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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）１種またはそれ以上の貴金属成分を含有する少なくとも２つのウォッシュコート
層で被覆された基材と、
　（ｂ）多孔質耐火性酸化物と、１種またはそれ以上の卑金属酸化物とを含む上塗層と、
を有する自動車排気ガス処理触媒であって、
　前記卑金属酸化物が、酸化ランタンである場合、前記酸化ランタンは０．２ｇ／ｉｎ3

（０．０１２２ｇ／ｃｍ３）以下の量で存在し、及び
　前記上塗層が貴金属成分を含有せず、そして
　前記上塗層が、１種またはそれ以上の貴金属成分を含有する、少なくとも２つの、一組
となったウォッシュコート層の間に設けられ、その一組のウォッシュコート層が下部ウォ
ッシュコート層及び上部ウォッシュコート層を含み、前記上塗層は下部ウォッシュコート
層の上に被覆されており、及び
　前記上部ウォッシュコート層は、前記基材の下流部分の上に被覆され、これにより前記
上部ウォッシュコート層により被覆されていない上流の有害物質捕獲領域が形成されるこ
とを特徴とする自動車排気ガス処理触媒。
【請求項２】
　前記（ａ）の基材の少なくとも１つのウォッシュコート層は、酸素貯蔵成分を含むこと
を特徴とする請求項１に記載の自動車排気ガス処理触媒。
【請求項３】
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　前記上塗層が酸素貯蔵成分を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の自動車排気
ガス処理触媒。
【請求項４】
　前記基材はハニカムモノリスである、請求項１～３の何れか１項に記載の自動車排気ガ
ス処理触媒。
【請求項５】
　前記多孔質耐火性酸化物はアルミナである、請求項１～３の何れか１項に記載の自動車
排気ガス処理触媒。
【請求項６】
　前記ウォッシュコート層の少なくとも１つは、さらに酸素貯蔵成分を有する、請求項１
～３の何れか１項に記載の自動車排気ガス処理触媒。
【請求項７】
　前記上塗層の厚さは、１０ミクロン～１２０ミクロンである、請求項１～３の何れか１
項に記載の自動車排気ガス処理触媒。
【請求項８】
　前記多孔質耐火性酸化物は、粒子内および／または粒子間に孔を有し、前記孔の半径は
、１０～５００オングストロームの範囲である、請求項１～３の何れか１項に記載の自動
車排気ガス処理触媒。
【請求項９】
　前記上塗層は、さらに酸素貯蔵成分を有する請求項１～３の何れか１項に記載の自動車
排気ガス処理触媒。
【請求項１０】
　前記上塗層は、さらに、イットリウム、ニオブ、ランタン、プラセオジム、ネオジム、
プロメチウム、サマリウム、ジスプロジウムおよびイッテルビウムを含有する化合物から
なる群から選択されるさらなる成分を有する、請求項９に記載の自動車排気ガス処理触媒
。
【請求項１１】
　排気ガス流を自動車排気ガス処理触媒に接触させる工程を有する自動車排気ガス処理方
法であって、
　前記触媒は、オイルおよび／または燃料由来の添加剤の汚染に対する耐性が強化され、
前記触媒は、前記排気ガスと最初に接触する上流端と、下流端とを備えた基材を有し、且
つ前記触媒は、
　（ａ）前記基材上に被覆された、１種またはそれ以上の貴金属成分を含有する少なくと
も２つのウォッシュコート層と、
　（ｂ）多孔質耐火性酸化物と、１種またはそれ以上の卑金属酸化物とを含む上塗層を有
し、
　前記卑金属酸化物が、酸化ランタンである場合、前記酸化ランタンは０．２ｇ／ｉｎ3

（０．０１２２ｇ／ｃｍ３）以下の量で存在し、及び
　前記上塗層が貴金属成分を含有せず、そして
　前記上塗層が、１種またはそれ以上の貴金属成分を含有する、少なくとも２つの、一組
となったウォッシュコート層の間に設けられ、その一組のウォッシュコート層が下部ウォ
ッシュコート層及び上部ウォッシュコート層を含み、前記上塗層は下部ウォッシュコート
層の上に被覆されており、及び
　前記上部ウォッシュコート層は、前記基材の下流部分の上に被覆され、これにより前記
上部ウォッシュコート層により被覆されていない上流の有害物質捕獲領域が形成され、
　さらに
　（ｃ）前記排気ガスが前記触媒を上流端から下流端に通過することを特徴とする自動車
排気ガス処理方法。
【請求項１２】
　前記（ａ）の基材の少なくとも１つのウォッシュコート層は、酸素貯蔵成分を含むこと
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を特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記上塗層が酸素貯蔵成分を含むことを特徴とする請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記基材は、ハニカムモノリスである、請求項１１～１３の何れか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ウォッシュコート層の少なくとも１つの層は、さらに、セリア、セリウムおよびジ
ルコニウムの混合酸化物、ならびに、セリウム、ジルコニウム、プラセオジム、ネオジム
および／またはランタンまたはイットリウムなどの安定剤の混合酸化物からなる群から選
択された酸素貯蔵成分を有する、請求項１１～１３の何れか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記多孔質耐火性酸化物はアルミナである、請求項１１～１３の何れか１項に記載の方
法。
【請求項１７】
　前記上塗層が更に、酸素貯蔵成分を含むことを特徴とする請求項１１～１３の何れか１
項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記卑金属酸化物は、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物、遷移金属酸化物
および希土類金属酸化物からなる群から選択される、請求項１～３の何れか１項に記載の
自動車排気ガス処理触媒。
【請求項１９】
　前記卑金属酸化物は、酸化バリウム、酸化ストロンチウム、酸化マグネシウム、及び酸
化カルシウムから成る群から選ばれることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載
の自動車排気ガス処理触媒。
【請求項２０】
　前記アルカリ土類金属酸化物が、酸化バリウム及び酸化ストロンチウムから成る群から
選ばれることを特徴とする請求項１８に記載の自動車排気ガス処理触媒。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全般として、自動車排気ガス処理システムにおいて、オイル由来および／ま
たはガソリン添加剤化合物の悪影響を最小限にするためのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の排出制御は、成熟した産業である。自動車メーカーおよび下請け業者は、１９
６５年のアメリカ合衆国排ガス規正法およびこれに続く他国の法律により、自動車の排気
ガス排出の制御および低減をするために挑戦を続けてきた。さらに、カリフォルニア州、
ニューヨーク州およびマサチューセッツ州で販売される車は、カリフォルニア大気資源委
員会（ＣＡＲＢ）により制定され、他の２州で採用されているより厳しい排出基準にも合
わせねばならない。ＣＡＲＢは、新しい自動車に対する将来的な基準も設定している。こ
れは、例えば、極超低公害車（ＳＵＬＥＶ）およびゼロ排気ガスとして部分換算される自
動車（ＰＺＥＶ）である。
【０００３】
　触媒コンバーターを利用することにより、排気ガス限度の定期的な低下に対する準拠が
可能となったので、制御された排出生成分の基本的なエンジン排出は、この３０年で著し
く減少している。触媒コンバーターは、通常、１種またはそれ以上の触媒成分を含有し、
これが炭化水素（ＨＣ），一酸化炭素（ＣＯ）および／または窒素酸化物（ＮＯX）を低
減する。ディーゼルエンジンから粒状物質を低減するよう設計された触媒システムもある
。
【０００４】
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　個々の触媒は、粒子フィルターとして作用する、セラミックまたは金属製の、球または
金属スクリーン上に被覆されうる。しかし、ほとんどの場合、活性触媒成分は、「モノリ
ス」と呼ばれるセラミック製または金属製のハニカム部材上に被覆される。この部類には
、ディーゼル粒子フィルター（ＤＰＦ）として適用されるモノリスも含まれる。活性触媒
成分は、モノリス上に直接置かれてもよいが、大概「ウォッシュコート」の成分として与
えられる。このウォッシュコートは、活性触媒成分を含浸した、金属酸化物などの粒子担
体の水溶性のスラリーである。塗布されたウォッシュコートは、金属酸化物により担持さ
れた触媒が焼成された後に、モノリス上に焼成され、または沈殿させることができる。触
媒コンバーターは１つまたは複数用いられうる。特定の応用に応じて、４つまたは５つま
でのモノリスを、排出流中に連続して並べることができる。
【０００５】
　排出に対する要求は、ますます厳しくなり、新しい触媒と、触媒充填量の増加との双方
の開発が必要となっている。絶対的な排出基準に加えて、排出制御システムの寿命、すな
わち「耐久性」に対する要求も増大している。このように、長い期間に渡っての作動要求
を維持することは、触媒開発における課題ともなり、さらなる触媒性能レベルの上昇が必
要となっている。特に、触媒の充填レベル、とりわけ、貴金属充填レベルが、触媒コンバ
ーターのコストを左右する。全ての要求を満たし、かつ貴金属充填が最小限ですむコンバ
ーターが、触媒メーカーにとって最重要の課題の１つである。
【０００６】
　炭化水素燃料の燃焼時には、さまざまな温度および燃料／空気の化学量論的環境に応じ
て、多数の反応が起こりえ、このような反応の生成物が、触媒の耐久性を制限しうる。例
えば、過去に、燃料中にオクタン価向上剤用のテトラエチル鉛として含まれていた鉛は、
触媒にとって重大な有害物質であることが非常に早期の段階でわかった。したがって、現
在の燃料からは、鉛のオクタン価向上剤は除かれている。
【０００７】
　無鉛燃料に加えられたその他のオクタン価向上剤、例えばメチルシクロペンタジエニル
マンガントリカルボニル（ＭＭＴ）などによっても、排気ガスにマンガンが含まれること
があり、これが過剰な量になれば、触媒層を被覆し、汚し、あるいはこれ以外の形で汚染
しうる。したがって、多くの微量元素が、現在も自動車排気ガス触媒と接触し、その中で
回避不可能なものもある、その中には触媒の耐久性を減少させると知られているものもあ
る。これらの毒性微量元素の全てが、燃料由来のものではない。
【０００８】
　例えば、亜鉛ジアルキルジチオフォスフェート（ＺＤＤＰ）は、長らく酸化防止剤およ
び／または高圧潤滑添加剤として、エンジンオイル中に用いられてきた。とりわけ、現代
の高速エンジンにおいては、ピストン／壁の隙間および密閉性の低下により、オイルが燃
焼室に入ることが多くなり、オイル添加剤または燃焼によるこれらの副生成物が、排出気
体流中に順次流れ込む。このような触媒汚染のメカニズムが、低排出触媒システムの耐久
性に対する主要な障害の１つとなっている。微量の亜鉛、リン、カルシウムおよびこれ以
外の元素が、エンジンオイル中に耐磨耗添加剤として含まれている。このような添加剤の
目的は、エンジンの金属部品がエンジンオイルにより被覆されていない時に、始動時にエ
ンジン部品を過度の磨耗から保護することである。しかし、エンジンがオイルを燃やすの
で、亜鉛およびリンが、触媒コンバーターを通って排出され、これが、排出触媒の活性の
劣化を加速させうる。耐磨耗添加剤をオイルから除くことも可能であるが、これによりエ
ンジンの長期の耐久性に悪影響がある。
【０００９】
　リンや亜鉛などのエンジン耐磨耗添加剤の使用は、多くの文献に記載されている。これ
らの添加剤は、ＺＤＤＰ（これはジチオリン酸亜鉛（ＺＤＴＰ）とも呼ばれる）や、ジチ
オカルバミン酸亜鉛（ＺＤＴＣ）を含有している。オイルに添加されるこれ以外の公開さ
れた亜鉛およびリン添加剤は、極圧添加剤として含まれている金属洗浄剤を含有する。特
許文献１および特許文献２を参照されたい。リンおよび亜鉛は、自動車排気ガス処理触媒



