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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
３００℃超の排気温度でアンモニアにより窒素酸化物の選択的接触還元を行うための触媒
であって、
ＺＳＭ－５とゼオライトベータとの混合物からなる第一成分と、
セリウムからなる第二成分と、
酸素貯蔵物質と、
さらに無機酸化物を含み、
酸素貯蔵物質は、Ｃｅ１－ａＺｒａＯ２およびＣｅ１－ｃ－ｄＺｒｃＬａｎｄＯ２からな
る群から選択され、ＬａｎがＹ、Ｌａ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｈｏ、Ｙｂおよ
び前記各物質の各混合物からなる群から選択されるものであり、
第一成分、第二成分、酸素貯蔵物質を重量ベースで５０：１０：３０の比率で含み、かつ
第二成分の重量が金属重量ベースである触媒。
【請求項２】
請求項１記載の触媒であって、粉体である触媒。
【請求項３】
ゼオライトベータとＺＳＭ－５が１：１の比率で存在する、請求項１記載の触媒。
【請求項４】
請求項１記載の触媒であって、押し出しによってひとつの形状の型になる触媒。
【請求項５】
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請求項１記載の触媒であって、基材上にコーティングされる触媒。
【請求項６】
請求項５記載の触媒であって、基材が耐熱材、セラミック基材、ハニカム構造体、磁器基
材、金属基材、セラミック発泡体、網状発泡体またはそれらの混合体からなる群から選択
され、その基材上に沈着される触媒で、基材が複数の流路および多孔性を有する触媒。
【請求項７】
請求項１記載の触媒であって、第二成分が第一成分でイオン交換担持され、酸素貯蔵物質
と混合されて最終的な触媒が得られる触媒。
【請求項８】
請求項１記載の触媒であって、５０重量パーセントの第一成分、１０重量パーセントの第
二成分、３０重量パーセントの酸素貯蔵物質、および１０重量パーセントの無機酸化物を
含み、第二成分の重量パーセントが金属重量ベースとなっている触媒。
【請求項９】
請求項１記載の触媒であって、無機酸化物がＡｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２

、ＳｎＯ２ならびにそれらの化合物および混合物からなる群から選択されている触媒。
【請求項１０】
請求項１記載の触媒であって、酸素貯蔵物質がＣｅ０．２４Ｚｒ０．６６Ｌａ０．０４Ｙ

０．０６Ｏ２を含み、無機酸化物がアルミナを含む触媒。
【請求項１１】
１，０００ｈｒ－１～１５０，０００ｈｒ－１の間の空間速度のガス流の中で吸引窒素酸
化物の選択的接触還元を行う方法であって、そのガス流には窒素酸化物を含み、
ＺＳＭ－５とゼオライトベータとの混合物からなる第一成分と、
セリウムからなる第二成分と、
酸素貯蔵物質と、
さらに無機酸化物を含み、
酸素貯蔵物質は、Ｃｅ１－ａＺｒａＯ２およびＣｅ１－ｃ－ｄＺｒｃＬａｎｄＯ２からな
る群から選択され、ＬａｎがＹ、Ｌａ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｈｏ、Ｙｂおよ
び前記各物質の各混合物からなる群から選択されるものであり、
第一成分、第二成分、酸素貯蔵物質を重量ベースで５０：１０：３０の比率で含み、かつ
第二成分の重量が金属重量ベースである触媒の存在下でアンモニアにガス流を接触させる
ことを含む方法。
【請求項１２】
基材と、
アンモニアによる窒素酸化物の選択的接触還元のための触媒、
を含む触媒組成であって、
触媒は、基材上に配置され、
ＺＳＭ－５とゼオライトベータと混合物からなる第一成分と、
セリウムからなる第二成分と、
酸素貯蔵物質と、
さらに無機酸化物を含み、
酸素貯蔵物質は、Ｃｅ１－ａＺｒａＯ２およびＣｅ１－ｃ－ｄＺｒｃＬａｎｄＯ２からな
る群から選択され、ＬａｎがＹ、Ｌａ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｈｏ、Ｙｂおよ
び前記各物質の各混合物からなる群から選択されるものであり、
第一成分、第二成分、酸素貯蔵物質を重量ベースで５０：１０：３０の比率で含み、かつ
第二成分の重量が金属重量ベースである触媒、を含む触媒組成。
【請求項１３】
ゼオライトおよび酸素貯蔵物質のうち少なくとも一つがウォッシュコートの形態で基材上
に配置される、請求項１２記載の触媒組成。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は高温でアンモニアにより低レベルの窒素酸化物から超低レベルの窒素酸化物
への選択的接触還元を行うための触媒と方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒素酸化物は発電所、産業プロセス、単純／複合サイクルガスタービン、ガスエンジン
、ディーゼルエンジンなどの固定汚染源からの排ガス中に含まれている。これらの汚染源
からの排出は米国と欧州の両方で規制の対象となっている。排気基準を規制する法律は近
年厳しくなっており、将来も引き続き厳しさを増すことになるだろう。多くの国でＮＯＸ

