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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体の流路となる一方の端面から他方の端面まで延びる複数のセルを区画形成し、金属
イオンによりイオン交換されたゼオライトにより形成された隔壁、を備えるハニカム形状
であり、
　前記隔壁の表面部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量（モル）当たりの含有量
（モル）が、前記隔壁の内部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量（モル）当たり
の含有量（モル）より大きいゼオライト構造体であり、
　前記隔壁の表面部に主として含有される金属イオンと、前記隔壁の内部に主として含有
される金属イオンとが、異なる金属イオンであるゼオライト構造体。
【請求項２】
　前記隔壁の表面部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量が、前記
隔壁の内部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量に対して、１．１
～５．０倍である請求項１に記載のゼオライト構造体。
【請求項３】
　前記隔壁の表面部に含有される金属イオンが、鉄イオン、銅イオン及び銀イオンからな
る群から選択される少なくとも一種であり、前記隔壁の内部に含有される金属イオンが、
鉄イオン、銅イオン及び銀イオンからなる群から選択される少なくとも一種である請求項
１又は２に記載のゼオライト構造体。
【請求項４】
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　前記隔壁の表面部に主として含有される金属イオンが鉄イオンであり、前記隔壁の内部
に主として含有される金属イオンが銅イオンである請求項１～３のいずれかに記載のゼオ
ライト構造体。
【請求項５】
　ゼオライト粉末と成形助剤とを含有する成形原料を押出成形して、流体の流路となる一
方の端面から他方の端面まで延びる複数のセルを区画形成する隔壁を備えるハニカム形状
の成形体を形成し、
　前記ハニカム形状の成形体を焼成し、
　前記焼成したハニカム形状の成形体に対して、金属イオンでイオン交換する処理を施し
て、
　前記隔壁の表面部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量（モル）当たりの含有量
（モル）が、前記隔壁の内部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量（モル）当たり
の含有量（モル）より大きいゼオライト構造体を作製するゼオライト構造体の製造方法で
あり、
　前記焼成したハニカム形状の成形体に対して、金属イオンでイオン交換する処理である
イオン交換処理を複数回施し、
　少なくとも１回の前記イオン交換処理における前記金属イオンの種類が、残りの、前記
イオン交換処理における前記金属イオンの種類とは、異なる種類であるゼオライト構造体
の製造方法。
【請求項６】
　前記金属イオンが、鉄イオン、銅イオン及び銀イオンからなる群から選択される少なく
とも一種である請求項５に記載のゼオライト構造体の製造方法。
【請求項７】
　前記金属イオンが、少なくとも鉄イオン及び銅イオンを含む請求項６に記載のゼオライ
ト構造体の製造方法。
【請求項８】
　前記複数回のイオン交換処理のなかで、最後の前記イオン交換処理が、前記隔壁の表面
部のみをイオン交換する処理であり、残りの前記イオン交換処理が、前記隔壁の前記表面
部及び前記内部をイオン交換する処理である請求項５～７のいずれかに記載のゼオライト
構造体の製造方法。
【請求項９】
　前記イオン交換処理を、金属イオン含有溶液を用いて行い、
　前記複数回のイオン交換処理の各回において用いる前記金属イオン含有溶液の金属イオ
ン濃度を、全て同じ濃度とし、
　前記複数回のイオン交換処理のなかで、最後の前記イオン交換処理の時間が、残りの前
記イオン交換処理の時間の合計の、１／２以下である請求項８に記載のゼオライト構造体
の製造方法。
【請求項１０】
　前記イオン交換処理を、金属イオン含有溶液を用いて行い、
　前記複数回のイオン交換処理のなかの最後の前記イオン交換処理に用いる金属イオン含
有溶液の濃度が、前記複数回のイオン交換処理のなかの残りの前記イオン交換処理に用い
る金属イオン含有溶液の濃度の、１／２以下である請求項８に記載のゼオライト構造体の
構造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゼオライト構造体及びその製造方法に関し、さらに詳しくは、ＮＯＸ浄化性
能、及び、炭化水素吸着能力の高いゼオライト構造体及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、自動車用エンジン、建設機械用エンジン、産業用定置エンジン、燃焼機器等から
排出される排ガスに含有されるＮＯＸ等を浄化するためや炭化水素等を吸着するために、
コージェライト等からなるハニカム形状のセラミック担体（ハニカム構造体）に、イオン
交換処理されたゼオライトが担持された触媒体が使用されている。
【０００３】
　上記コージェライト等から形成されたセラミック担体にゼオライトを担持させた場合、
コージェライト等は、ＮＯＸ浄化、炭化水素の吸着等の作用を示さないため、コージェラ
イト等が存在する分だけ、排ガスが通過するときの圧力損失が増大することになる。
【０００４】
　これに対し、ハニカム構造体自体を、金属イオンによりイオン交換処理されたゼオライ
トを含む成形原料を成形、焼成して、構造体を形成する方法が提案されている（例えば、
特許文献１～３を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２９６５２１号公報
【特許文献２】米国特許出願公開第２００８－１６７１７８号明細書
【特許文献３】米国特許第６５５５４９２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の、ハニカム構造体自体を、金属イオンでイオン交換処理されたゼオライトを成形
、焼成することにより形成する方法においては、イオン交換されたゼオライトをハニカム
形状に成形、焼成する際に、イオン交換処理されたゼオライトがバインダーや高温水蒸気
に晒されるため、ゼオライト中の金属イオンが脱落したりゼオライト構造が破壊されたり
して、触媒活性低下や、吸着能力低下を生じるという問題があった。
【０００７】
　また、従来の、金属イオンでイオン交換処理されたゼオライトで形成したハニカム構造
体（ハニカム形状のゼオライト構造体）を用いて排ガスの処理を行う際には、排ガスの多
くが隔壁の表面付近で処理され、隔壁の内部まで浸入する量は相対的に少ないものであっ
た。そして、従来の、金属イオンでイオン交換処理されたゼオライトで形成したハニカム
構造体は、隔壁の厚さ方向における金属イオンの分布が均一であるため、隔壁の内部に位
