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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　白金、ロジウム及び種々の酸化物材料を含んでいる触媒被覆物を不活性キャリヤー本体
上に含有している単層高性能触媒において、該触媒被覆物が
　ａ）　第１の活性アルミナ、セリアに富むセリア／ジルコニア混合酸化物及びジルコニ
ア構成成分からなる群から選択され、かつ上記触媒の総白金量の第１の部分によって触媒
化されている少なくとも１つの第１の支持体材料と、
　ｂ）　上記総白金量の第２の部分及びロジウムによって触媒化されている、第２の活性
アルミナである第２の支持材料と、
を含んでいることを特徴とする単層高性能触媒。
【請求項２】
上記触媒中の全体的な白金／ロジウム質量比が１０：１～１：５の範囲から選択されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の触媒。
【請求項３】
白金とロジウムが３：１～１：５の白金／ロジウム質量比で上記第２の活性アルミナ上に
存在していることを特徴とする請求項１に記載の触媒。
【請求項４】
白金とロジウムが上記触媒被覆物中に該被覆物の総質量に対して０．０５～１０質量％の
濃度で存在していることを特徴とする請求項１に記載の触媒。
【請求項５】
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白金とロジウムが上記第２の活性アルミナ上で相互に密に接触して存在していることを特
徴とする請求項１に記載の触媒。
【請求項６】
上記第１及び第２の活性アルミナが０．５～２５質量％のランタナ、セリア、イットリア
、ネオジミア、酸化ガドリニウム又はこれらの混合物で安定化されていることを特徴とす
る請求項１に記載の触媒。
【請求項７】
上記のセリア／ジルコニア混合酸化物が該混合酸化物の総質量に対して６０～９０質量％
のセリアを含有しており、かつプラセオジミア、イットリア、ネオジミア、ランタナ、酸
化ガドリニウム又はこれらの混合物で安定化されていることを特徴とする請求項１に記載
の触媒。
【請求項８】
ジルコニア構成成分が０．５～５５質量％のセリア、イットリア、ネオジミア、ランタナ
、プラセオジミア、酸化ガドリニウム又はこれらの混合物を含有し、この際ジルコニアは
セリアの量と同じか又はこれを上回る量で存在していることを特徴とする請求項１記載の
触媒。
【請求項９】
上記ジルコニア構成成分がジルコニアであるか、又は０.５～１０質量％のイットリア、
セリア、ネオジミア、ランタナ、プラセオジミア、酸化ガドリニウム又はこれらの混合物
で安定化されているジルコニアであることを特徴とする請求項８記載の触媒。
【請求項１０】
　上記キャリヤー本体が、貫通して延びている多数の実質的に平行な通路を有するハニカ
ムの形態であり、その際該通路が、上記触媒被覆物がキャリヤー容積１ ｌ当たり約５０
～２５０ｇの量でその上に適用されている隔壁によって区画されていることを特徴とする
請求項１から９までのいずれか１項に記載の触媒。
【請求項１１】
上記第１の活性アルミナが０～１５０ｇ／ｌの量で存在し、上記セリア／ジルコニア混合
酸化物が１０～１００ｇ／ｌの量で存在し、かつ上記のジルコニア構成成分が０～８０ｇ
／ｌの量で存在することを特徴とする請求項１０に記載の触媒。
【請求項１２】
上記第２の活性アルミナが５～５０ｇ／ｌの量で存在していることを特徴とする請求項１
１に記載の触媒。
【請求項１３】
上記触媒被覆物が約１～３０ｇ／ｌのニッケル、鉄又はマンガン構成成分を更に含んでい
ることを特徴とする請求項１２に記載の触媒。
【請求項１４】
ａ）　上記の少なくとも１つの第１の支持材料から水性分散体を製造し、この分散体中に
白金の塩基性前駆体化合物の溶液を注入し、生じた分散体のｐＨ値を酢酸で７未満とし、
ｂ）　第２の活性アルミナから水性分散体を調製し、この分散体に白金の塩基性前駆体化
合物の溶液を注入し、
ｃ）　その後、工程ｂ）からの被覆分散体中にロジウムの酸性前駆体化合物の水溶液を注
入し、かつ上記分散体のｐＨ値を酢酸で６～８の間の値に調節することにより白金／ロジ
ウムで触媒化されている第２の活性アルミナを取得し、
ｄ）　工程ａ）及び工程ｃ）から得られる分散体を一緒に合わせて被覆組成物を取得し、
ｅ）　上記被覆組成物を使用して上記触媒被覆物を上記モノリスのキャリヤー本体に適用
し、かつ
ｆ）　上記の被覆されたモノリスのキャリヤーを乾燥しそしてか焼する、
工程を有していることを特徴とする、請求項１から１３までのいずれか１項に記載の触媒
の製造方法。
【請求項１５】
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上記白金の塩基性前駆体化合物が（ＥＡ）２Ｐｔ（ＯＨ）６であり、上記ロジウムの酸性
前駆体化合物が硝酸ロジウムであることを特徴とする請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　ａ）上記の少なくとも１つの第１の支持材料を白金の可溶性前駆体化合物の水溶液で含
浸させ、この含浸した材料を乾燥しかつか焼することでこの上に白金を熱的に固定し、
　ｂ）　工程ａ）の白金で触媒化されている材料から水性分散体を調製し、
　ｃ）　上記第２の活性アルミナから水性分散体を調製し、この分散体中に白金の塩基性
前駆体化合物の溶液を注入し、
　ｄ）　その後、工程ｃ）からの被覆分散体中にロジウムの酸性前駆体化合物の水溶液を
注入し、かつ上記分散体のｐＨ値を酢酸で６～８の間の値に調節することにより白金／ロ
ジウムで触媒化されている第２の活性アルミナを取得し、
　ｅ）　工程ｂ）及び工程ｄ）から得られる分散体を一緒に合わせて被覆組成物を取得し
、
　ｆ）　上記被覆組成物を使用して上記触媒被覆物を上記モノリスのキャリヤー本体に適
用し、かつ
　ｇ）　上記の被覆されたモノリスのキャリヤーを乾燥しそしてか焼する、
工程を有していることを特徴とする、請求項１から１３までのいずれか１項に記載の触媒
の製造方法。
【請求項１７】
上記白金の塩基性前駆体化合物が（ＥＡ）２Ｐｔ（ＯＨ）６であり、上記ロジウムの酸性
前駆体化合物が硝酸ロジウムであることを特徴とする請求項１６記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は白金、ロジウム及び種々の酸化物材料を含んでいる触媒被覆物を不活性キャリヤ
