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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
白金族金属の三元触媒組成物の製造方法であって、
前記三元触媒組成物が、高温触媒成分、低温触媒成分及び酸素貯蔵物質を含んでなるもの
であり、各触媒成分が単一層中の別個独立の粒子として前記触媒組成物中に存在してなり
、かつ、前記酸素貯蔵物質が、前記高温触媒成分用の粒子状支持体物質を含んで成るもの
であり、
（ａ）高温触媒支持体物質および低温触媒支持体物質を組み合わせたウォッシュコートを
スラリーにより非多孔質支持体上に形成させてなり、及び
前記スラリー中で、前記触媒支持体物質の各々が前記スラリーの液状媒質と共に溶液又は
ゾルを形成するのを防止するのに十分に大きい粒度を有するものであり、
前記高温触媒支持体物質が、前記粒子状支持体物質を備えて成る前記酸素貯蔵物質を含ん
で成るものであり、
（ｂ）前記非多孔質支持体上に前記ウォッシュコートを形成した後に、一又は複数の白金
族金属を前記ウォッシュコートに付与することにより、各触媒支持体物質の中に一又は複
数の白金族金属を含浸させることを含んで成り、
前記高温触媒成分が前記酸素貯蔵物質に支持された一又は複数の白金族金属を含んでなり
、
前記低温触媒成分が前記低温触媒支持体物質に支持された一又は複数の白金族金属を含ん
でなり、
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前記触媒組成物中に存在する前記高温触媒支持体物質および前記低温触媒支持体物質の量
が、各支持体物質に要求される一又は複数の白金族金属の量によって決定されるものであ
り、
前記高温触媒支持体物質と前記低温触媒支持体物質の比が各触媒支持体物質の各初期水吸
収能力によって決定されるものである、白金族金属の三元触媒組成物の製造方法。
【請求項２】
前記高温触媒支持体物質および前記低温触媒支持体物質の水吸収能力が、それぞれ、０．
２～１．０ｍｌ／ｇおよび０．５～２．５ｍｌ／ｇである、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
前記触媒支持体物質が２０ミクロンより小さい平均粒度を有する、請求項１又は２に記載
の製造方法。
【請求項４】
前記触媒支持体物質の平均粒度が５ミクロンである、請求項３に記載の製造方法。
【請求項５】
前記高温支持体物質および前記低温支持体物質の別々のスラリーを調製し、次いで２つの
スラリーを一緒に混合し、前記非多孔質支持体上に塗布する、請求項１～４のいずれか一
項に記載の製造方法。
【請求項６】
前記一又は複数の白金族金属が、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム及びそれらの
組み合わせからなる群から選択される、請求項１～５のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項７】
前記酸素貯蔵物質が、セリア、ペロブスカイト、ＮｉＯ、ＭｎＯ2及びＰｒ2Ｏ3から成る
群から選択されてなる、請求項１～６のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項８】
前記酸素貯蔵物質が、ジルコニウム、ランタン、アルミナ、イットリウム、プラセオジム
及びネオジムからなる群で選択されてなる安定剤で安定化されてなる、請求項１～７のい
ずれか一項に記載の製造方法。
【請求項９】
前記酸素貯蔵物質が、セリア及びジルコニウムを含有する安定剤を含んでなる、請求項８
に記載の製造方法。
【請求項１０】
前記ジルコニウム安定化セリアが２～５０％の酸化ジルコニウムを含有する、請求項９に
記載の製造方法。
【請求項１１】
前記ジルコニウム安定化セリアが、５８重量％のＣｅＯ2および４２重量％のＺｒＯ2の組
成を有する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記低温触媒支持体物質が、安定化アルミナまたは非安定化アルミナである、請求項１～
１１のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項１３】
前記低温触媒支持体物質が安定化アルミナであり、及び、アルミナの安定剤がランタン、
