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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔質セラミック担体の表面に、触媒活性成分を担持してなる酸化物系セラミックスの
触媒コート層を設けてなる排ガス浄化用フィルタにおいて、
　前記多孔質セラミック担体は、気孔率が４０～８０％であり、前記触媒コート層は、ア
ルミナと、ＴｉＯ２または酸化鉄からなり、そして、フィルタとしての熱伝導率が０．３
～３Ｗ／ｍｋの特性を示すものであることを特徴とする排ガス浄化用フィルタ。
【請求項２】
　前記触媒コート層には、貴金属、アルカリ金属、アルカリ土類金属および希土類酸化物
から選ばれる少なくとも１種の触媒活性成分が担持されていることを特徴とする請求項１
に記載の排ガス浄化用フィルタ。
【請求項３】
　前記多孔質セラミック担体は、炭化珪素、窒化珪素、コーディエライト、ムライト、サ
イアロン、シリカ、チタン酸アルミニウム、リチウムアルミニウムシリケート（ＬＡＳ）
およびリン酸ジルコニウムから選ばれる少なくとも１種のセラミックスから構成されるこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の排ガス浄化用フィルタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
　本発明は、排ガス浄化用フィルタに関し、とくに、ディーゼルエンジンの排気ガス中に
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含まれる一酸化炭素（ＣＯ）や炭化水素（ＨＣ）の酸化除去、および窒素酸化物（ＮＯＸ

）の還元除去を、効率よく行うことができるようにした排ガス浄化用フィルタを提案する
。
【０００２】
【背景技術】
　近年、自動車の台数は、飛躍的に増加しており、それに比例して自動車の内燃機関から
出される排ガス量が急激な増加の一途を辿っている。特に、ディーゼルエンジンの出す排
気ガス中に含まれる種々の物質は、大気汚染を引き起こす原因となるため、世界の自然環
境に深刻な影響を与えつつある。また、最近では排ガス中に含まれる微粒子（ディーゼル
パティキュレート）は、アレルギー障害や精子数の減少を引き起こす原因となるとの報告
もあり、その微粒子の除去対策を講じることが、人類にとって急務の課題であると考えら
れている。
【０００３】
　このような事情のもと、従来、多種多様の排ガス浄化装置が提案されている。一般的な
排ガス浄化装置は、エンジンの排気マニホールドに連結された排気管の途上にケーシング
を設け、そのケーシング中に微細な孔を有する排ガス浄化用フィルタを配置した構造とな
っている。排ガス浄化用フィルタは、金属や合金のほか、セラミックが形成材料として用
いられている。例えば、セラミックからなる排ガス浄化用フィルタの代表例としては、耐
熱性や機械的強度が高く、かつ化学的にも安定している、多孔質炭化珪素が注目されてい
る。
【０００４】
　多孔質炭化珪素が着目されているもう一つの理由として、排ガス浄化用フィルタは、パ
ティキュレート（煤）の捕集がある程度進むと、その煤を触媒等によって燃焼除去してい
るが、そのためには、できるだけ熱応答性の高いものが求められている。しかし、熱伝導
率の大きい素材で製作された排ガス浄化用フィルタは、運転領域によっては、排ガス温度
を高くしても、流量が多いために熱が拡散されてしまい、フィルタ全体が温まりにくく、
触媒を活性化するのに充分な熱をフィルタ全体に均一に与えることができないという問題
があった。
【０００５】
　そこで、発明者らは先に、多孔質組織を構成するセラミック結晶粒子の結合ネック部分
を調整することによって、熱伝導率を改善した排ガス浄化用フィルタを提案した（特許文
献１）。
【０００６】
　しかしながら、排ガス浄化用フィルタは、セル壁の表面に、白金族元素やその他の金属
元素及び酸化物等からなる触媒や、触媒コート層が担持されているため、該セル壁表面の
開放気孔が封塞された状態となり、このことが、フィルタの圧力損失を大きくするという
問題があった。
【０００７】
　発明者らは上記問題点を克服するために、多孔質セラミック担体のセル壁を形造る各セ
ラミック粒子の表面に、それぞれ、個別に触媒や触媒コート層を均一に担持させることで
、圧力損失を低下させることができる排ガス浄化用フィルタを提案した（特許文献２）。
【０００８】
　ところが、このような排ガス浄化フィルタの場合は、触媒の担持によって燃焼を促進さ
せるためには、触媒や触媒コート層の層厚を大きくする必要があった。一方で、触媒や触
媒コート層の層厚を大きくすると、排ガス浄化用フィルタセル壁の気孔径や気孔率が実質
的に減少し、その結果として圧力損失の大きい排ガス浄化フィルタとなってしまうという
別の問題が生じた。
【０００９】
　これに対して従来、気孔径や気孔率をあらかじめ高く設定した多孔質セラミック担体と