ー本体上に含有する単層高性能三元触媒（ＴＷＣ）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　三元触媒は、内燃エンジンの排気ガス中に含有されている汚染物質、一酸化炭素（ＣＯ
）、炭化水素（ＨＣ）及び窒素酸化物（ＮＯｘ）を無害物質に変換するために使用される
。良好な活性や持続性を有する既知の三元触媒は、高表面積の耐熱酸化物支持体、例えば
高表面積アルミナ上に沈着させた白金、パラジウム及びロジウムのような白金族金属から
得られる１つ又はそれより多くの触媒構成成分を使用する。上記支持体は通常、適当なキ
ャリヤー又は支持体、例えば耐熱セラミック又は金属ハニカム構造を構成しているモノリ
スのキャリヤー上に薄層又は被覆物の形態で担持されている。
【０００３】
触媒活性や寿命の改善に対する需要が絶えず増大しているため、キャリヤー構造上に複数
の触媒層を含んでおりそしてこれらの各層が選択された支持体材料及び触媒構成成分並び
にいわゆるプロモーター、安定化剤及び酸素貯蔵化合物を含有している複雑な触媒設計物
に進展してきた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記キャリヤー構造上に異なる層を適用するために、微細分割形態の支持体材料及び任意
に付加的な可溶性構成成分を含んでいるいわゆる被覆分散体、被覆組成物又はウォッシュ
コート（washcoat）組成物が製造される。上記被覆組成物の液体相は好ましくは水である
。この被覆組成物を使用して上記キャリヤー構造上に上記触媒被覆物を適用する。上記被
覆物を適用する技術は当該分野の専門家に周知である。次に、この新鮮な被覆物を乾燥し
そしてか焼して被覆物を固定しそして上記被覆組成物の任意の可溶性構成成分をそれらの
最終的な不溶性形態に変換する。
【０００５】
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二層又は多層触媒を製造するためには、各層に専用の被覆組成物を提供しなければならな
い。これは製造コストを高騰させる。それ故、本発明の１つの目的は精巧な多層触媒の触
媒特性に近似する単層触媒を設計することである。
【０００６】
　現代の三元触媒は白金族金属、即ち白金、パラジウム及びロジウムを使用する。白金及
びパラジウムは主として炭化水素（ＨＣ）及び一酸化炭素（ＣＯ）の酸化を促進しそして
触媒中に同時に又は代替的に存在することができる。ロジウムは主として窒素酸化物（Ｎ
Ｏｘ）の還元を促進する。白金とパラジウムは或る程度まで互いに取り替えることができ
るが、これはロジウムには当てはまらない。最も最近の法的排気ガス基準で公布された排
気ガス清浄化効率は白金及びパラジウムのうちの１つ又はこれらの両方と一緒にロジウム
を使用することによってのみ妥当な値段で達成できる。
【０００７】
他方、ロジウムを含有する三元触媒はいわゆる燃料カット劣化によって不利益を被ること
が観察された。燃料カット劣化の用語は、内燃エンジンの高負荷運転後の燃料カットによ
る触媒の性能低下を言う。このような状況は、高速駆動相中に急激な減速が要求されると
きにしばしば生じる。高速駆動相中では、エンジンは理論値を僅かに下回る空燃比で運転
される。排気ガスは正に９００℃を超える温度に達し、そして更には触媒での発熱変換反
応のためにより高い触媒温度さえ生じる可能性がある。急激な減速の場合には、現代の自
動車電子技術ではエンジンへの燃料供給が完全に停止し、その結果排気ガスの標準化され
た空燃比（ラムダ値λとも呼ばれる）はファット値からリーン値に急激に変動する。
【０００８】
高い触媒温度で標準化された空燃比がファット値からリーン値に上記のように大きく振れ
ると触媒活性が低下する。触媒活性は理論的又はリッチな排気ガス条件下で長期間運転す
ることによって少なくとも一部分回復させることができる。燃料カット劣化後における触
媒活性の回復が速ければ速いほど、全体的な触媒性能はより良好になる。それ故、燃料カ
ット劣化後の触媒活性の回復速度を高めることは現代の三元触媒の至上命題である。
【０００９】
それ故、本発明のもう１つの目的は、燃料カット劣化に対する抵抗がより高い触媒を提供
することである。即ち、リーン排気ガス条件下での高温劣化後に、この触媒は完全な三元
効率を速やかに回復するであろう。燃料カット劣化の減少はこの触媒の全体的な動的挙動
も改善するであろう。
【００１０】
米国特許４，９６５，２４３は、活性アルミナ上に５：１の質量比の白金及びロジウムと
更に酸化セリウム、酸化バリウム及び酸化ジルコニウムを含んでいる単層三元触媒を開示
している。構成成分のこの組み合わせは、触媒が９００～１１００℃の高温に暴露された
後であっても、優れた触媒活性を維持するために非常に有効であると言われている。
【００１１】
米国特許５，２００，３８４は活性アルミナ上に５：１の質量比の白金及びロジウムと更
に酸化セリウム及び１：９９から２５：７５の間のセリア対ジルコニア質量比を有するセ
リアで安定化した共沈殿ジルコニアを含んでいる単層三元触媒を記載している。上記のセ
リア安定化共沈殿ジルコニアを三元触媒に添加すると高温劣化後の低温での触媒活性を高
めると言われている。
【００１２】
米国特許５，２５４，５１９は、上部に分散されたロジウム構成成分を有する同時形成希
土類酸化物－ジルコニアと上部に分散された白金構成成分を有する第１の活性アルミナの
組合せ物を含んでいる単層触媒を開示している。この触媒は第１のアルミナ支持体上に分
散された第２のロジウム構成成分を含んでいることができる。或いは、この第２のロジウ
ム構成成分は第２のアルミナ構成成分上に分散されていることができる。
【００１３】
最近では、価格がより安いことと酸化活性が良好であるとの理由で、三元触媒中の白金を
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パラジウムで完全に置換する傾向を見ることができよう。高いパラジウム装填で優れた触
媒活性を示すパラジウム／ロジウム及び白金／パラジウム／ロジウム三元触媒が開発され
ている。一方、パラジウムに対する高い需要は、パラジウム価格の高騰に結びつく世界的
なパラジウム不足をもたらした。現在、パラジウムは白金より高価である。それ故、本発
明のなおもう１つの目的は、パラジウムとロジウムを含有する触媒と比較して金属コスト
はより廉価であるが同等な触媒活性を有する白金とロジウムを使用する触媒を提供するこ
とである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明の上記目的や更なる目的は不活性キャリヤー本体上に白金、ロジウム及び種々の酸