置する金属イオンが効果的に利用されていなかったという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上述した問題に鑑みてなされたものであり、ＮＯＸ浄化性能、及び吸着能力
の高いゼオライト構造体及びその製造方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の課題を解決するため、本発明は、以下のゼオライト構造体及びその製造方法を提
供する。
【００１０】
［１］　流体の流路となる一方の端面から他方の端面まで延びる複数のセルを区画形成し
、金属イオンによりイオン交換されたゼオライトにより形成された隔壁、を備えるハニカ
ム形状であり、前記隔壁の表面部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量（モル）当
たりの含有量（モル）が、前記隔壁の内部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量（
モル）当たりの含有量（モル）より大きいゼオライト構造体であり、前記隔壁の表面部に
主として含有される金属イオンと、前記隔壁の内部に主として含有される金属イオンとが
、異なる金属イオンであるゼオライト構造体。
【００１１】
［２］　前記隔壁の表面部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量が
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、前記隔壁の内部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量に対して、
１．１～５．０倍である［１］に記載のゼオライト構造体。
【００１２】
［３］　前記隔壁の表面部に含有される金属イオンが、鉄イオン、銅イオン及び銀イオン
からなる群から選択される少なくとも一種であり、前記隔壁の内部に含有される金属イオ
ンが、鉄イオン、銅イオン及び銀イオンからなる群から選択される少なくとも一種である
［１］又は［２］に記載のゼオライト構造体。
【００１４】
［４］　前記隔壁の表面部に主として含有される金属イオンが鉄イオンであり、前記隔壁
の内部に主として含有される金属イオンが銅イオンである［１］～［３］のいずれかに記
載のゼオライト構造体。
【００１５】
［５］　ゼオライト粉末と成形助剤とを含有する成形原料を押出成形して、流体の流路と
なる一方の端面から他方の端面まで延びる複数のセルを区画形成する隔壁を備えるハニカ
ム形状の成形体を形成し、前記ハニカム形状の成形体を焼成し、前記焼成したハニカム形
状の成形体に対して、金属イオンでイオン交換する処理を施して、前記隔壁の表面部に含
有される金属イオンの単位ゼオライト量（モル）当たりの含有量（モル）が、前記隔壁の
内部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量（モル）当たりの含有量（モル）より大
きいゼオライト構造体を作製するゼオライト構造体の製造方法であり、前記焼成したハニ
カム形状の成形体に対して、金属イオンでイオン交換する処理であるイオン交換処理を複
数回施し、少なくとも１回の前記イオン交換処理における前記金属イオンの種類が、残り
の、前記イオン交換処理における前記金属イオンの種類とは、異なる種類であるゼオライ
ト構造体の製造方法。
【００１６】
［６］　前記金属イオンが、鉄イオン、銅イオン及び銀イオンからなる群から選択される
少なくとも一種である［５］に記載のゼオライト構造体の製造方法。
【００１７】
［７］　前記金属イオンが、少なくとも鉄イオン及び銅イオンを含む［６］に記載のゼオ
ライト構造体の製造方法。
【００１９】
［８］　前記複数回のイオン交換処理のなかで、最後の前記イオン交換処理が、前記隔壁
の表面部のみをイオン交換する処理であり、残りの前記イオン交換処理が、前記隔壁の前
記表面部及び前記内部をイオン交換する処理である［５］～［７］のいずれかに記載のゼ
オライト構造体の製造方法。
【００２０】
［９］　前記イオン交換処理を、金属イオン含有溶液を用いて行い、前記複数回のイオン
交換処理の各回において用いる前記金属イオン含有溶液の金属イオン濃度を、全て同じ濃
度とし、前記複数回のイオン交換処理のなかで、最後の前記イオン交換処理の時間が、残
りの前記イオン交換処理の時間の合計の、１／２以下である［８］に記載のゼオライト構
造体の製造方法。
【００２１】
［１０］　前記イオン交換処理を、金属イオン含有溶液を用いて行い、前記複数回のイオ
ン交換処理のなかの最後の前記イオン交換処理に用いる金属イオン含有溶液の濃度が、前
記複数回のイオン交換処理のなかの残りの前記イオン交換処理に用いる金属イオン含有溶
液の濃度の、１／２以下である［８］に記載のゼオライト構造体の構造方法。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明のゼオライト構造体は、金属イオンによりイオン交換されたゼオライトにより形
成された隔壁、を備えるハニカム形状であり、隔壁の表面部に含有される金属イオンの単
位ゼオライト量当たりの含有量が、隔壁の内部に含有される金属イオンの単位ゼオライト
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量当たりの含有量より大きいため、排ガスの処理を行う際に、排ガスの多くが処理される
（流通する）隔壁の表面付近に金属イオンが多く存在し、排ガスの侵入の少ない隔壁の内
部に存在する金属イオンが少ないことになり、金属イオンを効率的に利用してＮＯＸの処
理を行うことができる。
【００２３】
　本発明のゼオライト構造体の製造方法は、金属イオンでイオン交換されていないゼオラ
イトを押出成形してハニカム形状の成形体を形成し、得られた成形体を焼成し、焼成した
ハニカム形状の成形体に対して、金属イオンでイオン交換する処理を施すため、イオン交
換処理されたゼオライトがバインダーや高温水蒸気に晒されることがなく、ゼオライト中
の金属イオンが脱落したりゼオライト構造が破壊されることが防止される。そのため、触
媒活性低下や、吸着能力低下を生じることが防止される。また、本発明のゼオライト構造
体の製造方法は、金属イオンでイオン交換していないゼオライトを押出成形して得られた
ハニカム形状の成形体を焼成し、焼成したハニカム形状の成形体に対して、金属イオンで
イオン交換する処理を施すため、隔壁の表面から金属イオンが浸入し、隔壁の表面部に含
有される金属イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量が、隔壁の内部に含有される金属
イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量より大きいゼオライト構造体を作製することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明のゼオライト構造体の一の実施形態を模式的に示す斜視図である。
【図２】本発明のゼオライト構造体の一の実施形態の中心軸に平行な断面を示す模式図で
ある。
【図３】図２の領域Ａの拡大図である。
