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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】耐熱性の改善されたコアシェル構造体に、貴金
属を担持した排ガス浄化用触媒の提供。
【解決手段】第１の金属酸化物、具体的には単斜晶また
は正方晶のジルコニアを主成分とするコア部（中心部）
２と、第１の金属酸化物とは組成も結晶構造も異なる第
２の金属酸化物、具体的には立方晶のセリアを主成分と
するシェル部３（外皮部）とからなるコアシェル構造体
１を調製し、これにさらに活性金属種として白金を担持
した排ガス浄化用触媒。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の金属酸化物を主成分とするコア部と、該第１の金属酸化物とは異なる第２の金属
酸化物を主成分とするシェル部とからなり、該第１の金属酸化物が該第２の金属酸化物と
は異なる結晶構造を有することを特徴とする、コアシェル構造体。
【請求項２】
　前記第１の金属酸化物が単斜晶又は正方晶のジルコニアであり、前記第２の金属酸化物
が立方晶のセリアであることを特徴とする、請求項１に記載のコアシェル構造体。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のコアシェル構造体に貴金属が担持されたことを特徴とする、排
ガス浄化用触媒。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コアシェル構造体及び当該コアシェル構造体を含む排ガス浄化用触媒に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の排ガス浄化用触媒においては、高温（例えば、約１０００℃）の使用条件下に
おいても、当該触媒の活性種である貴金属のシンタリングを抑制して、貴金属を担体上に
微粒子のまま高分散に保持することが重要な課題の１つとなっている。希土類酸化物は、
その上に担持される貴金属との親和性が強いために、この貴金属のシンタリングを抑制で
きることが一般に知られている。しかしながら、セリア等の希土類酸化物は耐熱性が低く
、１０００℃以上の高温下ではそれ自体がシンタリングし、それに伴ってこのような希土
類酸化物上に担持されている貴金属のシンタリングも生じてしまうという問題がある。し
たがって、排ガス浄化用触媒のような用途においては、セリア等の希土類酸化物自体の耐
熱性を向上させることが必要とされている。
【０００３】
　特許文献１では、粒子状担体に貴金属が担持された触媒において、該粒子状担体がジル
コニア（ＺｒＯ2）を主成分とする中心部とセリア（ＣｅＯ2）を主成分とする外皮部から
構成され、かつ該粒子状担体におけるＣｅＯ2含有量が４０ｍｏｌ％以上６５ｍｏｌ％以
下であることを特徴とする排ガス浄化用触媒が記載され、このような触媒によれば、Ｚｒ
Ｏ2による耐熱性向上とＣｅＯ2による貴金属のシンタリング抑制の効果を同時に得ること
ができると記載されている。
【０００４】
　特許文献２では、（ｉ）支持材として、ＺｒＯ2及び／又はＣｅ／Ｚｒ混合酸化物、及
び（ｉｉ）活性金属として、ルテニウムそれ自体、又はそれとともに、貴金属群から選択
される少なくとも一つの更なる活性金属を含むリーンバーン機関における排ガス浄化用触
媒が記載され、用いられる酸化ジルコニウムの８０％より多くが単斜晶系に相当すると記
載されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３１３０２４号公報
【特許文献２】特表２００７－５０３９８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載される粒子状担体では、高温時に、中心部（コア部）と外皮部（シェ
ル部）をそれぞれ構成する各金属酸化物が固溶して、その構造を維持することができなく
なる虞があり、コア部を構成する金属酸化物によって得られる耐熱性向上等の効果の実現
に依然として改善の余地があった。