(5) JP 5894223 B2 2016.3.23

10

20

30

40

50

の機能を低下させる有害物質として開示されている。
【００１０】
　ＺＤＤＰなどの自動車オイルの添加剤は、エンジン部品上に耐摩耗性の被覆を形成し、
オイル中の酸化防止剤として作用する。エンジンから、燃焼室を通って、排気システムへ
向かうエンジンオイルの量を最低限にするようにエンジン設計はされているが、少量のエ
ンジンオイルが、このメカニズムにより放出されることは否めない。触媒内の活性部位に
妨害をすることにより、エンジンオイルのＺＤＤＰ添加剤が、触媒コンバーターに悪影響
を与える。このリン含有物質は、触媒表面に沈殿する可能性があり、これにより触媒表面
を汚し、または酸化アルミニウムおよび酸化セリウムなどのウォッシュコート成分と反応
し、安定した相互作用化合物を形成し、そこに永久に留まる。この現象は、一般に「リン
汚染」と呼ばれる。リン汚染により、ウォッシュコート表面面積が失われ、貴金属分散に
より触媒が汚れる。ＺＤＤＰ添加剤のリン種は、酸素貯蔵成分とも反応し、酸素貯蔵能力
も低下させる。
【００１１】
　リン汚染のメカニズムは、非常に複雑で、作動温度、エンジンのオイル消費およびオイ
ル消費源にきわめて依存する。例えば、特許文献３に記載されているように、オイル漏れ
がピストンリングを越えて燃焼室に入ると、オイルは燃焼プロセスを通過する。これによ
り、リンおよび／または亜鉛化合物のある種のものが（他の汚染物質と共に）発生する。
特定の化合物は、作動条件に応じて、触媒コンバーターに対して、特定の非活性化効果を
及ぼす。他方、排気弁ガイドおよびステムを通過したオイル漏れは、燃焼プロセスを通過
しないかもしれないが、異なる種類の触媒コンバーター汚染を引き起こす。すなわち、触
媒層を覆うグレーズ層を形成する。
【００１２】
　エンジンオイル中のＺＤＤＰを０にするまたは減少させる方策に関して、研究が行われ
ている。ＺＤＤＰの代替物で、ＺＤＤＰに類似した酸化防止特性および耐磨耗特性を提供
する物質が製造されている。しかし、ＺＤＤＰの代替物は、桁違いにコスト高である。エ
ンジンオイルは、ＺＤＤＰの量をより少なくして調合することができるが、エンジン磨耗
およびオイル酸化が増加し、前者によりエンジン寿命が制限され、後者によりエンジンオ
イルの寿命が短くなってしまう。
【００１３】
　内燃機関の排気ガスなどの気体流を処理するために、触媒組成物を利用することは、当
技術分野で周知である。さらに、酸化硫黄（ＳＯX）および酸化リン（ＰＯX）が汚染をす
る、すなわち、このような処理に用いられる多くの触媒を非活性化することも周知である
。ＳＯXは、ガソリンおよびディーゼル燃料中に頻繁に見られる硫黄化合物の不純物が酸
化された結果生じるので、特に問題である。ＰＯXは、エンジン潤滑オイル中のリン化合
物からしばしば発生する。当技術分野では（例えば、特許文献４を参照）、保護部（例え
ば、アルミナ）またはフィルターを触媒の前に置いて、ＳＯXおよび／またはＰＯXから触
媒を保護する試みが公知である。しかしながら、自動車の下の空間は、これ以外の装置ま
たは保護部またはフィルターを置こうとしても制限され、有害物質の一部のみは捕捉して
も、他の物質を通過させ、触媒層上に沈殿させてしまうという問題が発生する。
【００１４】
　特許文献５および特許文献６には、アルミナを含有するリントラップを、オイル再循環
システム中に挿入し、再循環されるオイルから疑わしい成分を除去し、これにより排気触
媒を保護することが提案されている。しかし、このようなシステムは、保護の程度が非効
率的であり、早急にオイルを汚し、オイルから望ましい酸化防止剤を除去してしまうこと
がありうる。
【００１５】
　吸着剤と触媒とを組み合わせて、触媒汚染を低減させることは、当技術分野で公知であ
る。例えば、非特許文献１に、このことが示されている。この論文には、希薄ＮＯX気体
中でＮＯXを軽減することが書かれ、貴金属（主に、白金）、様々なアルカリ金属酸化物
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およびアルカリ土類金属酸化物（主に、酸化バリウム）、および希土類金属酸化物を有す
る材料をアルミナなどの担体上に載せることが書かれている。この論文の４７頁には、Ｎ
ＯX貯蔵化合物と触媒成分とを、共通の担体材料上に分散させるという概念が開示されて
いる。
【００１６】
　特許文献７及び非特許文献２では、耐火性担体を有し、この上にパラジウムおよびロジ
ウム触媒金属成分を含有する活性層を沈殿させ、これがアルミナ、セリウム化合物、スト
ロンチウム化合物およびジルコニウム化合物上に分散されているという触媒組成が開示さ
れている。
【００１７】
　特許文献８、特許文献９および特許文献１０では、多量の酸化セリウム（セリア）のバ
ルクを用いて、ロジウム以外の白金族金属用の耐火性酸化物担体を提供することが開示さ
れている。セリア粒子に小さい白金の結晶を多く分散させて、アルミニウム化合物溶液に
含浸させて安定化し、続いて焼成を行う。
【００１８】
　特許文献１１は、無機基材とこの基材表面上に堆積している耐熱性の貴金属の触媒とか
らなる第１の多孔質の担持体層、および、前記多孔質の担持体層の表面上に支持された、
耐熱性の貴金属触媒を有する第２の非多孔質の担持体層を有する触媒を開示している。
【００１９】
　特許文献１２は、ハニカム担持体と、排気ガスを浄化する触媒作用を行う貴金属とを有
する排気ガス浄化用触媒を開示している。この担持体は、異なる種類のアルミナ粉末を含
有する２つのスラリーにより被覆される。続いて、このアルミナ被覆されたハニカムは、
貴金属溶液中に浸される。
【００２０】
　特許文献１３は、自動車用の層状の触媒を開示し、ここで、下層は、希土類酸化物を含
有するアルミナ担体上に、分散された白金、または、白金およびロジウムを有し、上塗層
は、アルミナ、ジルコニアおよび希土類酸化物を有する担体上に、分散されたパラジウム
およびロジウムを有する。
【００２１】
　特許文献１４は、自動車用の層状の触媒を開示し、この触媒は第１層および第２層を有
し、第１層は、アルミナ、ランタナおよび他の希土類酸化物を含有する担体上に、分散さ
れたパラジウムを有し、第２層は、アルミナ、ジルコニア、ランタナおよび希土類酸化物
を有する担体上に分散されたロジウムを有する。
【００２２】
　特許文献１５は、排気ガスを浄化するためのモノリス三元触媒を製造する方法を開示し
ている。酸化セリウムを含有する活性アルミナ粉末がセリア粉末と共に分散された被覆ス
リップで、担持体を処理し、その後処理された担持体を焼くことにより、混合酸化物の被
覆が、モノリス担持体上に塗布される。次に、白金、ロジウムおよび／またはパラジウム
が、熱分解により被覆された酸化物上に堆積する。選択的に、ジルコニア粉末を、被覆ス
リップ上に加えてもよい。
【００２３】
　特許文献１６は、排気ガス処理用の触媒組成物を開示しているが、この組成物は、第１
担体を有し、この第１担体上には、少なくとも１つの酸素貯蔵成分と少なくとも１つの貴
金属成分とが分散され、このすぐ上に酸化ランタンを有する上部層が分散されている。こ
の組成物は、選択的に第２担体を有することもできる。触媒層は、酸化ランタンから分離
されている。貴金属は、白金、パラジウム、ロジウム、ルテニウムおよびイリジウムを含
みうる。酸素貯蔵成分は、鉄、ニッケル、コバルトおよび希土類からなる群の金属の酸化
物を含みうる。この希土類の一例は、セリウム、ランタン、ネオジム、プラセオジムなど
である。
【００２４】
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　エンジン技術および排気ガス処理技術により、エンジンを通過し排気ガス処理触媒に入
るリン化合物および亜鉛化合物を含む潤滑油のレベルは低減し、様々な政府の規制に従っ
て、排気ガスを処理する触媒は十分な活性を有する。しかし、エンジンの性能は、増強し
続け、環境規制はより厳しくなり続けているので、排気ガス触媒の活性は、より増強され
ねばならず、例えば１５０，０００マイル（１マイル＝１０６０９．３４４ｍ）というエ
ンジンのより長い寿命に合うように保守されねばならない。マイルが伸びるにつれ（例え
ば、１００、０００マイルを超えると）、エンジンが消費するオイルの量が増えるという
ことも、一般的である。これにより、エンジンから排出処理触媒に進む化合物、特にリン
化合物および/または亜鉛化合物などが多いに増加してしまう。低排出自動車は、エンジ
ンオイルまたは燃料添加物の有害物質に許容を有する排気ガス後処理システムにより有利
になる。
【００２５】
　エンジン性能が上がり、エンジンの寿命が延びているので、毒性耐性触媒がその機能を
維持することが望まれている。低下した触媒活性を補償するために、触媒中の貴金属触媒
の充填を増やさずに、排出触媒の耐久性を低下させる触媒に対する有害物質を効果的に除
去し、あるいはこれに十分耐性がある手段を提供することが望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２６】
