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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ．少なくとも１μｍの平均結晶サイズを有し、ケイ素とアルミニウムを含むＣＨＡ骨
格を有し、１０から２５のシリカ対アルミナモル比（ＳＡＲ）を有するゼオライト材料と
；
ｂ．遊離及び／又は交換金属として上記ゼオライト材料中に配された骨格外助触媒金属
（Ｍ）と；
ｃ．上記ゼオライト材料中にゼオライトの全重量に基づいて少なくとも１重量パーセン
トのセリウムであって、該セリウムが交換セリウムイオン、単量体セリア、オリゴマーセ
リア、及びその組み合わせから選択される形態で存在し、但し、該オリゴマーセリアは５
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μｍ未満の粒径を有している、セリウムと
を含有し、
骨格外助触媒金属が銅であり、骨格アルミニウムに基づいて０．１０から０．２４の助
触媒金属対アルミニウム原子比（Ｍ：Ａｌ）で存在している、ＮＯｘを還元するための触
媒組成物であって、
ウォールフローフィルター上にウォッシュコートされる、触媒組成物。
【請求項２】
上記ゼオライトが１４から１８のＳＡＲを有している請求項１に記載の触媒組成物。
【請求項３】
上記組成物は、Ｚｒ、ＺｒＯ、Ｔｉ、及びＴｉＯを実質的に含まない請求項１又は２に
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記載の触媒組成物。
【請求項４】
排気ガス中のＮＯＸを還元する方法において、
リーンバーン燃焼過程から出てきたＮＯＸを含む排気ガスを、
ｉ．少なくとも１μｍの平均結晶サイズを有し、ケイ素とアルミニウムを含むＣＨＡ
骨格を有し、１０から２５のシリカ対アルミナモル比（ＳＡＲ）を有するゼオライト材料
と、
ｉｉ．遊離及び／又は交換金属として上記ゼオライト材料中に配された骨格外助触媒
金属（Ｍ）であって、銅であり、骨格アルミニウムに基づいて０．１０から０．２４の助
触媒金属対アルミニウム原子比（Ｍ：Ａｌ）で存在している骨格外助触媒金属と、
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ｉｉｉ．上記ゼオライト材料中にゼオライトの全重量に基づいて少なくとも１重量パー
セントのセリウムであって、該セリウムが交換セリウムイオン、単量体セリア、オリゴマ
ーセリア、及びその組み合わせから選択される形態で存在し、但し、該オリゴマーセリア
は５μｍ未満の粒径を有している、セリウムと
を含有するＮＯｘを還元するための触媒組成物であって、ウォールフローフィルター上に
ウォッシュコートされる、触媒組成物と接触させ；
上記ＮＯＸの一部をＮ２及びＨ２Ｏに転換させる
ことを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
（関連出願とのクロスリファレンス）
この出願は、その双方が出典明示によりここに援用される２０１０年１２月２日出願の
米国仮出願第６１／４１９０１５号及び２０１１年１２月１日出願の米国仮出願第６１／
５６５７７４号の優先権の利益を主張する。
【０００２】
Ａ）使用分野：
本発明は炭化水素燃料の燃焼により生じる排気ガス、特にディーゼルエンジンにより生
成される排気ガスのような窒素酸化物を含む排気ガスの処理に有用である触媒、システム
、及び方法に関する。
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【背景技術】
【０００３】
（関連技術の記載）
殆どの燃焼排気ガスの最も大なる部分は相対的に無害な窒素（Ｎ２）、水蒸気（Ｈ２Ｏ
）、及び二酸化炭素（ＣＯ２）を含んでいる；しかし、排気ガスはまた比較的少量で有害
な及び／又は毒性の物質、例えば不完全燃焼からの一酸化炭素（ＣＯ）、未燃燃料からの
炭化水素（ＨＣ）、過度の燃焼温度からの窒素酸化物（ＮＯＸ）、及びパティキュレート
マター（殆どはスート）を含んでいる。大気中に放出される排気ガスの環境影響を緩和す
るために、好ましくは今度は他の有害な又は毒性の物質を生じせしめない方法によって、
これらの望ましくない成分の量を削減し又は低減させることが望ましい。
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【０００４】
自動車の排気ガスから除去すべき最も厄介な成分の一つはＮＯＸであり、これは一酸化
窒素（ＮＯ）、二酸化窒素（ＮＯ２）、及び亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）を含んでいる。ディー
ゼルエンジンによって作り出されるもののようなリーンバーン排気ガス中におけるＮＯＸ
のＮ２への還元は、排気ガスが還元の代わりに酸化的反応に有利に働く十分な酸素を含ん
でいるので、特に問題である。しかしながら、ＮＯＸは、選択式触媒還元（ＳＣＲ）とし
て一般的に知られている方法によってディーゼル排気ガス中において還元できる。ＳＣＲ
法は、触媒の存在下、還元剤を用いてＮＯＸを元素窒素（Ｎ２）及び水に転換させること
を含む。ＳＣＲ法では、アンモニアのようなガス還元剤が、ＳＣＲ触媒に排気ガスを接触
させる前に排気ガス流に添加される。還元剤は触媒に吸収され、ＮＯＸ還元反応はガスが
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触媒化された基体を通り又はその上を通過する際に起こる。アンモニアを使用する化学量
論的ＳＣＲ反応の化学式は次の通りである：
２ＮＯ＋４ＮＨ３＋２Ｏ２→３Ｎ２＋６Ｈ２Ｏ
２ＮＯ２＋４ＮＨ３＋Ｏ２→３Ｎ２＋６Ｈ２Ｏ
ＮＯ＋ＮＯ２＋２ＮＨ３→２Ｎ２＋３Ｈ２Ｏ
【０００５】
既知のＳＣＲ触媒はゼオライトや他のモレキュラーシーブを含む。モレキュラーシーブ
は十分に定まった構造を持つ細孔結晶性固形物であり、一般的にその骨格にケイ素、アル
ミニウム及び酸素を含み、またその孔部内に陽イオンを含みうる。モレキュラーシーブを
特徴づける特徴は、規則的な及び／又は繰り返しの形で相互に連結された分子四面体セル
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によって形成されるその結晶又は疑似結晶構造である。国際ゼオライト学会（ＩＺＡ）構
造委員会によって認められた独特のモレキュラーシーブ骨格には骨格タイプを指定するた
めの三文字コードが割り当てられている。既知のＳＣＲ触媒であるモレキュラーシーブ骨