の９０％除去を求めている。現代のガスタービンは一般的に約２５ｐｐｍのＮＯＸを排出
するので、政府規制に適合するためにはＮＯＸレベルを約２．５ｐｐｍに低減する必要が
ある。
【０００３】
　ディーゼルエンジンは通常、化学量論的な数値を超える空気燃料混合比で動作する。デ
ィーゼル燃料車両からの窒素酸化物や粒子状物質の排出は有意な量になる可能性がある。
ディーゼル車両からの排出も米国と欧州の両方で規制の対象となっている。
【０００４】
　排ガス中のＮＯＸの除去方法として、高温で触媒の存在下においてアンモニアなどの還
元剤に排気流を接触させる方法がある。ＮＯＸと還元剤との触媒反応は選択的接触還元（
ＳＣＲ）と呼ばれている。尿素、水酸化アンモニウム、蟻酸アンモニウムおよびその他の
窒素含有化学物質もアンモニアの供給源として使用することができる。
【０００５】
　排ガスの温度は使用可能な触媒の種類を決定する上で非常に重要である。なぜなら特定
の触媒は特定の温度範囲において作用（または最大限作用）するからである。ディーゼル
エンジンからの排ガスは通常、やや低く約２００℃であるが、ガスタービンとガスエンジ
ンからの排ガスは通常、約３００℃～約７００℃の範囲内にある。従って、ディーゼル用
途で使用する触媒はそれをガスタービンまたはガスエンジンで使用した場合には効果的作
用は期待できず、その逆も同様である。
【０００６】
　従来のアンモニアＳＣＲ触媒はバナジア／チタニアをベースにしている。たとえば、Ｉ
ｍａｎａｒｉら（米国特許４，８３３，１１３）はチタニウムの酸化物、タングステンの
酸化物、バナジウムの酸化物からなるＳＣＲ触媒について記述している。バナジア／チタ
ニアをベースとしたアンモニアＳＣＲ触媒は、通常、約２５０～３７０℃の温度で作用す
る。軽量ディーゼル車両からの排ガスは、通常、約２００℃以下の温度である。バナジア
／チタニアＳＣＲ触媒は２００℃のような低い温度、あるいは高温では有意な活性を有し
ない。
【０００７】
　Ｂｙｒｎｅ（米国特許４，９６１，９１７、Ｅｎｇｅｌｈａｒｄ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎに承継）はアンモニア、窒素酸化物および酸素を鉄または銅促進ゼオライト触媒に通
して、窒素酸化物の還元を選択的に触媒する方法を開示している。新鮮な銅促進触媒は活
性が優れている。しかし、銅触媒はエージング時に著しく非活性化する。鉄触媒は銅触媒
に比べてはるかに安定しているが、多くのディーゼル排気流中に生じる２００℃より有意
に高い約３５０～５００℃で活性が最大となる。さらに、銅触媒と鉄触媒はガスエンジン
やガスタービンで生じることが多い５００℃より高い温度では活性が低くなり、ＮＯＸを
還元する上であまり効率的ではない。
【０００８】
　Ｉｔｏら（米国特許番号５，９００，２２２）は、ゼオライト触媒と還元剤を含有する
セリウムを用いて３００～５６０℃の温度でＮＯＸ含有ガスを処理するプロセスについて
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記述している。Ｉｔｏの特許で説明されている触媒は、主にディーゼル排ガスで使用する
ようになっていた。ディーゼルエンジンは一般的にガスタービンやガスエンジンよりもは
るかに高いレベルのＮＯＸを排出する。ＮＯＸ変換の速度は還元されるＮＯＸの存在量と
の関数であるため、多量のＮＯＸを還元するのに効果的な触媒は少量のＮＯＸを還元する
ためには有効でないことがあり、その逆もまた同様である。
【０００９】
　Ｉｃｈｉｋｉら（米国特許出願公開番号２００５／０１５９３０４）は高温で使用され
る脱硝触媒について教示している。複数の触媒について記述されているが、その一つは酸
化タングステン、酸化モリブデン、酸化ホウ素のうちの少なくとも一つと酸化チタンとか
ら構成される複合酸化物を含有する。別の触媒は酸化ジルコニウムとＳＯ３またはＳＯ４
２－とを含有する。記述されている最後の触媒は酸化ジルコニウムとＳＯ３またはＳＯ４
２－とを含む担体上に支持された酸化タングステン、酸化モリブデン、酸化ホウ素のうち
の少なくとも一つを含有する。長期的なデータは提供されていない。説明されている一部
の触媒に見られる欠点として、触媒を調製する上で硫酸を用いていることやそのような触
媒が長期的には活性でなくなる可能性が挙げられる。
【００１０】
　エージングに対しても安定しており、かつ高温で活性があり、低レベルの吸引ＮＯＸを
さらに還元する上で有効なアンモニアＳＣＲ触媒が必要とされている。
【発明の開示】
【００１１】
　この発明は触媒の存在下でガス流をアンモニアと接触させることにより、ガス流中の窒
素酸化物をアンモニアで選択的に還元させる触媒およびその方法である。この触媒は、Ｚ
ＳＭ－５、ＺＳＭ－１１、ＺＳＭ－１２、ＺＳＭ－１８、ＺＳＭ－２３、ＭＣＭ　ゼオラ
イト、モルデナイト、ファージャサイト、フェリエライト、ゼオライトベータおよび前記
各物質の各混合物からなる群から選択されたゼオライトまたはゼオライト混合物を含む第
一成分と、セリウム、鉄、銅、ガリウム、マンガン、クロム、コバルト、モリブデン、ス
ズ、レニウム、タンタル、オスミウム、バリウム、ホウ素、カルシウム、ストロンチウム
、カリウム、バナジウム、ニッケル、タングステン、アクチニド、アクチニド混合物、ラ
ンタニド、ランタニド混合物および前記各物質の各混合物からなる群から選択された少な
くとも一つの物質を含む第二成分と、任意に酸素貯蔵物質（「ＯＳＭ」）と、任意に無機
酸化物とを含有する。この発明の触媒は約３００℃～約７００℃の高温排ガスに対して使
用するために特別の実用性を有する。排ガスの温度とは、エンジンから排出された時点で
の温度を意味することに注意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　図１は、セリウム混合ウォッシュコート触媒に対するセリウム負荷が１９ｇ／Ｌとなっ
ているセリウム混合ウォッシュコート触媒を用いた場合の摂氏温度に対するパーセントＮ
ＯＸ変換を示す図である。この図は、さまざまな吸引ＮＯＸ条件での５つの釣鐘曲線を示
している。
【００１３】
　図２は、さまざまなセリウム混合ウォッシュコートおよびセリウムを含有しない混合ウ
ォッシュコート触媒を用いた場合の摂氏温度に対するパーセントＮＯＸ変換を示す図であ
る。
【００１４】
　図３は、さまざまな量のセリウムを含有する触媒を使用した場合のＮＨ３／ＮＯＸ比率
に対するパーセントＮＯＸ変換およびＮＨ３スリップを示す図である。
【００１５】
　図４は、さまざまな混合ウォッシュコート負荷をもつ触媒を使用した場合のＮＨ３／Ｎ
ＯＸ比率に対するパーセントＮＯＸ変換およびＮＨ３スリップを示す図である。
【００１６】
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　図５は、セリウム混合ウォッシュコート触媒を使用した場合の時間単位の動作時間に対
する５００℃におけるＮＯＸ変換を示す図である。
【００１７】
　自動車ならびにガスタービンなどのエンジンからの排ガスには窒素酸化物が含まれる。
排ガス中の窒素酸化物は、選択的接触還元（ＳＣＲ）触媒の存在下で排ガスをアンモニア
などの還元剤に接触させることで除去できる。アンモニアやその他の還元剤は窒素酸化物
と反応して窒素と水を形成する。
【００１８】
　排ガス中の水蒸気はＳＣＲ触媒を非活性化し、ＮＯＸ変換を低下させることがある。従
って、ＳＣＲ触媒の水熱安定性は重要である。
【００１９】
　軽量ディーゼルエンジンからの排ガスは約２００℃の低温である。それゆえ、ＳＣＲ触
媒の低温活性はディーゼルエンジン用途にとって重要である。ガスタービンやガスエンジ
ンからの排ガスは約３００℃～約７００℃の高温である。それゆえ、ＳＣＲ触媒の高温活
性はガスエンジンおよびガスタービン用途にとって重要である。この発明の実施態様によ
るＳＣＲ触媒は高温においてＮＯＸ変換活性が優れている。
【００２０】
　Ａｌｃｏｒｎ（米国特許４，９１２，７２６）によれば、ＮＯの還元は酸素の存在が必
要であるが、ＮＯ２の還元には酸素が不要だと考えられている。ＡｌｃｏｒｎはさらにＮ
ＯよりＮＯ２のほうが還元しやすいと主張している。
【００２１】
　アンモニア－ＳＣＲプロセスは２段階のプロセスであり、以下のように反応が並行して
起こることが証拠に裏付けてられているように思われるとＡｌｃｏｒｎは述べている。
　　　　ＮＯ＋１／２Ｏ２→ＮＯ２