【特許文献１】米国特許４，６７４，４４７号
【特許文献２】米国特許５，６９６，０６５号
【特許文献３】米国特許６，７２７，０９７号
【特許文献４】米国特許出願２００３／０１８８５２６号
【特許文献５】日本特許出願５５ １５１１０９号
【特許文献６】日本特許出願５６ ０４４４１１号
【特許文献７】米国特許５，２０２，３００号
【特許文献８】米国特許４，７１４，６９４号
【特許文献９】米国特許４，７２７，０５２号
【特許文献１０】米国特許４，７０８，９４６号
【特許文献１１】日本公開特許５２５３０／１９８４号
【特許文献１２】日本公開特許３１８２８／１９８５号
【特許文献１３】日本特許Ｊ－６３－２０５１４１－Ａ号
【特許文献１４】日本特許Ｊ－６３－０７７５４４－Ａ号
【特許文献１５】米国特許４，５８７，２３１号
【特許文献１６】米国特許４，９２３，８４２号
【非特許文献】
【００２７】
【非特許文献１】Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｃａｔａｌｙｓｉｓ Ｆｏｒ Ａ Ｂｅｔｔ
ｅｒ Ｗｏｒｌｄ ａｎｄ Ｌｉｆｅの第１回世界大会（１９９５年５月１日～５日、イタ
リア、ピサ開催）論文集（イタリア、ローマのＳｏｃｉｅｔｅ Ｃｈｅｍｉｃａ Ｉｔａｌ
ｉａｎａ発行）４５～４８頁、Ｔａｋａｈａｓｈｉ他による論文、”Ｔｈｅ Ｎｅｗ Ｃｏ
ｎｃｅｐｔ ３－Ｗａｙ Ｃａｔａｌｙｓｔ Ｆｏｒ Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ Ｌｅａｎ－Ｂ
ｕｒｎ Ｅｎｇｉｎｅ Ｓｔｏｒａｇｅ ａｎｄ Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ Ｃａｔａｌｙｓｔ“
【非特許文献２】“Ｃａｔａｌｙｓｔ Ｆｏｒ Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｅｘｈａ
ｕｓｔ Ｇａｓ”、Ｍ．Ｆｕｎａｂｉｋｉ他、１９９３年４月１３日発行
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　内燃機関用の排気ガス処理システムであって、触媒部材に対する有害汚染を軽減するシ
ステムが開示されている。本発明のこの触媒部材は、１種またはそれ以上の触媒を含有す
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る少なくとも１つのウォッシュコート層で被覆された基材を有する。この触媒は、汚染物
質、特に窒素酸化物（ＮＯX）、炭化水素（ＨＣ），一酸化炭素（ＣＯ）を軽減する。こ
の触媒部材は、さらに、上塗層を有するが、これは、リン、亜鉛、カルシウムおよびマン
ガン誘導体（例えば、ＭＭＴ）などの、触媒に対して入ってくる有害物質を捕獲し、捕捉
し、これと反応し、および／またはこれらを保持し、これにより触媒ウォッシュコート層
の汚れまたは汚染を回避するおよび／または低減させる。従来の触媒汚染による妨害をな
くして、全般的な触媒活性およびしたがって貴金属成分の長期間にわたる耐久性が増強さ
れる。逆にいうと、老化した触媒活性および耐久性を上げるにより、触媒システム内で高
価な貴金属の必要量を低減することができる。
【００２９】
　１つの実施形態では、非常に多孔質な耐火性酸化物、および、選択的に１種またはそれ
以上の卑金属酸化物を含有する薄い層が、触媒被覆された基材上に被覆され、ガソリンま
たはエンジンオイル添加剤に由来する、Ｐ、Ｚｎ、Ｃａ，Ｍｎ、硫黄などの入ってくる有
害物質を捕捉することにより、熱移動後の汚れおよび／または好ましくない相互作用から
、触媒層を保護することができる。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　自動車排気ガス触媒組成物は、概して、適切な耐熱性および化学耐性のある基材上に被
覆されている。スラリーあるいは液体状で基材上に塗布されるこの触媒被覆組成物は、ウ
ォッシュコートと呼ばれる。このような自動車の触媒は、潤滑油添加剤または燃料添加剤
に由来するリン、亜鉛、カルシウム、マンガン、硫黄およびこれ以外の化合物による汚染
の影響を受けやすい。この有害物質は、ウォッシュコート表面上に蓄積し、物理的な拡散
障壁になり、あるいは、ウォッシュコート内の触媒材料と相互作用して、触媒活性をなく
してしまう可能性がある。毒性レベルおよび毒性の種類は、エンジンの設計および触媒の
作用条件および位置に応じて様々でありうる。
【００３１】
　本発明は、触媒部材または触媒コンバーターを有する排気ガス処理システムを提供する
。この触媒部材または触媒コンバーターは基材を有し、この基材上に、汚染物質、特にＮ
ＯX、ＨＣおよびＣＯを軽減するために、それぞれ１種またはそれ以上の触媒を含有する
、１つまたは複数のウォッシュコート層が被覆されている。ここで「ウォッシュコート」
という用語は、基材となる担持体材料上に塗付する形で、触媒材料または他の材料を、薄
く接着被覆する技術における、通常の意味を有する。この基材担持体材料は、処理される
気体流を通過させるのに十分な孔を有するハニカムタイプの担持体部材である。触媒部材
は、さらに、リン、亜鉛、カルシウムおよびマンガン誘導体（例えば、ＭＭＴ）などの入
ってくる触媒に対する有害物質を捕獲、捕捉し、これと反応しおよび／またはこれを保持
する、薄い、軸上に置かれる上塗層で被覆されている。本発明の触媒ウォッシュコートお
よび保護膜は、モノリス基材などの適切な担持体または基材上で担持されるが、これは、
すなわち、耐火性セラミックまたは金属ハニカム構造、または、球などの耐火性粒子また
は適切な耐火性材料の短い押し出し成型部分である。
【００３２】
　本発明の上塗層は、その下にある触媒に対する有害汚染を軽減するために、触媒で被覆
された基材上に被覆されうる。好ましくは、本発明の上塗層は、１種またはそれ以上の触
媒と選択的に酸素貯蔵成分とを含有する1つまたは複数のウォッシュコート層上に被覆さ
れる。しかしながら、上塗層を、１つまたは複数の触媒含有ウォッシュコート層の間に設
けても良い。
【００３３】
　より具体的には、本発明の上塗層は、非常に多孔質な耐火性酸化物、および１種または
それ以上の卑金属酸化物を含有する薄い層を有する。この上塗層は、いずれの貴金属をも
含まないことが好ましい。しかし、この上塗層は、１種またはそれ以上の貴金属を低量含
有しても良い。ここで用いられる、１種またはそれ以上の貴金属を「低量」含有するとは
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、上塗層が含有しうる貴金属の全充填が、２０ｇ／ｆｔ3未満（７．０６×１０－４ｇ／
ｃｍ３未満）、５ｇ／ｆｔ3未満（１．７７×１０－４ｇ／ｃｍ３未満）、３ｇ／ｆｔ3（
１．２６×１０－４ｇ／ｃｍ３未満）未満または１ｇ／ｆｔ3（３．５３×１０－５ｇ／
ｃｍ３未満）未満であることを意味する。上塗層の非常に多孔質な耐火性酸化物は、触媒
に対する有害物質を捕捉するために、多孔質のマトリックスを提供する。この多孔質のマ
トリックスは、排気ガスを下にある触媒に透過させつつ、卑金属酸化物の基材ともなる。
一般に、アルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニアまたはシリカ－アルミナなどのいずれ
の非常に多孔質な耐火性酸化物を用いることができ、これは、約１０～約５００オングス
トロームの大きさの粒子内および／または粒子間の孔半径を有し、粒子間距離は、１００
～５００オングストロームである。孔半径は、約２０～約３００オングストローム、また
は、約３０～約２５０オングストロームの例もある。上塗層は、アルミナまたは安定化し
たアルミナを含有することが好ましい。上塗層の卑金属酸化物は、強い安定した錯体を形
成することにより、リン、亜鉛、カルシウムおよびマンガン誘導体（例えば、ＭＭＴ）な
どの、入ってくる触媒に対する有害物質を捕獲し、捕捉し、これと反応し、および／また
はこれらを保持し、これにより、高温条件におけるこれらの有害物質の熱移動を低下させ
、その結果これらの有害物質と下にある触媒成分との接触を最低限にする。一般に、この
卑金属酸化物は、いずれの卑金属酸化物の元素または合成物でであっても良い。好適なア
ルカリ土類金属酸化物（例えば、ＢａＯおよびＳｒＯ）などの卑金属酸化物を選ぶと、酸
の有害物質（Ｐ、Ｓなど）と最もよく反応し、安定した化合物（例えば、ＢａまたはＳｒ
のリン酸塩および／または硫酸塩）を作り、これにより、高温稼動時に、これらの有害物
質が、下にある触媒層に移るのを遅延させる。有害物質と卑金属酸化物との間で形成され
る化合物の相対的な安定性は、この化合物用に形成されるデルタＧ形成を計算することに
より予測されうる。図５は、様々な温度において、様々な有害物質と卑金属酸化物化合物
との間で形成されるフォーメーションのデルタＧ（ギブズの自由エネルギー）を示す。例
えば、Ｂａは、３００℃～１０００℃の間で、リンと共に非常に安定した化合物（Ｂａ3