バリウム及びジルコニウムからなる群から選択されてなるものである、請求項１２に記載
の製造方法。
【請求項１４】
前記安定剤がランタンであり、かつ、前記ランタンで安定化されたアルミナが２～７重量
％の酸化ランタンを含有する、請求項１３に記載の製造方法。
【請求項１５】
触媒促進剤を利用する、請求項１～１４のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項１６】
前記触媒促進剤が、ネオジム、バリウム、セリウム、ランタン、プラセオジム、マグネシ
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ウム、カルシウム及びストロンチウムからなる群から選択されてなる、請求項１５に記載
の製造方法。
【請求項１７】
前記触媒組成物から硫化水素の放出抑制に有効な化合物を利用するものであり、
前記化合物がＮｉＯ、Ｆｅ2Ｏ3、ＣａＯ及びＢａＯからなる群から選択されてなる、請求
項１～１６のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項１８】
前記高温触媒支持体物質または前記低温触媒支持体物質の一方又は他方における白金族金
属の優先的吸収の防止に有効な化合物を利用するものであり、
前記化合物が、クエン酸、酢酸及びシュウ酸からなる群から選択されてなるものである、
請求項１～１７のいずれか一項に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
本発明は、内燃機関から排気ガス中の望ましくない成分を除去するために使用する触媒に
関する。さらに詳しくは、本発明は、３元変換触媒またはＴＷＣ触媒と一般的に呼ばれる
型の改良された触媒に関する。
内燃機関からの排気は炭化水素、一酸化炭素および窒素酸化物を含有し、これらは種々の
政府の法規により確立されたレベルに除去されなくてはならない。前述の３元触媒は、炭
化水素および一酸化炭素の酸化および窒素酸化物の還元を実質的に同時に触媒する能力を
有することにおいて、多機能性である。
すぐれた触媒活性および長い寿命を示す典型的な３元触媒は、高い表面積の多孔質耐火性
酸化物支持体、例えば、高い表面積のアルミナコーティング、上に位置した１または２以
上の白金族金属（例えば、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、ＲｕおよびＩｒ）を含有する。多孔質耐火
性酸化物支持体は、適当な非多孔質耐火性支持体、例えば、耐火性セラミックまたは金属
のハネカム構造または耐火性粒子、例えば、適当な耐火材の球、ペレットまたは短い押出
セグメントからなるモノリシック担体上に担持される。
現在、３元触媒は、安定化アルミナ、酸素貯蔵成分（主として安定化セリア）および貴金
属触媒成分を含有する複雑なウォッシュコート（ｗａｓｈｃｏａｔ）組成物を使用して作
られる。用語「酸素貯蔵成分」は、処理される排気ガスの酸素に富んだ（酸素に乏しい）
サイクルの間に酸化されることができ、そして処理される排気ガスの酸素に乏しい（酸素
に富んだ）サイクルの間に還元されることができる物質を表示するために使用される。
３元触媒は、典型的には、パラジウムは硫黄または鉛による被毒に対する感受性が高いと
いうこと等のある種の欠点に悩まされるパラジウムよりも優先的に、白金／ロジウム触媒
がベースとされてきている。しかしながら、世界的な無鉛石油の使用の増加に伴い、パラ
ジウムは伝統的に使用されている白金／ロジウム触媒に対する極めて有望な代替物である
。さらに、パラジウムは非常に低コストなので、所望の触媒の性能を達成できるかぎり、
パラジウムは３元触媒における白金／ロジウムに対する非常に望ましい代替物となる。
この分野において、パラジウムを含有する３元触媒の効率を改良するために多大の努力が
払われてきている。こうして、Ｔｈｉｒｄ　Ｉｎｔ．Ｃｏｎｇ．Ｃａｔａｌ．ａｎｄ　Ａ
ｕｔｏ　Ｐｏｌｌ．Ｃｏｎｔｒｏｌｓ、Ｐｒｅ－ｐｒｉｎｔ　Ｖｏｌ．１、ｐｐ．１２５
－１３５における論文において、著者ら、Ｄｅｔｔｌｉｎｇ　ｅｔ　ａｌ．は、低温およ
び高温の双方の操作温度下で高い活性を得るべく同一触媒組成物中に低温触媒成分（Ｐｄ
／Ａｌ2Ｏ3）と高温触媒成分（Ｐｄ／ＣｅＯ2）を含めることを記載している。