【図４】ＨＣ吸着性能試験装置を模式的に示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　次に本発明を実施するための形態を図面を参照しながら詳細に説明するが、本発明は以
下の実施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、適宜設計の変更、改良等が加えられることが理解されるべきである
。
【００２６】
（１）ゼオライト構造体：
　本発明のゼオライト構造体の一の実施形態は、図１～図３に示すように、流体の流路と
なる一方の端面から他方の端面まで延びる複数のセル２を区画形成し、金属イオンにより
イオン交換されたゼオライトにより形成された隔壁１、を備えるハニカム形状であり、「
隔壁１の表面部１ａに含有される金属イオンの、単位ゼオライト量当たりの含有量」が、
「隔壁１の内部１ｂに含有される金属イオンの、単位ゼオライト量当たりの含有量」より
大きいものである。ここで、「隔壁１の表面部１ａ」は、隔壁１の表面３から、隔壁１の
厚さの２５％の深さまでの範囲である。図３に示すように、一の隔壁１には、隔壁１の一
方の表面側に位置する表面部１ａと、隔壁１の他方の面側に位置する表面部１ａとが存在
する。「隔壁１の内部１ｂ」は、隔壁１全体から表面部１ａを除いた範囲であり、隔壁１
の厚さ方向における中央を中心とした、隔壁の厚さの５０％の厚さの範囲である。また、
金属イオンの量（含有量）は物質量（モル数）である。また、「ゼオライト量」は、ゼオ
ライトに含有される（を構成する）「珪素（Ｓｉ）の物質量（モル数）」及び「アルミニ
ウム（Ａｌ）の物質量（モル数）」の合計量（モル）とする。尚、金属イオンの量及びゼ
オライト量は、単位体積当たりの量として示される場合もある。そして、「隔壁１の表面
部１ａに含有される金属イオンの、単位ゼオライト量当たりの含有量」は、隔壁１の表面
部１ａに含有される金属イオンの物質量（モル数）を、隔壁１の表面部１ａのゼオライト
量（隔壁１の表面部１ａに含有されるゼオライトを構成する「珪素（Ｓｉ）の物質量（モ
ル数）」及び「アルミニウム（Ａｌ）の物質量（モル数）」の合計量（モル））で除した
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値である。これと同様に、「隔壁１の内部１ｂに含有される金属イオンの、単位ゼオライ
ト量当たりの含有量」は、隔壁１の内部１ｂに含有される金属イオンの物質量（モル数）
を、隔壁１の内部１ｂのゼオライト量（隔壁１の内部１ｂに含有されるゼオライトを構成
する「珪素（Ｓｉ）の物質量（モル数）」及び「アルミニウム（Ａｌ）の物質量（モル数
）」の合計量（モル））で除した値である。図１は、本発明のゼオライト構造体の一の実
施形態を模式的に示す斜視図である。図２は、本発明のゼオライト構造体の一の実施形態
の中心軸に平行な断面を示す模式図である。図３は、図２の領域Ａの拡大図であり、本発
明のゼオライト構造体の一の実施形態の中心軸に平行な断面における隔壁の一部を拡大し
て示した模式図である。
【００２７】
　このように、本実施形態のゼオライト構造体１００は、金属イオンによりイオン交換さ
れたゼオライトにより形成された隔壁１、を備えるハニカム形状であり、隔壁１の表面部
１ａに含有される金属イオンの単位ゼオライト量（モル）当たりの含有量（モル）が、隔
壁１の内部１ｂに含有される金属イオンの単位ゼオライト量（モル）当たりの含有量（モ
ル）より大きいため、排ガスの処理を行う際に、排ガスの多くが処理される隔壁１の表面
付近（表面部１ａ）に金属イオンが多く存在し、排ガスの侵入の少ない隔壁１の内部１ｂ
に存在する金属イオンが少ないことになり、金属イオンを効率的に利用してＮＯＸの処理
を行うことができる。
【００２８】
　本実施形態のゼオライト構造体１００は、隔壁１の表面部１ａに含有される金属イオン
の単位ゼオライト量当たりの含有量が、隔壁１の内部１ｂに含有される金属イオンの単位
ゼオライト量当たりの含有量に対して、１．１～５．０倍であることが好ましく、１．３
～３．０倍であることが更に好ましい。１．１倍より少ないと、内部１ｂに含有される金
属イオンが多いため、内部１ｂの金属イオンが、排ガスの浄化に効率的に使用されないこ
とがある。５．０倍より多いと、内部１ｂに含有される金属イオンが少ないため、内部１
ｂまで浸入した排ガスであっても、内部１ｂにおいて浄化され難くなることがある。
【００２９】
　隔壁１の表面部１ａに含有される金属イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量（モル
）、及び内部１ｂに含有される金属イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量（モル）の
測定方法は、以下の通りである。まず、ゼオライト構造体の隔壁１枚を３０ｍｍ×３０ｍ
ｍだけ切り出し、化学分析により隔壁１全体の金属イオン含有量（モル／ｃｍ３）を測定
する。化学分析としては、湿式分析の方法を用いる。次に、隔壁１の表面部（両面におけ
る表面部）１ａを削り落とし、隔壁１の内部１ｂのみを残す。得られた隔壁１の内部１ｂ
を、化学分析して金属イオン含有量（モル／ｃｍ３）を測定する。得られた隔壁１全体の
金属イオン含有量（モル／ｃｍ３）と、隔壁１の内部１ｂの金属イオン含有量（モル／ｃ
ｍ３）から、隔壁１の表面部１ａの金属イオン含有量（モル／ｃｍ３）を求める。隔壁１
から表面部１ａを削り取る際には、隔壁１を、紙やすり、研磨盤等で削ることが好ましい
。また、ゼオライトは、シリカ（ＳｉＯ２）の四面体骨格構造の一部のシリコン元素がア
ルミニウム元素に置換され、電気的な中性を保つために、金属イオンを保持するものであ
る。全ての金属イオンが、ゼオライト構造の中性を保つために骨格中のイオン交換サイト
に存在する場合もあるし、一部の金属イオンが、例えば酸化物の形でゼオライト骨格近傍
に存在する場合もある。また、ゼオライト量は、隔壁全体の質量に対するゼオライトの質
量の比率、ならびに、原料として用いたゼオライトにおけるシリコン元素とアルミニウム
元素の含有量より算出することができ、得られた値を単位体積当たりの値に換算して、単
位体積当たりのゼオライト量（モル／ｃｍ３）を算出することができる。また、隔壁部の
化学分析により、シリコン元素とアルミニウム元素を定量化することも可能であるが、た
とえば成形助剤等のゼオライト以外の成分が、シリコン元素あるいはアルミニウム元素を
含む場合には、この成分の寄与分を除いて、ゼオライト量を算出する必要がある。そして
、「隔壁１の表面部１ａに含有される金属イオンの含有量（モル／ｃｍ３）」を、「隔壁
１の表面部１ａのゼオライト量（モル／ｃｍ３）」で除算することにより、「隔壁１の表
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面部１ａに含有される金属イオンの、単位ゼオライト量当たりの含有量」を得ることがで
きる。また、「隔壁１の内部１ｂに含有される金属イオンの含有量（モル／ｃｍ３）」を
、「隔壁１の内部１ｂのゼオライト量（モル／ｃｍ３）」で除算することにより、「隔壁
１の内部１ｂに含有される金属イオンの、単位ゼオライト量当たりの含有量」を得ること