格の例は、骨格タイプコードＣＨＡ（チャバザイト）、ＢＥＡ（ベータ）、及びＭＯＲ（
モルデナイト）を含む。
【０００６】
あるモレキュラーシーブはその相互連結セルの配向から生じる三次元の分子骨格を有し
ている。これらのモレキュラーシーブのセルは、典型的には、数立方ナノメートルのオー
ダーの体積と直径が数オングストロームのオーダーのセル開口（「孔（pores）」又は「
細孔（apertures）」とも称される）を有している。セルはその孔の環サイズによって定
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義することができ、例えば「８員環」なる用語は、８個の四面体に配位されたケイ素（又
はアルミニウム）原子と８個の酸素原子から構成される閉ループを意味する。あるゼオラ
イトでは、セル孔が骨格内で整列されて、骨格を貫通して延びる一又は複数のチャネルを
生じせしめ、チャネルと分子又はイオン種の相対サイズに基づいて異なった分子又はイオ
ン種がモレキュラーシーブに侵入し又はそれを通過することを制限する機構を作り出して
いる。モレキュラーシーブのサイズと形状は、それらが反応物質に対して立体的影響を及
ぼし、反応物質と生成物のアクセスを制御するため、その触媒活性に部分的に影響を及ぼ
す。例えば、ＮＯＸのような小分子は、典型的にはセルを出入りすることができ、及び／
又は小孔モレキュラーシーブ（つまり、８個の四面体原子の最大環サイズの骨格を有する
もの）のチャネルを通って拡散することができる一方、例えば長鎖炭化水素のような大き
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な分子は拡散できない。更に、モレキュラーシーブの部分的又は全体的脱水は分子寸法の
チャネルが織り合わさった結晶構造を生じうる。
【０００７】
小孔骨格を有する、つまり８の最大環サイズを含むモレキュラーシーブがＳＣＲ用途に
特に有用であることが見出された。小孔モレキュラーシーブは次の結晶構造タイプを有す
るものを含む：ＣＨＡ、ＬＥＶ、ＥＲＩ、及びＡＥＩ。ＣＨＡ骨格を有するモレキュラー
シーブの特定のアルミノケイ酸塩及びシリコアルミノリン酸塩の例はＳＡＰＯ−３４、Ａ
ｌＰＯ−３４、及びＳＳＺ−１３を含む。
【０００８】
ゼオライトは、相互連結されたアルミナ及びシリカ、特に酸素原子の共有を介して架橋
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したアルミナ及びシリカの結晶性骨格を有するアルミノケイ酸塩モレキュラーシーブであ
り、よってそのシリカ対アルミナ比（ＳＡＲ）によって特徴付けることができる。一般に
、ゼオライトのＳＡＲが増加すると、ゼオライトはより水熱安定になる。ディーゼルエン
ジンのような車のリーンバーンエンジンから出る排気ガスの温度はしばしば５００から６
５０℃又はそれ以上で、典型的には水蒸気を含むので、水熱安定性はＳＣＲ触媒の設計に
おける重要な考慮事項である。
【０００９】
ゼオライトそのものがしばしば触媒活性を有しているが、そのＳＣＲ触媒性能は、骨格
内又は表面に存在するイオン種の一部が、ある環境下ではＣｕ２＋のような金属陽イオン
と置き換えられる陽イオン交換によって改善されうる。つまり、ゼオライトのＳＣＲ性能
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は、モレキュラーシーブの骨格に一又は複数の金属イオンを緩く保持させることによって
促進されうる。
【００１０】
ＳＣＲ触媒が低い運転温度で高い触媒活性を有していることがまた望ましい。例えば４
００℃以下のような低い運転温度では、モレキュラーシーブへのより高い金属充填がより
高いＳＣＲ活性を生じる。しかしながら、達成できる金属充填はモレキュラーシーブ中の
交換部位の量にしばしば依存し、これがひいては材料のＳＡＲに依存する。一般に、低Ｓ
ＡＲのモレキュラーシーブでは金属の最も高充填が可能であり、よって高触媒活性に対す
る必要性と、比較的高いＳＡＲ値によって達成される高水熱安定性との間に衝突が生じる
。更に、銅充填が多い触媒はまた高温（例えば＞４５０℃）では機能しない。例えば、Ｃ
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ＨＡ骨格を有するアルミノケイ酸塩に多量の銅を充填する（つまり、銅対アルミニウム原
子比＞０．２５）と４５０℃を越える温度で顕著なＮＨ３酸化を生じる場合があり、Ｎ２
に対する選択性を低下させる。この欠点は、６５０℃を越える温度に触媒を曝すフィルタ
ー再生条件下では特に深刻である。
【００１１】
車用にＳＣＲ触媒を設計する際の他の重要な考慮事項は触媒の性能の不変性である。例
えば、フレッシュな触媒では、それが古くなった後でも同じ触媒に対して同様のレベルの
ＮＯＸ転換率を生じることが望ましい。
【００１２】
従って、既存のＳＣＲ材料よりも改善された性能をもたらすＳＣＲ触媒に対する必要性
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が残っている。
【発明の概要】
【００１３】
本出願人は、チャバザイト（ＣＨＡ）結晶構造を有するある種のゼオライトに比較的低
量の助触媒金属、例えば銅を充填して、ＮＯに対する良好な選択性を尚も保持しながら高
温での良好な転換をもたらすことができることを発見した。より特定的には、本発明は、
ＣＨＡ骨格と比較的低いＳＡＲを有するある種の大きな結晶ゼオライトに比較的低量の触
媒的に活性な金属を充填することができるという意外な発見を利用し及び／又は具現化し
、更に高温（例えば＞約４５０℃）におけるＮ２の選択性を改善しながら広い温度範囲に
わたって良好なＮＯＸ転換率をもたらす。結晶サイズ、銅交換レベル、及びＳＡＲの一又
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は複数の相乗効果はこれまで知られておらず、予期できなかった。
【００１４】
出願人はそのような金属促進ゼオライトに高濃度のセリウムを導入して、材料の水熱安
定性、低温触媒性能、及び／又は触媒の新しい状態と古くなった状態の間の触媒性能の不
変性を改善することができることをまた発見した。例えば、本発明のある実施態様は、十
分に処方された銅促進低ＳＡＲのＣＨＡゼオライトへの高濃度のＣｅの添加が、Ｃｅを含
まない同様の金属促進低ＳＡＲアルミノケイ酸塩と比較して触媒の水熱耐久性を改善する