（ＰＯ4）2）を形成する（例えば、図５参照）。デルタＧが負であることは反応が自発的
であることを意味し、負のデルタＧの値が大きいということは、反応生成物が熱力学的に
安定し、好ましいことを意味する。有用な卑金属酸化物は、限定されるわけではないが、
Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａなどのアルカリ土類金属、第１族、第２族、第３族および第４族
系列の遷移金属、Ｍｎ、Ｚｎなどのアルカリ金属、およびＣｅ、Ｐｒ、Ｎｄなどの希土類
金属の酸化物があり、例としてＳｒ、Ｂａなどアルカリ土類金属酸化物が好ましい。
【００３４】
　上塗層は、下にある触媒層へ排気ガスを浸透させるために有意な拡散障壁ができるのを
回避するのに十分なほど薄く、十分な孔を有すべきである。さらに、上塗層は、不都合な
熱量を導入せず、触媒部材の前部ライトオフ部分の加熱速度を遅くするのに十分なほど薄
く、十分な孔を有すべきである。本発明の上塗層の厚さは、通常少なくとも１０ミクロン
で１２０ミクロン以下である。また、約１０ミクロン～約６０ミクロン、および、約２０
ミクロン～約４０ミクロンの上塗層深さの上塗層も例として挙げられる。厚さが少なくと
も２０ミクロン、少なくとも３０ミクロン、少なくとも４０ミクロン、少なくとも５０ミ
クロン、少なくとも６０ミクロンおよび８０ミクロンまでの保護層も例として挙げられる
。ウォッシュコートの充填が０．１～４．０ｇ／ｉｎ3（０．００６１～０．２４４ｇ／
ｃｍ３）である上塗層が好ましいが、０．２～２．０ｇ／ｉｎ3（０．０１２２～０．１
２２ｇ／ｃｍ３）、０．２～１．０ｇ／ｉｎ3（０．０１２２～０．０６１０ｇ／ｃｍ３