することで、触媒や触媒コート層の層厚が増大しても、圧力損失を低く抑えることができ
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る触媒付き排ガス浄化用フィルタが提案されている。
【００１０】
　しかし、その触媒付き排ガス浄化用フィルタは、セラミックの密度が減少するために、
各セラミック粒子を接合しているネックの割合が減少し、触媒を活性化するのに充分な熱
を全体に均一に与えることができないという問題があった。
【００１１】
　また、前記触媒コート層には、触媒を担持するために、比表面積の大きな低密度のセラ
ミックが使われており、触媒担体を構成するセラミックよりも熱伝導性が低いものとなっ
ていた。従って、このような触媒コート層の割合が増加すると、触媒を活性化するのに充
分な熱を担体全体に与えることができないという問題も見られた。
【特許文献１】
特開２００１－９７７７７号参照
【特許文献２】
特開２００１－３１４７６４号参照
【発明の開示】
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
　そこで、本発明の主たる目的は、従来の触媒付き排ガス浄化用フィルタが抱える上述し
た問題点のない排ガス浄化用フィルタを提供することにある。
【００１３】
　本発明の他の目的は、赤外および遠赤外領域の熱線に対する触媒コート層の輻射熱散乱
能を向上させ、あるいは断熱性を向上させることによって、フィルタ全体が温まりやすく
冷めにくい特性を示す排ガス浄化用フィルタを提案することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　上記目的の実現は、多孔質セラミック担体の表面に、触媒活性成分を担持してなる酸化
物系セラミックスの触媒コート層を設けてなる排ガス浄化用フィルタにおいて、前記多孔
質セラミック担体は、気孔率が４０～８０％であり、酸化物系セラミックスよりも屈折率
の大きい物質または顔料を含有し、フィルタとしての熱伝導率が０．３～３Ｗ／ｍｋの特
性を示すものであることを特徴とする排ガス浄化用フィルタが有効であることを見い出し
、本発明の開発に成功した。
【００１５】
　上記多孔質セラミック担体としては、炭化珪素、窒化珪素、コーディエライト、ムライ
ト、サイアロン、シリカ、チタン酸アルミニウム、リチウムアルミニウムシリケート（Ｌ
ＡＳ）およびリン酸ジルコニウムから選ばれる少なくとも１種のセラミックスから構成さ
れることが好ましい。
【００１６】
　即ち、本発明は、高気孔率のセラミック担体に対して、赤外および遠赤外領域の熱線を
効果的に散乱させるような屈折率の高い物質であるＴｉＯ２やそれ自体が着色されている
物質（顔料）である酸化鉄を含有する触媒コート層を形成することによって、フィルタ全
体としての熱伝導性が低いままで、触媒コート層の輻射熱散乱能または断熱性を向上させ
ることができ、それによってフィルタ全体を温まりやすく冷めにくくしたものである。
【００１７】
　本発明において、前記触媒コート層の酸化物系セラミックスは、アルミナからなるもの
であって、その触媒コート層には、屈折率が１．４以上であるＴｉＯ２が含有されている
ことが望ましい。
【００１８】
　また、本発明において、前記顔料は、触媒コート層全体の明度が８以下となるように配
合されることが好ましく、そのような顔料としては、酸化鉄を用いることが好ましい。
【００１９】
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　また、本発明において、前記触媒コート層には、貴金属、アルカリ金属、アルカリ土類
金属、希土類酸化物から選ばれる少なくとも１種の触媒活性成分が担持されていることが
好ましい。
【００２０】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明は、触媒を担持するセラミックス担体が高気孔率（４０～
８０％）であるにも拘わらず、触媒コート層を高断熱性を示すものにしたので、煤の堆積
時における圧力損失が小さく、しかも、触媒活性に適した温度に達しやすく冷めにくい熱
応答性を有し、耐久性に優れた排ガス浄化用フィルタ、とくにディーゼルエンジンの排ガ
スフィルタを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明にかかる排ガス浄化用フィルタは、多孔質セラミック担体と、この担体、とくに
そのセル壁を形造る各セラミック粒子それぞれの表面に、触媒活性成分を担持してなる酸
化物系セラミックスからなる触媒コート層とからなり、その触媒コート層中にはさらにそ
の酸化物系セラミックスよりも屈折率が大きい物質あるいはそれ自体着色された顔料を含
有させることにより、フィルタとして熱伝導性が低い（０．３～３Ｗ／ｋｍ）ままでも、
フィルタ全体を温まりやすく冷めにくいものとした構成に特徴を有するものを提案する。
【００２２】