ができる。また、「隔壁１の表面部１ａの単位体積当たりの金属イオン含有量（モル／ｃ
ｍ３）」は、「隔壁１の内部１ｂの単位体積当たりの金属イオン含有量（モル／ｃｍ３）
」より大きいことが好ましい。
【００３０】
　隔壁１の表面部１ａに含有される金属イオンが、鉄イオン、銅イオン及び銀イオンから
なる群から選択される少なくとも一種であり、隔壁１の内部１ｂに含有される金属イオン
が、鉄イオン、銅イオン及び銀イオンからなる群から選択される少なくとも一種であるこ
とが好ましい。金属イオンをこのような種類とすることにより、鉄イオンおよび銅イオン
によって良好なＮＯＸ浄化性能となり、また、銅イオンおよび銀イオンによって良好な炭
化水素吸着能を発現することができる利点がある。更に、隔壁１の表面部１ａに主として
含有される金属イオンと、隔壁の内部に主として含有される金属イオンとが、異なる金属
イオンであることが好ましい。ここで、「主として含有される金属イオン」というときは
、金属イオン全体に対して、６０質量％以上含有されている金属イオンを意味する。更に
、隔壁１の表面部１ａに主として含有される金属イオンが鉄イオンであり、隔壁１の内部
１ｂに主として含有される金属イオンが銅イオンであることが好ましい。隔壁１の表面部
１ａに主として含有される金属イオンが鉄イオンであることにより、高温水蒸気雰囲気下
や被毒性ガス雰囲気下での、触媒活性や吸着性能の劣化に対する耐性が向上する利点があ
る。また、隔壁１の内部１ｂに主として含有される金属イオンが銅イオンであることによ
り、内部に存在していても良好な触媒活性や吸着性能の発現が可能となる。
【００３１】
　本実施形態のゼオライト構造体１００は、セル２の延びる方向に直交する断面における
面積が、３００～２０００００ｍｍ２であることが好ましい。３００ｍｍ２より小さいと
、排ガスを処理することができる面積が小さくなることがあるのに加えて、圧力損失が高
くなる。２０００００ｍｍ２より大きいと、ゼオライト構造体１００の強度が低下するこ
とがある。
【００３２】
　本実施形態のゼオライト構造体１００を構成するゼオライトの種類としては、ＺＳＭ－
５、β－ゼオライト、ＺＳＭ－１１、シャバサイト、フェリエライト等を挙げることがで
きる。これらの中でも、良好な浄化性能ならびに良好な吸着性能を有することより、ＺＳ
Ｍ－５及びβ－ゼオライトが好ましい。
【００３３】
　本実施形態のゼオライト構造体１００を構成するゼオライトの気孔率及び気孔径（細孔
径）は、二つの観点で考える必要がある。第一の観点は、ゼオライトが結晶構造体として
細孔を有する物質であるために、ゼオライトの種類に特有の値であり、ゼオライトの種類
が決まれば決まる細孔に関するものである。例えば、ＺＳＭ－５の場合、酸素１０員環の
細孔を有し、細孔径が約５～６Åである。また、β－ゼオライトの場合、酸素１２員環の
細孔を有し、細孔径が約５～７．５Åである。第二の観点は、ゼオライト構造体は、この
ゼオライト結晶粒子が結合材とともに一体化したものであるため、当該ゼオライト結晶粒
子間に細孔が形成され、この「ゼオライト結晶粒子間に形成された細孔」に関するもので
ある。これは、ゼオライト構造体としての気孔率、気孔径ということができる。本実施形
態のゼオライト構造体は、この「ゼオライト結晶粒子間に形成された細孔」に関しては、
気孔率が２０～７０％であり、平均細孔径が０．０１～１０μｍであることが好ましい。
【００３４】
　また、本実施形態のゼオライト構造体１００は、図１に示すように、隔壁１全体の外周
を取り囲むように配設された外周壁４を備えることが好ましい。外周壁の材質は、必ずし
も隔壁と同じ材質である必要は無いが、外周部の材質が耐熱性や熱膨張係数等の物性の観
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点で大きく異なると隔壁の破損等の問題が生じる場合があるので、主として同じ材質を含
有するか、同等の物性を有する材料を主として含有することが好ましい。外周壁は、押出
成形により、隔壁と一体的に形成されたものであっても、成形後に外周部を所望形状に加
工し、加工された外周部にコーティングされたものであっても良い。
【００３５】
　本実施形態のゼオライト構造体１００を構成するハニカムセグメントのセル形状（ゼオ
ライト構造体の中心軸方向（セルが延びる方向）に直交する断面におけるセル形状）とし
ては、特に制限はなく、例えば、三角形、四角形、六角形、八角形、円形、あるいはこれ
らの組合せを挙げることができる。
【００３６】
　本実施形態のゼオライト構造体の隔壁厚さは、５０μｍ～２ｍｍであることが好ましく
、１００μｍ～１ｍｍであることが更に好ましい。５０μｍより薄いと、ゼオライト構造
体の強度が低下することがある。２ｍｍより厚いと、ゼオライト構造体にガスが流通する
ときの圧力損失が大きくなることがある。また、本実施形態のゼオライト構造体の最外周
を構成する外周壁４の厚さは、１０ｍｍ以下であることが好ましい。１０ｍｍより厚いと
、排ガス浄化処理を行う面積が小さくなることがある。
【００３７】
　また、本実施形態のゼオライト構造体のセル密度は、特に制限されないが、５０～１０
００セル／インチ２（７．８～１５５．０セル／ｃｍ２）であることが好ましく、２００
～６００セル／インチ２（３１．０～９３．０セル／ｃｍ２）であることが更に好ましい
。１０００セル／インチ２より大きいと、ゼオライト構造体にガスが流通するときの圧力
損失が大きくなることがある。５０セル／インチ２より小さいと、排ガス浄化処理を行う
面積が小さくなることがある。
【００３８】
　本実施形態のゼオライト構造体の全体の形状は特に限定されず、例えば、円筒形状、オ
ーバル形状等所望の形状とすることができる。また、ゼオライト構造体の大きさは、例え
ば、円筒形状の場合、底面の直径が２０～５００ｍｍであることが好ましく、７０～３０
０ｍｍであることが更に好ましい。また、ゼオライト構造体の中心軸方向の長さは、１０
～５００ｍｍであることが好ましく、３０～３００ｍｍであることが更に好ましい。
【００３９】
（２）ゼオライト構造体の製造方法：
　次に、本発明のゼオライト構造体の製造方法の一の実施形態について説明する。本発明
のゼオライト構造体の製造方法の一の実施形態は、上述した、本発明のゼオライト構造体
の一の実施形態を製造するものである。
【００４０】
　本実施形態のゼオライト構造体の製造方法は、ゼオライト粉末と成形助剤とを含有する
成形原料を押出成形して、流体の流路となる一方の端面から他方の端面まで延びる複数の
セルを区画形成する隔壁を備えるハニカム形状の成形体を形成し、ハニカム形状の成形体
を焼成し、焼成したハニカム形状の成形体（ハニカム形状の構造体）に対して、金属イオ
ンでイオン交換する処理（イオン交換処理）を施して、隔壁の表面部に含有される金属イ
オンの単位ゼオライト量当たりの含有量が、隔壁の内部に含有される金属イオンの単位ゼ
オライト量当たりの含有量より大きいゼオライト構造体を作製するものである。上記ハニ
カム形状の構造体は、図１、図２に示すゼオライト構造体１００のような形状である。
【００４１】
　このように、本実施形態のゼオライト構造体の製造方法によれば、金属イオンでイオン