という驚くべき発見を利用している。また驚くべきは、この改善された性能が、高いＳＡ
Ｒ又は高い助触媒金属濃度を有する同様の金属促進ゼオライトにＣｅを加えたときは観察
されないという事実である。
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【００１５】
従って、本発明の一態様は、（ａ）ケイ素とアルミニウムを含むＣＨＡ骨格を有し、約
１０から約２５のシリカ対アルミナモル比（ＳＡＲ）を有し、好ましくは少なくとも約０
．５μｍの平均結晶サイズを有するゼオライト材料と；（ｂ）遊離及び／又は交換金属と
して上記ゼオライト材料中に配された骨格外助触媒金属（Ｍ）を含有し、骨格外助触媒金
属が銅、鉄、及びその混合物からなる群から選択され、骨格アルミニウムに基づいて約０
．１０から約０．２４の助触媒金属対アルミニウム原子比（Ｍ：Ａｌ）で存在している、
触媒組成物を提供する。ある実施態様では、このような触媒はゼオライトの全重量に基づ
いて少なくとも約１重量パーセントのＣｅを更に含有する。
【００１６】
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本発明の他の態様では、（ａ）ケイ素とアルミニウムを含むＣＨＡ骨格を有し、約１０
から約２５のシリカ対アルミナモル比（ＳＡＲ）を有し、好ましくは少なくとも約０．５
μｍの平均結晶サイズを有する金属促進ゼオライト材料であって、ゼオライトが銅、鉄、
及びその混合物からなる群から選択される骨格外助触媒金属（Ｍ）で促進され、骨格外助
触媒金属が骨格アルミニウムに基づいて約０．１０から約０．２４の助触媒金属対アルミ
ニウム原子比（Ｍ：Ａｌ）で存在するものと；（ｂ）一又は複数の安定剤及び／又はバイ
ンダーを含み、金属促進ゼオライトと一又は複数の安定剤及び／又はバインダーがスラリ
ー中に一緒に存在している触媒的に活性なウォッシュコートが提供される。
【００１７】
本発明の更に他の態様では、（ａ）リーンバーン燃焼過程から出てきた排気ガスを、（
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ｉ）ケイ素とアルミニウムを含むＣＨＡ骨格を有し、約１０から約２５のシリカ対アルミ
ナモル比（ＳＡＲ）を有し、好ましくは少なくとも約０．５μｍの平均結晶サイズを有す
るゼオライト材料と；（ｉｉ）遊離及び／又は交換金属として上記ゼオライト材料中に配
された骨格外助触媒金属（Ｍ）を含有し、骨格外助触媒金属が銅、鉄、及びその混合物か
らなる群から選択され、骨格アルミニウムに基づいて約０．１０から約０．２４の助触媒
金属対アルミニウム原子比（Ｍ：Ａｌ）で存在している触媒組成物と接触させ；（ｂ）上
記ＮＯＸの一部をＮ２及びＨ２Ｏに転換させることを含む、排気ガス中のＮＯＸを還元す
る方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
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【図１】（１）本発明の一実施態様に係る銅充填が少ないＣｕ−ＳＳＺ−１３触媒と（２
）銅充填が多い比較材料のＮＯＸ転換能に関するデータを図示したものである。
【図２】Ｃｅを含む本発明の様々な触媒とまた他の触媒材料の比較例のＮＯＸ転換につい
てのデータを示す棒グラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
好ましい実施態様では、本発明は、環境大気質を改善し、特にディーゼル及び他のリー
ンバーンエンジンにより発生される排気ガス排出を改善するための触媒に関する。排気ガ
ス排出は、広い運転温度範囲にわたってリーンバーン排気ガス中のＮＯＸ及び／又はＮＨ
３スリップ濃度を低減させることによって、少なくとも部分的に改善される。有用な触媒
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は、酸化環境で選択的にＮＯＸを還元し及び／又はアンモニアを酸化するもの（つまり、
ＳＣＲ触媒及び／又はＡＭＯＸ触媒）である。
【００２０】
好ましい実施態様によれば、ＣＨＡ骨格と、約１０から約２５のシリカ対アルミナモル
比（ＳＡＲ）を有し、好ましくは約０．５から約５ミクロンの平均結晶サイズを有するゼ
オライト材料を含み；上記ゼオライト材料中に存在する少なくとも一種の非アルミニウム
助触媒金属（Ｍ）を、約０．１０から約０．２４の助触媒金属対アルミニウム原子比（Ｍ
：Ａｌ）で含む触媒組成物が提供される。
【００２１】
本発明のゼオライトは、結晶又は疑似結晶構造を有するアルミノケイ酸塩であり、アル
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ミニウム以外の骨格金属を含みうるが（つまり、金属置換）、シリコアルミノリン酸塩（
ＳＡＰＯ）を含まない。ここで使用される場合、ゼオライトに関する「金属置換」なる用
語は、置換する金属によって置き換えられる一又は複数のアルミニウム又はケイ素骨格原
子を有する骨格を意味する。これに対して、「金属交換」なる用語は、骨格外金属イオン
を有するゼオライトを意味する。置換する金属として適切な金属の例は銅と鉄を含む。
【００２２】
適切なゼオライトはＣＨＡ結晶構造を有する。ゼオライト型材料、例えば天然に生じる
（つまり、鉱物）チャバザイトと、同じ骨格タイプコード内のアイソタイプとの区別は、
単に任意ではなく、材料間の性質の差を反映し、引いては本発明の方法における活性の差
に至る場合がある。本願で使用されるゼオライトは天然及び合成のゼオライトを含むが、
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好ましくは合成ゼオライトであり、これは、これらのゼオライトがより一様なＳＡＲ、結
晶サイズ、及び結晶形態を有しており、不純物（例えばアルカリ土類金属）が少なくその
濃度も低いためである。本発明において有用であるＣＨＡ構造を有する特定のゼオライト
は、限定しないが、ＳＳＺ−１３、ＬＺ−２１８、Ｌｉｎｄｅ Ｄ、Ｌｉｎｄｅ Ｒ、Ｐｈ
ｉ、及びＺＫ−１４を含み、ＳＳＺ−１３が好ましい。
【００２３】
ＣＨＡ結晶構造を有する好ましいゼオライトはその骨格内に相当量のリンは有していな
い。つまり、本発明のゼオライトＣＨＡ骨格は規則的な繰り返し単位としてリンを有して
おらず、及び／又は特に広い温度範囲にわたってＮＯＸを選択的に還元する材料の能力に
ついて、材料の基本的な物理的及び／又は化学的性質に影響を及ぼしうる量のリンは有し