　本発明にかかる上記各排ガス浄化用フィルタは、担体として用いられる多孔質セラミッ
クとしては、炭化珪素、窒化珪素、コーディエライト、ムライト、サイアロン、シリカ、
チタン酸アルミニウム、リチウムアルミニウムシリケート（ＬＡＳ）およびリン酸ジルコ
ニウムから選ばれる少なくとも１種のセラミックスを用いることができる。
【００２３】
　本発明において、上記触媒コート層の酸化物系セラミックスには、アルミナが用いられ
るが、その理由は、前記担体のセル壁を構成している各セラミック粒子の表面を被覆する
ものとしては、高熱伝導物質との熱的結合に優れ、かつ、比表面積の大きいものだと、担
持量を増加させることができ、耐久性をも向上させることができるからである。
【００２４】
　また、上記触媒コート層は、ゾルゲル法や、できるだけ細かく粉砕した酸化物を含んだ
スラリーを用いて、セル壁表面に被覆することによって形成される。なぜなら、セル壁を
構成するセラミックス粒子各々の表面に、個別にコートできるからである。
【００２５】
　また、本発明において上記の触媒コート層としては、前記酸化物系セラミックに比して
相対的に屈折率の高い物質（以下、単に「高屈折率物質」と言う）が含有するが、それに
よて、波長が１０μｍ以上の電磁波（高温の排ガスによる赤外および遠赤外領域の輻射熱
）を効果的に散乱させることができる。その理由は、高屈折率物質と、低屈折率の物質の
混在によって、その接触面における散乱が起こり易くなるからである。
【００２６】
　たとえば、こうした高屈折率物質の例としては、粉体または繊維状の形態の無機物質が
好ましく、とくに、屈折率が１．４以上であるＴｉＯ２、ＢａＴｉＯ３、ＰｂＳ、Ｆｅ２

Ｏ３、ＣｏＣＯ３、ＭｎＯ２から選ばれる少なくとも１種の物質が好ましい。その理由と
しては、屈折率が高いほど、輻射の散乱能力が向上するし、短波長よりも長波長であれば
、物質内を通り抜けにくく、表面に蓄積されたススと触媒の反応を向上させることもでき
るからである。
【００２７】
　また、上記触媒コート層には、それ自体が着色されている顔料が、触媒コート層全体の
明度が８以下となるように配合されることが望ましい。その理由は、明度が８以下の場合
に、高温の排ガスによる赤外および遠赤外領域の輻射熱に対する断熱効果をより向上させ
ることができるからである。
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【００２８】
　なお、明度は、ＪＩＳ　Ｚ　８７２１にもとづいて評価する。物体の表面色は、色知覚
の３属性である色相、明度および彩度によって表示され、明度は物体表面の反射率の大き
さを判定する尺度である。明度は、無彩色を基準としており、理想的な黒の明度を０とし
、理想的な白の明度を１０とし、理想的な黒０と理想的な白１０との間で、色の明るさの
知覚が等歩度となるように１０段階に分割し、Ｎ０～Ｎ１０の記号で表示する。明度を測
定するときには、Ｎ０～Ｎ１０に対応する各標準色票と、製品の表面色とを比較して明度
を決定する。その際、原則として小数点第１位まで明度を決定し、かつ小数点第１位の値
は０または５とする。明度が低いということはより黒色に近いことを指し、逆に明度が高
いということはより白色に近いことを指す。
【００２９】
　上記顔料としては、酸化鉄が好ましい。
　上記触媒コート層上に担持される触媒については、特に限定されないが、通常使用され
ている貴金属（Ｐｔ／Ｒｈ系、Ｐｔ／Ｒｈ／Ｐｄ系などの二元系、三元系合金等）の他、
希土類酸化物（セリア、ランタナ等）、アルカリ金属（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｃｓ等）、アル
カリ土類金属（Ｃａ、Ｂａ、Ｓｒ等）を用いることができる。
【００３０】
　本発明にかかる排ガス浄化用フィルタは、その担体を、例えば多孔質セラミック焼結体
にてセル壁を形造り、そのセル壁の表面、とくに各セラミック粒子表面のそれぞれに、高
熱伝導性物質を含んでなる触媒コート層を、所定の厚みで個別に被覆し、そして、この触
媒コート層に触媒活性成分（以下、単に「活性成分」という）を担持させることによって
形成することが望ましい。
【００３１】
　上記多孔質セラミック担体は、たとえば、原料セラミックス粉末に、有機バインダ、潤
滑剤、可塑剤および水（場合によっては、金属粉末造孔材）を配合して混練した後、押出
し成形し、所定の貫通孔の一端部を目封止し、残りの貫通孔はその他端部を目封止したの
ち１５０～２００℃で乾燥、３００～５００℃で脱脂した後、１０００～２３００℃、１
～１０時間にわたって焼結したものを用い、図１に示すようなウォールフロー型ハニカム
フィルタとして形成されたものが用いられる。
【００３２】
　上記担体１００は、複数の貫通孔１０１（セル）がその軸線方向に沿って規則的に形成
された断面略正方形状をなすセラミック焼結体で構成される。
　前記セル１０１は、セル壁１０２によって互いに隔てられており、各セルの開口部は一
