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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のチャンネルが形成された多角形の柱状の触媒担体が接続され、当該触媒担体のチ
ャンネル内に触媒成分を含有する液体を導入する担体接続部と、
　前記担体接続部と当該担体接続部に接続された触媒担体との接続部の外周部を取り囲む
ように設けられるシール材と、
　前記触媒担体の各辺に対応して設けられ、前記シール材を前記触媒担体方向に圧接する
圧接手段と、
を有し、
　前記シール材は、前記圧接手段により７０％以上圧縮可能な発泡材料であり、
　前記圧接手段は、前記触媒担体の一側面に前記シール材を押圧する第１クランプと、前
記第１クランプに回動可能に設けられ、前記触媒担体の一側面に隣接する他の側面に前記
シール材を押圧する第２クランプとを備える
ことを特徴とする触媒固定装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のチャンネルが形成された触媒担体のチャンネル内に触媒成分を担持す
るための触媒固定装置及び触媒固定方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　自動車のエンジンから排出される排ガス中の有害成分を分解除去する浄化装置として、
触媒コンバータ等が用いられている。触媒コンバータは、例えば、セラミックスや耐熱合
金箔等からなるハニカム担体に白金やパラジウム等の触媒成分を含む液体（スラリ）を被
覆することにより製造される。
【０００３】
　このような複数のチャンネル（通路）が形成された触媒担体のチャンネルに触媒成分を
担持する方法として、チャンネルの開口から触媒成分を含有するスラリを導入する方法が
知られている（例えば、特許文献１乃至３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１３－５１６３０７号公報
【特許文献２】特表２０１２－５２１２８６号公報
【特許文献３】特開２００５－２５４０６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、触媒担体のチャンネル内にスラリを導入する工程において、スラリを供
給する供給部と触媒担体との接続部からスラリが漏出した場合、チャンネル内に導入され
るスラリ量の定量性が確保されなくなるおそれがある。
【０００６】
　そこで、本発明は、触媒担体のチャンネル内に触媒成分を含有するスラリを導入する工
程におけるスラリの漏出を抑制する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成する本発明の触媒固定装置の一態様は、複数のチャンネルが形成された
触媒担体が接続され、当該触媒担体のチャンネル内に触媒成分を含有する液体を導入する
担体接続部と、前記担体接続部と当該担体接続部に接続された触媒担体との接続部に設け
られるシール材と、前記シール材を前記触媒担体方向に圧接する圧接手段と、を有し、前
記シール材は、発泡材料であることを特徴としている。
【０００８】
　また、上記目的を達成する本発明の触媒固定装置の他の態様は、上記触媒固定装置にお
いて、前記シール材は、前記圧接手段により７０％以上圧縮可能であることを特徴として
いる。
【０００９】
　また、上記目的を達成する本発明の触媒固定方法は、複数のチャンネルを有する触媒担
体と、当該触媒担体のチャンネル内に触媒成分を含有する液体を導入する担体接続部と、
を接続する工程と、前記担体接続部と前記触媒担体との接続部に設けられたシール材を、
前記触媒担体方向に圧接する工程と、前記触媒成分を含有する液体を前記触媒担体のチャ
ンネル内に導入する工程と、を含むことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　以上の発明によれば、触媒担体のチャンネル内にスラリを導入する際のスラリ漏出を抑
制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】（ａ）本発明の第１実施形態に係る触媒固定装置の上面図、（ｂ）同触媒固定装
置の概略側面図、（ｃ）同触媒固定装置の要部上面図である。
【図２】本発明の第２実施形態に係る触媒固定装置の上面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態に係る触媒固定装置及び触媒固定方法について、図面を参照して詳細