また、ＷＯ９５／００２３５号明細書（Ｅｎｇｅｌｈａｒｄ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）
には、２つのウォッシュコート層として構造化された低温触媒成分および高温触媒成分を
含有するパラジウム含有触媒組成物が記載されている。
また、ＷＯ９５／０７６００号明細書（Ａｌｌｉｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ）には、単一層とし
てパラジウムを含有する３元触媒が記載されている。しかし、製造方法次第では、完成し
た触媒は高温触媒成分（Ｐｄ／ＣｅＯ2）を有するのみである。
米国特許第４，７２７，０５２号、米国特許第５，０５７，４８３号、米国特許第５，０
０８，０９０号および米国特許第５，０１０，０５１号；英国特許（ＧＰ）第１，４９５
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，６３７号；および欧州特許出願ＥＰ－Ａ－０，５０７，５９０号およびＥＰ－Ａ－０，
４２７，４９３号各明細書には、また、白金族金属の触媒成分をベースとする３元変換触
媒が記載されている。
高温機能成分および低温機能成分を含有する白金族金属の３元触媒は、本発明の特有の方
法により製造すると、長期にわたる高温加齢後においてさえ、大きく改良された３元触媒
活性を示すことを我々は見出した。
この明細書において、高温機能触媒成分とは、より高い温度（例えば、約５００℃より上
）において触媒活性を示す触媒成分を意味し、そして低温機能触媒成分とは、より低い温
度（例えば、約２００～４００℃）において触媒活性を示す触媒成分を意味する。
本発明によれば、
（ａ）高温触媒支持体物質および低温触媒支持体物質の組み合わされたウォッシュコート
をスラリーから非多孔質支持体上に形成させ、ここでスラリー中で触媒支持体物質の各々
はスラリーの液状媒質と溶液またはゾルを形成するのを防止するのに十分に大きい粒度を
有するものとし、そして
（ｂ）前記非多孔質支持体上にウォッシュコートを形成させる前、あるいは形成させた後
に、１または２以上の白金族金属を各触媒支持体物質の中に含浸させる、
ことからなり、触媒組成物の中に存在する高温触媒支持体物質および低温触媒支持体物質
の量が、各触媒支持体物質において要求される１または２以上の白金族金属の量、および
各触媒支持体物質のそれぞれの初期水吸収能力により決定される、高温触媒成分および低
温触媒成分を含有し、各触媒成分が同一ウォッシュコート層中の別個独立の粒子として触
媒組成物中に存在する、白金族金属の３元触媒組成物の製造方法が提供される。
好ましくは、高温触媒支持体物質および低温触媒支持体物質の水吸収能力は、それぞれ、
０．２～１．０ｍｌ／ｇおよび０．５～２．５ｍｌ／ｇ、である。
好ましくは、高温支持体物質および低温支持体物質の別々のスラリーを調製し、次いで２
つのスラリーを一緒に混合し、これを非多孔質支持体上に塗設する。
非多孔質支持体は、耐火性セラミックまたは金属のハネカム構造物であるか、あるいは耐
火性粒子、例えば、適当な耐火性物質の球、ペレットまたは短い押出されたセグメントで
あることができる。
適切なこととしては、触媒支持体物質は２０ミクロンより小さい、好ましくは１～２０ミ
クロン、より好ましくは約５ミクロン、の平均粒度を有する。
白金族金属は、白金、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、イリジウムまたはそれらの任
意の組み合わせから選択される。
好ましくは、高温触媒支持体物質は酸素貯蔵物質である。
適切な酸素貯蔵物質としては、たとえば、セリア（ｃｅｒｉａ）、ペロブスカイト、Ｎｉ
Ｏ、ＭｎＯ2およびＰｒ2Ｏ3が挙げられ、安定化セリアが好ましい物質である。
適切なセリアの安定剤としては、たとえば、ジルコニウム、ランタン、アルミナ、イット
リウム、プラセオジムまたはネオジムが挙げられ、ジルコニウムが好ましい。
適切なこととしては、ジルコニウム安定化セリアは２～５０％のＺｒＯ2を含有し、好ま
しい組成は約５８重量％のＣｅＯ2および約４２重量％のＺｒＯ2である。
適切な低温触媒支持体物質は、安定化アルミナまたは非安定化アルミナである。アルミナ
に適切な安定剤にはランタン、バリウムまたはジルコニウムが包含され、ランタンが好ま
しい。