）、０．４～０．６ｇ／ｉｎ3（０．０２４４～０．０３６６ｇ／ｃｍ３）である上塗層
も例として挙げられる。上塗層は、０．０１～０．４ｇ／ｉｎ3（０．００６１～０．２
４４ｇ／ｃｍ３）の卑金属の充填を含有する。０．０２～０．２ｇ／ｉｎ3（０．００１
２２～０．０１２２ｇ／ｃｍ３）、０．０５～０．２ｇ／ｉｎ3（０．００３０５～０．
０１２２ｇ／ｃｍ３）である卑金属酸化物の充填も例として挙げられる。上塗層中に含有
される卑金属酸化物の量は、全ウォッシュコート充填に対して、２～４０重量％または１
０～２５重量％であると表すことができる。
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【００３５】
　全体として、本発明の触媒部材は、汚染物質を軽減するために基材上に塗付または被覆
された、貴金属を含有する少なくとも１つのウォッシュコート層と、Ｐ、Ｚｎ、Ｃａ、Ｍ
ｎ、Ｓなどの有害種を軽減し、したがって触媒ウォッシュコート層の汚れまたは汚染を避
けるための上塗層とを有する。
【００３６】
　本発明の触媒部材は、図面を参照すると、より理解されるであろう。図面は、単に例示
的な意味合いを有し、本発明またはその応用またはその使用を制限することは意図しない
。特に図１に、本発明の１実施形態に基づく排気ガス処理システムの触媒部材２の構成を
示す。触媒部材２は、通常はハニカムモノリス基材である基材４を有し、この基材は、１
種またはそれ以上の貴金属触媒を含有する第１ないし下部ウォッシュコート層６と、これ
も貴金属（ＰＭ）触媒を１つまたは複数および選択的に酸素貯蔵成分（ＯＳＣ）を含有す
る第２ないし中間ウォッシュコート層８とで被覆されている。本発明の実施で用いられる
貴金属触媒と酸素貯蔵成分とに関しては、以下により詳細に説明する。
【００３７】
　触媒部材２は、さらに上塗層（ＯＣ）１０を有し、これは、下にある触媒に対する有害
汚染を軽減するために、中間ウォッシュコート層上に塗付または被覆されている。この上
塗層１０は、非常に多孔質な耐火性酸化物（例えばアルミナ）と、卑金属酸化物（例えば
、ＳｒＯまたはＢａＯ）を有する薄い層であり、Ｐ、Ｚｎ、Ｃａ、Ｍｎ、硫黄などの入っ
てくる有害物質による汚れから触媒層を保護するために、触媒が被覆された基材４上に被
覆可能である。本発明のこの実施形態によれば、下部のウォッシュコート層６と、中間ウ
ォッシュコート層８と、上塗層とは、基材４の全軸上長さに渡って被覆される。貴金属お
よびＯＳＣ含有層は、２～５００ｇ／ｆｔ3の貴金属充填を有する。１０～１００ｇ／ｆ
ｔ3（３．５３×１０－４～３．５３×１０－３ｇ／ｃｍ３：１ｆｔ＝３０．４８０ｃｍ
として計算）、および、３０～６０ｇ／ｆｔ3（０．００１０５～０．００２１２ｇ／ｃ
ｍ３）の貴金属の充填の例も挙げられる。ＯＳＣ充填レベルは、概して、０～４ｇ／ｉｎ
3（０～０．２４４ｇ／ｃｍ３）であり、０．２～１．０ｇ／ｉｎ3（０．０１２０～０．
０６１０ｇ／ｃｍ３：１ｉｎ＝２．５４ｃｍとして計算）の例も挙げられる。
【００３８】
　選択的に、上塗層が中間被覆層の一部分上のみ上に塗布されるように被覆プロセスを操
作することも可能である。この実施形態では、基材の上流部分にのみ、上塗層が塗布また
は被覆可能である。これにより、上流部分の有害物質捕獲領域を作ることとなる。この部
分および従属請求項で用いられている、「上流」および「下流」という用語は、エンジン
排気ガス流における相対的な方向を示す。有害な沈殿物は、通常、上流の有害物質捕獲領
域内で蓄積する。有害物質捕獲領域に関しては、２００５年７月１５日に出願され、本出
願中に関連性があるとして挙げられている、本出願と同一出願人による、同時係属出願で
ある米国特許出願番号１１／１８２，４６２号で扱われている。
【００３９】
　図２で示されているように、上塗層（ＯＣ）２０は、基材の上流部分でのみ、被覆がさ
れ、これにより、有害物質捕獲領域２１を作っている。この上塗層２０は、非常に多孔質
な耐火性酸化物（例えばアルミナ）と、卑金属酸化物（例えば、ＳｒＯまたはＢａＯ）を
１つまたは複数有する薄い層を有する。通常、この被覆部分ないし有害物質捕獲領域２１
の長さは、触媒部材１２の上流端１９から、少なくとも０．５インチ（１．２７ｃｍ）で
あり、約５．０インチ（１２．７ｃｍ）までである。被覆部分ないし有害物質捕獲領域２
１が、触媒部材１２の上流端１９から、少なくとも１インチ（２．５４ｃｍ）、２インチ
（５．０８ｃｍ）、３インチ（７．６２ｃｍ）または４インチ（１０．１６ｃｍ）までの
例も挙げられる。この実施形態では、下部のウォッシュコート層１６と、中間ウォッシュ
コート層１８とが、基材１４の全軸上長さに渡って被覆される。下部層は通常、例えばＮ
Ｏｘ、ＨＣおよびＣＯなどの汚染物資を軽減するために、１種またはそれ以上の貴金属（
ＰＭ）触媒を含有する。中間ウォッシュコート層１８は、大概１種またはそれ以上の貴金
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属（ＰＭ）触媒と、選択的に酸素貯蔵成分（ＯＳＣ）とを高レベルで含有する。本発明の
この実施形態で実施される貴金属と酸素貯蔵成分とのレベルは、図１に関連して記載した
レベルと同じである。
【００４０】
　有害物質捕獲領域２１は、無機有害物質をより効果的に捕捉することができるように多
孔質であることが好ましい。有害物質捕獲領域の長さが、触媒部材１２の上流端から、約
１．０～約３．５インチ（約２．５４～約８．８９ｃｍ）、および約１．５～約２．５イ
ンチ（約３．８１～約６．３５ｃｍ）である例も挙げられる。触媒部材へ気体が入ること
により、触媒部材の上流領域において乱流領域を作るが、これは大概、最初の１．５イン
チ（３．８１ｃｍ）、例えば、セルの断面面積をセルの周囲により除すことにより定義さ
れる水力直径Ｄｈの関数値である。触媒に対する有害物質（Ｐ、Ｍｎ、Ｚｎ、Ｃａなど）
の大部分は、触媒部材の最初の２．５インチ（６．３５ｃｍ）内に沈殿する。有害物質捕
獲領域２１の存在により、このように沈殿した有害物質のいずれも、有害物質捕獲領域２
１を形成する上塗層２０中に、捕捉され、あるいは他の方法で保持される。その結果触媒
の耐久性と寿命とを延ばすことができる。これゆえに、長期老化後の有害物質での汚れに
対応するために、高価な触媒材料の量の過度に使用することが回避可能となる。
【００４１】
　有害物質捕獲領域２１、すなわち上塗層により被覆されている触媒部材の部分の長さは
、触媒部材の上流端から下流端までの長さの割合として表すこともできる。概ね、有害物
質捕獲領域２１は、触媒部材の長さの約３％～約７０％である。触媒部材の上流からの軸
上長さの約１０％～約６０％、および、約２０％～約５０％の有害物質捕獲領域も例とし
て挙げられる。触媒部材の長さの約３０％までの有害物質捕獲領域も例として挙げられる
。
【００４２】
　図３に示す本発明の別の実施形態は、本発明の触媒部材の上述に代わる構成を示す。本
発明のこの実施形態では、触媒部材２２は、ハニカムモノリスとしての基材２４と、この
上に被覆された３層とを有する。第１層ないし下部ウォッシュコート層２６は、基材２４
の全体にわたって被覆され、通常、１種またはそれ以上の貴金属（ＰＭ）触媒を有する。
第２層ないしこの場合上塗層２８は、非常に多孔質な耐火性金属酸化物（例えば、非常に
多孔質なアルミナ）および１種またはそれ以上の卑金属酸化物（例えば、ＳｒＯまたはＢ
ａＯ）を含有する薄い層を有する。この薄い層は、触媒が被覆された基材２４の全軸上長
さに渡って被覆され、Ｐ、Ｐｂ、Ｚｎ、Ｃａ、Ｍｎ、硫黄などの入ってくる有害物質に対
して影響を受けうる下にある触媒層を保護する。この実施形態では、第３の層ないし上部
ウォッシュコート層３０が、１種またはそれ以上の貴金属（ＰＭ）触媒と、選択的に酸素
貯蔵成分（ＯＳＣ）とを有する。上部のウォッシュコート層３０は、ウォッシュコートさ
れた基材の全軸上長さに渡って被覆されている。この実施形態の実施において用いられる
貴金属触媒と、酸素貯蔵成分とに関しては、以下に、より詳細に説明する。この実施形態
の実施においては、汚染に対してより影響を受けにくい、例えばＰｔおよび／またはＲｈ
などの貴金属触媒を用いることが好ましい。本発明のこの実施形態で実施される貴金属と
酸素貯蔵成分とのレベルは、概して図１に関して記載したものと同じである。
【００４３】
　さらに別の実施形態によれば、選択的に、貴金属を含有する上部のウォッシュコート層
を、上塗層の下流部分の一部のみの上にウォッシュコートとして塗布して、これにより、
上流部分の有害物質捕獲領域を除外するように、ウォッシュコート被覆プロセスを操作す
ることも可能である。図４で示すように、上部のウォッシュコート層４０は、基材の下流
部分４２の上にのみ被覆がされ、これにより、上流に非被覆部分ないし有害物質捕獲領域
４１を作っている。この触媒部材３２は、第１ないし下部のウォッシュコート層３６と上
塗層３８とを有し、これらの両方が、基材３４の全軸上長さに渡って塗布され、または被
覆している。この上塗層（ＯＣ）は、非常に多孔質な耐火性酸化物（例えば，非常に多孔
質なアルミナ）と、１種またはそれ以上の卑金属酸化物（例えば、ＳｒＯまたはＢａＯ）
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とを含有する薄い層を備え、触媒をうがＰ、Ｚｎ、Ｃａ、Ｍｎおよび硫黄などの入ってく
る有毒物質により汚れないように保護している。通常、非被覆部分ないし有害物質捕獲領
域４１の長さは、触媒部材３２の上流端３９から、約０．５インチ～約５．０インチ（約
１．２７～約１２．７ｃｍ）までである。非被覆部分ないし有害物質捕獲領域４１が、触
媒部材３２の上流端３９から、少なくとも１インチ（２．５４ｃｍ）、２インチ（５．０
８ｃｍ）、３インチ（７．６２ｃｍ）または４インチ（１０．１６ｃｍ）までの例も挙げ
られる。この実施形態における有害物質捕獲領域は、さらに、上述のように定義されうる
。本発明のこの実施形態で実施される貴金属と酸素貯蔵成分とのレベルは、図１に関して
記載したものと概ね同じである。
【００４４】
　本発明の下部、中間および／または上部触媒ウォッシュコート層は、下部被覆領域でこ
れらの有害物質を捕捉しかつ保持するために、有害種（Ｐ、Ｚｎ、Ｃａ、Ｍａ、Ｓなど）