　　　　６ＮＯ２＋８ＮＨ３→７Ｎ２＋１２Ｈ２Ｏ
【００２２】
　以下の各実施例に示すように、この発明の実施態様によるＳＣＲ触媒は低レベルの吸引
ＮＯＸに対して高温で活性が高い。この発明のＳＣＲ触媒は長期間にわたって高温での活
性を維持する。
【００２３】
　この発明の触媒は、ＺＳＭ－５、ＺＳＭ－１１、ＺＳＭ－１２、ＺＳＭ－１８、ＺＳＭ
－２３、ＭＣＭ　ゼオライト、モルデナイト、ファージャサイト、フェリエライト、ゼオ
ライトベータおよび前記各物質の各混合物からなる群から選択されたゼオライトまたはゼ
オライトの混合物を含む第一成分と、セリウム、鉄、銅、ガリウム、マンガン、クロム、
コバルト、モリブデン、スズ、レニウム、タンタル、オスミウム、バリウム、ホウ素、カ
ルシウム、ストロンチウム、カリウム、バナジウム、ニッケル、タングステン、アクチニ
ド、アクチニド混合物、ランタニド、ランタニド混合物および前記各物質の各混合物から
なる群から選択された少なくとも一つの物質を含む第二成分と、酸素貯蔵物質と、任意に
無機酸化物とを含有する。ランタニドはＹ、Ｌａ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｈｏ
またはＹｂを意味するものと定義されている。アクチニドはＴｈ、Ｐａ、Ｕ、Ｎｐ、Ｐｕ
、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄ、ＮｏおよびＬｒを意味するものと定義さ
れている。酸素貯蔵物質は以下で詳細に説明するように、一般的には酸化セリウムベース
の物質である。無機酸化物は以下で詳細に説明するように、一般的にはアルミナ、シリカ
またはチタニアである。
【００２４】
　この発明の触媒は先行技術に勝る便益を提供する。米国特許番号５，９００，２２２な
ど一部の先行技術特許はセリウム含有ゼオライトの触媒を対象としている。先行技術にお
ける全ての触媒はゼオライトから構成されているが、これは高価となる場合がある。一方
、この発明の触媒はゼオライトまたはその混合物を含む第一成分と、セリウム、鉄、銅、
ガリウム、マンガン、クロム、コバルト、モリブデン、スズ、レニウム、タンタル、オス
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ミウム、バリウム、ホウ素、カルシウム、ストロンチウム、カリウム、バナジウム、ニッ
ケル、タングステン、アクチニド、アクチニド混合物、ランタニド、ランタニド混合物お
よび前記各物質の各混合物からなる群から選択された一つの物質を含む第二成分と、任意
に酸素貯蔵物質と、任意に無機酸化物とを含有する。これらの追加成分が存在するおかげ
でゼオライトを１００％用いる必要性がなくなり、高変換率を達成して、より経済的な触
媒を生み出している。理論に拘束されることは望ましくないが、これらの追加成分によっ
て触媒が低レベルの吸引ＮＯＸをさらに還元できるようになると考えられる。
【００２５】
　さらに、この発明の触媒は高温でよく作用する。長期間にわたって高温での大幅な非活
性化を招くことなく、低レベルの吸引ＮＯＸを超低レベルに効果的に還元する有用な高温
ＳＣＲ触媒は現在までなかった。現行方式では、利用可能な触媒が活性となる温度まで排
ガスを冷却することになっている。この冷却プロセスは費用や時間がかかり、大きな装置
や広いスペースを必要とする。この発明の触媒によりこの問題を解決することができる。
この触媒は高い排気温度で作用するので、大がかりな冷却プロセスを必要性としない。
【００２６】
第一成分
　この発明の実施態様による触媒は少なくとも一つのゼオライトを含む。このゼオライト
はＺＳＭ－５、ゼオライトベータ、ＺＳＭ型ゼオライト、ＭＣＭ　型ゼオライト、モルデ
ナイト、ファージャサイト、フェリエライトおよび前記各物質の各混合物からなる群から
選択してもよい。一実施態様では、このゼオライトはＺＳＭ－５、ＺＳＭ－１１、ＺＳＭ
－１２、ＺＳＭ－１８、ＺＳＭ－２３、ＭＣＭ　ゼオライト、ゼオライトベータおよび前
記各物質の各混合物からなる群から選択してもよい。一実施態様では、第一成分は二つ以
上のゼオライトを含んでよいが、ＺＳＭ－５とゼオライトベータの混合物が望ましい。さ
らに一実施態様では、ゼオライトベータ対ＺＳＭ－５の比率は約１：約１である。別の実
施態様では、第一成分はモルデナイトとＺＳＭ－５の混合物を含んでよいが、その比率は
約１：約１であることが望ましい。さらに一実施態様では、第一成分はファージャサイト
とＺＳＭ－５の混合物を含んでよいが、その比率は約１：約１であることが望ましい。ゼ
オライトはさまざまな比率で組み合わせてもよい。
【００２７】
　ゼオライトまたはゼオライト混合物は、Ｈ型、Ｎａ型、アンモニウム型またはそれらの
混合物としてもよい。ゼオライトのＨ型はゼオライトまたはゼオライト混合物の好ましい
型とすることができる。
【００２８】
　「交換」という用語はゼオライト上のプロトン部位が第二成分に置き換わることを意味
するが、過剰な第二成分は洗い流される。「処理」および「交換」という用語は当分野の
技術者には知られている。「処理」は「交換」、すなわち、ゼオライトが第二成分と混合
され、ゼオライト上のプロトン部位が第二成分、たとえば、セリウムに置き換わること、
さらにゼオライトが第二成分にドープされることを意味するが、これには限定されない。
また、ゼオライトは第二成分で処理してもよい。ゼオライトのＳｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３比率
は約１～約５００までの範囲内であればよいが、約１０～約１５０のほうが望ましく、最
も望ましいのは約３０～約７０の範囲である。理論に拘束されることは望ましくないが、
約１０より大きなＳｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３比率をもつゼオライトは、触媒の水熱安定性を高
める上で有益な場合があると考えられている。約４０というＳｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３比率は
好ましい比率である。
【００２９】
　触媒はゼオライトを約２０～約１００重量パーセント含んでよいが、約４０～約８０重
量パーセントのほうが望ましく、最も望ましいのは約５０重量パーセントである。
【００３０】
第二成分
　この発明の実施態様による触媒の第二成分は、セリウム、鉄、銅、ガリウム、マンガン
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、クロム、コバルト、モリブデン、スズ、レニウム、タンタル、オスミウム、バリウム、
ホウ素、カルシウム、ストロンチウム、カリウム、バナジウム、ニッケル、タングステン
、アクチニド、アクチニド混合物、ランタニド、ランタニド混合物および前記各物質の各
混合物、好ましくは、セリウムの各混合物からなる群から選択された少なくとも一つの成
分を含んでもよい。
【００３１】
　この発明の触媒は第二成分を約１重量パーセント～約３０重量パーセント含んでよいが
、約５重量パーセント～約２０重量パーセントのほうが望ましい。ここで第二成分の重量
パーセントは、その総金属含有量の、ゼオライト、酸素貯蔵物質および無機酸化物（存在
する場合としない場合がある）の合計重量に対する割合に基づいて計算したものである。
　この発明の実施態様による触媒は、セリウム、鉄、銅、ガリウム、マンガン、クロム、
コバルト、モリブデン、スズ、レニウム、タンタル、オスミウム、バリウム、ホウ素、カ
ルシウム、ストロンチウム、カリウム、バナジウム、ニッケル、タングステン、アクチニ
ド、アクチニド混合物、ランタニド、ランタニド混合物および前記各物質の各混合物から
なる群から選択された第二成分に加えて、あるいは、その第二成分の一部の代替として、
ストロンチウム第二成分を含んでもかまわない。理論に拘束されることは望ましくないが
、ストロンチウム成分は触媒のレオロジーおよび粘性を向上させる可能性があると考えら
れている。
【００３２】
　この発明の実施態様による触媒がストロンチウム第二成分を含む場合、ストロンチウム
第二成分の重量パーセントをストロンチウム金属に基づいて計算すると、当該触媒はスト
ロンチウム第二成分を約２重量パーセント～約３５重量パーセント含んでよいが、約５重
量パーセント～約２５重量パーセントのほうが望ましく、最も望ましいのは約８重量パー
セント～約１５重量パーセントである。
【００３３】
酸素貯蔵物質
　酸素貯蔵物質は、この発明の触媒の追加成分である。酸素貯蔵物質は一般的に酸化セリ
ウムベースの物質を含んでもよい。酸素貯蔵物質は酸素が豊富な供給流から酸素を吸収し
、酸素が不足している供給流に放出することができる。また、酸素貯蔵物質は第二成分の
担体であってもよい。
【００３４】
　この発明のいくつかの実施態様では、酸素貯蔵物質は不要である。それらの実施態様で
は、触媒はＺＳＭ－５、ＺＳＭ－１１、ＺＳＭ－１２、ＺＳＭ－１８、ＺＳＭ－２３、Ｍ
ＣＭ　ゼオライト、モルデナイト、ファージャサイト、フェリエライト、ゼオライトベー
タおよび前記各物質の各混合物からなる群から選択されたゼオライトまたはゼオライト混
合物を含む第一成分と、セリウム、鉄、銅、ガリウム、マンガン、クロム、コバルト、モ
リブデン、スズ、レニウム、タンタル、オスミウム、バリウム、ホウ素、カルシウム、ス
トロンチウム、カリウム、バナジウム、ニッケル、タングステン、アクチニド、アクチニ
ド混合物、ランタニド、ランタニド混合物および前記各物質の各混合物からなる群から選
択された第二成分と、任意で無機酸化物とを含んでもよい。触媒は約５０ｐｐｍ以下とい
う低レベルの吸引ＮＯＸをさらに還元するために使用することができる。この発明のいく
つかの実施態様では、触媒はこれより高いレベル、すなわち、約５０ｐｐｍ超のＮＯＸを
それより低いレベルに還元するために使用してもよい。
【００３５】
　酸化セリウムベースの物質が８００℃以上の温度に加熱されると、酸化セリウムベース
の物質の総表面積は一般的に低下することがある。一つ以上の金属酸化物は酸化セリウム
ベースの物質に添加して、高温下の酸化セリウムベースの物質の焼結度を低下させること
ができる。酸化セリウムベースの物質に添加できる金属酸化物で望ましいのは、たとえば
、一つ以上のＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｌａ２Ｏ３またはその他の希土類金属酸化物として
もよい。希土類金属はスカンジウムおよびイットリウム、ならびに、原子番号５７～７１
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の元素と定義されている。この発明の一実施態様では、酸素貯蔵物質は化学式がＣｅ１－