に説明する。
【００１３】
　本発明の実施形態に係る触媒固定装置及び触媒固定方法は、複数のチャンネル（通路）
またはセルが形成された触媒担体のチャンネル（またはセル）表面に、触媒成分を含む液
体（以下、スラリと称する）を被覆する工程を行うものである。
【００１４】
　触媒担体は、例えば、コージライト、炭化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、チ
タン酸アルミニウム等のセラミックスや耐熱合金箔等により形成される構造物である。触
媒担体は、用途に応じて円柱や多角柱状等に形成される。また、触媒担体には、触媒担体
の長さ方向に沿って複数のチャンネルが形成される。各チャンネルは、触媒担体の端部に
て開放端となっている。チャンネルの断面形状は、円、楕円、矩形、多角形（例えば、ハ
ニカム）等に形成される。
【００１５】
　スラリは、例えば、自動車の排ガスを浄化する触媒の場合、白金、パラジウム及びロジ
ウム等の白金族金属化合物や、鉄、銅、バナジウム及びセリウムといった遷移金属触媒前
駆体等の触媒成分を含有する水溶液である。さらに、スラリには、これら触媒成分を支持
する粒子触媒支持物質（例えば、チタニア、ジルコニア、ゼオライト等）が含有される。
また、スラリは、触媒活性度や粘性及び流動性を改善させるための酸や有機化合物増粘剤
等を含む場合がある。なお、スラリに被覆された触媒担体は、自動車の排ガスを浄化する
用途に限定されるものではないので、用途に応じて必要な触媒活性を有する触媒成分がス
ラリに含有される。例えば、スラリが被覆された触媒担体は、発電機のディーゼルエンジ
ン・石炭燃焼装置の排ガス浄化用途にも適用される。
【００１６】
　［第１実施形態］
　図１（ａ），（ｂ）に示すように、本発明の第１実施形態に係る触媒固定装置１は、触
媒担体２が接続される設置枠３を有する台４と、触媒担体２と設置枠３との接続部を囲繞
するシール材５と、シール材５を触媒担体２方向に付勢するクランプ６～９と、触媒成分
を含む液体（スラリ）を触媒担体２のチャンネルに導入する触媒供給部１０と、を有する
。
【００１７】
　設置枠３は、台４上に設けられる。台４には、台４を貫通し、設置枠３の枠内と連通す
る穴が形成される。設置枠３の開口端には、触媒担体２のチャンネル開口が形成された端
部が接続される。すなわち、触媒担体２は、設置枠３の枠内と触媒担体２のチャンネル（
図示せず）が連通した状態で設置枠３に接続される。なお、設置枠３の外周の形状が触媒
担体２のチャンネル開口が形成された端面の形状と同じであると、触媒担体２と設置枠３
の接続部におけるずれが少なくなるので、触媒担体２と設置枠３との接続部におけるシー
ル材５の密閉効果をより高めることができる。また、設置枠３の内周の形状を触媒担体２
のチャンネル開口が形成された端面の形状より少し大きく形成することで、設置枠３に触
媒担体２の端部を嵌合して接続することができ、触媒担体２の接続が容易となる。
【００１８】
　シール材５は、図１（ｃ）に示すように、設置枠３（及び触媒担体２）を囲繞するよう
に台４に設けられる。したがって、シール材５の高さは、設置枠３の高さより高い方が好
ましい。シール材５は、クランプ６～９やシリンダ等により圧縮可能であり圧縮した後に
水密性となるものであれば特に限定されるものではない。例えば、シール材５は、エチレ
ンプロピレンゴム等の弾性体により形成されたものが好ましく、その他、ポリウレタン、
ポリオレフィン、ポリエチレン、ゴム等により形成されたものが用いられる。さらに、シ
ール材５が、内部に気泡を有する発泡材料で形成されたものであると、シール材５を７０
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％以上（より好ましくは、８０％以上）圧縮することが可能となる。ここでいう７０％以
上圧縮するとは、シール材５の初期状態の体積を１００とした場合、体積が３０以下とな
るまで圧縮することが可能であることをいう。なお、シール材５に形成される気泡は、独
立型であっても半独立連続型であってもよい。
【００１９】
　クランプ６～９は、シール材５を触媒担体２（及び設置枠３）方向に押圧する。クラン
プ６～９は、触媒担体２（及び設置枠３）の水平方向断面の形状に応じて形状及び数が選
択される。例えば、図１（ａ）では、触媒担体２の水平方向断面が矩形であるので、各辺
に対応してクランプ６～９が設けられる。クランプ６，７は、対向する触媒担体２の側面
の法線方向に移動可能に設けられる。そして、クランプ６，７がシール材５を押圧した状