化物材料を含んでいる触媒被覆物を含有する単層高性能触媒によって達成される。
【００１５】
上記触媒は、上記触媒被覆物が
ａ）　第１の活性アルミナ、セリアに富むセリア／ジルコニア混合酸化物及びジルコニア
構成成分からなる群から選択され、かつ上記触媒の総白金量の第１の部分によって触媒化
されている少なくとも１つの第１の支持体材料、および
ｂ）　上記総白金量の第２の部分及びロジウムによって触媒化されている、第２の活性ア
ルミナである第２の支持材料、
を含んでいることを特徴としている。
【００１６】
用語「或る材料が～によって触媒化される」とは、この材料がその表面に触媒的に活性の
構成成分、例えば白金、ロジウム又はパラジウムを高度に分散化された形態で担持してい
ることを意味する。
【００１７】
本発明は、公開番号ＥＰ－１０４６４２３Ａ２を有する本発明者の同時係属中のヨーロッ
パ特許を基礎としている。この出願は不活性キャリヤー本体上に、支持体材料上に沈着さ
れた白金族からの貴金属を含んでいる内層及び外層を有する二層触媒を開示している。上
記内層においては白金が第１の支持体上と第１の酸素貯蔵構成成分上に沈着されており、
そして外層においては白金及びロジウムが第２の支持体上に沈着されており、そしてこの
第２の層は更に第２の酸素貯蔵構成成分を含んでいる。
【００１８】
この同時係属中のヨーロッパ特許出願の触媒は当該技術水準のパラジウム及びロジウム含
有三元触媒と比較して優れた触媒特性を示す。本発明は、製造コストを下げるために単層
触媒設計で同様な触媒特性に到達するように試みている。
【００１９】
本発明の触媒では、白金及びロジウムを専用の支持体材料上に配置することによって、燃
料カット劣化の減少並びに動的挙動及び触媒活性の改善が得られる。本発明の触媒の優れ
た触媒活性によって、当該技術水準の三元パラジウム／ロジウム触媒と比肩可能な触媒活
性を依然として維持しながら、高価な金属装填を減少させることが可能になる。これによ
って慣用の触媒と比較して高価な金属のコストが低下する。
【００２０】
本発明の触媒中に存在するロジウムが全て白金と密接に結合していることが本発明の必須
の特徴である。これは、総白金量の第２の部分とロジウムとを同一の微粒子支持体材料、
即ち第２の活性アルミナ上に沈着させることによって達成される。
【００２１】
本発明の現在の理解によれば、燃料カット劣化に対する感度が低下する理由は、標準化さ
れた空燃比が高い触媒温度でファット値からリーン値まで大きく振れるために特にロジウ
ムの触媒活性が低下することにあると思われる。理論的又はファット排気ガス条件下では
、ロジウムは三元触媒作用の最も有効な状態であるほぼ酸化状態ゼロにまで還元される。
リーン排気ガス及び高い触媒温度では、ロジウムは＋３の酸化レベルまで酸化される。ロ
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ジウムのこの酸化状態は汚染物質の三元変換にはより不活性である。更に、Ｒｈ２Ｏ３は
結晶学的構造がＡｌ２Ｏ３と同形なので、６００℃を超える温度ではアルミナ又は一般的
組成Ｍ２Ｏ３（Ｍは金属原子を表す）の他の同形支持体酸化物の格子内に移動し、その結
果触媒活性が永久的に低下する可能性がある。
【００２２】
それ故、排気ガス組成が変化して理論量に戻ったとき、触媒活性を回復しそしてアルミナ
格子内へのロジウムの損失を回避するために、ロジウムはできるだけ速やかに還元されな
ければならない。本発明の現在の理解によれば、酸化状態ゼロへのロジウムの還元は白金
によって触媒される。白金とロジウム間の接触がより密接であればあるほど、この還元効
果はより良好である。
【００２３】
加えて、Ｒｈ２Ｏ３が同形支持体酸化物内に移動する傾向はこれら酸化物の適当なドーピ
ングによって制限することができる。還元条件下で活性水素を発生し得るドーピング構成
成分が有益である。活性水素は還元条件下で酸化ロジウムが金属形態に一層速やかに変換
するのを助長するので、Ｒｈ２Ｏ３が支持体酸化物内に移動する危険性は更に小さくなる
。この目的に適するドーピング構成成分は酸化セリウム（セリア）である。しかし、セリ
アは酸素貯蔵及び放出能力も示すので、セリアでドーピングする量は支持体酸化物中の高
すぎるセリア値によってロジウムの酸化を促進しないように低く保持しなければならない
。
【００２４】
上記触媒の劣化安定性の更なる改善は酸素貯蔵構成成分を適切に選択することによって達
成される。セリアが酸素貯蔵能力を示すことは良く知られている。リーン排気ガス条件下
では、セリウムはその酸化状態Ｃｅ４＋に完全に酸化される。リッチ排気ガス条件下では
、セリアは酸素を放出しそしてＣｅ３＋の酸化状態を獲得する。酸素貯蔵化合物として純
粋なセリアを使用する代わりに、本発明ではセリアに富むセリア／ジルコニア混合酸化化
合物を使用する。セリアに富むという用語は５０質量％より多くのセリアを含有する材料
を意味する。混合酸化物の総質量に対して６０から９０質量％までのセリア濃度が好まし
い。２０～２００ｍ２／ｇの比表面積を有するような材料が利用可能であり、そしてこの
ような材料は表面領域の良好な温度安定性を示す。この材料はＵＳ５７１２２１８中に開
示されているようにＣｅＯ２型の立方晶質を有することが公知である。更なる改善はプラ
セオジミア、イットリア、ネオジミア、ランタナ、酸化ガドリニウム又はこれらの混合物
で上記材料を安定化することによって得ることができる。プラセオジミア、ネオジミア、
ランタナ又はこれらの混合物を使用してセリアに基づく酸素貯蔵材料を安定化することは
ドイツ特許出願ＤＥ１９７１４７０７Ａ１に記載されている。プラセオジミアによるセリ
ア／ジルコニア混合酸化物の安定化は非常に好ましい。
【００２５】
すでに説明したように、本発明触媒の総白金量の第２の部分はロジウムと密接に接触して
いる。これは燃料カットオフ相中に形成された酸化ロジウムを元の低い酸化状態に還元す
るのを助長する。この任務を遂行するためには、１：１の白金とロジウム間の質量比が最
も有効である。それにも拘わらず、この１：１の比率から、３：１から１：５の間に離れ
ても依然として良好な触媒活性が得られることが証明されている。この質量比は第２の活
性アルミナ上に一緒に沈着されている白金とロジウムに有効であるが、本発明触媒中の全
体的な白金／ロジウム質量比は１０：１から１：５の間、好ましくは１０：１から１：１
の間で変動することができ、３：１が最も好ましい。
【００２６】