方の端面側においては封止体１０４により封止されており、該当するセル１０１の他方の
端面は開放され、全体としては各端面とも解放部と封止部とがそれぞれ市松模様状を呈す
るように配置されたものが好ましい。
【００３３】
　なお、前記セル１０１の密度は２００～３５０個／平方インチであることが好ましい。
即ち、多数あるセル１０１のうち、約半数のものは上流側端面において開口し、残りのも
のは下流側端面において開口しており、各セル１０１を隔てるセル壁１０２の厚さは０．
１～０．４ｍｍに設定されている。
【００３４】
　上記セル密度が２００～３５０個／平方インチの範囲とした理由は、２００個／平方イ
ンチよりも小さいと、フィルタの濾過面積が小さく、スス捕集量に対して、セル壁１０２
が厚くなり、圧力損失が高くなる。また、３５０個／平方インチより多いと、生産が困難
となるからである。
【００３５】
　このように、セラミック焼結体からなる担体１００は、多孔質のセル壁１０２によって
仕切られた構造を有するものであって、その多孔質セル壁１０２の気孔径は、水銀圧入法
、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）等によって測定され、その気孔径の平均値が５μｍ～４０
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μｍの範囲内にあり、水銀圧入法で測定した場合には、その気孔径を常用対数で表した場
合の気孔径分布における標準偏差の値が０．４０以下であるものが好ましい。
【００３６】
　上記多孔質セル壁１０２の気孔径の平均値が上記範囲内にある場合には、触媒コート層
を形成した後に、微細なパティキュレートの捕集にも好適だからである。即ち、セル壁１
０２の平均気孔径を上記範囲内に設定することで、ディーゼルパティキュレートを確実に
捕集することができる。一方、このセル壁１０２の気孔径の平均値が５μｍ未満だと、内
壁を排気ガスが通過する際の圧力損失が極端に大きくなり、エンジンの停止を引き起こす
おそれがあり、また、気孔径の平均値が４０μｍを超えると、微細なパティキュレートを
効率よく捕集することができなくなるからである。
【００３７】
　そして本発明において、最も重要なことは、このセル壁１０２の気孔率は、水銀圧入法
、アルキメデス法等によって、４０～８０％、好ましくは４０～７０％、さらに好ましく
は４０～６０％とすることにある。その理由は、セル壁、即ち前記多孔質セラミック担体
の気孔率が４０％以下だと、担体が緻密化しすぎて、担体を形成する粒子のネックに触媒
コート層が凝集することがほとんどなくなり、触媒コート層に高熱伝導物質を含有させた
効果が出ないからである。一方、この気孔率が８０％以上になると、フィルタとしての熱
伝導性が低すぎて、たとえ、多量の高屈折率物質あるいは顔料を含有させたとしても、全
体として低熱伝導のフィルタとなるか、輻射熱を遮ることができず、全体として断熱効果
が小さいフィルタとなるからである。
【００３８】
　また、本発明に係るフィルタにおいては、上記セル（フィルタ）の熱伝導率が、ＪＩＳ
　Ｒ１６１１に準じるレーザーフラッシュ法による試験を行ったときに、０．３～３Ｗ／
ｍｋ、好ましくは０．５～３Ｗ／ｍｋ、さらに好ましくは０．７～２Ｗ／ｍｋを示すこと
が重要である。その理由は、フィルタの熱伝導率が０．３Ｗ／ｍｋ以下になると、このフ
ィルタをエンジンに取り付けた場合に、フィルタ全体の熱応答性が悪くなり、煤の燃え残
りが生じて、その箇所からフィルタの破壊につながる可能性が出るからである。一方、フ
ィルタの熱伝導率が３Ｗ／ｍｋ以上になると、熱の拡散が早すぎて、高温の排ガスを導入
しても、フィルタがなかなか温まらなくなるからである。
　以下、本発明に係る排ガス浄化用フィルタの製造例について説明する。
【００３９】
　以下の説明は、多孔質セラミック担体としてコージェライトを用い、触媒コート層とし
ては、セラミック担体上に形成されるアルミナ薄膜およびそのアルミナ薄膜に含有される
高屈折率物質としてチタニアを用い、あるいはチタニアに代えてアルミナ薄膜に含有され
る顔料として酸化鉄を用い、さらに触媒として白金を、助触媒としてセリウムを、ＮＯＸ

吸蔵触媒としてカリウムをそれぞれ用いて、排ガス浄化用フィルタを製造する方法である
。
【００４０】
（１）多孔質セラミック担体への触媒コート層の被覆
（ａ）溶液含浸工程
　この工程は、多孔質セラミック担体のセル壁を構成する各コージェライト粒子の表面に
それぞれ、アルミニウム、高屈折率物質または顔料、希土類元素を含有する金属化合物の
溶液、例えば、Ａｌ（ＮＯ３）３－Ｔｉ（ＮＯ３）４－Ｃｅ（ＮＯ３）３の混合水溶液ま
たは、Ａｌ（ＮＯ３）３－Ｆｅ（ＮＯ３）３－Ｃｅ（ＮＯ３）３の混合水溶液などを用い
て、ゾル－ゲル法により塗布、含浸させることにより、担体表面に高屈折率物質または顔
料および希土類酸化物を含有させたアルミナコート層を形成するための処理である。
【００４１】