と作用する成分を含有することも可能である。この成分の一例は、アルミナ、バリウム、
カルシウム、ストロンチウム、マグネシウムおよび／またはセリウムの酸化物である。
【００４５】
　本発明の貴金属成分とは、金、銀および白金族金属からなる群から選択された１種また
はそれ以上の貴金属を有する。ここでは、「白金族金属」とは、白金、ロジウム、パラジ
ウム、ルテニウム、イリジウムおよびオスミウムである。本発明の貴金属成分は、金、銀
または白金族金属の、化合物または錯体なども含みうるが、これらは、触媒を焼成または
使用する際に、分解し、またはこれ以外の方法で触媒活性形態に変化する、すなわち通常
は金属または金属酸化物に変化する。本発明の触媒は、炭化水素，一酸化炭素を酸化し、
かつ窒素酸化物を低減させる触媒活性を有意に高める組成を提供するのに十分な量の少な
くとも１つの貴金属成分を有している。貴金属含有層は、一般に、充填された貴金属を約
２～約５００ｇ／ｆｔ3（約７．０６×１０－５～約０．０７１７ｇ／ｃｍ３）含有する
。１０～１００ｇ／ｆｔ3（３．５３×１０－４～３．５３×１０－３ｇ／ｃｍ３）、お
よび、３０～６０ｇ／ｆｔ3（０．００１０５～０．００２１２ｇ／ｃｍ３）の貴金属の
充填の例も挙げられる。
【００４６】
　白金族金属などの貴金属触媒成分は、担体、例えば、耐火性酸化物の担体、好ましくは
活性アルミナおよび／またはセリア－ジルコニア合成物担体粒子などの担体上に触媒成分
を分散させるために適切な、いずれの白金族金属の化合物および／または錯体でありうる
。担体粒子上に触媒金属化合物を含浸または沈殿させるのに用いられる液体が、触媒金属
、またはその化合物または錯体、またはスラリーのほかの成分に対して悪影響を与えない
限り、また加熱および／または真空により、蒸発または分解して、触媒から除去すること
が可能であれば、いずれの１種またはそれ以上の白金族金属成分の水可溶性化合物、また
は水分散性化合物または錯体も使用可能である。触媒を使用に付し、操作中に高温に接し
て初めて液体の除去が完了する場合もある。
【００４７】
　一般に、経済面および環境面の両面から鑑みると、白金族金属の可溶性化合物または錯
体の水溶液が最も好ましい。例えば、適切な化合物は、塩化白金酸、白金のアミン可溶化
水酸化物錯体、塩化ロジウム、硝酸ロジウム、ヘキサアミン塩化ロジウム、硝酸パラジウ
ムまたは塩化パラジウムなどである。焼成工程中、または少なくとも触媒使用の初期の段
階で、これらの化合物は、白金族金属または白金族金属化合物の触媒活性形態、すなわち
通常は酸化物に変化し、基材上に固定される。
【００４８】
　貴金属成分を固定させる方法は、耐火性酸化物基材上に、貴金属成分を化学的に固定さ
せる工程を有しうるが、これに代えて、固定工程として、貴金属成分を熱処理する工程を
有しうる。固定工程は、耐火性酸化物の基材上に貴金属成分を焼成する工程を有する。焼
成工程は、１８０℃好ましくは２００℃から、９００℃で、０．２～１０時間行われうる
。各層を熱固定する工程は、被覆後であって、次の層を被覆する前の段階で行われうる。
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【００４９】
　通常、１種またはそれ以上の貴金属成分を含有するウォッシュコート層および／または
上塗層は、１種またはそれ以上の酸素貯蔵成分（ＯＳＣ）を含有してもよい。この酸素貯
蔵成分は、１種またはそれ以上の希土類金属の還元性酸化物を１つまたは複数有しうる。
適切な酸素貯蔵成分の好ましい例には、セリア、セリウムとジルコニウムとの混合酸化物
、および、セリウム、ジルコニウム、プラセオジム、ランタンおよび／またはネオジムの
混合酸化物がある。酸素貯蔵成分は、合成物またはバルク形態を有するのが好ましい。合
成物またはバルク形態とは、酸素貯蔵成分が、支持貴金属と共に溶液中に溶解しているの
ではなく、離散はしているが、０．０１～１５マイクロメートル以下の小さい直径を有す
る均一の結晶粒子として存在するということを意味する。酸化セリウム（セリア）のバル
クは、ロジウム以外の白金族金属に対して、卓越した耐火性酸化物担体となり、セリア粒
子上に多分散した小さな白金結晶が得られることが、またセリアのバルクはアンモニア化
合物の溶液に含浸させ、続いて焼成させることにより安定化可能であることが開示されて
いる。Ｃ．Ｚ．Ｗａｎ他による米国特許４，７１４，６９４号には、選択的に活性アルミ
ナと組み合わされた、アルミニウムにより安定化されたセリアバルクが、その上に含浸さ
れる白金族金属成分のための耐火性酸化物担体として機能することが開示されている。ロ
ジウム以外の白金族金属触媒用の触媒担体として、セリアバルクを用いることは、Ｃ．Ｚ
．Ｗａｎ他による米国特許４，７２７，０５２号およびＯｈａｔａ他による米国特許４，
７０８，９４６号にも開示されている。
【００５０】
　選択的にではあるが、酸素貯蔵組成物はさらにこれ以外の成分も有することができ、こ
の成分は、イットリウム、ニオブ、ランタン、プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、
サマリウム、ジスプロジウムおよびイッテルビウムを含有する化合物からなる群から選択
される成分である。いずれの理論にも拘束されたくはないが、これらの成分は、構造的な
安定性および／または化学活性を促進すると考えられている。酸化ランタンは、安定剤の
一例である。さらに、Ｐｒ、ＳｍおよびＮｄも、酸素貯蔵成分として作用しうる。これゆ
えに、酸素貯蔵組成物は、５５０℃～１１００℃という高温環境で用いられると、非活性
化に対して安定化させられる。
【００５１】
　特定の組成における好ましい酸素貯蔵組成物は、セリア－ジルコニア合成物を有し、こ
れに加えて、ネオジミア、プラセオジア、ランタナおよびその他の希土類酸化物を１つま
たは複数さらに含有する。上述の希土類合成物のジルコニウムは、セリア、ネオジミア、
プラセオジアおよびジルコニアを互いに近接して存在させることができる粒子形態である
。これらの成分を含む粒子は、互いの相互作用により利点があると考えられている。これ
らの成分が互いに近接にあり続ける限り、この組成物はいずれの形態であっても、好まし
くは合成物またはバルク（粒子）形態であるが、触媒組成物に加えることが可能である。
ＯＳＣ含有層は、通常、含有酸素貯蔵成分のレベルが、０～４ｇ／ｉｎ3（０～０．２４
４ｇ／ｃｍ３）、０．２～１．０ｇ／ｉｎ3（０．０１２２～０．０６１ｇ／ｃｍ３）が
例として挙げられる。
【００５２】
　これ以外の層や、これ以外の層構成の追加も、十分本発明の範囲および精神内にある。
貴金属を含むいずれの層も、上述の有害物質捕獲領域を提供することができる。明瞭に開
示する実験に基づく実施例は、本発明の可能な多くの実施形態中のほんの数例に過ぎない
。
【実施例１】
【００５３】
　対照ウォッシュコートの調合
　この実施例では、本発明の一実施形態に基づく、排気ガス処理に有用な２層被覆調合の
例を示す。この２層調合は、基材担持体上に被覆された３元コンバージョン触媒被覆であ
る。この担持体は、円筒状のコージライトのモノリシック・ハニカムであり、直径は、３
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．６６インチ（９．１４ｃｍ）、長さ５．８１インチ（１４．７５ｃｍ）、セル密度は６
００ｃｐｓｉ（平方インチ当りのセル数）、セル壁厚さは約３．５ミルである。全体体積
は１リットルまたは６１立方インチである。～４０％の固形分を有する水溶性の媒体形態
の第１層を、基材の表面に塗付した。第１層の水溶性媒体は、硝酸パラジウム溶液として
、プラネタリミキサーで１１５７ｇの１０％バリア安定化γアルミナ、１０９ｇのストロ
ンチア、１０９ｇのランタニア、１０１ｇのネオジミアおよび３３．６ｇのジルコニア結
合剤中に含浸させた１４．１ｇのパラジウムを含有した。被覆された担持体は、次に５３
０℃で２時間焼成され、約１０８ｇの乾燥ウォッシュコートが得られた。
【００５４】
　～３２％の固形分を有する水溶性媒体形態の第２層を、第１層の表面に塗付した。第２
層の水溶性媒体は、硝酸ロジウム溶液として、プラネタリミキサーにより、３０％のセリ
アを有する１０９１ｇのセリア／ジルコニア合成物、プラス２０％のセリアを有する３０
３ｇのセリア／ジルコニア合成物(これら２つの材料へのロジウム分布は８０％～２０％
である)、９４ｇのアルミナ結合剤、および、４７ｇのジルコニア結合剤中に含浸させた
３．８５ｇのロジウムを含有した。結果として生じる担持体は、次に４３０℃で２時間焼
成され、約７９ｇの乾燥ウォッシュコートが得られた。
【実施例２】
【００５５】
　保護膜ＰＨＯＳＧＡＲＤ層を有するウォッシュコート調合
　この実施例では、本発明の一実施形態に基づく、排気ガス処理に有用な、汚染に対して
耐性を有する３層被覆調合の例を示す。この３層調合は、実施例１の第１触媒層と第２触
媒層とを用い、加えて第３層を実施例１の第２層上に被覆した。～２０％の固形分を有す
る水溶性の媒体形態の第３層を、第２層の表面の全軸上長さに渡って塗付した。第３層の
水溶性媒体は、６３４ｇのバリアドープされたγアルミナを、約１０重量％のバリア、１
１１ｇのストロンチア、５０ｇのアルミナ結合剤、および２５ｇのジルコニア結合剤と共
に有する。被覆された担持体は、次に４３０℃で２時間焼成され、約４０ｇの乾燥ウォッ
シュコートが得られた。
【実施例３】
【００５６】
　実施例１および２で得られた触媒を、公開されたＭＶＥＧ（エンジン自動車排出グルー
プ）試験サイクルを用いて、２．０Ｌエンジンを備えた自動車で試験した。このテストサ
イクルは、ＥＣＥ（都市部走行サイクル）とＥＵＤＣ（都市部外走行サイクル）とからな
る。ＥＣＥサイクルは、都市部での代表的な運転条件を考慮した都市部運転サイクルであ
って、低速で、エンジン負荷も低く、排気ガスの温度も低いことが特徴である。ＥＵＤＣ
サイクルは、高速道路での代表的な運転条件を考察した試験であり、高速で、排気ガスの
温度は高く、排気ガスの容積は多い。触媒は、全て最高約９００℃の床温で１００時間老
化させたエンジンであり、ＺＤＤＰとして１２ｍｇ／Ｌのリンを有するガソリン燃料が加
えられる。排出物を収集し、試験毎に測定し、結果は、１ｋｍ走行毎に放出された気体を
ミリグラム単位で、一覧にした。結果を表１に示す。
【００５７】
【表１】