ａＺｒａＯ２またはＣｅ１－ｃ－ｄＺｒｃＬａｎｄＯ２の組成をもつ酸化セリウムベース
の物質としてもよく、この場合ＬａｎはＹ、Ｌａ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｈｏ
、Ｙｂまたは前記各物質の各混合物の少なくとも一つであり、「ａ」は約０～約１、「ｃ
」は約０～約１、そして「ｄ」は約０～約１の値としてもよいが、「ｃ＋ｄ」は約０に等
しくはならない。
【００３６】
　別の実施態様では、この発明による触媒中の酸素貯蔵物質は化学式がＣｅ０．２４Ｚｒ

０．６６Ｌａ０．０４Ｙ０．０６Ｏ２（ＣＺＬＹ）、Ｃｅ０．２４Ｚｒ０．６７Ｌｎ０．

０９Ｏ２（ＣＺＬ）、Ｃｅ０．６８Ｚｒ０．３２Ｏ２（ＣＺＯ）、Ｃｅ０．２４Ｚｒ０．

６７Ｎｄ０．０９Ｏ２（ＣＺＮ）のいずれかであればよい。この発明の好ましい一実施態
様では、酸素貯蔵物質はＣｅ０．２４Ｚｒ０．６６Ｌａ０．０４Ｙ０．０６Ｏ２（ＣＺＬ
Ｙ）である。別の好ましい実施態様では、酸素貯蔵物質はＣｅ０．６８Ｚｒ０．３２Ｏ２