第１の支持体材料のジルコニア構成成分が０.５～１０質量％のイットリア、セリア、ネ
オジミア、ランタナ、プラセオジミア、酸化ガドリニウム又はこれらの混合物で場合によ
り安定化されていてよいジルコニアであってよい。或いは、ジルコニア構成成分は、触媒
の総酸素貯蔵容量の十分な割合を提供するために十分量でセリアを添加することにより、
酸素貯蔵機能が装備されていてもよい。このジルコニア構成成分のセリア含量はジルコニ
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ア構成成分の総質量に対して１質量％を上回る量から５０質量％未満までで変動していて
よい。そのような材料はいわゆるジルコニア／セリア混合酸化物として市販されている。
“ジルコニア／セリア”の最初の場所に“ジルコニア”があるということは、ジルコニア
がセリアの量と少なくとも同じ量で、しかし一般には多量に存在するということを示す。
そのようなジルコニア構成成分は更に上記の安定化剤、すなわちイットリア、ネオジミア
、ランタナ、プラセオジミア、酸化ガドリニウム又はこれらの混合物で、ジルコニア及び
セリアの範囲にわたって、安定化されていてよい。こうして、ジルコニア構成成分の全組
成は、ジルコニア９９．５から４５質量％まで、及びセリア、イットリア、ネオジミア、
ランタナ、プラセオジミア、酸化ガドリニウム又はこれらの混合物０．５～５５質量％を
有していてよく、その際ジルコニアはセリアの量と同じか又はそれ以上の量で存在する。
【００２７】
第１の支持材料は触媒被覆物の主要な部分を形成する。第２の支持材料に対して第１の支
持材料の質量範囲は１．１：１～２０：１の範囲である。第１の支持体材料（活性アルミ
ナ、セリア／ジルコニア混合酸化物及びジルコニア構成成分又はこれらの混合物から選択
される）上の触媒の総白金量の第１の部分の濃度は、触媒化される材料の総質量に対して
０．０１から５質量％の間、好ましくは０．０５から１質量％の間の範囲である。これと
は反対に、第２の支持材料（第２の活性アルミナ）上の白金とロジウムを合わせた濃度は
好ましくはより高く、そして第２の支持体材料の質量に対して０．５から２０質量％の間
であり、１から１５質量％の間の濃度が好ましい。全体としては、白金とロジウムが一緒
になって、触媒被覆物の総質量に対して０．０２～１０質量％の濃度で、触媒被覆物中に
存在している。
【００２８】
　本発明で使用される触媒キャリヤー本体は、貫通して延びている多数の実質的に平行な
通路を有するハニカム・モノリスの形態である。上記通路は隔壁で区画されており、そし
てこれら隔壁上に触媒被覆物が適用される。
【００２９】
上記キャリヤー本体の通路は内燃エンジンの排気ガス用流路として機能する。これらの通
路を流れるとき、排気ガスは触媒被覆物と密接に接触し、そしてそれによってこの排気ガ
ス中に含有されている汚染物質は無害の生成物に変換される。上記キャリヤー本体は当該
技術分野で周知であるような任意の適当な材料、例えば金属又はセラミック材料から製造
することができる。これらの通路はキャリヤー本体の断面全体に亘って規則的なパターン
で配列される。いわゆるセル密度（横断面積当たりの通路）は１０から２００ｃｍ－２の
間で変動することができる。他の適当なキャリヤー本体は開口セルフォーム構造を有して
いることができる。金属又はセラミックフォームを使用することができる。
【００３０】
触媒被覆物は約５０から２５０ｇ／ｌまでの量でキャリヤー本体に適用される。有利には
、上記触媒被覆物は０～１５０ｇ／ｌ、好ましくは２０～１５０ｇ／ｌの上記第１の活性
アルミナ及び１０～１００ｇ／ｌ、好ましくは２０～１００ｇ／ｌの上記セリア／ジルコ
ニア混合酸化物構成成分を含んでいる。上記ジルコニア構成成分は０～８０ｇ／ｌ、好ま
しくは５～６０ｇ／ｌの濃度で存在することができる。
【００３１】
触媒の適当な機能のために、十分な酸素貯蔵容量が必要とされる。触媒の酸素貯蔵容量は
第１に上記セリアに富んだセリア／ジルコニア構成成分により供給される。ジルコニア構
成成分も少量で、触媒の全体的な酸素貯蔵容量にある程度の量を提供することができる。
しかし、触媒の有利な実施態様においては、触媒の酸素貯蔵容量はもっぱらセリアに富ん
だセリア／ジルコニア混合酸化物をベースとしている、ここではジルコニア構成成分は純
粋なジルコニア材料又は上記の安定化剤０．５～１０質量％で安定化されたジルコニアで
ある。
【００３２】
上記第２の活性アルミナの濃度は好ましくは５から５０ｇ／ｌの間で選択される。最も好
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ましい実施態様では、上記第１及び第２の活性アルミナは同一のものでありそして５０か
ら２００ｍ２／ｇの間の比表面積を有しておりそして０．５～２５質量％のランタナ、セ
リア、イットリア、ネオジミア、酸化ガドリニウム又はこれらの混合物で安定化されてい
る。上記酸素貯蔵構成成分は有利には、６０～９０質量％のセリアを含有するセリアに富
むセリア／ジルコニア混合酸化物から選択され、そして０．５～１０質量％のプラセオジ
ミア（Ｐｒ６Ｏ１１）で付加的に安定化されている。
【００３３】
硫化水素の放出を抑制する目的のためには、上記触媒被覆物は約１から３０ｇ／ｌまでの
ニッケル、鉄又はマンガン構成成分を更に含んでいることができる。
【００３４】
貴金属構成成分のための支持材料の表面積は、触媒の最終的な触媒活性のために重要であ
る。一般に、これらの材料の表面積は１０ｍ２／ｇを越えているべきである。上記材料の
表面積は該分野においてはいわゆる比表面積又はＢＥＴ表面積である。上記材料の表面積
は有利に、５０ｍ２／ｇより大きく、最も有利には１００ｍ２／ｇより大きい。表面積１
４０ｍ２／ｇを有する活性アルミナが適当である。セリア又はセリア／ジルコニア混合酸
化物をベースとする酸素貯蔵構成成分は８０ｍ２／ｇ～２００ｍ２／ｇまでの表面積で利
用することができ、か焼の状態に依存して提供される。これ以外にも、表面積が１０ｍ２

／ｇ未満の、いわゆる低表面積セリア材料を使用することもできる。１００ｍ２／ｇを有
するジルコニア材料も適当である。
【００３５】
図１～３を本発明による触媒の構造を更に説明するために提供する。
【００３６】
図１：図１は支持材料として第１及び第２のアルミナ、セリア／ジルコニア及びジルコニ
アを有する単層触媒の実施態様の構造を図示する。
【００３７】
図２：図２は支持材料として第２のアルミナ、セリア／ジルコニア及びジルコニアのみを