　上記の処理のおいて用いられる混合水溶液について、アルミニウム含有化合物の溶液の
例としては、出発材料の金属化合物としては、金属無機化合物と金属有機化合物とがある
。たとえば、金属無機化合物の例としては、Ａｌ（ＮＯ３）３、ＡｌＣｌ３、ＡｌＯＣｌ
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、ＡｌＰＯ４、Ａｌ２（ＳＯ４）３、Ａｌ２Ｏ３、Ａｌ（ＯＨ）３、Ａｌなどが用いられ
る。それらのなかでも、特に、Ａｌ（ＮＯ３）３やＡｌＣｌ３は、アルコール、水などの
溶媒に溶解しやすく扱い易いので好適である。また、金属有機化合物の例としては、金属
アルコキシド、金属アセチルアセトネート、金属カルボキシレートがある。具体例として
はＡｌ（ＯＣＨ３）３、Ａｌ（ＯＣ２Ｈ３）３、Ａｌ（ｉｓｏ－ＯＣ３Ｈ７）３などがあ
る。
【００４２】
　一方、上記混合水溶液のうち、チタニア含有化合物の溶液については、Ｔｉ（ＮＯ３）

４、ＴｉＣｌ４、Ｔｉ（ＳＯ４）２などが用いられる。
　上記混合水溶液のうち、顔料としての酸化鉄含有化合物の溶液については、Ｆｅ（ＮＯ

３）２、Ｆｅ（ＮＯ３）３、ＦｅＣｌ２、ＦｅＣｌ３、ＦｅＳＯ４、Ｆｅ３（ＳＯ４）２

、Ｆｅ２（ＳＯ４）３などが用いられる。また、セリウム含有化合物の溶液については、
Ｃｅ（ＮＯ３）３、ＣｅＣｌ３、Ｃｅ２（ＳＯ４）３、ＣｅＯ２、Ｃｅ（ＯＨ）３、Ｃｅ

２（ＣＯ３）３などが用いられる。
【００４３】
　上記混合溶液の溶媒としては、水、アルコール、ジオール、多価アルコール、エチレン
グリコール、エチレンオキシド、トリエタノールアミン、キシレンなどから上記の金属化
合物の溶解を考慮し少なくとも１つ以上を混合して使う。
　また、溶液を作成するときの触媒としては、塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、フッ酸を加える
こともある。
【００４４】
　本発明において、好ましい上記金属化合物の例としては、Ａｌ（ＮＯ３）３、Ｃｕ（Ｎ
Ｏ）３、Ｃｅ（ＮＯ３）３、Ｔｉ（ＮＯ３）４、Ｆｅ（ＮＯ３）３をあげることができる
。これらは比較的低温で溶媒に溶解し、原料溶液の作製が容易であるからである。また、
好ましい溶媒の例としては、１，３ブタンジオールが好適である。その理由の第１は、粘
度が適当であり、ゲル状態でＳｉＣ粒子上に適当な厚みのゲル膜をつけることが可能だか
らである。第２の理由は、この溶媒は、溶液中で金属アルコキシドを形成するので酸素・
金属・酸素の結合からなる金属酸化物重合体、すなわち金属酸化物ゲルの前駆体を形成し
やすいからである。
【００４５】
　上記金属化合物であるＡｌ（ＮＯ３）３の量は、１０～５０ｍａｓｓ％であることが望
ましい。その理由としては、１０ｍａｓｓ％未満だと触媒の活性を長時間維持するだけの
表面積をもつアルミナ量を担持することができず、一方、５０ｍａｓｓ％より多いと溶解
時に発熱量が多くゲル化しやすくなるからである。
【００４６】
　上記金属化合物のＡｌ（ＮＯ３）３とＣｅ（ＮＯ３）３との配合割合は、１０：２とす
ることが好ましい。その理由は、Ａｌ（ＮＯ３）３をリッチにすることにより、焼成後の
ＣｅＯ２粒子の分散度を向上できるからである。
【００４７】
　また、上記金属化合物ののうちのＡｌ（ＮＯ３）３とＴｉ（ＮＯ３）４の配合割合、あ
るいはＡｌ（ＮＯ３）３とＦｅ（ＮＯ３）３の配合割合については、ＴｉＯ２またはＦｅ

２Ｏ３の担持量によって調整することが望ましい。これら上記金属化合物の含浸溶液を作
製するときの温度は、５０～１３０℃が望ましい。その理由は、５０℃未満だと溶質の溶
解度が低いからであり、一方１３０℃より高いと反応が急激に進行しゲル化に至るため、
塗布溶液として使用できないからである。また、含浸溶液の撹拌時間は１～９時間が望ま
しい。その理由は、前記範囲内では溶液の粘度が安定しているからである。
【００４８】
　上記のようにして調整した金属化合物の溶液は、セル壁内の各セラミック粒子間の間隙
である総ての気孔内に行き渡らせて浸入させるようにすることが好ましい。そのためには
、例えば、容器内に触媒担体（フィルタ）を入れて前記金属化合物溶液を満たして脱気す
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る方法や、フィルタの一方から該溶液を流し込み、他方より脱気する方法等を採用するこ
とが好ましい。
【００４９】
　この場合、脱気する装置としては、アスピレータの他に真空ポンプ等を用いるとよい。
このような装置を用いると、セル壁内の気孔中の空気を排出することができ、ひいては各
セラミック粒子の表面に上記金属化合物の溶液をまんべんなく行き渡らせることができる
。
【００５０】
　なお、一方、高屈折率物質あるいは顔料として、イオン化する金属でなくセラミックス
を使用した場合もまた、そのセラミックスを、数μｍ程度の粒径となるまで粉砕し、アル
ミナ－シリカ溶液に粉砕セラミックスを攪拌混合してスラリーとして、均一な膜となるよ