好ましくは、ランタン安定化アルミナは、２～７重量％の酸化ランタンを含有する。
本発明の方法は、触媒促進剤、好ましくはＮｄ、Ｂａ、Ｃｅ、Ｌａ、Ｐｒ、Ｍｇ、Ｃａま
たはＳｒから選択される触媒促進剤を利用してもよく、ＮｄおよびＢａが特に適当である
。触媒促進剤はスラリーに添加してもよいし、あるいは別々に含浸させてもよい。
さらに好ましくは、本発明の方法は、触媒組成物からの硫化水素の放出の抑制に有効な化
合物を利用するものである。適当なこのような化合物には、ＮｉＯ、Ｆｅ2Ｏ3、およびＢ
ａＯが包含され、ＮｉＯが好ましい。
適切なこととしては、本発明による方法は、高温触媒支持体物質または低温触媒支持体物
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質の一方または他方における白金族金属の優先的吸収の防止に有効である化合物を利用す
る。好ましいこのような化合物には、クエン酸、酢酸またはシュウ酸が包含される。
別の見地から、本発明は、上述の方法のいずれかにより製造された白金族金属の３元触媒
組成物である。
さらに別の見地から、本発明は、各触媒成分が同一ウォッシュコート層中の別個独立の粒
子として触媒組成物の中に存在する、高温触媒成分と、低温触媒成分とを含んでなり、触
媒組成物の中に存在する高温触媒支持体物質および低温触媒支持体物質の量が、各触媒支
持体物質において要求される１または２以上の白金族金属の量、および各触媒支持体物質
のそれぞれの初期水吸収能力により決定されている、白金族金属の３元触媒組成物である
。
好ましくは、高温触媒支持体物質および低温触媒支持体物質の水吸収能力は、それぞれ、
０．２～１．０ｍｌ／ｇおよび０．５～２．５ｍｌ／ｇ、である。
適切なこととしては、触媒組成物中の高温触媒成分および低温触媒成分は２０ミクロンよ
り小さい、好ましくは１～２０ミクロン、より好ましくは約５ミクロン、の平均粒度を有
する。
先行技術の前述の説明から理解できるように、同一３元変換触媒の中において高温触媒成
分および低温触媒成分を組み合わせるという概念は既知である。しかしながら、本発明は
、独特の製造技術を利用することによって、双方の触媒成分を単一のウォッシュコート層
の中に好都合に組み込むことを可能とする。この製造技術は、最終触媒組成物が単一のウ
ォッシュコート層の中に高温触媒機能および低温触媒機能の双方を有するように、同一ウ
ォッシュコートのスラリーの中に２つの別個独立の触媒支持体物質を組込むことを伴う。
本発明の主要な特徴は、触媒支持体物質はウォッシュコートのスラリー中で溶液であって
はならず、あるいはゾルの中に見出される非常に小さい粒子として存在してはならない、
ということである（ゾル粒子の大きさの程度はナノメートルの範囲である）。本発明の利
益を得るために、ウォッシュコートのスラリー中の不溶性触媒支持体物質の好ましくは少
なくとも１ミクロン、より好ましくは約５ミクロン、の平均粒度を有するべきである。し
かしながら、粒度が大き過ぎる（例えば、２０ミクロンより大きい）場合、ウォッシュコ
ートを非多孔質支持体に付着させることが困難になるおそれがある。
本発明の他の重要な特徴は、触媒支持体物質の分離を維持するために、触媒支持体物質を
別のスラリー中でボールミリングし、次いでこれらのスラリーを混合すべきであることで
ある。最終ブレンドを非多孔質支持体上にコーティングする。
本発明のなお他の重要な特徴は、高温触媒支持体物質および低温触媒支持体物質の初期湿
潤の水吸収能力である。なぜなら、これらの水吸収能力は触媒組成物を製造方法に関係す
るばかりでなく、また触媒の作製の明細にも関係するからである。触媒は２つの酸化物支
持体物質を含有し、これらの支持体物質の例はジルコニウム安定化セリアおよびランタン
安定化アルミナであるが、非安定化アルミナを使用してもよい。白金族金属（例えば、パ
ラジウム）は、２つの酸化物支持体物質の間で配分される。本発明の１つの態様において
、パラジウムは水溶液から２つの酸化物支持体物質の混合物から成るウォッシュコートの
中に含浸され、そしてパラジウムが２つの酸化物の間に配分される方法はそれぞれの酸化
物が吸収する水性含浸溶液の部分量に依存する。例えば、有効パラジウムの５０％をジル
コニウム安定化セリア上に担持させ、そして有効パラジウム残りの５０％をランタン安定
化アルミナ上に担持させることが必要な場合、触媒組成物中のジルコニウム安定化セリア