有する単層触媒の第２の実施態様の構造を図示する。
【００３８】
図３：図３は本発明において使用した燃料カット劣化の概略図表を示す。
【００３９】
図１は第１及び第２の活性アルミナ両方を有する触媒被覆物の第１の実施態様の断面図を
示す。上記触媒被覆物は不活性キャリヤー上に沈着されている。上記触媒の異なる支持体
材料は異なる幾何学模様体で符号化されている。第１のアルミナ（六角形で表されている
）、セリア／ジルコニア（楕円形で表されている）及びジルコニア（八角形で表されてい
る）上には白金だけが沈着されている。白金結晶体は小さな円で符号化されている。第２
のアルミナ上には白金とロジウムが沈着されている。ロジウム結晶体は小さな菱形で符号
化されている。本発明の触媒においては、白金とロジウムは互いに密接に接触している。
この事実を視覚化するために、白金とロジウム結晶体は図１では対にして配列されている
。この対にした配列は説明の目的のためだけであって、本発明の範囲を制限するようには
意図されていない。白金とロジウム間の実際の関係は製造方法に依存しており、そして密
接に隣接した白金とロジウム結晶体によって同一のアルミナ粒子上に単離されている白金
及びロジウム結晶体から真の白金／ロジウム合金までで変動することができる。
【００４０】
本発明の現在の理解によれば、最良の結果は密接に隣接した白金とロジウム結晶体及び真
の白金／ロジウム合金によって達成されるものと期待される。
【００４１】
図１では第１及び第２のアルミナをそれぞれ白金及び白金／ロジウム用の支持体として使
用しているが、白金を支持している第１のアルミナは、白金がセリア／ジルコニア及びジ
ルコニア構成成分によっても支持されているので、省略することができる任意の構成成分
であると理解すべきである。本発明の触媒のそのような実施態様は図２に示す。図２では
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、触媒層は第１のアルミナ構成成分を包含していない。
【００４２】
本発明の触媒は種々の方法で製造することができる。これら方法のうちの幾つかを以下に
記載する：
上記触媒キャリヤーの通路に触媒被覆物を適用するために、特定の触媒化されている微粒
子支持体材料を含む水性被覆組成物で上記触媒キャリヤーを被覆することができる。上記
被覆組成物は本発明の文脈内では被覆分散体とも呼ばれよう。このような被覆組成物で触
媒キャリヤーを被覆する技術は当該分野の専門家に良く知られている。次に、上記被覆物
を乾燥しそして空気中でか焼する。乾燥は好ましくは１５０℃までの高温で実施される。
上記被覆物をか焼するためには、２００から５００℃までの温度を０．５から５時間まで
の期間適用すべきであろう。
【００４３】
上記被覆組成物を調製する前に、上記支持体材料はそれぞれの貴金属によって触媒化され
なければならない。上記支持体材料を白金だけで触媒化するためには、白金の前駆体化合
物を含有する溶液での含浸のような慣用の技術を使用することができる。白金前駆体化合
物が選択した溶媒に可溶性でありそして空気中高温で加熱されると金属に分解する場合、
任意の白金前駆体化合物を使用することができる。これら白金化合物の代表例はクロロ白
金酸、クロロ白金酸アンモニウム、四塩化白金水和物、ジクロロカルボニル二塩化白金、
ジニトロジアミノ白金、硝酸白金及びアミン可溶化水酸化白金である。塩素含有量が低い
か又は含有していない前駆体化合物が好ましい。メチルエタノールアミン白金（ＩＶ）ヘ
キサヒドロキシド（（ＭＥＡ）２Ｐｔ（ＯＨ）６）やエタノールアミン白金（ＩＶ）ヘキ
サヒドロキシド（（ＥＡ）２Ｐｔ（ＯＨ）６）のようなアミン可溶化白金化合物が特に好
ましい。これらの陰イオン性白金コンプレックス化合物は高分散の白金金属沈着物を生成
することが知られている。含浸後に、支持体材料は高温で乾燥しそして空気中２００から
５００℃の間の温度でか焼して白金を支持体上に熱的に固定する。次に、このようにして
触媒化された材料は好ましくは水中に分散されて第１の分散体が得られる。
【００４４】
それぞれの支持体材料を白金で触媒化するのに好ましい方法においては、支持体材料をい
わゆる注入含浸法で含浸する。注入による含浸方法はドイツ特許出願ＤＥ１９７１４７３
２Ａ１及びＤＥ１９７１４７０７Ａ１中に記載されている。この目的のためには、上記支
持体材料を水中に分散しそしてその後白金の塩基性前駆体化合物の溶液、有利に（ＥＡ）

２Ｐｔ（ＯＨ）６の溶液を上記分散体中に徐々に注入する。その際、分散液のｐＨ値は塩
基範囲に上昇される。次に、白金は上記分散体のｐＨ値を酢酸で適切に調節することによ
って上記微粒子材料上に沈降する。沈降は分散体のｐＨ値が低下を開始するときに開始す
る。一般にｐＨ７を下回るｐＨ値が沈降を完結するために必要である。注入しそして沈降
させている間、上記分散体は連続的に攪拌して、注入された溶液を上記分散体の全体容積
に亘って均質に急速に分布させる。この方法によって沈降した白金化合物は確実に上記支
持体材料上にしっかり付着するので、上記した乾燥及びか焼による熱的固定はもはや必要
でない。この方法で得られる分散体は上記した第１の分散体として直接使用することがで
きる。
【００４５】
次に、白金とロジウムを担持する第２の活性アルミナは、上記支持体を白金及びロジウム
の可溶性前駆体化合物の水溶液で含浸し、そしてこの含浸した支持体を乾燥してか焼する
ことによって調製される。白金の適当な前駆体化合物は既に上記したものである。ロジウ
ムの前駆体としては、ヘキサアミン塩化ロジウム、三塩化ロジウム、カルボニル塩化ロジ
ウム、三塩化ロジウム水和物、硝酸ロジウム及び酢酸ロジウムを有利に使用することがで
きるが、硝酸ロジウムが好ましい。
【００４６】
第２の活性アルミナを白金及びロジウム前駆体で任意の順序で連続的にか又は１つの共通
の溶液から同時に含浸させることができる。このようにして触媒化された活性アルミナを
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乾燥しそしてか焼して、その上部に白金とロジウムを固定する。次に、この材料を水中に
再分散して第２の分散体が得られる。次いで第１及び第２の分散体を一緒に合わせて最終
被覆組成物が得られる。
【００４７】
しかしながら、上記で指摘したように、白金とロジウム間のできるだけ密接な接触を得る
ことが非常に望ましい。これは、上記した注入沈降法で上記支持体材料上に先ず白金を、
そしてその後ロジウムを沈着させることによって最も良好に達成されることが見いだされ