うにすればよい。
【００５１】
（ｂ）乾燥工程
この工程は、ＮＯ２などの揮発成分を蒸発除去し、溶液をゲル化してセラミック粒子表面
に固定すると同時に、余分の溶液を除去する処理であり、１２０～１７０℃の温度で２時
間程度の加熱を行う。その理由は、加熱温度が１２０℃よりも低いと揮発成分が蒸発し難
く、一方１７０℃よりも高いとゲル化した膜厚が不均一になるからである。
【００５２】
（ｃ）焼成工程
この工程は、残留成分を除去して、アモルファスのアルミナ薄膜を形成するための仮焼成
の処理であり、３００～１０００℃の温度で５～２０時間の加熱を行うことが望ましい。
その理由は、仮焼成の温度が３００℃より低いと残留有機物を除去し難く、一方１０００
℃より高いとＡｌ２Ｏ３がアモルファス状でなくなり結晶化し、表面積が低下する傾向に
あるからである。
【００５３】
（２）触媒活性成分の担持
（ａ）溶液調整工程
　セラミック担体の表面に、上記高屈折率物質および希土類酸化物含有のアルミナコート
層を形成し、そのアルミナコート層表面に触媒活性成分として白金、ＮＯＸ吸蔵触媒とし
てのカリウムを担持する。このとき、活性成分として、白金以外の、パラジウム、ロジウ
ム等の貴金属を含有させるようにしてもよい。
【００５４】
　これらの貴金属は、アルカリ金属やアルカリ土類金属がＮＯＸを吸蔵するに先立って、
排ガス中のＮＯとＯ２とを反応させてＮＯ２を発生させたり、一旦吸蔵されたＮＯＸが放
出された際に、そのＮＯＸを排ガス中の可燃成分と反応させて無害化させる。
また、ＮＯＸ吸蔵成分として触媒層に含まれるアルカリ金属及び／又はアルカリ土類金属
の種類も、特に制限はなく、例えばアルカリ金属としてはリチウム、ナトリウム、カリウ
ム、セシウム、アルカリ土類金属としてはカルシウム、バリウム、ストロンチウムなどが
挙げられるが、中でもより珪素と反応性の高いアルカリ金属、特にカリウムをＮＯＸ吸蔵
成分に用いた場合に、本発明は最も効果的である。
【００５５】
　この場合、触媒活性成分の担持量は、白金、カリウム等を含む水溶液を担体の吸水量だ
け滴下して含浸させ、表面がわずかに濡れ始める状態になるようにして決定する。ＳｉＣ
セラミック担体が保持する吸水量というのは、乾燥担体の吸水量測定値を２２．４６ｍａ
ｓｓ％とし、この担体の質量が１１０ｇ、容積が０．１６３ｌを有するものであれば、こ
の担体は２４．７ｇ／ｌの水を吸水する。
【００５６】
　ここで、白金の出発物質としては、例えば、ジニトロジアンミン白金硝酸溶液（［Ｐｔ
（ＮＨ３）２（ＮＯ２）２］ＨＮＯ３、Ｐｔ濃度４．５３ｍａｓｓ％）を使用し、カリウ
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合して使用する。
【００５７】
　たとえば、所定の量１．７ｇ／ｌの白金を担持させるためには、担体に１．７（ｇ／ｌ
）×０．１６３（ｌ）＝０．２７２ｇの白金を担持し、カリウムを０．２ｍｏｌ／ｌ担持
させるためには、担体に０．２（ｍｏｌ／ｌ）×０．１６３（ｌ）＝０．０３２６ｍｏｌ
のカリウムを担持すればよいので、ＫＮＯ３と蒸留水によりジニトロジアンミン白金硝酸
溶液（Ｐｔ濃度４．５３％）を希釈する。
【００５８】
　すなわち、ジニトロジアンミン白金硝酸溶液（Ｐｔ濃度４．５３ｍａｓｓ％）／（ＫＮ
Ｏ３と蒸留水）の重量比率Ｘ（％）は、Ｘ＝０．２７２（Ｐｔ量ｇ）／２４．７（含水量
ｇ）／４．５３（Ｐｔ濃度ｍａｓｓ％）で計算され、２４．８ｍａｓｓ％となる。但し、
このときＫＮＯ３が０．０３２６ｍｏｌとなるように、蒸留水により硝酸溶液（ＫＮＯ３

濃度９９％）を希釈させておく。
【００５９】
（ｂ）液含浸工程
　上記のようにして調整した所定量のジニトロジアンミン白金硝酸水溶液を、上記担体の
両端面にピペットにて定間隔に滴下する。例えば、片面に４０～８０滴づつ定間隔に滴下
し、ＳｉＣセラミック担体を覆うアルミナ担持膜表面に白金を均一に分散固定化させる。
【００６０】
（ｃ）乾燥、焼成工程
　水溶液の滴下が終わった担体は、１１０℃－２時間程度の条件下で乾燥させ水分を除去
した後、デシケータの中に移し約１時間放置して、電子天秤などを用いて付着量を測定す
る。次いで、Ｎ２雰囲気中で、約５００℃－１時間程度の条件の下で焼成を行って白金お
よびカリウムの金属化を図る。
【００６１】
【実施例】
　以下、本発明の実施例につき、比較例を示して対比しながら説明する。
【００６２】
（実施例１）高屈折率物質含有例
　この実施例は、気孔率の異なる多孔質セラミック担体（コージェライト）の表面に、高
屈折率物質としてのチタニアが含有されたアルミナコート層を被覆形成してなる排ガス浄
化フィルタを作製し、それらの熱伝導率をレーザーフラッシュ法によって測定し、更にそ
れらの明度を分光測色計によって測定したものである。
【００６３】
　まず、気孔率の異なる各多孔質セラミック担体は、表１に示すような平均粒子径を有す
るタルク、カオリン、アルミナ、水酸化アルミニウムおよびシリカをそれぞれ４０％、１