の水吸収（すなわち、吸収された水ｍｌ／ｇ×触媒中のｇ））が触媒組成物中のランタン
安定化アルミナの水吸収に等しいように、ウォッシュコートは配合されるであろう。こう
して、酸化物支持体物質の比は相対的水吸収により特定され、そして酸化物支持体物質の
絶対量は触媒組成物において必要な支持体の量により特定される（さらに詳しくは、ある
量のＺｒ安定化セリアが適切な性能のために必要とされる）。パラジウムの望ましい配分
は、触媒組成物に要求される役割に依存する。ある用途においては、等しい量の高温触媒
成分および低温触媒成分が必要である。他の用途においては、低温化合物よりも多い高温
化合物が必要である（またはその逆）。例えば、（ａ）Ｐｄ／ＺｒＣｅＯ2として２７％
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のＰｄ－Ｐｄ／ＬａＡｌ2Ｏ3として７３％のＰｄから
（ｂ）Ｐｄ／ＺｒＣｅＯ2として７３％のＰｄ－Ｐｄ／ＬａＡｌ2Ｏ3として２７％のＰｄ
までの範囲のパラジウムの配分を有する触媒組成物が、本発明の方法に従い製造された。
触媒組成物を製造する別の方法において、全パラジウムの一部分を塊の形態の高温触媒支
持体物質の中に含浸させ、そしてパラジウムの残りの部分を塊の形態の低温触媒支持体物
質の中に含浸させ、次いでウォッシュコートのスラリーを形成させる。含浸されたパラジ
ウムはウォッシュコートの中に本質的に不溶性であるので、それは最終触媒組成物におい
てその関係する酸化物支持体物質と相互作用した状態で残存する。この態様において、ま
た、２つの酸化物支持体物質の比は、相対的水吸収および、例えば、ジルコニウム安定化
セリアと緊密に相互作用するパラジウムと、ランタン安定化アルミナと緊密に相互作用す
るパラジウムと間の所望の配分に基づいて選択される。
本発明のある種の態様およびそれらの効能を下記の実施例により説明する。
実施例１
約１．８５ｍｌ／ｇの初期湿潤度水吸収を有するＬａ安定化Ａｌ2Ｏ3を水中で約５５重量
％の固形分の組成においてスラリー化して、スラリーＡを調製した。次いで、スラリーＡ
を約５ミクロンの平均粒度に湿式微粉砕した。別に、塊のＮｉＯを水中で約４重量％の固
形分の組成においてスラリー化し、約５ミクロンの平均粒度に湿式微粉砕した。ＮｉＯス
ラリーを湿式微粉砕した後、約０．５ｍｌ／ｇの初期湿潤度水吸収を有するＺｒ安定化セ
リアをＮｉＯスラリーに添加し、生ずるスラリーを約５ミクロンの平均粒度にさらに湿式
微粉砕して、スラリーＢを調製した。スラリーＡおよびスラリーＢを特定の比（所望の触
媒組成物に従い１：２．３６）で混合し、そして浸漬するか、あるいはウォッシュコート
のカーテンを通過させることによって、モノリシック菫青石支持体上に塗布した。過剰の
ウォッシュコートを圧縮空気により吹き飛ばし、次いで被覆された支持体を６０℃におい
て乾燥し、流動空気中で５００℃において焼成した。次いで焼成された被覆支持体をＰｄ
（ＮＯ3）2／クエン酸／Ｎｄ（ＮＯ3）3の水溶液の中に浸漬するか、あるいはこの溶液の
カーテンを通過させ、過剰の溶液を圧縮空気により吹き飛ばした（浸漬１）。ウォッシュ
コートの孔をちょうど充填する溶液の量が所望の付着量を与えるために十分なＰｄおよび
Ｎｄを含有するように、Ｐｄ（ＮＯ3）2／クエン酸／Ｎｄ（ＮＯ3）3の溶液を吸収させた
。生ずる含浸された塊を６０℃において乾燥し、流動空気中で５００℃において焼成した
。最後に、焼成された塊を酢酸バリウムの水溶液（約１５０ｇのＢａ／ｌ）の中に浸漬す
るか、あるいは同一溶液のカーテンを通過させ、過剰の溶液を圧縮空気により吹き飛ばし
た（含浸２）。ウォッシュコートをちょうど充填する溶液の量が所望の付着量を与えるた
めに十分なバリウムを含有するように、酢酸バリウム溶液を吸収させた。最後に、バリウ
ム含浸された塊を６０℃において乾燥し、流動空気中で５００℃において焼成した。
この実施例１に従い調製された触媒組成物は、安定化アルミナ上にほぼ６２％、安定化セ
リア上に３８％というパラジウムの配分を有した。
この実施例１の変形例として、ＮｉＯを前もって微粉砕し、次いでＺｒ安定化セリアを添
加する代わりに、ＮｉＯおよびＺｒ安定化セリアを共微粉砕することによって、スラリー
Ｂを調製した。
実施例２
（参考例）
約１．８５ｍｌ／ｇの初期湿潤度水吸収を有するＬａ安定化Ａｌ2Ｏ3の中にＰｄ（ＮＯ3