た。この目的のためには、白金の塩基性前駆体化合物、有利にはエタノールアミン白金（
ＩＶ）ヘキサヒドロキシドのようなアミン可溶化白金を、上記分散体のｐＨ値を酢酸で６
～８の値に適切に調節することによって沈降させる。白金を沈降させた後、上記支持体を
乾燥したりか焼したりしないで、その後ロジウムの酸性前駆体化合物、例えば硝酸ロジウ
ムの溶液からロジウムを直接沈降させる。
【００４８】
詳細には、活性アルミナ上に沈着した白金及びロジウムを有する第２の分散体は、水中に
活性アルミナを分散させ、そしてその後白金のアミン可溶化前駆体化合物の水溶液を上記
被覆分散体中に注入することによって調製される。白金のアミン可溶化前駆体化合物は上
記活性アルミナ上に容易に吸着される。その後、ロジウムの酸性前駆体化合物の水溶液を
この分散体中に注入し、そしてその後この分散体のｐＨ値を適切に調節して白金及びロジ
ウム化合物を上記第２の活性アルミナ上に固定する。次に、この第２の分散体を上記第１
の分散体と一緒に合わせて、触媒の最終被覆組成物が得られる。
【００４９】
【実施例】
　本発明による触媒の有益な特性を、以下の実施例により更に詳細に説明する。次の実施
例の全ての触媒のために、コージュライトからなるハニカムキャリヤーが使用された（直
径１０．１６ｃｍ；長さ１５．２４ｃｍ；セル密度６２ｃｍ-２）。種々のウォッシュコ
ート構成成分の濃度又は担持量はキャリヤーの容積に対してリットル当たりのｇの量で示
す（ｇ／ｌ）。
【００５０】
　実施例１：
　本発明による触媒を以下に記載するような触媒被覆物でハニカムキャリヤーを被覆する
ことにより製造した。最終的な被覆物は白金対ロジウムの質量比５：１および全貴金属の
担持量１.４１ｇ／ｌ（４０ｇ／ｆｔ３）からなる。酸化物ウォッシュコート構成成分（o
xidic washcoat components）の濃度は１６０ｇ／ｌであった。この触媒を以下にＣ１と
示す。
【００５１】
第１の分散体の調製：
酢酸プラセオジムの溶液に、セリウムに富む酸素貯蔵構成成分（セリア７０質量％、ジル
コニア３０質量％、表面積：２００ｍ２／ｇ）を添加した。アンモニアを制御しながら注
入しそして約３０分間攪拌して、酢酸プラセオジムをセリア／ジルコニア上に沈降させた
。続いて、安定化したアルミナ（Ｌａ２Ｏ３３質量％、Ａｌ２Ｏ３９７質量％、表面積：
１４０ｍ２／ｇ）及びバルク状ジルコニア（表面積：１００ｍ２／ｇ）を添加した。この
後、（ＥＡ）２Ｐｔ（ＯＨ）６の溶液を上記スラリー中に注入し、そしてこの分散体のｐ
Ｈ値を酢酸で適切に調節することによって白金をセリア／ジルコニア及びジルコニア上に
沈降させた。
【００５２】
第２の分散体の調製：
安定化したアルミナ（Ｌａ２Ｏ３３質量％、Ａｌ２Ｏ３９７質量％）を水中に分散した。
その後、塩化物不含の白金塩（（ＥＡ）２Ｐｔ（ＯＨ）６）を注入し、そしてこれはアル
ミナ上に容易に吸着された。その後硝酸ロジウムを注入した。ｐＨ値を酢酸で調節するこ
とによって上記触媒構成成分は共に支持アルミナ上に固定された。
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【００５３】
両方の分散体を混合して被覆組成物を形成した。キャリヤーをこの組成物で浸漬被覆によ
り被覆し、乾燥し、かつ空気中で５００℃でか焼した。この触媒の種々の成分の相互の配
置を以下に示す。数値はキャリヤー容積に対する被覆組成物の濃度ｇ／ｌを示す。第１の
分散体の製造の際のセリア／ジルコニア上へのプラセオジムの沈降は被覆物のか焼後に酸
化プラセオジムで安定化したセリア／ジルコニア（ＣｅＯ２／ＺｒＯ２／Ｐｒ６Ｏ１１）
となる。この材料のセリア／ジルコニア濃度は５１.７ｇ／ｌであり、一方プラセオジミ
アの濃度は４.３ｇ／ｌであった。
【００５４】
【外１】

【００５５】
最初の３行は第１の被覆分散体から生じる被覆物の構成を示し、第４行は第２の分散体か
ら生じる構成を示す。
【００５６】
比較例１：
実施例１による触媒Ｃ１を、特許公開番号ＥＰ－出願番号ＥＰ１０４６４２３Ａ２を有す
る同時係属中のヨーロッパ特許出願の実施例１による二層触媒と比較した。この触媒は本
発明の触媒に類似する組成を有している。これは、白金だけで触媒化された支持体材料が
第１の層に配列されておりそして白金とロジウムで触媒化されたアルミナが更なる構成成
分と一緒に第２の外部層に配列されている点で本発明の触媒と異なっている。
【００５７】
この触媒の調製は以下で詳細に示す。
【００５８】
第１の（内部）層の調製：
酢酸プラセオジムの溶液に、セリウムに富む酸素貯蔵構成成分（セリア７０質量％、ジル
コニア３０質量％）を添加した。アンモニアを制御しながら注入しそして約３０分間攪拌
して、酢酸プラセオジムをセリア／ジルコニア上に沈降させた。続いて、安定化したアル
ミナ（Ｌａ２Ｏ３３質量％、Ａｌ２Ｏ３９７質量％）及びバルク状ジルコニアを添加した
。この後、白金溶液（（ＥＡ）２Ｐｔ（ＯＨ）６）を上記スラリー中に注入し、そしてこ
の分散体のｐＨ値を酢酸で適切に調節することによって白金をアルミナ、ジルコニア及び
セリア／ジルコニア上に沈降させた。
【００５９】
上記スラリーを粉砕した後、モノリスのキャリヤーをスラリー中に浸漬して第１の層を適
用した。完全なウォッシュコート取込みは乾燥及び空気中５００℃でのか焼後１６０ｇ／
ｌであった。
【００６０】
第２の（外部）層の調製：
安定化したアルミナ（Ｌａ２Ｏ３４質量％、Ａｌ２Ｏ３９６質量％）を水中に分散した。
その後塩化物不含の白金塩（（ＥＡ）２Ｐｔ（ＯＨ）６）を注入し、そしてこれはアルミ
ナ上に容易に吸着された。その後、硝酸ロジウムを注入した。ｐＨ値を調節することによ
って、両触媒構成成分は支持アルミナ上に固定された。



(12) JP 4813677 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

【００６１】
上記ウォッシュコートを仕上げるために、アルミナ、酢酸プラセオジム及びセリアに富む
酸素貯蔵構成成分（セリア７０質量％、ジルコニア３０質量％）を導入した。
【００６２】
モノリスの支持体を被覆する前に、上記スラリーのｐＨを概ね６に調節しそして粉砕した
。第２の層の総ウォッシュコート取込みは７０ｇ／ｌであった。この触媒を乾燥しそして
空気中５００℃でか焼した。
【００６３】
この触媒の種々の構成成分相互の配置及び濃度を以下に明示する：
【００６４】
【外２】

【００６５】
第１の層において、プラセオジミアで安定化されたセリア／ジルコニアは実施例１に記載