（ＣＺＯ）である。その他の酸素貯蔵物質も適している場合がある。
【００３７】
　この発明の実施態様による触媒が少なくとも一つの酸素貯蔵物質を含む場合、当該触媒
は酸素貯蔵物質を約１０重量パーセント～約９０重量パーセント含んでよいが、約２０重
量パーセント～約７０重量パーセント、さらに約３０重量パーセント～約６０重量パーセ
ントのほうが望ましく、最も望ましいのは約４０重量パーセントである。酸素貯蔵物質の
重量パーセントは酸化物を基礎にしている。
【００３８】
　理論に拘束されることは望ましくないが、酸素貯蔵物質はＮＯをＮＯ２に酸化する触媒
の能力を向上させることにより、この発明の実施態様による触媒の性能を高める可能性が
あると考えられている。ＮＯ２はＮＯより急速にアンモニアまたはその他の還元剤と反応
することがある。従って、ＮＯをＮＯ２に酸化する触媒の能力を向上させることで、ＮＯ

Ｘの選択的還元をアンモニアで触媒する触媒の活性を向上させることができる。酸素貯蔵
物質は同物質を含む任意のウォッシュコート（以下に説明）に対する水性スラリーのレオ
ロジーも向上させる可能性がある。
【００３９】
無機酸化物
　この発明による触媒はＡｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、ＳｎＯ２、および
前記各物質の溶液、化合物および混合物からなる群から選ばれた少なくとも一つの無機酸
化物を含んでもよい。これに限定されるものではないが、アルミナはこの発明の実施態様
による触媒で使用する無機酸化物である。無機酸化物の一つの作用は第一成分と第二成分
を分散することと、基材との結合を促進することである。無機酸化物は、たとえば、以下
に説明するようにウォッシュコートの一部として使用してもよい。無機酸化物は酸素貯蔵
物質の全部または一部の代用とすることもできる。一実施態様では、酸素貯蔵物質の量と
無機酸化物の量との合計は酸素貯蔵物質のみに対してあらかじめ与えた量としてもよい。
その他の無機酸化物は全部または一部を酸素貯蔵物質の代用にしてよいが、この無機酸化
物は酸素貯蔵物質とは異なる作用を有することがある。触媒をモノリス上に塗布すれば、
無機酸化物は任意のウォッシュコートに対する水性スラリーのレオロジーを向上させ、基
材へのウォッシュコートの付着を強化する可能性がある。
【００４０】
成形触媒
　一実施態様では、この発明の触媒はハニカム、ペレット、またはビーズなどの適切な形
状に成形してもよい。別の実施態様では、この触媒は押し出し成形品に押し出してもよい
。
【００４１】
　一実施態様では、この発明の実施態様による触媒は、ＺＳＭ－５、ＺＳＭ－１１、ＺＳ
Ｍ－１２、ＺＳＭ－１８、ＺＳＭ－２３、ＭＣＭ　ゼオライト、モルデナイト、ファージ
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ャサイト、フェリエライト、ゼオライトベータおよび前記各物質の各混合物からなる群か
ら選択されたゼオライトまたはゼオライト混合物を含む第一成分と、ペーストを形成する
ためのセリウム、鉄、銅、ガリウム、マンガン、クロム、コバルト、モリブデン、スズ、
レニウム、タンタル、オスミウム、バリウム、ホウ素、カルシウム、ストロンチウム、カ
リウム、バナジウム、ニッケル、タングステン、アクチニド、アクチニド混合物、ランタ
ニド、ランタニド混合物および前記各物質の各混合物からなる群から選択された少なくと
も一つの物質を含む第二成分とのうち少なくとも一つを粉砕または混練することにより形
成してもよい。酸素貯蔵物質もその他の成分のいずれか、またはすべてといっしょに粉砕
または混練してよい。触媒の残りの成分は当該技術で周知の方法で添加してもよい。
【００４２】
　ペーストは金型を通して押し出して、押し出し成形品を形成してもよい。押し出し成形