交換していないゼオライトを、押出成形して得られたハニカム形状の成形体を焼成し、焼
成したハニカム形状の成形体に対して、イオン交換処理を施すため、イオン交換処理され
たゼオライトがバインダーや高温水蒸気に晒されることがなく、ゼオライト中の金属イオ
ンが脱落したりゼオライト構造が破壊されることもない。そのため、触媒活性低下や、吸
着能力低下を生じることがない。また、本実施形態のゼオライト構造体の製造方法は、金
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属イオンでイオン交換していないゼオライトを押出成形してハニカム形状の成形体を形成
し、得られた成形体を焼成し、焼成したハニカム形状の成形体に対して、金属イオンでイ
オン交換する処理を施すため、隔壁の表面から金属イオンが浸入し、隔壁の表面部に含有
される金属イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量が、隔壁の内部に含有される金属イ
オンの単位ゼオライト量当たりの含有量より大きい、上記本発明のゼオライト構造体を作
製することができる。
【００４２】
　以下に、本実施形態のゼオライト構造体の製造方法について更に詳細に説明する。
【００４３】
　まず、ゼオライト粉末と成形助剤とを含有する成形原料を押出成形して、流体の流路と
なる一方の端面から他方の端面まで延びる複数のセルを区画形成する隔壁を備えるハニカ
ム形状の成形体を形成する。
【００４４】
　成形原料は、ゼオライト粉末、成形助剤等を混合して作製する。
【００４５】
　ゼオライト粉末の種類としては、ＺＳＭ－５の粉末、β－ゼオライトの粉末、ＺＳＭ－
１１の粉末、シャバサイトの粉末、フェリエライトの粉末等を挙げることができる。これ
らの中でも、良好な浄化性能及び良好な吸着性能を有することより、ＺＳＭ－５の粉末及
びβ－ゼオライトの粉末が好ましい。ゼオライト粉末の平均粒子径は、０．１～２０μｍ
であることが好ましい。ゼオライト粉末の平均粒子径は、レーザー回折の方法で測定した
値である。また、本実施形態のゼオライト構造体の製造方法に用いるゼオライト粉末は、
金属イオンによるイオン交換処理を行っていないものである。
【００４６】
　成形助剤としては、アルミナゾル、モンモリロナイト等を挙げることができる。成形原
料中のアルミナゾルの含有量は、ゼオライト粉末１００質量部に対して、５～５０質量部
が好ましい。また、成形原料中のモンモリロナイトの含有量は、ゼオライト粉末１００質
量部に対して、５～５０質量部が好ましい。
【００４７】
　成形原料中には、水が含有されていることが好ましい。成形原料中の水の含有量は、ゼ
オライト粉末１００質量部に対して、３０～７０質量部が好ましい。
【００４８】
　ゼオライト粉末、成形助剤等の混合方法は、特に限定されず、公知の方法を採用するこ
とができる。例えば、レディゲミキサー等の混合機を用いる方法が好ましい。
【００４９】
　次に、成形原料を混練して柱状の成形体を形成する。成形原料を混練して柱状の成形体
を形成する方法としては特に制限はなく、例えば、ニーダー、真空土練機等を用いる方法
を挙げることができる。
【００５０】
　次に、柱状の成形体を押出成形して、図１に示すゼオライト構造体１００のようなハニ
カム形状の、成形体（ハニカム形状の成形体）を形成する。ハニカム形状の成形体は、流
体の流路となる一方の端面から他方の端面まで延びる複数のセルを区画形成する隔壁を備
えるものである。押出成形に際しては、作製しようとするハニカム形状の成形体の全体形
状、セル形状、隔壁厚さ、セル密度等に対応する構造の口金を用いることが好ましい。口
金の材質としては、摩耗し難い金属が好ましい。
【００５１】
　得られたハニカム形状の成形体について、焼成前に乾燥を行うことが好ましい。乾燥の
方法は特に限定されず、例えば、マイクロ波加熱乾燥、高周波誘電加熱乾燥等の電磁波加
熱方式と、熱風乾燥、過熱水蒸気乾燥等の外部加熱方式とを挙げることができる。これら
の中でも、成形体全体を迅速かつ均一に、クラックが生じないように乾燥することができ
る点で、電磁波加熱方式で一定量の水分を乾燥させた後、残りの水分を外部加熱方式によ
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り乾燥させることが好ましい。
【００５２】
　また、ハニカム形状の成形体を焼成（本焼成）する前には、そのハニカム形状の成形体
を仮焼することが好ましい。仮焼は、脱脂のために行うものであり、その方法は、特に限
定されるものではなく、中の有機物（有機バインダ、分散剤等）を除去することができれ
ばよい。仮焼の条件としては、酸化雰囲気において、２００～１０００℃程度で、３～１
００時間程度加熱することが好ましい。
【００５３】
　次に、ハニカム形状の成形体を焼成して、ハニカム形状の構造体を得る。従って、「焼
成したハニカム形状の成形体」は、「ハニカム形状の構造体」のことである。焼成の方法
は特に限定されず、電気炉、ガス炉等を用いて焼成することができる。焼成条件は、大気
雰囲気において、５００～９００℃で、１～１０時間加熱することが好ましい。
【００５４】
　次に、焼成したハニカム形状の成形体に対して、金属イオンでイオン交換する処理を施
して、「隔壁の表面部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量が、隔
壁の内部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量より大きいゼオライ
ト構造体」を得ることが好ましい。
【００５５】
　このように、本実施形態のゼオライト構造体の製造方法においては、イオン交換処理が
施されていないゼオライトによって、ハニカム形状の構造体を形成し、当該ハニカム形状
の構造体に対して金属イオンでイオン交換する処理を施すため、金属イオンが隔壁の表面
から隔壁の内部に浸入していくことにより、ハニカム形状の構造体の隔壁の表面ほど金属
イオンの量が多くなり、隔壁の内部の金属イオン量が少なくなる。そのため、「隔壁の表
面部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量が、隔壁の内部に含有さ
れる金属イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量より大きいゼオライト構造体」を得る
ことができる。
【００５６】
　本実施形態のゼオライト構造体の製造方法においては、金属イオンが、鉄イオン、銅イ
オン及び銀イオンからなる群から選択される少なくとも一種であることが好ましい。更に
ＮＯＸ浄化を目的とする場合には、金属イオンが、少なくとも鉄イオン及び銅イオンを含
むことが好まく。炭化水素の吸着を目的とする場合には、金属イオンが、少なくとも銀イ
オン及び銅イオンを含むことが好ましい。
【００５７】
　焼成したハニカム形状の成形体に対して、金属イオンでイオン交換する処理を施す方法
としては、以下の方法を挙げることができる。
【００５８】
　イオン交換する金属イオンを含有するイオン交換用溶液（金属イオン含有溶液）を調製