10

ていない。従って、非リンＣＨＡ結晶構造は僅かな量のリンを有する結晶構造を含みうる
。
【００２４】
本発明の用途におけるゼオライトは、水熱安定性を改善するように処理されたものを含
みうる。水熱安定性を改善する一般的な方法は、（ｉ）蒸気処理及び酸又は錯化剤、例え
ば（ＥＤＴＡ−−エチレンジアミン四酢酸）を使用する酸抽出；酸及び／又は錯化剤での
処理；ＳｉＣｌ４のガス流での処理（ゼオライト骨格中のＡｌをＳｉで置き換える）によ
る脱アルミ；及び（ｉｉ）陽イオン交換−ランタン（Ｌａ）のような多価陽イオンの使用
を含む。他の方法、例えばリン含有化合物の使用は、相対的に低いＳＡＲ及び相対的に大
きい平均結晶サイズを有するＣＨＡゼオライトへ低い銅充填を組み合わせる相乗効果のた
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めに必要ではない。
【００２５】
好ましい実施態様では、触媒組成物は約０．５μｍより大きく、好ましくは約０．５か
ら約１５μｍ、例えば約０．５から約５μｍ、約０．７から約５μｍ、約１から約５μｍ
、約１．５から約５．０μｍ、約１．５から約４．０μｍ、約２から約５μｍ、又は約１
μｍから約１０μｍの平均結晶サイズを有するモレキュラーシーブ結晶を含む。触媒組成
物中の結晶は、個々の結晶、結晶の凝集体、又は双方の組み合わせでありうるが、但し、
結晶の凝集体は好ましくは約１５μｍ未満、より好ましくは約１０μｍ未満、更により好
ましくは約５μｍ未満である平均粒径を有している。凝集体の平均粒径の下限は組成物の
個別の平均結晶サイズである。

30

【００２６】
結晶サイズ（ここでは結晶径とも称される）は結晶の面の一縁の長さである。例えば、
チャバザイト結晶の形態は、面の各縁がおよそ同じ長さである菱面体（しかしおおよそ立
方体）面によって特徴付けられる。結晶サイズの直接の測定は、ＳＥＭ及びＴＥＭのよう
な顕微鏡観察方法を使用して実施することができる。例えば、ＳＥＭによる測定は高倍率
（典型的には１０００×から１００００×）で材料の形態を検査することを含む。ＳＥＭ
法は、ゼオライト粉末の代表的な一部を、個々の粒子が１０００×から１００００×の倍
率の視野にわたってかなり均一に広がるように、適切なマウント上に分散させることによ
って実施することができる。この母集団から、無作為の個々の結晶の統計的に有意な標本
（例えば５０−２００）が調べられ、個々の結晶の真っ直ぐな縁の水平線に平行な最長寸

40

法が測定され記録される。（明らかに大きな多結晶凝集体である粒子は測定に含められる
べきではない。）これらの測定に基づき、標本結晶サイズの算術平均が計算される。
【００２７】
結晶の凝集体の粒径は、個々の結晶の面の縁を測定する代わりに凝集体の最長辺の長さ
が測定されることを除いて、同様にして決定することができる。平均粒径を決定するため
の他の技術、例えばレーザー回折及び散乱を使用することもまたできる。
【００２８】
ここで使用される場合、結晶又は粒径に関する「平均」なる用語は、母集団の統計的に
有意な標本の算術平均を表すことを意図している。例えば、約０．５から約５．０μｍの
平均結晶サイズを有するモレキュラーシーブ結晶を含む触媒は、母集団の統計的に有意な
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サンプル（例えば５０個の結晶）が約０．５から約５．０μｍの範囲内の算術平均を生じ
うるモレキュラーシーブ結晶の母集団を有する触媒である。
【００２９】
平均結晶サイズに加えて、触媒組成物は好ましくは結晶サイズの大部分が約０．５μｍ
より大きく、好ましくは約０．５から約１５μｍ、例えば約０．５から約５μｍ、約０．
７から約５μｍ、約１から約５μｍ、約１．５から約５．０μｍ、約１．５から約４．０
μｍ、約２から約５μｍ、又は約１μｍから約１０μｍである。好ましくは、結晶サイズ
の標本の第一及び第三四分位は約０．５μｍより大きく、好ましくは約０．５から約１５
μｍ、例えば約０．５から約５μｍ、約０．７から約５μｍ、約１から約５μｍ、約１．
５から約５．０μｍ、約１．５から約４．０μｍ、約２から約５μｍ、又は約１μｍから

10

約１０μｍである。ここで使用される場合、「第一四分位」なる用語は要素の四分の一が
それ以下に位置している数値を意味する。例えば、４０の結晶サイズの標本の第一四分位
は、４０の結晶サイズが最小から最大に向けて順に配されている場合、第十の結晶のサイ
ズである。同様に、「第三四分位」なる用語は、要素の四分の三がそれ以下に位置する値
を意味する。
【００３０】
好ましいＣＨＡゼオライトは約１０から約２５、より好ましくは約１４から約１８、更
により好ましくは約１５から約１７のシリカ対アルミナのモル比を有している。ゼオライ
トのシリカ対アルミナ比は一般的な分析法によって決定することができる。この比は、ゼ
オライト結晶の剛性原子骨格内の比を可能な限り厳密に表し、バインダー中の、又はチャ
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ネル内の陽イオン又は他の形態のケイ素又はアルミニウムを除外するものである。バイン
ダー材料と組み合わされた後では、ゼオライトのシリカ対アルミナ比を直接的に測定する
ことは極めて困難であり得ることが理解されるであろう。従って、シリカ対アルミナ比は
、他の触媒成分とこのゼオライトを組み合わせる前に測定される、親ゼオライト、つまり
触媒を調製するために使用されるゼオライトのシリカ対アルミナ比によって上記では表し
ている。
【００３１】
低いＳＡＲ及び大きい平均結晶サイズを有するＣＨＡゼオライト、特にＳＳＺ−１３は
市販されている。あるいは、これらの材料は、国際公開第２０１０／０４３９８１号（出
典明示によりここに援用）及び国際公開第２０１０／０７４０４０号（出典明示によりこ
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こに援用）、又は１２のＳＡＲを有する銅充填ＳＳＺ−１３の合成を証明しているD. W.
Fickel等, "Copper Coordination in Cu‑SSZ‑13 and Cu‑SSZ‑16 Investigated by Variab
le‑Temperature XRD", J Phys. Chem., 114, p.1633‑40 (2010)に記載されたもののよう
な当該技術分野で既知の方法によって、合成することができる。
【００３２】
好ましくは、触媒組成物は触媒性能及び／又は材料の熱的安定性を改善する（つまり促
進する）ために少なくとも一種の骨格外金属を含む。ここで使用される場合、「骨格外金
属」は、モレキュラーシーブ内及び／又はモレキュラーシーブ表面の少なくとも一部分上
に存在し、アルミニウムを含まず、モレキュラーシーブの骨格を構成する原子を含んでい
ないものである。骨格外金属は、イオン交換、含浸、同形置換等のような任意の既知の技
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術によってモレキュラーシーブに添加することができる。骨格外金属は金属交換モレキュ
ラーシーブを形成するために触媒工業で使用されている認められている触媒的に活性な金
属の任意のものでありうる。一実施態様では、少なくとも一の骨格外が触媒の性能を増大
させるためにモレキュラーシーブと関連して使用される。好ましい骨格外金属は銅、ニッ
ケル、亜鉛、鉄、スズ、タングステン、モリブデン、コバルト、ビスマス、チタン、ジル
コニウム、アンチモニー、マンガン、クロム、バナジウム、ニオブ、ルテニウム、ロジウ
ム、パラジウム、金、銀、インジウム、白金、イリジウム、レニウム、及びそれらの混合
物からなる群から選択される。より好ましい骨格外金属は、クロム、マンガン、鉄、コバ
ルト、ニッケル、及び銅、及びそれらの混合物からなる群から選択されるものを含む。好
ましくは、骨格外金属の少なくとも一つは銅である。他の好ましい骨格外金属は鉄を特に
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銅との組合せで含む。アルミノケイ酸塩がＣＨＡ骨格を有している実施態様では、好まし
い助触媒は銅である。
【００３３】
ある実施態様では、助触媒金属充填量（loading）はモレキュラーシーブの全重量に基
づいて約０．１から約１０ｗｔ％、例えば約０．５ｗｔ％から約５ｗｔ％、約０．５から
約１ｗｔ％、及び約２から約５ｗｔ％である。ある実施態様では、助触媒金属（Ｍ）、好
ましくは銅は、ルミノケイ酸塩ゼオライト中に、特にアルミノケイ酸塩ゼオライトが約１
５から約２０のＳＡＲを有している場合、約０．１７から約０．２４、好ましくは約０．
２２から約０．２４のＭ：Ａｌ原子比を作り出す量で存在する。ここで使用される場合、
Ｍ：Ａｌ比は対応するゼオライト中の骨格Ａｌに対するＭの相対量に基づいている。交換