されたセリア／ジルコニア対プラセオジミアと同じ質量比（５１．７／４．３）を有した
。第２の層において、酢酸プラセオジミアはこの層の全ての構成成分に関して含浸された
。
【００６６】
白金対ロジウムの質量比は上部層で１Ｐｔ／１Ｒｈであった。白金及びロジウムの総含有
量は、５Ｐｔ／１Ｒｈの質量比（両層を組み合わせた質量比）で１．４１ｇ／ｌ（１．１
７５ｇのＰｔ／ｌ及び０．２３５ｇのＲｈ／ｌ）であった。この比較触媒を以下にＣＣ１
と呼ぶ。
【００６７】
触媒の評価：
本発明による触媒及び比較触媒（これらは共に以下では「試料触媒」と呼ぶ）のライトオ
フ（light off）温度を、Ｖ８内燃エンジン（８気筒エンジン；排気量５．３ｌ）を有す
る車両で試験した。このエンジンの排気ガスシステムに連続した２つの排気ガスコンバー
ターを装備した。第１のコンバーターはエンジンに近接して連結し、一方第２のコンバー
ターは床下に配列した。
【００６８】
上記の近接して連結したコンバーターには、９．３ｃｍ（３．６６インチ）の直径及び６
．３５ｃｍ（２．５インチ）の長さで０．４３１ｌの容積を有するパラジウムだけの触媒
を装備した。上記試料触媒は、近接して連結した触媒と同じ直径であるが１１．４３ｃｍ
（４．５インチ）の長さで０．７７６ｌの容積を有していた。２つの試料触媒は各々個々
の床下コンバーター内に配置した。
【００６９】
ライトオフ温度を測定する前に、上記試料触媒を有する床下コンバーターは先ず、米国環
境保護庁（ＥＰＡ）によって認定されたモータ試験スタンドで劣化手順に６５時間付した
。最大コンバーター入力温度は８５０℃であった。この劣化手順は８００００ｋｍの通常
の駆動サイクルと等価であることが知られている。
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【００７０】
劣化手順後に、これら２つの床下コンバーターを試験車両に対して１回に１個取り付けた
。その後、エンジンをＦＴＰ７５試験サイクルに従って作動させた。３つの全てのバッグ
に集めた排出物を第３表に示す。一酸化炭素排出物は、現行及び将来の全ての排出限界を
依然としてはるかに下回っていたので表記していない。
【００７１】
【表１】

【００７２】
　実施例２：
　実施例１に従って、更なる触媒を製造した。実施例１と異なるのは、触媒を全体を構成
する白金対ロジウムの質量比を２：１で製造し、一方第２のアルミナ上の白金対ロジウム
の質量比を１：１に保持した。乾燥し、かつか焼した後の最終ハニカム触媒は酸化物構成
成分（oxidic components）１６０ｇ／ｌおよび白金＋ロジウム１．０６ｇ／ｌ（３０ｇ
／ｆｔ３）の被覆物濃度を有した。この触媒をＣ２として以下に示す。触媒Ｃ２の種々の
構成成分相互の配置及び濃度（ｇ／ｌキャリヤー容積）を以下に明示する：
【００７３】
【外３】

【００７４】
比較例２：
本発明の触媒は触媒の貴金属を支持する材料として、ランタン、ジルコニア微粒子および
セリア／ジルコニア微粒子で安定化した活性アルミナを使用する。
【００７５】
この種の触媒設計の状態は、しばしば安定化されていない活性アルミナとセリア微粒子を
ベースとする。酢酸セリウムおよび酢酸ジルコニウムを付加的に被覆分散体に添加し、こ
れは触媒被覆物をか焼する際にこの触媒全体に均質に分散するセリアおよびジルコニアに
変換する。
【００７６】
　本発明による触媒とこの従来技術とを比較するために、比較触媒ＣＣ２を以下のように
製造した：活性アルミナ（表面積１４０ｍ２／ｇ）およびセリア微粒子（１０ｍ２／ｇを
有する低表面積材料）を水中に分散した。酢酸セリウムおよび酢酸ジルコニウムを添加し
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た後、得られた被覆分散体をハニカムキャリヤーの被覆に使用した。このように製造した
支持層を乾燥し、かつか焼し、次いで白金テトラアミンニトレートおよび硝酸ロジウムの
共有溶液を使用して白金およびロジウムで同時に含浸した。この含浸した被覆物を再び乾
燥し、か焼した。
【００７７】
触媒ＣＣ２の種々の構成成分相互の配置および濃度を以下に明示する：
【００７８】
【外４】

【００７９】
　比較例３：
　更に、ＣＣ３として設計された比較触媒を以下のように製造した：実施例２の触媒の全
ての酸化物構成成分を先ず実施例２に記載されているように白金で触媒化し、次いで水中
に分散し、ハニカムキャリヤー上に被覆した。この被覆物を乾燥し、かつか焼した。次い
で生じた、触媒層を更に硝酸ロジウムで含浸し、乾燥し、かつか焼した。この比較触媒は
触媒Ｃ２の構成体と同じ全体濃度を有した。唯一の差異は、支持材料に関しておよび相互
に関して、の白金とロジウムの配置にある。
【００８０】
触媒ＣＣ３の種々の構成成分相互の配置および濃度を以下に示す：
【００８１】
【外５】

【００８２】
比較例４：
ＣＣ４として設計された更なる比較触媒はすでに実施例１および２に概要を記載した方法
を用いて製造した。比較触媒ＣＣ４は触媒Ｃ２の構成体と同じ全体濃度を有した。実施例
２との差異は白金およびロジウムが以下に記載するように異なる支持材料上に配置されて
いた：
【００８３】
【外６】

【００８４】
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燃料カット劣化法
４種の触媒に最初に排気量２.８ｌのエンジン上でいわゆる燃料カット劣化（fuel-cut ag
inge）を７時間の間行った。このエンジンの排気システムは４種全ての触媒を並行して劣
化させることを可能とする特別なアダプターを装備した。
【００８５】
燃料カット劣化は１９時間の長さのサイクル４回からなった。それぞれのサイクルは図３
に示すような２つの相からなる。相Ｉの間、触媒にシュミレーションの燃料カット条件７
５サブサイクルを実施した。それぞれのサブサイクルの間、触媒の前面の排気ガス温度を
エンジンの負荷の増大に応じて、８５０℃の値に調節した。エンジンをラムダ値１で運転
した（stoichiometric operation；理論運転）。理論運転の３６０秒の開始相の後、燃料
供給を６０秒毎に５秒間中断し、こうしてラムダ値を１から２.５にジャンプさせた。燃
料カットは触媒の高い酸化への暴露を惹起し、高い排気ガス温度での排気ガス条件に傾け
る。理論運転の間、触媒での温度は、触媒での発熱反応により８０℃～１００℃で上昇し
た。７５サブサイクルのそれぞれが６２５秒間負荷した。
【００８６】
相ＩＩは、中程度の排気ガス温度で硫黄化合物での触媒を壊すシュミレーションの１２サ