する。例えば、銀イオンでイオン交換する場合には、硝酸銀、又は酢酸銀の水溶液を調製
する。また、銅イオンでイオン交換する場合には、酢酸銅、硫酸銅、又は硝酸銅の水溶液
を調製する。また、鉄イオンでイオン交換する場合には、硫酸鉄、又は酢酸鉄の水溶液を
調製する。イオン交換用溶液の濃度は、０．００５～０．５（モル／リットル）が好まし
い。そして、イオン交換用溶液にゼオライトを成形して形成したハニカム形状の構造体を
浸漬する。浸漬時間は、隔壁の表面部及び内部のそれぞれにおいて、イオン交換させたい
金属イオンの量等によって適宜決定することができる。そして、ハニカム形状の構造体を
イオン交換用溶液から取り出し、乾燥及び仮焼を行うことによりゼオライト構造体を得る
ことが好ましい。乾燥条件は、８０～１５０℃で、１～１０時間が好ましい。仮焼の条件
は、４００～６００℃で、１～１０時間が好ましい。
【００５９】
　焼成したハニカム形状の成形体（ハニカム形状の構造体）に対して、金属イオンでイオ
ン交換する処理であるイオン交換処理を複数回施し、「少なくとも１回の」イオン交換処
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理における金属イオンの種類が、「残りの」イオン交換処理における金属イオンの種類と
は、異なる種類であることが好ましい。このように、複数回のイオン交換処理において、
「少なくとも１回の」イオン交換処理における金属イオンの種類が、「残りの」イオン交
換処理における金属イオンの種類とは、異なるものとすることにより、複数の金属イオン
を有するゼオライト構造体を得ることができる。
【００６０】
　更に、焼成したハニカム形状の成形体に対して、複数回のイオン交換処理を行う場合に
おいて、当該複数回のイオン交換処理のなかで、最後のイオン交換処理が、隔壁の表面部
のみをイオン交換する処理であり、残りのイオン交換処理が、隔壁の表面部及び内部をイ
オン交換する処理であることが好ましい。このように、複数回のイオン交換処理のなかで
、最後の回のイオン交換処理において、隔壁の表面部のみをイオン交換することにより、
隔壁の表面部と隔壁の内部との、イオン交換の状態（金属イオンの種類、含有量）を変え
ることができる。そして、これにより、より容易に「隔壁の表面部に含有される金属イオ
ンの単位ゼオライト量当たりの含有量が、隔壁の内部に含有される金属イオンの単位ゼオ
ライト量当たりの含有量より大きいゼオライト構造体」を得ることができる。
【００６１】
　また、イオン交換処理を、金属イオン含有溶液（イオン交換用溶液）を用いて行い、焼
成したハニカム形状の成形体に対して、複数回のイオン交換処理を行う場合において、複
数回のイオン交換処理の各回において用いる金属イオン含有溶液の金属イオン濃度を、全
て同じ濃度とし、複数回のイオン交換処理のなかで、最後のイオン交換処理の時間が、残
りのイオン交換処理の時間の合計の、１／２以下であることが好ましく、１／１０～１／
２であることが更に好ましい。これにより、より容易に「隔壁の表面部に含有される金属
イオンの単位ゼオライト量当たりの含有量が、隔壁の内部に含有される金属イオンの単位
ゼオライト量当たりの含有量より大きいゼオライト構造体」を得ることができる。
【００６２】
　また、イオン交換処理を、金属イオン含有溶液（イオン交換用溶液）を用いて行い、焼
成したハニカム形状の成形体に対して、複数回のイオン交換処理を行う場合において、複
数回のイオン交換処理のなかの最後のイオン交換処理に用いる金属イオン含有溶液の濃度
が、複数回のイオン交換処理のなかの残りのイオン交換処理に用いる金属イオン含有溶液
の濃度の、１／２以下であることが好ましく、１／１０～１／２であることが更に好まし
い。これにより、より容易に「隔壁の表面部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量
当たりの含有量が、隔壁の内部に含有される金属イオンの単位ゼオライト量当たりの含有
量より大きいゼオライト構造体」を得ることができる。
【００６３】
　焼成したハニカム形状の成形体に対して、複数回のイオン交換処理を行う場合、各回の
イオン交換処理毎に、イオン交換用溶液から取り出したハニカム形状の構造体について、
乾燥及び仮焼を行っても良い。
【実施例】
【００６４】
　以下、本発明を実施例によって更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によ
って何ら限定されるものではない。
【００６５】
（参考例１）
　ゼオライト粉末として、アルミナの量（モル）に対するシリカの量（モル）の比の値（
ＳｉＯ２／Ａｉ２Ｏ３（モル比））が３０のＺＳＭ－５を用いた。ゼオライト粉末の平均
粒子径は、１３μｍであった。平均粒子径はレーザー回折・散乱式粒度分析計を用いて測
定した値である。ゼオライト粉末に、成形助剤としてメチルセルロース、ベーマイト、分
散剤を加え、更に水を加えて混合し、流動性のある混合物を得た。分散剤としては、ラウ
リン酸カリ石けんを用いた。混合物中のメチルセルロースの含有量は、ゼオライト粉末１
００質量部に対して、５質量部であった。また、混合物中のベーマイトの含有量は、ゼオ
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ライト粉末１００質量部に対して、３０質量部であった。また、混合物中の分散剤の含有
量は、ゼオライト粉末１００質量部に対して、０．５質量部であった。また、混合物中の
水の含有量は、ゼオライト粉末１００質量部に対して、５５質量部であった。そして、混
合物を真空土練機により混練して円柱状の成形体を形成し、円柱状の成形体を押出成形す
ることにより、ハニカム形状の成形体を得た。
【００６６】
　次に、得られたハニカム形状の成形体を乾燥し、その後脱脂を行い、その後焼成して、
ハニカム形状の構造体を得た。乾燥条件は、４０℃で８時間乾燥させた後、更に１２０℃
で４８時間乾燥させた。脱脂の条件は、４５０℃で５時間とした。焼成の条件は、６５０
℃で５時間とした。そして、得られた、ハニカム形状の構造体（焼成後）の形状は、底面
が一辺３０ｍｍの正方形であり、中心軸方向の長さが１５０ｍｍの四角柱であった。また
、ハニカム形状の構造体の、隔壁厚さは０．３ｍｍであり、セル密度は３００セル／イン
チ２（４６．５セル／ｃｍ２）であった。
【００６７】
　次に、金属イオンでイオン交換処理を行った。０．２（モル／リットル）の濃度の硫酸
鉄水溶液（金属イオン含有溶液）に、ハニカム形状の構造体を、浸漬した。浸漬時間は、
１時間とした。次に、この構造体を金属イオン含有溶液から取り出し、同じ濃度の硫酸鉄
水溶液に１時間浸漬することをもう一回実施した。
【００６８】
　次に、ハニカム形状の構造体を、金属イオン含有溶液から取り出し、１００℃で３時間
乾燥させた。その後、５００℃で３時間仮焼して、ハニカム形状のゼオライト構造体を得
た。
【００６９】
　得られたゼオライト構造体について、以下の方法で、「金属イオン分布」及び「ＮＯＸ

浄化性能」の評価を行った。結果を表１に示す。表１において、「イオン交換」の欄の「
押出成形後」は、押出成形によりハニカム形状の構造体を形成した後に、金属イオンによ