10

銅を含むある実施態様では、銅は、例えば約８６から約９４ｇ／ｆｔ３、又は約９２から
約９４ｇ／ｆｔ３を含むゼオライト又はウォッシュコート充填量の約８０から約１２０ｇ
／ｆｔ３の量で存在する。
【００３４】
トランスミッション金属のタイプと濃度は、ホストモレキュラーシーブと用途に従って
変わりうる。
【００３５】
一例では、金属交換モレキュラーシーブは触媒的に活性な金属の可溶性前駆体を含む溶
液中にモレキュラーシーブを混合することによってつくり出される。溶液のｐＨを調節し
てモレキュラーシーブ構造上又はその中への触媒的に活性な陽イオンの沈殿を誘導するこ
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とができる。例えば、好ましい実施態様では、チャバザイトが、モレキュラーシーブ構造
への触媒的に活性な銅陽イオンのイオン交換による取り込みを可能にする十分な時間の間
、硝酸銅を含む溶液に浸漬される。未交換銅イオンは析出する。用途に応じて、未交換イ
オンの一部がモレキュラーシーブ材料中に遊離銅として残る場合がある。ついで、金属交
換モレキュラーシーブは洗浄され、乾燥され、か焼されうる。鉄及び／又は銅が金属陽イ
オンとして使用される場合、触媒材料の重量による金属含有量は、ゼオライトの重量に基
づいて好ましくは約０．１から約１０重量パーセント、より好ましくは約０．５から約１
０重量パーセント、例えば約１から約５重量パーセント又は約２から約３重量パーセント
を含む。
【００３６】

30

本発明の他の実施態様では、触媒中の銅のような助触媒金属の量は、触媒が少なくとも
約４５０℃の温度、より好ましくは少なくとも約５５０℃の温度、更により好ましくは少
なくとも約６５０℃の温度で少なくとも約６５％、好ましくは少なくとも約７５％、より
好ましくは少なくとも約８５％のＮＯＸ転換率を達成できるならば、特に限られるもので
はない。好ましくは、これらの温度範囲の各々における転換率は、触媒が２５０℃の温度
で作用させられる場合、触媒の転換能の少なくとも約７０％、より好ましくは８０％、更
により好ましくは９０％である。好ましくは、触媒は、これらの温度範囲の一又は複数で
Ｎ２の選択率が少なくとも約８５％で、８０％の転換率を達成することができる。
【００３７】
一般に、モレキュラーシーブ中又はモレキュラーシーブ上への触媒金属陽イオンのイオ
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ン交換を約７のｐＨで約１から２４時間にわたって室温又は約８０℃までの温度で実施す
ることができる。得られる触媒モレキュラーシーブ材料は好ましくは約１００から１２０
℃で一晩乾燥され、少なくとも約５００℃の温度でか焼される。
【００３８】
ある実施態様では、本発明の金属促進ゼオライト触媒はまた比較的多量のＣｅを含む。
ある実施態様では、ゼオライト、好ましくはＣＨＡアルミノケイ酸塩は、２０未満、好ま
しくは約１５から約１８のＳＡＲを有しており、金属、好ましくは銅により、好ましくは
約０．１７から約０．２４の銅：アルミニウム原子比で促進され、またゼオライトの全重
量に基づいて約１重量パーセントより多く、好ましくは約１．３５重量パーセントより多
く、より好ましくは１．３５から１３．５重量パーセントの濃度でＣｅを含む。かかるＣ
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ｅ含有触媒は、構造的に類似の触媒、例えばより高いＳＡＲを有する他のＣＨＡゼオライ
ト、特に高充填量の助触媒金属を有するものと比較して、より耐久性がある。
【００３９】
好ましくは、触媒材料中のセリウム濃度は、ゼオライトの全重量に基づいて少なくとも
約１重量パーセントの濃度で存在する。好ましい濃度の例は、ゼオライトの全重量に基づ
いて少なくとも約２．５重量パーセント、少なくとも約５重量パーセント、少なくとも約
８重量パーセント、少なくとも約１０重量パーセント、約１．３５から約１３．５重量パ
ーセント、約２．７から約１３．５重量パーセント、約２．７から約８．１重量パーセン
ト、約２から約４重量パーセント、約２から約９．５重量パーセント、及び約５から約９
．５重量パーセントを含む。これらの範囲の殆どにおいて、触媒性能の改善は触媒中のＣ
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ｅ濃度に直接的に相関する。これらの範囲は、約１０から約２５、約２０から約２５、約
１５から約２０、又は約１６から約１８のＳＡＲを持つ、例えばＳＳＺ−１３のようなＣ
ＨＡ骨格を有する銅促進アルミノケイ酸塩に対して特に好ましく、そのような実施態様に
対してより好ましくは、銅は約０．１７から約０．２４の銅対アルミニウム比で存在する
。
【００４０】
ある実施態様では、触媒材料中のセリウム濃度は約５０から約５５０ｇ／ｆｔ３である
。Ｃｅの他の範囲は次の範囲を含む：１００ｇ／ｆｔ３より高い、２００ｇ／ｆｔ３より
高い、３００ｇ／ｆｔ３より高い、４００ｇ／ｆｔ３より高い、５００ｇ／ｆｔ３より高
い、約７５から約３５０ｇ／ｆｔ３、約１００から約３００ｇ／ｆｔ３、及び約１００か
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３