適切な場合がある。
【００４３】
触媒組成
　有利なことに、この発明の実施態様による触媒は基材と組み合わせて、触媒組成を形成
してもよい。従って、この発明の別の側面から以下を含む触媒組成が得られる。
（ａ）基材
（ｂ）以下を含む触媒
ＺＳＭ－５、ＺＳＭ－１１、ＺＳＭ－１２、ＺＳＭ－１８、ＺＳＭ－２３、ＭＣＭ　ゼオ
ライト、モルデナイト、ファージャサイト、フェリエライト、ゼオライトベータおよび前
記各物質の各混合物からなる群から選択されたゼオライトまたはゼオライト混合物を含む
第一成分、
セリウム、鉄、銅、ガリウム、マンガン、クロム、コバルト、モリブデン、スズ、レニウ
ム、タンタル、オスミウム、バリウム、ホウ素、カルシウム、ストロンチウム、カリウム
、バナジウム、ニッケル、タングステン、アクチニド、アクチニド混合物、ランタニド、
ランタニド混合物および前記各物質の各混合物からなる群から選択された少なくとも一つ
の物質を含む第二成分、
酸素貯蔵物質（任意）、
無機酸化物（任意）。
【００４４】
　無機酸化物はウォッシュコートの一部としてもよく、あるいは、ウォッシュコートから
分離していてもよい。別の実施態様では、無機酸化物はウォッシュコートの一部であって
もよい。
【００４５】
基材
　ここで使用する基材は触媒を支持するための技術的に知られた任意の支持構造体であれ
ばよい。基材は、複数の流路と必要な多孔性を有する耐熱材、セラミック基材、ハニカム
構造体、磁器基材、金属基材、セラミック発泡体、網状発泡体またはこれらの適切な組合
せとすることができる。多孔性は基材に依存する。さらに、流路の数は使用基材によって
変わることがある。モノリス基材に存在する流路については以下に詳細に説明する。適切
な基材の種別および形状は当分野の技術者には明らかであろう。この発明の一実施態様で
は、基材はビーズまたはペレットの形状としてもよい。ビーズまたはペレットはアルミナ
、シリカ・アルミナ、シリカ、チタニア、前記各物質の各混合物または任意の適切な物質
から形成してもよい。この発明の実施態様では、基材はハニカム担体としてもよい。ハニ
カム担体はセラミックハニカム担体または金属ハニカム担体としてもよい。セラミックハ
ニカム担体は、たとえば、シリマナイト、ジルコニア、葉長石、スポジュミン、ケイ酸マ
グネシウム、ムライト、アルミナ、コージライト（Ｍｇ２Ａｌ４Ｓｉ５Ｏ１８）、その他
のアルミノケイ酸塩物質、炭化ケイ素または前記各物質の各組合せから形成してもよい。
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その他のセラミック担体も適切な場合がある、
【００４６】
　担体が金属ハニカム担体の場合、金属は耐熱合金、特に鉄が実質的成分または主要成分
である合金としてもよい。金属担体の表面は約１０００℃を超える高温で酸化させ、合金
の表面に酸化被膜を形成することにより、合金の耐食性を向上させてもよい。合金の表面
の酸化被膜はモノリス担体の表面へのウォッシュコートの付着を強化することもある。金
属製かセラミック製かを問わず、すべての基材担体は立体的な支持構造を有するものが好
ましい。
【００４７】
　この発明の一実施態様では、基材はモノリスを通してのびている複数の細かい平行な流
路を有するモノリス担体としてもよい。流路は任意の適切な断面形状およびサイズのもの
であればよい。流路は、たとえば、台形、長方形、正方形、正弦曲線、六角形、楕円また
は円形としてもよいが、その他の形状も適切である。モノリスは１平方インチの断面あた
り約９個～約１２００個以上のガス吸引孔または流路を具備してよいが、これより少ない
流路を使用してもかまわない。
【００４８】
　また基材は粒子状物質のための任意の適切なフィルターとすることもできる。基材の適
切な形状の一部には、織布フィルター、特に織布セラミックファイバーフィルター、金網
、ディスクフィルター、セラミックハニカムモノリス、セラミックまたは金属の発泡体、
壁流フィルターおよび他の適切なフィルターを含めてもよい。壁流フィルターは自動車排
ガス触媒用のハニカム基材に類似している。壁流フィルターが通常の自動車排ガス触媒を
形成するために使用することがあるハニカム基材と異なる点は、排ガスが壁流フィルター
の入口から出口へ移動する間に壁流フィルターの多孔性壁を通って強制的に流れるように
、壁流フィルターの流路の入口と出口に交互に栓がされているという点である。
【００４９】
ウォッシュコート
　一部の実施態様では、この発明の触媒の少なくとも一部分をウォッシュコートの形態で
基材上に配置してもよい。ここで使用する「ウォッシュコート」という用語は、基材支持
構造体上または固体支持構造体上の酸化物固体のコーティングのことを指す。ウォッシュ
コート中の酸化物固体は一つ以上の担体物質酸化物、一つ以上の触媒酸化物、または担体
物質酸化物と触媒酸化物との混合物でもよい。担体物質酸化物は多孔性の固体酸化物であ
って、これは分散相のために大きな表面積を備えるために使用されることがある。担体物
質は通常、高温および還元・酸化条件の範囲で安定している。ゼオライトと酸素貯蔵物質
は酸化物固体でもよく、それぞれがウォッシュコートの一部または全部であってもかまわ
ない。無機酸化物も酸化物固体でよく、ウォッシュコートの一部または全部であってもか
まわない。
【００５０】
　一実施態様では、担体物質を水中につるして水性スラリーを形成し、さらにその水性ス
ラリーをウォッシュコートとして基材上に配置することにより（配置には、沈着、付着、
硬化、コーティングおよび被膜を基材上にコーティングするための既知のコーティングプ
ロセスが含まれるが、これらに限定されない）、ウォッシュコートを基材上に形成しても
よい。スラリー中の担体物質はゼオライトもしくはゼオライトの混合物、または、ゼオラ
イト（一つ以上））および酸素貯蔵物質を含んでもよい。一実施態様では、ウォッシュコ
ートを含む酸化物固体は任意にゼオライト（複数の場合もある）および／または酸素貯蔵
物質を含んでもよい。別の実施態様では、ウォッシュコートはアルミナ、シリカ、チタニ
ア、シリカ・アルミナならびに前記各物質の各固溶液、各化合物および各混合物からなる
群から選択された少なくとも一つの無機酸化物をさらに含んでもよい。
【００５１】
　第二成分の塩などその他の成分を水性スラリーに任意に添加してもよい。酸性溶液や塩
基溶液、さまざまな塩または有機化合物などその他の成分を水性スラリーに添加して、水
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性スラリーのレオロジーを調節してもよい。レオロジーを調節するために使用できる化合
物のいくつかの例には、水酸化アンモニウム、水酸化アルミニウム、酢酸、クエン酸、水
酸化テトラエチルアンモニウム、その他のテトラアルキルアンモニウム塩、酢酸アンモニ
ウム、クエン酸アンモニウム、グリセロール、ポリエチレングリコールなどの市販ポリマ
ーおよびその他の適切なポリマーが含まれるが、これらに限定されない。
【００５２】
　一実施態様では、第二成分を酸化物やその他の化合物、たとえば、硝酸塩、酢酸塩、そ
の他の塩および／または前記各物質の各混合物として水性スラリーに添加してもよい。こ
のスラリーを任意の適切な方法で基材上に配置してもよい。たとえば、基材をスラリーに
浸漬してもよいし、あるいは、スラリーを基材に噴霧してもよい。当分野の技術者には周
知の基材にスラリーを沈着させるその他の方法を別の実施態様で使用してもよい。基材が
平行な流路を有するモノリス担体であれば、ウォッシュコートをそれらの流路の壁面上に
形成してもよい。流路を流れるガスは流路の壁面上のウォッシュコートだけでなく、ウォ
ッシュコート上に支持されている物質にも接触する可能性がある。
【００５３】
　酸素貯蔵物質はウォッシュコートスラリーのレオロジーを向上させる可能性があると考
えられている。そのような向上は触媒のプロセス制御および／または製造において見られ
ることがある。酸素貯蔵物質の存在に起因するウォッシュコートスラリーのレオロジー強
化によって、ウォッシュコートスラリーの基材に対する付着力が強化されることがある。
【００５４】
　この発明の実施態様では、ゼオライトおよび任意に酸素貯蔵物質を基材に沈着させるス
ラリーによりウォッシュコートを形成してもよい。またウォッシュコートはアルミナ、シ
リカ、チタニア、シリカ・アルミナおよび前記物質の固溶体、各化合物および各混合物か
らなる群から選択された少なくとも一つの無機酸化物を含んでもよい。ウォッシュコート
を基材上に配置した後、第二成分の水溶性前駆体塩類を含む溶液をウォッシュコートに含
浸および／または交換してもよい。別の実施態様では、第二成分の塩をウォッシュコート
用の水性スラリーに添加してもよい。さらに別の実施態様では、第二成分をウォッシュコ
ート用の水性スラリーに酸化物として添加してもよい。
【００５５】
　基材、ウォッシュコートおよび含浸または交換された溶液（第二成分の水溶性前駆体塩