０％、１７％、１６％、１５％の割合で配合したものに、さらに造孔材として１０μｍの
程度の平均粒子径を有するグラファイトをセラミック粉末１００重量部に対して約０～５
２重量部、同じく成形助剤としてのメチルセルロースを６～４０重量部、その他、有機溶
媒および水からなる分散媒液を１６～３６重量部で配合したものを原料とした。
【００６４】
【表１】
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【表２】
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【００６６】
　このような配合原料を混練して杯土としたのち、押し出し成形によってハニカム状に成
形してから、前記セル１０１の一部を市松模様状に封止する。
　次いで、その成形体を４５０℃で３時間乾燥脱脂した後、アルゴン雰囲気下で１４００
℃、３時間にわたって焼成することにより、セル壁厚が０．３ｍｍ、セル密度が２００個
／平方インチ、気孔率がそれぞれ３５％、４０％、６０％、８０％、８５％である多孔質
セラミック（コージェライト）からなる担体を製造した。
　なお、気孔率が４０％、６０％、８０％のセラミック担体をそれぞれＡ１、Ａ２、Ａ３
とし、気孔率が３５％、８５％のセラミック担体をＢ１、Ｂ２とした。
【００６７】
　次に、上記多孔質セラミック担体Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ｂ１、Ｂ２に対して、表２に示す
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液Ｃ１～Ｃ５をゾル－ゲル法により、それぞれ含浸させ、高屈折物質としてのチタニアお
よび希土類酸化物としてセリアが含有されたアルミナコート層を形成し、その後、アルミ
ナコート層表面に活性成分として白金を１．７ｇ／ｌ、ＮＯＸ吸蔵触媒としてカリウムを
０．２ｍｏｌ／ｌ担持させてなる排ガス浄化フィルタを、５×５＝２５種類作製し、それ
らの熱伝導率をＪＩＳ Ｒ１６１１に準じたレーザーフラッシュ法によって測定すると共
に、それらの明度を分光測色計によって測定した。
【００６８】
　上記２５種類の排ガス浄化フィルタの熱伝導率の測定結果は、表３および図４に示され
、明度の測定結果は表２に示されている。
　なお、混合水溶液Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５を用いて製作したチタニア含有量が１
０ｇ／ｌ、２０ｇ／ｌ、０ｇ／ｌ、５０ｇ／ｌ、６０ｇ／ｌである各フィルタの熱伝導率
は、図５において、■印、○印、●印、×印、※印でそれぞれ示されている。
【００６９】
【表３】

【００７０】
　これらの測定結果から、高屈折率物質を入れることで、熱伝導率を下げることが可能で
あることが確認できた。
【００７１】
（実施例２）顔料含有例
この実施例は、実施例１において作製した気孔率の異なる多孔質セラミック担体（コージ
ェライト）Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ｂ１、Ｂ２の表面に、高屈折物質としてのチタニアに代え
て、顔料としてのＦｅ２Ｏ３を含有させてなるアルミナコート層を被覆形してなる排ガス
浄化フィルタの熱伝導率を、レーザーフラッシュ法によって測定し、更にそれらの明度を
、分光測色計によって測定したものである。
【００７２】
　まず、セラミック担体（コージェライト）Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ｂ１、Ｂ２に対して、表
４に示すような種々の濃度のＡｌ（ＮＯ３）３－Ｆｅ（ＮＯ３）３－Ｃｅ（ＮＯ３）３の
混合水溶液Ｄ１～Ｄ４をゾル－ゲル法により、それぞれ含浸させ、顔料としてのＦｅ２Ｏ

３および希土類酸化物としてセリアを含有するアルミナコート層をセラミック担体の表面
に形成した。
【００７３】
【表４】
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【００７４】
【表５】

【００７５】
　その後、アルミナコート層表面に活性成分として白金を１．７ｇ／ｌ、ＮＯＸ吸蔵触媒
としてカリウムを０．２ｍｏｌ／ｌ担持させてなる排ガス浄化フィルタを５×４＝２０種
類作製し、それらの熱伝導率をＪＩＳ　Ｒ１６１１に準じたレーザーフラッシュ法によっ
て測定すると共に、それらの明度を分光測色計によって測定した。
　上記２０種類の排ガス浄化フィルタの熱伝導率の測定結果は、表５および図５に示され
、明度の測定結果は表４に示されている。
【００７６】
　なお、混合水溶液Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４をそれぞれ用いて製作したＦｅ２Ｏ３含有量
が５ｇ／ｌ、１０ｇ／ｌ、０ｇ／ｌ、２０ｇ／ｌである各フィルタの熱伝導率は、図５に