ら約２５０ｇ／ｆｔ

。

【００４１】
ある実施態様では、Ｃｅの濃度は金属促進ゼオライトでの交換に利用できる理論的最大
量を超える。従って、ある実施態様では、Ｃｅは一を越える形態、例えばＣｅイオン、単
量体セリア、オリゴマーセリア、及びその組み合わせで存在しており、但し、該オリゴマ
ーセリアは５μｍ未満、例えば１μｍ未満、約１０ｎｍから約１μｍ、約１００ｎｍから
約１μｍ、約５００ｎｍから約１μｍ、約１０から約５００ｎｍ、約１００から約５００
ｎｍ、及び約１０から約１００ｎｍの平均結晶サイズを有している。ここで使用される場
合、「単量体セリア」なる用語は、ゼオライト上及び／又はゼオライト中に遊離して存在
するか又はゼオライトに弱く結合しているナノ結晶ＣｅＯ２を意味する。
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【００４２】
触媒がウォッシュコート組成物の一部である実施態様では、ウォッシュコートはＣｅつ
まりセリアを含むバインダーを更に含有する。かかる実施態様では、バインダー中のＣｅ
含有粒子は触媒中のＣｅ含有粒子よりも有意に大きい。
【００４３】
セリウムは、好ましくは助触媒金属を含むゼオライト中に導入される。例えば、好まし
い実施態様では、ＣＨＡ骨格を有するアルミノケイ酸塩は、Ｃｅによる含浸の前に銅交換
プロセスを受ける。例示的なＣｅ含浸プロセスは一般的なインシピエントウェットネス法
（incipient wetness technique）を介して銅促進ゼオライトに硝酸Ｃｅを添加すること
を含む。
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【００４４】
本発明に使用されるゼオライト触媒は、ウォッシュコート、好ましくは例えば金属又は
セラミックフロースルーモノリス基体又はフィルター基体、例えばウォールフローフィル
ター又は燒結金属又はパーシャルフィルターのような基体を塗布するのに適したウォッシ
ュコートの形態でありうる。従って、本発明の他の態様は、ここに記載の触媒成分を含有
してなるウォッシュコートである。触媒成分に加えて、ウォッシュコート組成物は、アル
ミナ、シリカ、（非ゼオライト）シリカ・アルミナ、天然に生じるクレー、ＴｉＯ２、Ｚ
ｒＯ２、及びＳｎＯ２からなる群から選択されるバインダーを更に含みうる。
【００４５】
一実施態様では、ゼオライト触媒が付着されている基体が提供される。
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【００４６】
車用に使用される好ましい基体は、複数の隣接する平行チャネルを有し、各チャネルが
典型的には矩形断面を有するいわゆるハニカム構造を有するモノリスである。ハニカム形
状は、最小の全体寸法と圧力低下で大きな表面積を提供する。ゼオライト触媒はフロース
ルーモノリス基体（例えば、全体を軸方向に走る多くの平行な小チャネルを持つハニカム
モノリス触媒担体構造）又はフィルターモノリス基体、例えばウォールフローフィルター
等に付着させることができる。他の実施態様では、ゼオライト触媒は押出型触媒に形成さ
れる。好ましくは、ゼオライト触媒は基体を流れる排気ガス流に含まれるＮＯＸを低減す
るのに十分な量で基体にコートされる。ある実施態様では、基体の少なくとも一部はまた
排気ガス流中のアンモニアを酸化する白金（Ｐｔ）のような白金族金属を含みうる。

10

【００４７】
好ましくは、モレキュラーシーブ触媒が基体を流れる排気ガス流に含まれるＮＯＸを低
減するのに十分な量で基体中に又は基体上に具現される。ある実施態様では、基体の少な
くとも一部は、排気ガス流中のアンモニアを酸化し又はＣＯ２へのＣＯの転換のような他
の機能を実施するために、白金族金属（例えば白金）のような酸化触媒をまた含みうる。
【００４８】
ここに記載の触媒ゼオライトは、還元剤、好ましくはアンモニアの窒素酸化物との反応
を促進して、酸素とアンモニアの競合反応に対して選択的に元素窒素（Ｎ２）と水（Ｈ２
Ｏ）を形成することができる。一実施態様では、触媒はアンモニアでの窒素酸化物の還元
に有利になるように処方されうる（つまり、ＳＣＲ触媒）。他の実施態様では、触媒は酸