るイオン交換処理を行ったことを意味する。また、「粉末状態」は、金属イオンによるイ
オン交換処理を行ったゼオライト粉末を用いて、ハニカム形状の成形体を形成し、得られ
たハニカム形状の成形体にはイオン交換処理を施さなかったことを意味する。「ＳｉＯ２

／Ａｌ２Ｏ３比」の欄は、ゼオライト粉末における、Ａｌ２Ｏ３に対するＳｉＯ２のモル
比を意味する。「金属イオン」の欄は、イオン交換処理によってゼオライト構造体に含有
されるようになった金属イオンを意味する。「Ｆｅ」は鉄イオン、「Ｃｕ」は銅イオンを
意味する。そして、「表面部：Ｆｅ」は、隔壁の表面部に主として含有される金属イオン
が鉄イオンであることを意味し、「内部：Ｃｕ」は、隔壁の内部に主として含有される金
属イオンが銅イオンであることを意味する。また、「Ｃｕ、Ｆｅ均一」は、銅イオン及び
鉄イオンが、隔壁全体に均一に含まれていることを意味する。「金属イオンの総量」は、
隔壁全体中の金属イオン質量に対する、金属イオンを含む隔壁全体の質量の比率を意味す
る。「金属イオン分布」の「表面部：内部（体積基準）」の欄は、隔壁の「表面部」に含
有される単位体積当たりの金属イオンの含有量（モル／ｃｍ３）と、隔壁の「内部」に含
有される単位体積当たりの金属イオンの含有量（モル／ｃｍ３）との比を示す。また、「
金属イオン分布」の「表面部：内部（ゼオライト量基準）」の欄は、「隔壁の「表面部」
に含有される金属イオンの、単位ゼオライト量当たりの含有量（モル）」と、「隔壁の「
内部」に含有される金属イオンの、単位ゼオライト量当たりの含有量（モル）」との比を
示す。
【００７０】
（金属イオン分布）
　ゼオライト構造体の隔壁１枚を３０ｍｍ×３０ｍｍだけ切り出し、化学分析により隔壁
全体の金属イオン含有量（モル／ｃｍ３）を測定する。化学分析としては、湿式分析を用
いる。次に、紙やすりを用いて、隔壁の表面部（両面における表面部）を削り落とし、隔
壁の内部のみを残す。得られた隔壁の内部を、化学分析して単位体積当たりの金属イオン
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含有量（モル／ｃｍ３）を測定する。得られた隔壁全体の単位体積当たりの金属イオン含
有量（モル／ｃｍ３）と、隔壁の内部の単位体積当たりの金属イオン含有量（モル／ｃｍ
３）とから、隔壁の表面部の単位体積当たりの金属イオン含有量（モル／ｃｍ３）を求め
る。そして、「隔壁の表面部の単位体積当たりの金属イオン含有量（モル／ｃｍ３）」と
、「隔壁の内部の単位体積当たりの金属イオン含有量（モル／ｃｍ３）」とを対比する（
表面部：内部（体積基準））。更に、ゼオライト中のシリコン元素とアルミニウム元素の
合計量を、原料として用いたゼオライト粉末の量及び「当該ゼオライト粉末中のシリカ（
ＳｉＯ２）とアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）の含有比（モル比）」より算出し、得られた値を単
位体積当たりの値に換算して、隔壁の表面部及び内部の単位体積当たりのゼオライト量（
モル／ｃｍ３）とする。そして、「隔壁の表面部の単位体積当たりの金属イオン含有量（
モル／ｃｍ３）を、隔壁の表面部の単位体積当たりのゼオライト量（モル／ｃｍ３）で除
した値」と、「隔壁の内部の単位体積当たりの金属イオン含有量（モル／ｃｍ３）を、隔
壁の内部の単位体積当たりのゼオライト量（モル／ｃｍ３）で除した値」とを対比する（
表面部：内部（ゼオライト量基準））。
【００７１】
（ＮＯＸ浄化性能）
　ゼオライト構造体に試験用ガスを流し、ゼオライト構造体から排出された排出ガスのＮ
ＯＸ量をガス分析計で分析する。ゼオライト構造体に流入させる試験用ガスの温度を２０
０℃としたときのデータと、当該温度を３００℃としたときのデータとを採取する。試験
に用いるゼオライト構造体としては、底面の直径が１インチ（約２．５４ｃｍ）、中心軸
方向長さ（セルの延びる方向における長さ）が２インチ（約５．０８ｃｍ）の円筒状に切
り出したものを用いる。ゼオライト構造体及び試験用ガスは、ヒーターにより温度調整す
ることができるようにする。ヒーターとしては、赤外線イメージ炉を用いる。試験用ガス
は、窒素に、二酸化炭素５体積％、酸素１４体積％、一酸化窒素３５０ｐｐｍ（体積基準
）、アンモニア３５０ｐｐｍ（体積基準）及び水１０体積％が混合されたガスとする。尚
、試験用ガスは、水と、その他のガスを混合した混合ガスと、を別々に準備しておき、試
験を行う際に、配管中で、これらを混合させて得ることとする。ガス分析計としては、Ｈ
ＯＲＩＢＡ社製「ＭＥＸＡ９１００ＥＧＲ」を用いる。また、試験用ガスが、ゼオライト
構造体に流入するときの流束は、５００００（時間－１）とする。表１には、「ＮＯＸ浄
化性能」として、ＮＯＸの浄化率（％）を示している。ＮＯＸの浄化率は、試験用ガスの
ＮＯＸ量から、ゼオライト構造体からの排出ガスのＮＯＸ量を差し引いた値を、試験用ガ
スのＮＯＸ量で除算し、１００倍した値である。
【００７２】
（ＨＣ（炭化水素）吸着性能）
　図４に示す「ＨＣ吸着性能試験装置２１」を用いて、ゼオライト構造体のＨＣ（炭化水
素）吸着性能（炭化水素の吸着率）を評価する。二酸化炭素、水（Ｈ２Ｏ）、酸素（Ｏ２

）、一酸化炭素（ＣＯ）、水素（Ｈ２）、一酸化窒素（ＮＯ）、炭化水素（ＨＣ）及び窒
素（Ｎ２）を、それぞれのガスボンベから供給し、混合器２２で混合して試験用ガスとし
、試験用ガスを加熱器２３により加熱し、加熱された試験用ガスをゼオライト構造体２４
に流して吸着処理を行い、ゼオライト構造体２４から排出される排出ガス中の炭化水素量
を、流通開始から１５０秒間、分析計２５で測定する。炭化水素としては、トルエンを用
いた。試験用ガスは、１７（ＮＬ／ｍｉｎ（ノルマルリットル／分））でゼオライト構造
体に流入させる。ゼオライト構造体に流入する試験用ガスの温度が６０℃の場合と、１８
０℃の場合において測定を行った。図４は、ＨＣ吸着性能試験装置を模式的に示すフロー
図である。図４においては、ガスの流れを矢印で示している。分析計２５は、解析装置（
コンピュータ）２６で解析するものである。分析計２５としては、ＨＯＲＩＢＡ社製「Ｍ
ＥＸＡ９１００ＥＧＲ」を用いた。試験用ガスに含有される各成分の含有量は、二酸化炭
素が１６体積％であり、水（Ｈ２Ｏ）が１０体積％であり、酸素（Ｏ２）が０．７７体積
％であり、一酸化炭素（ＣＯ）が２体積％であり、水素（Ｈ２）が０．３３体積％であり
、一酸化窒素（ＮＯ）が２０００ｐｐｍ（体積基準）であり、炭化水素（ＨＣ）が５００
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０ｐｐｍＣ（炭化水素の炭素数倍したもの。体積基準）であり、残りが窒素（Ｎ２）であ
る。炭化水素としては、トルエンを用いた。炭化水素の吸着率は、以下のようにして求め
る。ゼオライト構造体と同形状で、材質がコージェライトであるハニカム構造体について
、上記「ＨＣ吸着性能試験装置２１」を用いて、ハニカム構造体から排出された排出ガス
の炭化水素量Ｂを測定する。そして、材質がコージェライトであるハニカム構造体を用い
て測定した炭化水素量Ｂから、ゼオライト構造体を用いて測定した炭化水素量Ａを差し引