態で、クランプ６，７を固定することでシール材５の圧縮（図１（ａ）の左右方向の圧縮
）が行われる。また、クランプ８，９は、それぞれクランプ６，７の端部に回動可能に設
けられる。そして、クランプ６，７がシール材５を圧縮している状態で、クランプ８，９
を回動してシール材５の圧縮（図１（ａ）の上下方向の圧縮）が行われる。
【００２０】
　触媒供給部１０は、台４の設置枠３が設けられた面と反対側の面に設けられる。触媒供
給部１０は、台４に形成された設置枠３の枠内と連通する穴に接続され、台４に形成され
た穴及び設置枠３の枠内を介して触媒担体２のチャンネルにスラリを供給する。すなわち
、台４に形成された穴及び設置枠３の枠内がスラリの供給路（または、排出路）となる。
なお、触媒担体２のチャンネルへのスラリの供給方法は、触媒供給部１０からスラリを注
入する方法、触媒供給部１０でスラリを吸引（または自然流下）する方法のいずれであっ
てもよい。さらに、スラリの注入は、ポンプあるいはシリンダとシリンダヘッドによる注
入等、いかなる方法でもかまわない。
【００２１】
　本発明の第１実施形態に係る触媒固定装置１により触媒担体２のチャンネルにスラリを
供給する工程を具体的に説明する。
【００２２】
　まず、設置枠３に厚さ１０ｍｍのシール材５を配置し、設置枠３に触媒担体２（例えば
、１５０ｍｍ角のハニカム担体）を設置した。そして、クランプ６～９で、シール材５を
触媒担体２方向に圧縮した。このようにシール材５を圧縮することで、シール材５の厚さ
は、２～３ｍｍとなった。つまり、クランプ６～９でシール材５を十分に圧縮（圧縮率は
、７０％以上、より好ましくは８０％以上）することで、シール材５内部の気泡が潰れて
水密体となり、触媒担体２の外形に沿って密閉することができた。このようにシール材５
を圧縮することで、シール材５が、触媒担体２とクランプ６～９間のシール及び固定維持
体として機能することとなる。
【００２３】
　設置枠３に触媒担体２を固定した後、触媒供給部１０から触媒担体２のチャンネル内に
スラリを注入（または、吸引）した。なお、触媒担体２の上部には、スラリが溢れないよ
うに、触媒担体２の上部外周を囲むテープやキャップを設けた。
【００２４】
　スラリを触媒担体２のチャンネル内に導入した後、クランプ６～９を緩め、触媒担体２
を設置枠３から取り外した。
【００２５】
　なお、触媒担体２に被覆されたスラリの液体成分は、乾燥によって触媒担体２から除去
され、触媒成分が触媒担体２のチャンネル内に残ることとなる。
【００２６】
　以上のような本発明の第１実施形態に係る触媒固定装置１及び触媒固定方法によれば、
シール材５により触媒担体２の端部がシール及び固定されるので、触媒担体２と設置枠３
の接続部からのスラリ漏出が抑制される。その結果、触媒担体２のチャンネル内のみへの
スラリ供給（担持）が可能となる。
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【００２７】
　つまり、従来技術に係る触媒担体のシール構造では、丸型や楕円形状等の角部を有さな
い形状の触媒担体に対してシールが可能であり、四角柱や三角柱といった角部を有する触
媒担体の角部を強固に密閉することが困難であり、スラリの供給圧力によっては角部から
スラリが漏出するおそれがあった。
【００２８】
　これに対して、本発明の第１実施形態に係る触媒固定装置１では、シール材５により触
媒担体２と設置枠３との接続部の密閉が維持されるので、例えば、多角柱形状の触媒担体
２の角部における密閉を維持し、触媒担体２のチャンネル内に導入されるスラリ量の定量
性を確保することができる。
【００２９】
　特に、触媒担体２の角部に沿うようにクランプ６とクランプ８とを設け、触媒担体２と
クランプ６との間（及び触媒担体２とクランプ８との間）に７０％以上圧縮可能なシール
材５を設けることで、触媒担体２の角部におけるスラリの漏出を抑制することができる。
同様に、クランプ６とクランプ９（その他、クランプ７とクランプ８，９）を触媒担体２
の角部に沿うように設けることで、触媒担体２の角部におけるスラリの漏出を抑制するこ
とができる。
【００３０】
　また、シール材５をクランプ６～９で圧縮することで、触媒担体２の固定及び密閉がで
きるので、設置枠３への触媒担体２の固定が容易であり、触媒担体２のチャンネルにスラ
リを被覆する作業が容易になる。また、触媒担体２と設置枠３との間を密閉することで、
触媒担体２へのスラリ導入が容易となり、特に、高粘度のスラリを触媒担体２に導入する
際に、作業効率が向上する。