20

素でのアンモニアの酸化に有利になるように処方されうる（つまり、アンモニア酸化（Ａ
ＭＯＸ）触媒）。更に他の実施態様では、ＳＣＲ触媒とＡＭＯＸ触媒が順次に使用され、
双方の触媒がここに記載の金属含有ゼオライトを含み、ＳＣＲ触媒がＡＭＯＸ触媒の上流
である。ある実施態様では、ＡＭＯＸ触媒は、酸化的下地層上に上層として配され、ここ
で、下地層は白金族金属（ＰＧＭ）触媒又は非ＰＧＭ触媒を含む。好ましくは、ＡＭＯＸ
触媒は、限定しないがアルミナを含む大表面積の担体上に配される。ある実施態様では、
ＡＭＯＸ触媒は、基体、好ましくは最小の背圧で大きな接触表面を提供するように設計さ
れた基体、例えばフロースルー金属又はコーディエライトハニカムに塗布される。例えば
、好ましい基体は低い背圧にするために平方インチ当たり約２５から約３００セル（ＣＰ
ＳＩ）を有している。低い背圧の達成は低圧ＥＧＲ性能に対するＡＭＯＸ触媒の影響を最
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小にするのに特に重要である。ＡＭＯＸ触媒はウォッシュコートとして、好ましくは約０
．３から２．３ｇ／ｉｎ３の充填量を達成するように基体に塗布されうる。更なるＮＯＸ
転換をもたらすためには、基体の前方部分にＳＣＲコーティングだけを、後方部分にＳＣ
Ｒとアルミナ担体上にＰｔ又はＰｔ／Ｐｄを更に含みうるＮＨ３酸化触媒を塗布すること
ができる。
【００４９】
本発明の他の態様によれば、ガス中のＮＯＸ化合物を還元するか又はＮＨ３を酸化する
方法であって、ＮＯＸ化合物の触媒的還元ではガスをここに記載の触媒組成物とガス中の
ＮＯＸ化合物のレベルを低減させるのに十分な時間、接触させることを含む方法が提供さ
れる。一実施態様では、窒素酸化物は少なくとも１００℃の温度で還元剤で還元される。
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他の実施態様では、窒素酸化物は約１５０℃から７５０℃の温度で還元剤で還元される。
特定の実施態様では、温度範囲は１７５から５５０℃である。他の実施態様では、温度範
囲は１７５から４００℃である。更に他の実施態様では、温度範囲は４５０から９００℃
、好ましくは５００から７５０℃、５００から６５０℃、４５０から５５０℃、又は６５
０から８５０℃である。４５０℃を越える温度を利用する実施態様が、例えば炭化水素を
排気ガスシステムのフィルターの上流に噴射することにより、活発に再生される（場合に
よっては触媒される）ディーゼルパティキュレートフィルターを具備し、本発明において
使用されるゼオライト触媒がフィルターの下流に位置させられた排ガスシステムを装備し
た大型車両及び軽量車両用ディーゼルエンジンからの排気ガスを処理するのに特に有用で
ある。他の実施態様では、ゼオライトＳＣＲ触媒はフィルター基体に導入される。本発明
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の方法は、次の工程の一又は複数を含みうる：（ａ）触媒フィルターの流入口に接触させ
られるスートを蓄積し及び／又は燃焼させ；（ｂ）触媒フィルターに接触させる前に、好
ましくはＮＯＸ及び還元剤の処理を含む介在触媒工程を伴わないで、窒素含有還元剤を排
気ガス流中に導入し；（ｃ）好ましくは下流のＳＣＲ反応における還元剤として該ＮＨ３
を使用して、ＮＯＸ吸収体触媒でＮＨ３を生成させ；（ｄ）排気ガス流をＤＯＣに接触さ
せて、炭化水素系可溶性有機画分（ＳＯＦ）及び／又は一酸化炭素をＣＯ２に酸化し、及
び／又はＮＯをＮＯ２に酸化し、ついでこれは、パティキュレートフィルターでパティキ
ュレートマターを酸化させ、及び／又は排気ガス中のパティキュレートマター（ＰＭ）を
還元するために使用され得；（ｅ）還元剤の存在下で排気ガスを一又は複数のフロースル
ーＳＣＲ触媒装置に接触させて、排気ガス中のＮＯＸ濃度を減少させ；そして（ｆ）排気

10

ガスを、好ましくはＳＣＲ触媒の下流の、ＡＭＯＸ触媒に接触させて、排気ガスを大気中
に放出し又は排気ガスがエンジンに入る／再び入る前に排気ガスを、再循環ループを通過
させる前に、アンモニアの全部ではないが殆どを酸化させる。
【００５０】
ＳＣＲプロセスのための（還元剤（reducing agent）としても知られている）還元剤（
reductant）は、広くは、排気ガス中のＮＯＸの還元を促進する任意の化合物を意味する
。本発明において有用な還元剤の例は、アンモニア、ヒドラジン又は任意の適切な前駆体
、例えば尿素

（（ＮＨ２）２ＣＯ）、炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム、

炭酸水素アンモニウム又はギ酸アンモニウム、及び炭化水素、例えばディーゼル燃料等々
を含む。特に好ましい還元剤は窒素系のものであり、アンモニアが特に好ましい。
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【００５１】
他の実施態様では、窒素系還元剤、特にＮＨ３の全て又は少なくとも一部は、ＳＣＲ触
媒、例えばウォールフローフィルターに配設された本発明のＳＣＲ触媒の上流に配設され
たＮＯＸ吸蔵触媒（ＮＡＣ）、リーンＮＯＸトラップ（ＬＮＴ）、又はＮＯＸ貯蔵／還元
触媒（ＮＳＲＣ）によって供給されうる。本発明において有用なＮＡＣ成分、塩基性材料
（例えばアルカリ金属の酸化物、アルカリ土類金属の酸化物を含むアルカリ金属、アルカ
リ土類金属又は希土類金属及びその組み合わせ）、及び貴金属（例えば白金）、及び場合
によってはロジウムのような還元触媒成分の触媒組み合わせを含む。ＮＡＣに有用な塩基
性材料の特定の例は、酸化セシウム、酸化カリウム、酸化マグネシウム、酸化ナトリウム
、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウム、及びその組合せを含む。貴金属
３

は好ましくは約１０から約２００ｇ／ｆｔ
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３

、例えば２０から６０ｇ／ｆｔ

で存在する

３

。あるいは、触媒の貴金属は、約４０から約１００グラム／ｆｔ

でありうる平均濃度に

よって特徴づけられる。
【００５２】
ある条件下では、周期的にリッチ再生事象中に、ＮＨ３がＮＯＸ吸蔵触媒上に発生され
うる。ＮＯＸ吸蔵触媒の下流のＳＣＲ触媒は系全体のＮＯＸ還元効率を改善しうる。組み
合わせシステムでは、ＳＣＲ触媒はリッチ再生中にＮＡＣ触媒から放出されたＮＨ３を貯
蔵することができ、貯蔵されたＮＨ３を利用して、通常のリーン運転条件中にＮＡＣ触媒
をスリップするＮＯＸの幾らか又は全てを選択的に還元する。
【００５３】

40

該方法は、例えば内燃機関（移動用か静止用を問わない）、ガスタービン及び石炭又は
石油火力発電プラントのような燃焼過程から派生するガスについて実施されうる。該方法
は精錬のような工業プロセス、精錬ヒーター及びボイラー、炉、化学プロセス工業、コー
クス炉、地方自治体のゴミ処理プラント及び焼却炉等からのガスを処理するために使用す
ることもできる。特定の実施態様では、自動車用リーンバーン内燃機関、例えばディーゼ
ルエンジン、リーンバーンガソリンエンジン又は液化石油ガスもしくは天然ガスを動力と
するエンジンからの排気ガスを処理するために使用される。
【００５４】
更なる態様によれば、本発明は自動車用リーンバーン内燃機関のための排気システムで
あって、流通排気ガスを運ぶ管路、窒素含有還元剤源、ここに記載のゼオライト触媒を具
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備するシステムを提供する。該システムは、所望以上の効率で、例えば１００℃を越え、
１５０℃を越え、又は１７５℃を越えてＮＯＸ還元を触媒可能であるように決定されたと
きのみ流通排気ガス中への窒素含有還元剤を計量するための制御器を含みうる。制御手段
による決定は、排気ガス温度、触媒床温度、アクセル位置、システム中の排気ガスの質量
流量、マニホールド真空度、点火タイミング、エンジン速度、排気ガスのラムダ値、エン
ジン中への燃料噴射量、排ガス再循環（ＥＧＲ）弁の位置とよってＥＧＲ量及びブースト
圧からなる群から選択されるエンジンの条件を示す一又は複数の適当なセンサー入力によ
って補助されうる。
【００５５】
特定の実施態様では、計量は、直接的に（適当なＮＯＸセンサーを使用）又は間接的に