いた値（Ｂ－Ａ）を、材質がコージェライトであるハニカム構造体を用いて測定した炭化
水素量Ｂで除算し、１００倍して得られた値（（Ｂ－Ａ）×１００／Ｂ）を炭化水素の吸
着率（体積％）とする。
【００７３】
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【表１】

【００７４】
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【表２】

【００７５】
（参考例２）
　「ＳｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３比」を表１に示すように変え、イオン交換処理の条件の中で硫
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酸鉄濃度を０．０５モル／リットルに変え、イオン交換時間を５時間とし、イオン交換回
数を５回とした以外は、参考例１と同様にしてゼオライト構造体を作製した。参考例１の
場合と同様にして、「金属イオン分布」及び「ＮＯＸ浄化性能」の評価を行った。結果を
表１に示す。
【００７６】
（参考例３）
　「ゼオライト種類」をβ－ゼオライトとし、イオン交換処理に用いる金属イオン含有溶
液を、硫酸銅を０．０２（モル／リットル）含有し、硫酸鉄を０．０４（モル／リットル
）含有する水溶液とし、ハニカム形状の構造体を金属イオン含有溶液に浸漬する時間を１
時間とし、イオン交換回数を１０回とした以外は、参考例１と同様にしてゼオライト構造
体を作製した。参考例１の場合と同様にして、「金属イオン分布」及び「ＮＯＸ浄化性能
」の評価を行った。結果を表１に示す。
【００７７】
（実施例４）
　「ゼオライト種類」をβ－ゼオライトとし、イオン交換処理を以下のように行った以外
は、参考例１と同様にしてゼオライト構造体を作製した。参考例１の場合と同様にして、
「金属イオン分布」及び「ＮＯＸ浄化性能」の評価を行った。結果を表１に示す。イオン
交換処理としては、まず、０．２（モル／リットル）の硫酸銅溶液にハニカム形状の構造
体を１時間浸漬することを３回繰り返し、その後、１００℃で３時間乾燥させ、５００℃
で３時間仮焼した。そして、更に、０．２（モル／リットル）の硫酸鉄溶液にハニカム形
状の構造体を１時間浸漬し、その後、１００℃で３時間乾燥させ、５００℃で３時間仮焼
した。
【００７８】
（実施例５）
　「ゼオライト種類」をβ－ゼオライトとし、イオン交換処理を以下のように行った以外
は、参考例１と同様にしてゼオライト構造体を作製した。参考例１の場合と同様にして、
「金属イオン分布」及び「ＮＯＸ浄化性能」の評価を行った。結果を表１に示す。イオン
交換処理としては、まず、０．１５（モル／リットル）の硫酸銅溶液にハニカム形状の構
造体を２時間浸漬し、その後、１００℃で３時間乾燥させ、５００℃で３時間仮焼した。
そして、更に、０．４（モル／リットル）の硫酸鉄溶液にハニカム形状の構造体を２時間
浸漬し、その後、１００℃で３時間乾燥させ、５００℃で３時間仮焼した。
【００７９】
（参考例６）
　「ゼオライト種類」をβ－ゼオライトとし、イオン交換処理に用いる金属イオン含有溶
液を、０．１５（モル／リットル）の硫酸銅水溶液とし、ハニカム形状の構造体を金属イ
オン含有溶液に浸漬する時間を３時間とし、イオン交換回数を３回とした以外は、参考例
１と同様にしてゼオライト構造体を作製した。参考例１の場合と同様にして、「金属イオ
ン分布」及び「ＮＯＸ浄化性能」の評価を行った。結果を表１に示す。
【００８０】
（参考例７）
　イオン交換処理に用いる金属イオン含有溶液を、０．１（モル／リットル）の硝酸銀水
溶液とし、ハニカム形状の構造体を金属イオン含有溶液に浸漬する時間を３時間とし、イ
オン交換回数を３回とした以外は、参考例２と同様にしてゼオライト構造体を作製した。
上記方法により、「ＨＣ（炭化水素）吸着性能」の評価を行った。結果を表２に示す。
【００８１】
（参考例８）
　イオン交換処理に用いる金属イオン含有溶液を、０．０５（モル／リットル）の硫酸銅
水溶液とし、ハニカム形状の構造体を金属イオン含有溶液に浸漬する時間を２時間とし、
イオン交換回数を５回とした以外は、参考例２と同様にしてゼオライト構造体を作製した
。上記方法により、「ＨＣ（炭化水素）吸着性能」の評価を行った。結果を表２に示す。
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【００８２】
（比較例１）
　「イオン交換」を「粉末状態」とし、「ＳｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３比」を表１に示すように
した以外は、参考例１と同様にしてゼオライト構造体を作製した。参考例１の場合と同様
にして、「金属イオン分布」及び「ＮＯＸ浄化性能」の評価を行った。結果を表１に示す
。
【００８３】
（比較例２）
　「ゼオライト種類」を「β－ゼオライト」とし、ゼオライト粉末に「金属イオン」とし
て「銅イオン」が含まれていた以外は、比較例１と同様にしてゼオライト構造体を作製し
た。比較例１の場合と同様にして、「金属イオン分布」及び「ＮＯＸ浄化性能」の評価を
行った。結果を表１に示す。
【００８４】
（比較例３）
　「ＳｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３比」を表１に示すようにし、ゼオライト粉末に「金属イオン」
として「銅イオン」が含まれていた以外は、比較例１と同様にしてゼオライト構造体を作
製した。上記方法により、「ＨＣ（炭化水素）吸着性能」の評価を行った。結果を表２に
示す。
【００８５】
　表１より、実施例４、５、参考例１～３、６のゼオライト構造体は、２００℃及び３０
０℃における、ＮＯＸ浄化性能に優れていることがわかる。特に、３００℃におけるＮＯ

Ｘ浄化性能に優れていることが分かる。これに対し、比較例１、２のゼオライト構造体は
、２００℃及び３００℃における、ＮＯＸ浄化性能に劣ることがわかる。
【００８６】
　表２より、参考例７，８のゼオライト構造体は、６０℃及び１８０℃における、炭化水
素の吸着率が高いことがわかる。これに対し、比較例３のゼオライト構造体は、６０℃及
び１８０℃における、炭化水素の吸着率が低いことがわかる。特に、１８０℃において、
参考例７，８のゼオライト構造体の炭化水素の吸着率と、比較例３のゼオライト構造体の
炭化水素の吸着率との差が大きいことが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明のゼオライト構造体は、自動車用エンジン、建設機械用エンジン、産業用定置エ
ンジン、燃焼機器等から排出される排ガスに含有されるＮＯＸ等を浄化するために好適に
利用することができる。
【符号の説明】
【００８８】
１：隔壁、１ａ：表面部、１ｂ：内部、２：セル、３：隔壁の表面、４：外周壁、１１：
一方の端部、１２：他方の端部、２１：ＨＣ吸着性能試験装置、２２：混合器、２３：加
熱器、２４：ゼオライト構造体、２５：分析計、２６：解析装置、１００：ゼオライト構
造体。
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