して、触媒組成を形成してもよい。一実施態様では、ウォッシュコートおよび含浸または

【００５６】
ＮＯＸ除去方法
　排ガス中に含まれるＮＯＸを還元するのに十分なアンモニアの存在下で、この発明の実
施態様による触媒に排ガスを接触させてもよい。排ガスをこの発明の実施態様による触媒
と接触させる前に、通常はアンモニアを排ガス中に導入してもよい。排ガスおよび還元剤
としてのアンモニアを触媒と接触させ、それによって排ガス中の窒素酸化物を還元しても
よい。
【００５７】
　アンモニア供給源としては、尿素、水酸化アンモニウム、蟻酸アンモニウム、アンモニ
アガスまたはその他の任意の適切なアンモニア供給源を使用してもよい。
【００５８】
　アンモニア／ＮＯＸモル比は約０．５～約４までの範囲内としてよいが、約０．６～約
２のほうが望ましく、最も望ましいのは約０．８～約１．５の範囲である。排ガス中の過
剰なアンモニアを最小限にするためには、低アンモニア／ＮＯＸ比が一般的には望ましい
。排ガス中の過剰なアンモニアは健康上または臭気上の問題で望ましくない場合がある。
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【００５９】
　触媒を通過する排ガスとアンモニアの空間速度は約１，０００ｈｒ－１～約１５０，０
００ｈｒ－１の範囲内としてよいが、約５，０００ｈｒ－１～約１００，０００ｈｒ－１

のほうが望ましく、最も望ましいのは約１０，０００ｈｒ－１～約６０，０００ｈｒ－１

の範囲である。
【００６０】
　排ガスとアンモニアは約３００℃～約７００℃の温度で触媒と接触させてもよいが、約
３５０℃～６００℃のほうが望ましく、最も望ましいのは約４５０℃～約６００℃である
。
【００６１】
　過剰なアンモニアが排ガス中に存在する場合は、その過剰なアンモニアの少なくとも一
部をこの発明の実施態様による触媒によって酸化させて窒素にしてもよい。
【００６２】
　次の各実施例はこの発明の適用範囲を例証することを意図しているのであって、この適
用範囲を限定することを意図しているのではない。代わりに、当分野の技術者に周知のそ
の他の手順を使用してもよいと考えられる。
【実施例】
【００６３】
実施例１：セリウム混合ウォッシュコート触媒の調製
セリウム混合ウォッシュコート触媒（触媒１）を次のように調製した。混合ウォッシュコ
ートの水性スラリーを形成した。混合ウォッシュコートはアルミナ約１０％、混合ゼオラ
イト５０％およびＣｅ０．２４Ｚｒ０．６６Ｌａ０．０４Ｙ０．０６Ｏ２４０％を含有し
ていた。混合ゼオライトはＨ－ＺＳＭ－５０およびＨベータを重量比で５０：５０の割合
で含んでいた。すべてのパーセントは特に明記されていない限り重量によるものである。
【００６４】
　スラリーは約４～５μの粒子サイズにボールミル粉砕を行った。スラリーを１平方イン
チあたり４００セルのモノリス基材上に配置して、そのモノリスの壁面流路を約１６０ｇ
／Ｌの負荷によるウォッシュコートでコーティングした。コーティングされたモノリスを
光の下に置いて、どの流路も混合ウォッシュコートスラリーで塞がれていないことを確認
した。塞がったり詰まったりした流路があれば、それらの流路はエアナイフを用いてエア
ブローにより開通させた。ウォッシュコート処理済み基材は約１０時間から１５時間、空
いた流路に室温でエアブローを通すことにより乾燥させた。乾燥したウォッシュコート処
理済み基材は

【００６５】

した。混合ウォッシュコート触媒を含有するセリウムを１９ｇ／Ｌの触媒のセリウム金属
負荷で形成するのに十分な硝酸セリウム溶液を、ウォッシュコート処理済み基材の水分吸
収に等しい量の蒸留水に溶解させた。この硝酸セリウム溶液をウォッシュコート処理済み
基材に均一に含浸させた。硝酸セリウム溶液が含浸したモノリスを光の下に置いて、硝酸
セリウム含浸溶液がどの流路も塞いでいないことを確認した。塞がったり、詰まったり、
あるいは不正な状態になったりした流路があれば、それらの流路はエアナイフを用いてエ
アブローにより開通させた。基材は約１０時間～１５時間、流路に室温でエアブローを通
すことに

【００６６】
　同様の手順を用いて、５ｇ／Ｌ、１０ｇ／Ｌ、２２ｇ／Ｌ、３０ｇ／Ｌおよび４０ｇ／
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Ｌのセリウム負荷をもつセリウム混合ウォッシュコート触媒を得た。
【００６７】
　１９ｇ／Ｌのセリウム負荷と約１６０ｇ／Ｌの混合ウォッシュコート負荷によるセリウ
ム触媒を、ＮＨ３／ＮＯＸ比を１、空間速度を１５，０００ｈｒ－１としたさまざまな吸
引ＮＯＸ条件で、３００℃から７００℃の温度で試験した。結果を図１に示す。
【００６８】
　結果によれば、セリウム含有触媒の性能は試験条件、具体的には高温時には、除去する
必要があるＮＯＸ存在量に特に依存している。たとえば、５５０℃の温度では、５ｐｐｍ
ＮＯＸを含有する供給ガスを試験したとき、ＮＯＸ除去効率は約６０％であったのに対し
て、５５０℃の温度で５０ｐｐｍＮＯＸを含有する供給ガスに対して同じ触媒を用いた場
合は、観察されたＮＯＸ除去効率は約９０％であった。
【００６９】
実施例２：セリウム混合ウォッシュコート触媒の調製
セリウム混合ウォッシュコート触媒（触媒２）を次のように調製した。セリウムを含有す
る混合ウォッシュコートの水性スラリーを形成した。アルミナ１０％、混合ゼオライト５
０％およびＣｅ０．２４Ｚｒ０．６６Ｌａ０．０４Ｙ０．０６Ｏ２４０％の粉体を硝酸セ
リウムおよび水を含有する溶液と混合した。混合ゼオライトはＨ－ＺＳＭ－５およびＨベ
ータを重量比で５０：５０の割合で含んでいた。最終的な触媒でセリウムが２２ｇ／Ｌに
なるように、十分な硝酸セリウムを用いた。
【００７０】
　スラリーをボールミル粉砕して約４～５μの粒子サイズ（ｄ５０）にした。スラリーを
１平方インチあたり４００セルのモノリス基材上に配置し、そのモノリスの壁面流路を約
１６０ｇ／Ｌの負荷によるセリウム含有混合ウォッシュコートでコーティングした。コー
ティングされたモノリスを光の下に置いて、いずれの流路も混合ウォッシュコートスラリ
ーで塞がれていないことを確認した。塞がったり詰まったりした流路があれば、それらの
流路はエアナイフを用いてエアブローにより開通させた。セリウム含有混合ウォッシュコ
ート基材は約１０時間から１５時間、空いた流路に室温でエアブローを通すことにより乾
燥させた。乾燥した