10

、例えば排気ガスの予想されたＮＯＸ量を伴うエンジンの条件を示す上述の入力の何れか
一又は複数を相関させる予め相関付けられた参照テーブル又はマップ（制御手段に保存さ
れた）使用して、決定される排気ガス中の窒素酸化物の量に応じて制御される。窒素含有
還元剤の計量は、１：１のＮＨ３／ＮＯ及び４：３のＮＨ３／ＮＯ２で計算して理論アン
モニアの６０％から２００％が、ＳＣＲ触媒に入る排気ガス中に存在するように構成され
うる。制御手段は電子制御ユニット（ＥＣＵ）のような予めプログラムされたプロセッサ
ーを有しうる。
【００５６】
更なる実施態様では、排気ガス中の一酸化窒素を二酸化窒素に酸化するための酸化触媒
は、排気ガス中への窒素含有還元剤を計量するポイントの上流に位置させることができる

20

。一実施態様では、酸化触媒は、例えば２５０℃から４５０℃の酸化触媒入口の排気ガス
温度で、体積で約４：１から約１：３のＮＯ対ＮＯ２比を有するＳＣＲゼオライト触媒に
入るガス流を生じるように適合されている。酸化触媒はフロースルーモノリス基体にコー
トされた例えば白金、パラジウム、又はロジウムのような少なくとも一種の白金族金属（
又はそれらの幾つかの組み合わせ）、例えば）を含みうる。一実施態様では、少なくとも
一種の白金族金属は白金、パラジウム又は白金とパラジウム双方の組み合わせである。白
金族金属は、アルミナ、ゼオライト、例えばアルミノケイ酸塩ゼオライト、シリカ、非ゼ
オライトシリカアルミナ、セリア、ジルコニア、チタニア又はセリアとジルコニアを含む
混合又は複合酸化物のような大表面積のウォッシュコート成分に支持されうる。
【００５７】
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更なる実施態様では、適切なフィルター基体は酸化触媒とＳＣＲ触媒の間に位置させら
れる。フィルター基体は、上で述べたものの何れか、例えばウォールフローフィルターか
ら選択されうる。フィルターが、例えば上で検討した種類の酸化触媒で、触媒される場合
、好ましくは窒素含有還元剤を計量するポイントはフィルターとゼオライト触媒の間に位
置させられる。あるいは、フィルターが触媒化されないならば、窒素含有還元剤を計量す
る手段は酸化触媒とフィルターの間に位置させることができる。
【００５８】
更なる実施態様では、本発明に使用されるゼオライト触媒は、酸化触媒の下流に位置す
るフィルターにコートされる。フィルターが本発明に使用されるゼオライト触媒を含む場
合、窒素含有還元剤を計量するポイントは好ましくは酸化触媒とフィルターの間に位置さ
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せられる。
【００５９】
更なる態様では、本発明に係る排気システムを具備する自動車用リーンバーンエンジン
が提供される。自動車用リーンバーン内燃機関はディーゼルエンジン、リーンバーンガソ
リンエンジン又は液化石油ガス又は天然ガスによって動力が供給され得る。
【実施例】
【００６０】
実施例１：
ＣＨＡ骨格（アイソタイプＳＳＺ−１３）及び約１７のＳＡＲを有するゼオライトサン
プルを調製した。該サンプルに銅を充填して、約０．２０のＣｕ：Ａｌ原子比を有する触
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媒材料を作製した。約５５０℃で約７２時間のエージング後、触媒をシミュレーションデ
ィーゼルエンジン排気ガスに曝露し、そのガスをアンモニアと組み合わせて、１のアンモ
ニア対ＮＯｘ比（ＡＮＲ）と毎時５００００の空間速度を有する流れをつくった。ＮＯＸ
転換率に対する触媒能を２００℃から５５０℃の範囲の温度で決定した。
【００６１】
比較例１：
比較のため、低量の銅を充填したことを除いて同様のＳＳＺ−１３ゼオライトを調製し
、比較材料に＞０．４４のＣｕ：Ａｌ原子比を生じるのに十分な銅を充填した。比較材料
を同様の条件下で同様の排気ガスに曝露した。ＮＯＸ転換率に対する比較材料の能力を２
００℃から５５０℃の範囲の温度で決定した。

10

３５０℃を越える温度で、低充填の触媒はＮＯＸ転換率において有意な改善を示すこと
が見いだされた。
【００６２】
実施例２：
１７のＳＡＲを有するＣＨＡ骨格（アイソタイプＳＳＺ−１３）を有し（ゼオライトＡ
）、２．４重量パーセントの交換銅（ゼオライトの全重量に基づく）を含むアルミノケイ
酸塩に、初期湿潤法を使用して硝酸Ｃｅを含浸させた後、基体にウォッシュコートして、
７５ｇ／ｆｔ３のＣｅ（全ゼオライト重量に基づいて１．３５重量パーセントのＣｅ）を
有する触媒サンプルをつくった。同じ技法を繰り返して、９６ｇ／ｆｔ３のＣｅ、１１９
ｇ／ｆｔ３のＣｅ、１８８ｇ／ｆｔ３のＣｅ、及び２８５ｇ／ｆｔ３のＣｅを有する触媒

20

サンプルを作製した。これらのサンプルの各々を１０％のＨ２Ｏ中８００℃で５時間、水
熱的にエージングさせた。ついで、これらのサンプルを分析して、２０ｐｐｍのアンモニ
アスリップを許容するように調整されたＮＨ３ ＳＣＲプロセスにおける２００℃及び５
００℃でのＮＯＸ転換率に対するその能力を決定した。この分析の結果を図２に与える。
【００６３】
比較例２及び３：
Ｃｅ含浸のないゼオライトＡを分析して、２０ｐｐｍのアンモニアスリップを許容する
ように調整されたＮＨ３ ＳＣＲプロセスにおける２００℃及び５００℃でのＮＯＸ転換
率に対するその能力を決定した。この分析の結果を図１に与える。
【００６４】
２５のＳＡＲを有するＣＨＡ骨格（アイソタイプＳＳＺ−１３）を有し、（Ｃｅ含浸な
しで）３．３重量パーセントの交換銅を含むアルミノケイ酸塩を分析して、２０ｐｐｍの
アンモニアスリップを許容するように調整されたＮＨ３ ＳＣＲプロセスにおける２００
℃及び５００℃でのＮＯＸ転換率に対するその能力を決定した。この分析の結果を図２に
与える。
【００６５】
これらの試験の結果は、Ｃｅを含浸させた低ＳＡＲの銅促進ゼオライトが優れた水熱耐
久性を有していることを裏付けている。
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【図１】

【図２】
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