）2の水溶液を含浸させ、そして湿潤粉末を６０℃において乾燥し、静止した空気中で５
００℃において焼成した。こうして得られたＰｄ／Ｌａ安定化Ａｌ2Ｏ3粉末を、実施例１
におけるようにスラリーＡの調製に使用したＬａ安定化Ａｌ2Ｏ3の一部分またはすべての
代りに使用した。別に、約０．５ｍｌ／ｇの初期湿潤度水吸収を有するＺｒ安定化ＣｅＯ

2の中にＰｄ（ＮＯ3）2の水溶液を含浸させ、そして生ずる湿潤粉末を６０℃において乾
燥し、静止した空気中で５００℃において焼成した。こうして得られたＰｄ／Ｚｒ安定化
ＣｅＯ2粉末を、実施例１におけるようにスラリーＢの調製に使用したＺｒ安定化ＣｅＯ2

の一部分またはすべての代りに使用した。Ｐｄ含浸をスラリーの調製の前に既に実施した
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以外、触媒の製造の残部は実施例１の方法と同一であった。
注：
（ｉ）　触媒製造の変更された方法において、スラリーＡの調製の間にＬａ安定化Ａｌ2

Ｏ3とバリウム化合物（例えば、硫酸バリウム、硝酸バリウムまたは酢酸バリウム）を共
微粉砕することによって、バリウムをウォッシュコーティング工程において含めさせるこ
とができる。このように変えることにより、製造が３工程から２工程に減少され、製造コ
ストが低減される。
（ｉｉ）　硝酸塩、酢酸塩および塩化物は適当な含浸塩である。
（ｉｉｉ）　触媒組成物は非Ｐｄ含有Ｚｒ安定化セリアおよび非Ｐｄ含有Ｌａ安定化アル
ミナを含有していてもよい。
（ｉｖ）　非安定化セリアおよび非安定化アルミナを使用することができる。
（ｖ）　上記の実施例１および２および下記の実施例３において得られた触媒は同一組成
を有した、すなわち、
（ａ）　　２．１％　　　　　　Ｐｄ
（ｂ）　　５２．５％　　　　　Ｚｒ安定化ＣｅＯ2

