は
、上記［隔壁中央領域の位置（μｍ）］と同様にして測定される値である。図１２におい
て、触媒１７は、赤色に着色した部分（濃い灰色の部分）である。そして、黒色部分は、
隔壁３１５である。
【０１２３】
（実施例２～２４、比較例１～９）
　表３に示す条件としたこと以外は実施例１と同様な方法で、実施例２～２４、比較例１
～９のハニカム触媒体を得た。なお、得られたハニカム触媒体の各種評価結果を表３に示
す。
【０１２４】
　表３から明らかなように、比較例１～９のハニカム触媒体では、触媒の担持量が減少す
るに従い、ＰＭ浄化率が低下することがわかる。これに対して、実施例１～２４のハニカ
ム触媒体は、いずれも高いＰＭ浄化率を示している。特に、隔壁中央部に低気孔率部位を
形成し、スス等と接触しやすい隔壁表面領域に触媒を選択的に担持することによって、触
媒の担持量を低減しても浄化性能を維持できることが確認できた。また、実施例１～２４
のハニカム触媒体は、容易に製造できることが確認できた。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　本発明のハニカム触媒体は、自動車用エンジン、建設機械用エンジン、産業機械用定置
エンジン等の内燃機関、その他の燃焼機器等から排出される排ガス中の粒子状物質を排ガ
ス中から除去するためのフィルタとして好適に利用することができる。
【０１２６】
　本発明のハニカム触媒体の製造方法によれば、自動車用エンジン、建設機械用エンジン
、産業機械用定置エンジン等の内燃機関、その他の燃焼機器等から排出される排ガス中の
粒子状物質を排ガス中から除去するためのフィルタとして好適に利用することができるハ
ニカム触媒体を良好に製造することができる。
【符号の説明】
【０１２７】
１１，１１１：セル、１２ａ，１２ｂ，１１２ａ，１１２ｂ：端面、１５，１１５，２１
５，３１５：隔壁、１５ａ１，１５ａ２，１１５ａ１，１１５ａ２：隔壁表面領域、１５
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ｂ，１１５ｂ：隔壁中央領域、１６：微粒子、１７：触媒、２０：目封止部、２１：接合
材層、２２：外周コート材層、３０：積層体本体、１００，１０１，１０２：ハニカム触
媒体。
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