【００３１】
　［第２実施形態］
　本発明の第２実施形態に係る触媒固定装置は、本発明の第１実施形態に係る触媒固定装
置１において、各クランプ６～９を押圧するシリンダを設けたものである。よって、第１
実施形態に係る触媒固定装置１と同様の構成については同じ符号を付し、異なる箇所につ
いて詳細に説明する。
【００３２】
　図２に示すように、本発明の第２実施形態に係る触媒固定装置１１は、触媒担体２が接
続される設置枠３を有する台４と、触媒担体２と設置枠３との接続部を囲繞するシール材
５と、シール材５を触媒担体２方向に圧縮するクランプ６～９、及びクランプ６～９を押
圧するシリンダ１２～１５と、を有する。なお、図示されていないが、台４の設置枠３が
設けられた面と反対側の面には、触媒成分を含む液体を触媒担体２のチャンネルに導入す
る触媒供給部１０が設けられる。
【００３３】
　シリンダ１２～１５は、各クランプ６～９に対応して設けられ、クランプ６～９を触媒
担体２（及び設置枠３）方向に押圧する。
【００３４】
　本発明の第２実施形態に係る触媒固定装置１１により触媒担体２のチャンネルにスラリ
を供給する工程を具体的に説明する。
【００３５】
　まず、設置枠３に厚さ３０ｍｍのシール材５を配置し、設置枠３に触媒担体２を設置し
た。そして、クランプ６～９で、シール材５を触媒担体２方向に圧縮し、さらにクランプ
６～９をシリンダ１２～１５で押圧した。このようにシール材５を圧縮することで、シー
ル材５の厚さは、６～９ｍｍとなった。つまり、クランプ６～９（及びシリンダ１２～１
５）でシール材５を十分に圧縮（圧縮率は、７０％以上、より好ましくは８０％以上）す
ることで、シール材５内部の気泡が潰れて水密体となり、触媒担体２の外形に沿って密閉
することができた。このようにシール材５を圧縮することで、シール材５が触媒担体２と
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クランプ６～９間のシール及び固定維持体として機能することとなる。
【００３６】
　設置枠３に触媒担体２を固定した後、触媒供給部１０から触媒担体２のチャンネル内に
スラリを注入（または、吸引）した。なお、触媒担体２の上部には、スラリが溢れないよ
うに、触媒担体２の上部外周を囲むテープやキャップを設けた。
【００３７】
　スラリを触媒担体２のチャンネル内に導入した後、シリンダ１２～１５（及びクランプ
６～９）を緩め、触媒担体２を設置枠３から取り外した。
【００３８】
　以上のような本発明の第２実施形態に係る触媒固定装置１１によれば、第１実施形態に
係る触媒固定装置１と同様に、触媒担体２と設置枠３の接続部からのスラリ漏出が抑制さ
れる。その結果、触媒担体２のチャンネル内のみへのスラリ供給（担持）が可能となり、
チャンネル内に導入されるスラリ量の定量性を確保することができる。
【００３９】
　特に、シリンダ１２～１５を設けることで、シール材５の圧縮圧力が大きくなるので、
触媒担体２と設置枠３とのシール及び固定がより確実になる。また、シール材５の厚さを
厚くすることができるので、触媒担体２と設置枠３とのシールをより確実にすることがで
きる。
【００４０】
　なお、実施形態の説明では、本発明の好ましい態様を示して説明したが、本発明の触媒
固定装置及び触媒固定方法は、実施形態に限定されるものではなく、発明の特徴を損なわ
ない範囲において適宜設計変更が可能であり、設計変更された形態も本発明の技術範囲に
属する。
【００４１】
　例えば、本発明のシール材（シール構造）は、触媒担体の下端部だけでなく、上端部に
適用する形態とすることもできる。さらに、本発明のシール材（シール構造）を、触媒担
体の両端に適用することで、触媒担体の各端部におけるスラリ漏出を防止することができ
る。
【００４２】
　また、シール材は、一体のものが好ましいが、分割して配置されたシール材を用いるこ
ともできる。
【００４３】
　また、クランプ及びシリンダの形状及び数は実施形態に限定されるものではなく、触媒
担体の断面（チャンネルの延伸方向と垂直方向の断面）形状に応じて適宜変更される。例
えば、触媒担体の断面が円や楕円の場合は、クランプの形状も触媒担体の曲面に沿うよう
に形成されることとなる。
【符号の説明】
【００４４】
１，１１…触媒固定装置
２…触媒担体
３…設置枠（担体接続部）
４…台
５…シール材
６～９…クランプ（圧接手段）
１０…触媒供給部
１２～１５…シリンダ（圧接手段）
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