（ｃ）　　２３．０％　　　　　Ｌａ安定化Ａｌ2Ｏ3

（ｄ）　　６．９％　　　　　　Ｎｄ2Ｏ3

（ｅ）　　１３．４％　　　　　ＢａＯ
（ｆ）　　２．１％　　　　　　ＮｉＯ
すべての百分率は重量％である。
（ｉｖ）　本発明の他の有用な触媒組成物は下記の通りである：

再び、すべての百分率は重量％である。
（ｖｉｉ）　すべての触媒系に関し、触媒の貴金属含量を幅広く変化させることができる
。また、ウォッシュコート付着量が０．２７４ｇ／ｃｍ3までの範囲にわたる同様な組成
物を試験し、これは有望であることが見出された。
実施例３
（比較例）
この実施例は、可溶性セリアがウォッシュコートの中に存在する、本発明に従わない、比
較触媒に関する。
炭酸セリウムを水中でスラリー化した。１０％過剰量の氷酢酸をこのスラリーに添加して
、炭酸セリウムを酢酸セリウムに完全に変換させた。次いで、酢酸ジルコニウムを前述の
混合物に添加した。最後に、Ｌａ安定化アルミナおよびＮｉＯを添加して、ほぼ５０％の
固形分を有するスラリーを形成させた。スラリーを約５ミクロンの平均粒度に微粉砕し、
浸漬により（あるいはウォッシュコートのカーテンを通過させることによって）平滑なモ
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ノリシック支持体に塗布した。過剰のウォッシュコートを圧縮空気により吹き飛ばした後
、被覆された支持体を６０℃において乾燥し、流動空気中で５００℃において焼成した。
所望のウォッシュコートの付着量を達成するためには、このプロセスを反復しなくてはな
らないことがある。焼成された触媒をＰｄ（ＮＯ3）2／クエン酸／Ｎｄ（ＮＯ3）2の水溶
液の中に浸漬し（あるいは同一溶液のウォッシュコートのカーテンを通過させ）、過剰の
溶液を圧縮空気により吹き飛ばした（含浸１）。ウォッシュコートの孔をちょうど充填す
る溶液の量が所望の付着量を与えるために十分なＰｄおよびＮｄを含有するように、この
含浸溶液を吸収させた。こうして得た含浸された塊を６０℃において乾燥し、流動空気中
で５００℃において焼成した。最後に、焼成された塊を酢酸バリウムの水溶液の中に浸漬
し（あるいは同一溶液のカーテンを通過させ）、過剰の溶液を圧縮空気により吹き飛ばし
た（含浸２）。ウォッシュコートの孔をちょうど充填する溶液の量が所望の付着量を与え
るために十分なバリウムを含有するように、その溶液を吸収させた。その含浸された塊を
６０℃において乾燥し、流動空気中で５００℃において焼成した。
実施例４
（試験結果）
実施例１、２および３の実験室の試験を下記の方法で実施した。
直径２．５４ｃｍ、長さ３０ｍｍの円筒形コアを、実施例１、２および３の含浸された塊
の各々から切断した。５分毎に１％ＣＯ／１０％Ｈ2Ｏ／２０ｐｐｍＳＯ2／残部のＮ2と
０．５％Ｏ2／１０％Ｈ2Ｏ／２０ｐｐｍＳＯ2／残部のＮ2との間で循環可能に制御された
雰囲気を有する炉の中に、各コアを入れた。炉を１０５０℃に加熱し、その温度で１２時
間保持した。各コアを取り出し、下記の平均のシミュレーションにより得られた排気ガス
の組成を有する乏しい／富んだ循環した条件下に、２３．８標準リットル／分の合計の流
速で、実験室の反応器において試験した：
２００ｐｐｍ　　　　　　　　　Ｃ3Ｈ8

２００ｐｐｍ　　　　　　　　　Ｃ3Ｈ6

１％　　　　　　　　　　　　　ＣＯ
２０００ｐｐｍ　　　　　　　　ＮＯ
０．３３％　　　　　　　　　　Ｈ2

０．７５５％　　　　　　　　　Ｏ2

１４％　　　　　　　　　　　　ＣＯ2

１０％　　　　　　　　　　　　Ｈ2Ｏ
残部　　　　　　　　　　　　　Ｎ2

この入口ガスの組成を達成した後、入口ガス温度を５５０℃に上昇させ、合計のＨＣ、Ｃ
ＯおよびＮＯｘの変換率を測定した。次いで温度を４５０℃に低下させ、変換率を再び測
定し、最後に温度を３５０℃に低下させ、変換率をなお再び測定した。
実施例１、２および３の触媒についてのデータを下記の表に記載する。

上記の表から理解できるように、実施例１および２に従い製造された触媒は、ウォッシュ
コート中に可溶性のセリアを有する実施例３に従い製造された触媒よりも実質的によりす
ぐれる。
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