【００５８】
　低温始動のＥＣＥサイクルでは、触媒の前方部分が活性にとってより重要であるので、
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たがって、ＮＯXとＨＣとの排出が低減した。しかし、第３層で全長を被覆することによ
り、ＥＵＤＣサイクル中の高温での性能に不都合な効果を示した。ＥＵＤＣでの排出に関
する結果の劣化は、保護層により拡散障壁が作られた結果であると考えられ、これにより
反応ガスが下にある触媒層へ拡散するのが制限され、特に流動速度が速く、高温条件で滞
留時間が短い場合に、この結果が生じた。前方の有害物質捕獲領域の利点を維持しつつ、
後方領域の触媒層でのさらなる拡散制限を生じさせないために、次の実施例（実施例４～
６）を実施した。
【実施例４】
【００５９】
　対照ウォッシュコート調合
　この実施形態は、実施例１の第１層と同じ第１層を有する２層被覆調合の一例を示す。
～３２％の固形分を有する水溶性媒体形態の第２層を、第１層の表面に塗付した。第２層
の水溶性媒体は、硝酸ロジウム溶液として、プラネタリミキサーにより、３０％のセリア
を有する６３７ｇのセリア／ジルコニア合成物、プラス５％のセリアを有する２１２ｇの
セリア／ジルコニア合成物、４５ｇのアルミナ結合剤、および、２７．５ｇのジルコニア
結合剤中に含浸させた３．８５ｇのロジウムを含有した。結果として生じた担持体は、次
に４３０℃で２時間焼成され、約７０ｇの乾燥ウォッシュコートが得られた。
【実施例５】
【００６０】
　入口にＰＨＯＳＧＡＲＤ層を備えたウォッシュコート調合
　この実施例では、本発明の一実施形態に基づく、排気ガス処理に有用で、汚染に耐性を
有する３層被覆調合の例を示す。この調合は、実施例４で仕上げられた二重触媒層を用い
、第３層を実施例４の第２層上に追加して被覆した。第３層は、実施例２で記載した第３
層と同一である。全長にわたって被覆した後に、触媒を各々同じ長さ、約２．９インチの
長さに切断した。この３重層の触媒の１つの部分は、前方領域として用い、第４実施例か
らの２．９インチの他の部分触媒は後方領域として用いた。同じ効果を得る類似の方法と
して、第２層上の入口部分の軸上長さの約５０％のみの長さで第３層を被覆する方法があ
る。前方領域中または触媒全体として、第３層のウォッシュコートの増加は約２０ｇであ
る。
【実施例６】
【００６１】
　実施例３をベースとして、更なる触媒、すなわち実施例４および５の触媒を調製した。
ヨーロッパ標準のＭＶＥＧ試験サイクル、および、周知の米国標準排出試験（ＦＴＰまた
はＥＰＡ－７５）（連邦規制法、タイトル４０、第８６条参照）を用いて試験を行った。
ＦＴＰ試験は、３段階の排出試験を含み、これは、第１の低温段階ないし始動段階と、移
行段階と、高温スタート段階とからなる。一般的に、この３段階では、エンジン作動を様
々なモード、すなわちアイドル状態、加速状態および減速状態にして、特定の期間にわた
って排出を測定する。両触媒は、最高約９００℃の床温で１００時間老化させ、ＺＤＤＰ
として１２ｍｇ／Ｌのリンを有するガソリン燃料を加えた。
【００６２】
　実施例５では、上流ないし入口の５０％（～２．８インチ）部分のみにおいて、下にあ
る貴金属含有ウォッシュコート層上に、非貴金属を含有する保護膜のウォッシュコート層
（有害物質保護層）がある。結果を以下の表２および３に示す。
【００６３】
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【表２】