おいて、■印、○印、●印、×印でそれぞれ示されている。
　これらの測定結果から、顔料で着色することで、熱伝導率を下げることが可能であるこ
とが確認できた。
【００７７】
（実施例３）
　この実施例は、本発明にかかる排ガス浄化用フィルタの集合体についての作用・効果を
確かめるために、実際のディーゼルエンジンの排気管内にフィルタ集合体を搭載し、その
中央部と周辺部における温度差（最高温度差）および中央部における最高温度を測定した
ものである。
【００７８】
　まず、気孔率６０％であるセラミック担体Ａ２に対して、表２に示すような混合水溶液
Ｃ１、Ｃ２、Ｃ４、Ｃ５を用いて、チタニア含有量が１０ｇ／ｌ、２０ｇ／ｌ、５０ｇ／
ｌ、６０ｇ／ｌであるようなアルミナコート層を形成し、その表面に活性成分として白金
を１．７ｇ／ｌ、ＮＯＸ吸蔵触媒としてカリウムを０．２ｍｏｌ／ｌ担持させてなるフィ
ルタ（実施例３－１，３－２，３－３，３－４）と、気孔率６０％のセラミック担体Ａ２
に対して、混合水溶液Ｄ１、Ｄ２，Ｄ４を用いてＦｅ２Ｏ３の含有量が５ｇ／ｌ、１０ｇ
／ｌ、２０ｇ／ｌであるようなアルミナコート層を形成し、その表面に活性成分として白
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金、ＮＯＸ吸蔵触媒としてカリウムを担持させてなるフィルタ（実施例３－５，３－６，
３－７）と、気孔率６０％であるセラミック担体Ａ２に対して、チタニアもＦｅ２Ｏ３も
含有しないアルミナコート層を形成し、その表面に活性成分として白金、ＮＯＸ吸蔵触媒
としてカリウムを担持させてなるフィルタ（比較例３－１）とを作製する。
【００７９】
　次いで、各実施例３－１～３－７および比較例３－１により作製した各フィルタ１００
をそれぞれ１６本用意し、厚さ１ｍｍのセラミックペースト１１０で接着し、１５０℃で
１時間乾燥させた後、図２に示すように、外径を１４４ｍｍとなるように円柱状に切断し
、外周面を同じセラミックペースト１２０で１ｍｍの厚みで塗布し、１５０℃で１時間乾
燥させて、これらの集合体２００としての排ガス浄化用フィルタを作製した。
【００８０】
　なお、ここで、セラミックペーストは、シリカ－アルミナファイバを３５ｗｔ％、シリ
カゾルを８ｗｔ％、カルボキシメチルセルロースを２ｗｔ％、ＳｉＣ（平均粒子径０．５
μｍ）を５５ｗｔ％に対して水を１０ｗｔ％入れて、よく混合したものを用いた。
【００８１】
　そして、各排ガス浄化フィルタ２００を、図３に示すような一般的な、排気量２リット
ルのエンジン１０の排気マニホールド１５に連結された排気管１６の途上に設けたケーシ
ング１８内に設置し、３０００ｒｐｍ無負荷状態（０Ｎｍ）で、排ガスを導入して、その
中央部と周辺部（外周から１０ｍｍ付近）における温度差（最高温度差）と、中央部の最
高温度とを測定した。その測定結果を表６に示す。
【００８２】
【表６】

【００８３】
　これらの測定結果から、熱伝導率を下げることで、フィルタの温度を排ガス温度よりも
高い温度にすることができることが確認でき、高屈折率物質であるチタニアを使用したフ
ィルタは、高温時に特に強い断熱性を示し、明度を下げたものも、高温時に強く断熱性を
示した。そのため、最高温度が高いものとなった。しかしながら、高温時の温度差は生じ
にくいことが確認された。
【００８４】
　従って、本実施形態によれば以下のような効果を得ることができる。
（１）本実施形態のセラミックスフィルタは、４０～８０％という高気孔率であるにもか
かわらず、断熱性が高いものであるため、触媒活性温度に達する時間を短かくすることが
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できる。したがって、再生効率に優れたシステムが形成できる。
【００８５】
（２）本実施形態のセラミックスフィルタは、熱伝導性が抑えられているため、部分的な
燃焼がいたるところで起こり、フィルタ全体が一度に燃えて、急激な温度差を生じさせる
ことがない。そのため、急激な温度勾配が生じにくくフィルタの耐久性を向上させること
ができる。
【００８６】
【図面の簡単な説明】
図１は、一般的な排ガス浄化用フィルタを説明するための概略図である。
図２は、排ガス浄化用フィルタの集合体を示す概略図である。
図３は、図２に示す排ガス浄化用フィルタの集合体をエンジンに設置したときの概略図で
ある。
図４は、触媒コート層の高屈折率物質含有量に応じた、排ガス浄化用フィルタの気孔率と
熱伝導率との関係を示す図である。
図５は、触媒コート層の顔料含有量に応じた、排ガス浄化用フィルタの気孔率と熱伝導率
との関係を示す図である。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２】
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【図５】
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