ブサイクルからなる。それぞれのサブサイクルの間、排気ガス温度は３段階で４９０℃か
ら５８０℃に、次いで６８０℃に増大した。それぞれの段階は１０分間の負荷であった。
【００８７】
燃料カット劣化の後、ＨＣ、ＣＯおよびＮＯxの変換のためのライトオフＴ５０％、およ
びＣＯ／ＮＯx動的クロスオーバー点を２ｌの排気量を有するエンジンで測定した。用語
“ライトオフ温度（light off temperature）”はそれぞれの汚染物質の５０％が触媒に
より変換される排気ガスの温度を示す。用語“動的クロスオーバー点（dynamic cross-ov
er point）”およびその測定は審査継続中の本発明の発明者によるヨーロッパ特許明細書
ＥＰ１０４６４２３Ａ２に詳細に記載されている。
【００８８】
ライトオフ温度の測定はエンジンの排気ガス温度の緩慢な上昇（３８Ｋ／分）を伴う６５
０００ｈ-１の空間速度で実施した。この測定の間、ラムダ値は±０．５Ａ／Ｆ（Ａ／Ｆ
＝空気対燃料比）の振幅及び１Ｈｚの振動数で調整された。平均ラムダ値を０．９９９の
値に調節した。
【００８９】
クロスオーバー点での変換値はＣＯ及びＮＯxのために同時に達成することのできる最も
高い変換である。このクロスオーバー点が高ければ高いほど、触媒の触媒活性の動的挙動
が良好である。クロスオーバー点を排気ガス温度４００℃
で測定した。
【００９０】
測定の結果を第４表に記載する。それぞれの値はいくつかの測定値の平均値である。この
クロスオーバー点は僅かにラムダ値の変換方向に依存した。第４表中に示した値は、リッ
チからリーンへ及びリーンからリッチへラムダ値を変換させることから得られた平均値で
ある。更に、これらの測定値はリーンからリッチへ及びリッチからリーンへのいくつかの
サイクルにわたって平均した。
【００９１】
【表２】
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【００９２】
第４表の結果は、本発明による触媒Ｃ２が、比較触媒のライトオフ温度とはあまり異なっ
ていないライトオフ温度Ｔ５０％にもかかわらす、その触媒活性の著しく改良された動的
挙動を有することを示している。本発明による触媒及び比較触媒のクロスオーバー変換の
間の差異は、劣化の際の高い排気ガス温度ですら、より顕著である（例えば触媒の前での
８５０℃の代わりに９５０℃）。
【００９３】
実施例３：
更に触媒Ｃ３を触媒Ｃ２と同様にして調製した。
【００９４】
比較例５：
触媒組成物のアルミナ構成成分の温度安定性を改良するために、かつ触媒のＮＯx変換を
改良するために、しばしば酸化バリウムを水酸化バリウムの形で被覆分散体に添加する。
燃料カット劣化の条件下での触媒活性への酸化バリウムの影響を調べるために、比較触媒
ＣＣ５を製造した。ＣＣ５は触媒Ｃ３の変種であった。第１の被覆分散体のＬａ／Ａｌ２

Ｏ３ ７０ｇ／ｌを６０ｇ／ｌに減少させ、代わりに酸化バリウム１０ｇ／ｌを水酸化バ
リウムの形で添加した。
【００９５】
比較例６：
比較触媒ＣＣ６を米国特許第５２００３８４号明細書の実施例１と同様にして調製した。
被覆分散体のために、表面積１４０ｍ２／ｇを有する活性アルミナ、表面積８０ｍ２／ｇ
を有するセリア、炭酸ジルコニウム及びジルコニア／セリア混合酸化物（質量比８０／２
０）を使用した。最終触媒の白金対ロジウムの質量比を２：１にし、酸化物ウォッシュコ
ート構成成分の総濃度を１６０ｇ／ｌに増加させた。触媒の調製は米国特許第５２００３
８４号明細書の実施例１の概要とできるだけ近づけて実施した。そこに記載されているよ
うに、全ての白金及びロジウムは活性アルミナ上に沈着していた。この目的のためには、
（ＥＡ）２Ｐｔ（ＯＨ）６及び硝酸ロジウムを使用した。
【００９６】
最終触媒は次の組成を有した：白金＋ロジウム１.０６ｇ／ｌ（３０ｇ／ｆｔ３）；白金
対ロジウムの質量比２：１、アルミナ１０２.４ｇ／ｌ、セリア３８.４ｇ／ｌ；ジルコニ
ア６.４ｇ／ｌ（炭酸ジルコニウム由来）およびジルコニア／セリア１２.８ｇ／ｌ。この
触媒の全ての酸化物構成成分の濃度は１６０ｇ／ｌであった。
【００９７】
比較例７：
比較触媒ＣＣ７を米国特許第４９６５２４３号明細書の実施例１と同様にして調製した。
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被覆分散体のために、表面積１４０ｍ２／ｇを有する活性アルミナ、表面積８０ｍ２／ｇ
を有するセリア、表面積１００ｍ２／ｇを有するジルコニア及び水酸化バリウムを使用し
た。最終触媒の白金対ロジウムの質量比を２：１にし、酸化物ウォッシュコート構成成分
の総濃度を１６０ｇ／ｌに増加させた。触媒の調製は米国特許第４９６５２４３号明細書
の実施例１の概要とできるだけ近づけて実施した。そこに記載されているように、全ての
白金及びロジウムは活性アルミナ上に沈着していた。この目的のためには、（ＥＡ）２Ｐ
ｔ（ＯＨ）６及び硝酸ロジウムを使用した。
【００９８】
最終触媒は次の組成を有した：白金＋ロジウム１.０６ｇ／ｌ（３０ｇ／ｆｔ３）；白金
対ロジウムの質量比２：１、アルミナ８５.２ｇ／ｌ、セリア４８.７ｇ／ｌ；ジルコニア
１７ｇ／ｌおよびバリア（baria）（水酸化バリウム由来）９.１ｇ／ｌ。
【００９９】
触媒Ｃ３、ＣＣ５、ＣＣ６およびＣＣ７の評価：
４種の触媒を前と同様に劣化し、次いで第４表の結果に関して概要を記載したと同じテス
ト方法を行った。クロスオーバー変換値を１Ｈｚ±０．５Ａ／Ｆのラムダ調整で４００℃
で、１Ｈｚ±１.０Ａ／Ｆのラムダ調整で４５０℃で実施した。この結果を第５表に示し
た。
【０１００】
【表３】

【０１０１】
比較触媒ＣＣ５のクロスオーバー変換は触媒Ｃ３の相当する値より明らかに低い。このこ
とは燃料カット劣化の条件下に白金への酸化バリウムの有害な影響に起因する。燃料カッ
ト劣化は白金酸白金の形成に導き、従って触媒活性の減少に導く。このことは燃料カット
劣化後にクロスオーバー点を４５０℃で検出することができなかった比較触媒ＣＣ７に関
しても当てはまる。
【図面の簡単な説明】
【図１】支持材料として第１及び第２のアルミナ、セリア／ジルコニア及びジルコニアを
有する単層触媒の実施態様の構造を示す図である。
【図２】支持材料として第２のアルミナ、セリア／ジルコニア及びジルコニアのみを有す
る単層触媒の第２の実施態様の構造を示す図である。
【図３】本発明において使用した燃料カット劣化の概略図表を示す図である。
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