【００６４】
【表３】

【００６５】
　表２および表３より、基材担持体の上流ないし入口の５０％のみの上に、非金属含有上
塗層を用いた結果、触媒効率が上昇することがわかる。軸上長さの後方５０％は、上塗層
により被覆されていないので、ＲｈおよびＯＳＣの上部層の効果は、ＭＶＥＧのＥＵＤＣ
およびＦＴＰサイクルの段階２および段階３の間のような高温性能要件に対しても堅持さ
れた。
【実施例７】
【００６６】
　軸上長さに渡るリンの沈殿を解明するために、および有害物質捕獲領域の長さを最適化
するために、４つの異なるウォッシュコートサンプルを作り、各サンプルウォッシュコー
トについて、１２ｍｇ／ＬＰ添加燃料を加えて、３４時間エンジン老化（触媒の最高床温
は～１０００℃）させた後に、軸上のリンを測定した。
【００６７】
　サンプル７－１は、全ウォッシュコート充填として３．１６ｇ／ｉｎ3（０．１９２ｇ
／ｃｍ３）および６０ｇ／ｆｔ3（０．００２１２ｇ／ｃｍ３）の貴金属を含有する２層
被覆調合とした。第１ウォッシュコート層は、～４１％の固形分を有する水溶性の媒体を
、基材の表面に塗付することにより形成した。この水溶性媒体は、硝酸パラジウム溶液と
して、プラネタリミキサーで１２０７．６ｇのγアルミナ、１６１ｇのランタニア、７４
．１ｇの酸化ニッケルおよび３２．２ｇのジルコニア結合剤中に含浸させた２５．２ｇの
パラジウムを含有した。被覆された基材を、次に５３０℃で２時間焼成した。第２層は、
～３７％の固形分を有する水溶性媒体形態を、第１層の表面に塗付することにより形成し
た。この～３７％の水溶性媒体は、硝酸ロジウム溶液として、プラネタリミキサーにより
、５３２．９ｇのランタニア安定化γアルミナ、３０％のセリアを有する１３７０．４ｇ
のセリア／ジルコニア合成物、および、９１．４ｇのジルコニア結合剤中に含浸させた５
．３ｇのロジウムを含有した。この２層被覆された基材を、次に４３０℃で２時間焼成し
た。
【００６８】
　サンプル７－２は、全ウォッシュコート充填として３．６３ｇ／ｉｎ3（０．０２２２
ｇ／ｃｍ３）および３０ｇ／ｆｔ3（０．００１０６ｇ／ｃｍ３）の貴金属を含有する２
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層被覆調合とした。第１層は、～３８％の固形分を有する水溶性媒体を、基材の表面に塗
付することにより形成した。この水溶性媒体は、硝酸パラジウム溶液として、プラネタリ
ミキサーで２３５．６ｇのγアルミナ、および２０％のセリアを有する３９２．６ｇのセ
リア／ジルコニア合成物中に含浸させた１８．２ｇのパラジウムを含有した。この水溶性
媒体は、１０４．７ｇのセリア、１４５．４ｇのネオジミア、１４５．４ｇのランタニア
、５３．５ｇの酸化ニッケルおよび１０４．７ｇのジルコニア結合剤も含有した。被覆さ
れた基材を、次に５３０℃で２時間焼成した。焼成後、第２層を、～３７％の固形分を有
する水溶性媒体を、第１層の表面に塗付することにより形成した。この～３７％の水溶性
媒体は、硝酸ロジウム溶液として、プラネタリミキサーにより、３８３．７ｇのランタニ
ア安定化γアルミナ、３０％のセリアを有する５７５．５ｇのセリア／ジルコニア合成物
、および、３８．４ｇのジルコニア結合剤中に含浸させた２．２ｇのロジウムを含有した
。この２層被覆された基材を、次に４３０℃で２時間焼成した。
【００６９】
　サンプル７－３は、全ウォッシュコート充填として４．５９ｇ／ｉｎ3（０．２８０ｇ
／ｃｍ３）および３０ｇ／ｆｔ3（０．００１０６ｇ／ｃｍ３）の貴金属を含有する３層
被覆調合とした。第１層のウォッシュコート層は、～３５％の固形分を有する水溶性媒体
を、基材の表面に塗付することにより形成した。この水溶性媒体は、１２１．８ｇのγア
ルミナ、３５％のセリアを有する２３４．５ｇのセリア／ジルコニア合成物、３７．３ｇ
の酸化ニッケルおよび２４．４ｇのジルコニア結合剤を含有した。この第１層は、次に、
サンプル２の２層ウォッシュコート調合により被覆され、基材は４３０℃で２時間焼成し
た。
【００７０】
サンプル１、２、３および４の、軸上長さにわたってのリンの沈殿を測定し、その結果を
下の表４に示した。ここで、表中“ｉｎ”はインチで、１インチ＝２，５４ｃｍである。
【００７１】
　サンプル１、２、３および４の、軸上長さにわたってのリンの沈殿を測定し、その結果
を下の表４に示した。
【００７２】

【表４】

【００７３】
　リンは、概ね入口から２．５インチのところにある触媒上に沈殿することが観察された
。入口から１．５インチの軸上長さのところで、約～４００ｍｇ／ｉｎ3（約～２４．４
ｍｇ／ｃｍ３）から約８０ｍｇ／ｉｎ3（約４．８８ｍｇ／ｃｍ３）まで（入口から２０
％）のリンの傾斜が検出された。また、貴金属充填またはウォッシュコート充填として、
ウォッシュコート層を１重、２重または３重層にしたか否かに関わらず、基材上流ないし
入口部分でのリンの高い分布が見られた。
【実施例８】
【００７４】
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　ウォッシュコートへのリンの沈殿の深さをさらに理解するために、貴金属のウォッシュ
コートが、２．３８ｇ／ｉｎ3（０．１４５ｇ／ｃｍ３）および３０ｇ／ｆｔ3（０．００
１０６ｇ／ｃｍ３）含有する単一ウォッシュコート層を準備した。

【００７５】
　この単一ウォッシュコート層は、～４２％の固形分を有する水溶性の媒体形態を、基材
の表面に塗付することにより形成した。この水溶性媒体は、個別に、硝酸塩溶液として、
プラネタリミキサーで２１０ｇのγアルミナ、３０％のセリアを含有する３４１．１ｇの
セリア／ジルコニア合成物１６１ｇ、２４．１ｇの酸化ニッケルおよび１５．７ｇのジル
コニア結合剤中に含浸させた８．２１ｇのパラジウムおよび０．９２ｇのロジウムを含有
した。被覆された基材を、次に５３０℃で２時間焼成した。
【００７６】
　リンの沈殿に関して、各サンプルウォッシュコートについて１２ｍｇ／ＬＰ添加燃料を
加えて、３４時間エンジン老化（触媒の最高床温は～１０００℃）させた後に、ウォッシ
ュコートの様々な深さにおけるリンを測定した。リンの分析（Ｐの％として）結果を下記
表５に示す。
【００７７】
【表５】

【００７８】
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　表５より、沈殿したリンの大部分は、ウォッシュコート層中の深さ４０μｍ未満のとこ
ろで検出されたことが判明した。これゆえに、実施例７と実施例８との観察結果を組み合
わせると、有害物質から触媒層を守り、かつ質量移動を遅らせ、その結果暖機を遅らせる
拡散障壁を過剰に作らないように、十分な長さ（入口からの軸上長さ）を有し、十分な深
さ（ウォッシュコートの放射状方向の厚さ）を有する有害物質捕獲層を有用に設計するこ
とができる。
【実施例９】
【００７９】
　エンジン老化を１００時間まで延ばし、ＺＤＤＰとして１２ｍｇ／Ｌのリンをドープし
たガソリン燃料を加えた後に、実施例５の前方領域の有害物質捕獲効率を分析した。ＥＰ
ＭＡ（電子線マイクロプローブ）により、第３層被覆は、約４２μｍであり、これがＰの
約７４％、Ｃａの約８３％、Ｚｎの約７６％を入口領域で捕獲したことが確認された（表
６参照）。これゆえに、Ｒｈ／ＯＳＣ（セリア）を含有する第２層は、大部分の有害物質
から保護される。８４μｍの深さでは、Ｐの約９５％、Ｃａの約８４％、Ｚｎの約８３％
が捕獲されたことがわかった（表６参照）。約１０２μｍの深さでは、Ｐの約９９％、Ｃ
ａの約８４％、Ｚｎの約９２％が捕獲されたことがわかった（表６参照）。
【００８０】
【表６】

【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】図１は、本発明の１実施形態による、汚染に耐性を有する排気ガス処理システム
の触媒部材上の層構成を示す概略図である。
【図２】図２は、本発明の１実施形態による、汚染に耐性を有する触媒部材上の別の層構
成を示す概略図である。
【図３】図３は、本発明の１実施形態による、汚染に耐性を有する触媒部材上の別の層構
成を示す概略図である。
【図４】図４は、本発明の１実施形態による、汚染に耐性を有する触媒部材上の別の層構
成を示す概略図である。
【図５】図５は、３００℃～１０００℃の温度で、リンと卑金属酸化物との間で形成され
る様々な化合物の計算されたデルタＧ形成をグラフで示した図である。
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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