媒２）を得た。
【００７１】
実施例３：セリウムを含有しない混合ウォッシュコート触媒の調製
セリウムを含有しない触媒を、硝酸セリウム溶液を粉体混合物に添加しない点を除けば、
実施例２に記載の手順に従って調製した。実施例２に記載の粉体を水と混合して、スラリ
ーを形成した。最終的な触媒に対する混合ウォッシュコート負荷は約１６０ｇ／Ｌであっ
た。
【００７２】
実施例４：ゼオライトを含有しない混合ウォッシュコート触媒の調製
Ａｌ２Ｏ３およびＣｅ０．２４Ｚｒ０．６６Ｌａ０．０４Ｙ０．０６Ｏ２の粉体を５０：
５０の比率で組み合わせた。この混合物を水および硝酸セリウム溶液と混ぜ合わせてスラ
リーを調製した。最終的な触媒でセリウムが２２ｇ／Ｌとなるように、十分な硝酸セリウ
ム溶液を使用した。このスラリーを１平方インチあたり４００セルの基材にコーティング
し、実施例２に記載の手順に従って最終的な触媒を得た、最終的な触媒に対する混合ウォ
ッシュコート負荷は約１６０ｇ／Ｌで、セリウム負荷は２２ｇ／Ｌであった（触媒３）。
【００７３】
実施例５：さまざまな混合ウォッシュコート触媒の性能
実施例１、２および４に従って調製したセリウム含有の混合ウォッシュコート触媒と、実
施例３に従って調製したセリウムを含有しない混合ウォッシュコート触媒のＮＯＸ還元活



(14) JP 5108879 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

性について、５０ｐｐｍ吸引ＮＯＸと５０ｐｐｍ　ＮＨ３とを使用して、３００℃～７０
０℃の温度で試験した。２５，０００ｈ－１の空間速度で比較試験を実施した。結果を図
２に示した。
【００７４】
　結果によれば、セリウムが混合ウォッシュコートにどのように導入されるかにかかわら
ず、特に高温でのＮＯＸ変換のレベルは同じであった。３００℃～５００℃の温度におい
て良好な性能を発揮するには、混合ウォッシュコート中にセリウムが必要であるというこ
とも図２は示している。実施例４に記載の触媒を用いて試験を実施したとき、マイナスの
ＮＯＸ変換が観察された。これはなぜかというと、この触媒はＮＨ３によるＮＯＸからＮ

２への変換について不活性であっただけでなく、ＮＨ３からＮＯＸへの酸化も行ったため
、触媒前の供給組成と比較したとき、触媒後のガス組成の総ＮＯＸ含有量が増加したので
ある。
【００７５】
実施例６：混合ウォッシュコートに対してさまざまなセリウム負荷をかけた実施例の性能
実施例１に記載されているようにさまざまなセリウム負荷で触媒標本を調製し、さまざま
なＮＨ３／ＮＯＸ比でＮＯＸ変換活性について試験した。図３は、Ｘ軸上のさまざまなＮ
Ｈ３／ＮＯＸ比に対する第１のＹ軸上のＮＯＸ変換および第２のＹ軸上のＮＨ３スリップ
を示したものである。ＮＨ３／ＮＯＸ比は０．８～１．２まで変化させた。さまざまなセ
リウム負荷を有するすべての触媒標本は、試験条件下で非常に高いＮＯＸ変換を示した。
さまざまなセリウム負荷を有する混合ウォッシュコート触媒は、また、非常に小さなＮＨ

３スリップを示した。
【００７６】
実施例７：さまざまな混合ウォッシュコート負荷を有する実施例の性能
また実施例２に記載の手順に従い、すでにセリウムを含有する混合ウォッシュコートを使
用して、さまざまなウォッシュコート負荷を有する触媒標本を調製した。各標本は７５．
１ｇ／Ｌ、９０．２ｇ／Ｌ、１２７．８ｇ／Ｌ、１４２．５ｇ／Ｌおよび１６４ｇ／Ｌの
混合ウォッシュコート負荷を有していた。さまざまなＮＨ３／ＮＯＸ比でＮＯＸ変換活性
について各触媒標本を試験した。図４はＸ軸上のＮＨ３／ＮＯＸ比に対する第１のＹ軸上
のＮＯＸ変換および第２のＹ軸上のＮＨ３スリップを示したものである。ＮＨ３／ＮＯＸ

比は０．８～１．２まで変化させた。良好なＮＯＸ変換と低ＮＯ３スリップをさまざまな
試験条件下で達成するためには、１６０ｇ／Ｌのウォッシュコート負荷が最適であること
を結果は示唆している。
【００７７】
実施例８：長期的活性試験
実施例１に記載の触媒標本を用いて、５０ｐｐｍ　ＮＯＸ、５０ｐｐｍ　ＮＨ３、１５％
Ｏ２、１０％Ｈ２Ｏ、５％ＣＯ２および残りをＮ２として含有する供給ガスにより５００
℃で試験を実施した。試験は１００時間中断なく実施し、１５分ごとにデータを収集した
。図５は時間単位の作用時間に対するＮＯＸ変換を示したものである。５００℃では触媒
の有意な非活性化は観察されないことを結果は示している。
【００７８】
この発明の実施態様による触媒は高温において高いＮＯＸ変換活性を有しており、低レベ
ルの吸引ＮＯＸをさらに還元することができる。さらに、この発明の実施態様による触媒
は高い水熱安定性も有している。
【００７９】
　この発明の実施態様による触媒は、過剰な酸素を有し、温度範囲が約３００℃～約７０
０℃であるガス流に対して用途がある。用途例の一部には、ガスタービン、ガスエンジン
、発電所、化学工場などからの排ガスおよびその他の適切な用途が含まれることもあるが
、これらに限定されない。
【００８０】
　この発明はその本質的な特性から逸脱することなくその他の特定形態で具現化してもよ
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い。記載されている実施態様は、あらゆる点において、例証的なものとしてのみ考えるべ
きであり、制限的なものとして考えるべきではない。したがって、この発明の適用範囲は
前記記載によってでなく、付属の請求項によって示される。諸請求項の意味および等価性
の範囲内で行われるあらゆる変更は、それらの適用範囲内とみなされるべきである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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