(3) JP 2009-279544 A 2009.12.3

10

20

30

40

50

【０００７】
　特許文献２は、触媒担体として単斜晶の酸化ジルコニウムを使用することを記載してい
るが、コアシェル構造を有する触媒担体については何ら記載も示唆もしていない。
【０００８】
　そこで、本発明は、新規な構成により、優れた耐熱性を有するコアシェル構造体を提供
することを目的とする。
【０００９】
　さらに、本発明は、このようなコアシェル構造体を含む排ガス浄化用触媒を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決する本発明は下記にある。
（１）第１の金属酸化物を主成分とするコア部と、該第１の金属酸化物とは異なる第２の
金属酸化物を主成分とするシェル部とからなり、該第１の金属酸化物が該第２の金属酸化
物とは異なる結晶構造を有することを特徴とする、コアシェル構造体。
（２）前記第１の金属酸化物が単斜晶又は正方晶のジルコニアであり、前記第２の金属酸
化物が立方晶のセリアであることを特徴とする、上記（１）に記載のコアシェル構造体。
（３）上記（１）又は（２）に記載のコアシェル構造体に貴金属が担持されたことを特徴
とする、排ガス浄化用触媒。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、耐熱性の顕著に改善されたコアシェル構造体を得ることができる。さ
らには、コア部の材料としてジルコニアを、また、シェル部の材料としてセリアを使用し
、その上に触媒活性種として貴金属を担持した排ガス浄化用触媒によれば、セリアは貴金
属との親和性が強いために、コアシェル構造体における耐熱性の向上だけでなく、高温の
使用条件下での貴金属のシンタリングも抑制することができ、したがって、触媒の活性を
顕著に改善することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明は、排ガス浄化用触媒において用いられる２種以上の異なる金属酸化物に
よって構成されるコアシェル構造体について詳しく説明されるが、本発明は、このような
特定の用途に何ら限定されるものではなく、２種以上の異なる金属酸化物によって構成さ
れるコアシェル構造体を含む任意の用途において幅広く適用できることは言うまでもない
。
【００１３】
　本発明のコアシェル構造体は、第１の金属酸化物を主成分とするコア部と、該第１の金
属酸化物とは異なる第２の金属酸化物を主成分とするシェル部とからなり、該第１の金属
酸化物が該第２の金属酸化物とは異なる結晶構造を有することを特徴としている。
【００１４】
　本発明者らは、第１の金属酸化物を主成分とするコア部を、当該第１の金属酸化物とは
組成及び結晶構造が異なる第２の金属酸化物を主成分とするシェル部で被覆することによ
り、１０００℃を超える高温下においても、第１の金属酸化物と第２の金属酸化物の固溶
反応が顕著に抑制されること、さらには、このようなコアシェル構造体に貴金属を担持し
た触媒によれば、高温下での貴金属のシンタリングが抑制されることを見出した。
【００１５】
　図１は、本発明のコアシェル構造体の断面を示す模式図である。本発明のコアシェル構
造体１は、第１の金属酸化物を主成分とするコア部２と、当該第１の金属酸化物とは組成
及び結晶構造が異なる第２の金属酸化物を主成分とするシェル部３とから構成されている
。なお、本発明において用いられる「主成分とする」という表現は、本発明のコアシェル
構造体において、コア部又はシェル部を構成する材料が、当該コア部又はシェル部全体の
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質量のうち５０％超を占めることを意味するものである。
【００１６】
　本発明によれば、コアシェル構造体のコア部を構成する第１の金属酸化物としては、特
に限定されないが、一般に触媒担体として用いられている金属酸化物であって、第２の金
属酸化物とは組成及び結晶構造が異なる任意の金属酸化物を使用することができる。第１
の金属酸化物の好ましい例としては、ジルコニア、アルミナ、シリカ、チタニア及びそれ
らの組み合わせが挙げられる。これらの金属酸化物は耐熱性が高く、したがって、本発明
においてコア部を構成する材料として使用した場合に、コアシェル構造体の耐熱性を顕著
に向上させることができる。また、当該第１の金属酸化物の結晶構造に関しても、第２の
金属酸化物とは異なる結晶構造であればよく、特に限定されないが、第２の金属酸化物の
結晶構造に応じて、例えば、単斜晶、正方晶、立方晶、三方晶、六方晶、斜方晶等の結晶
構造を有する金属酸化物を使用することができる。
【００１７】
　本発明によれば、第１の金属酸化物としては、単斜晶又は正方晶のジルコニアを使用す
ることが特に好ましい。
【００１８】
　本発明のコアシェル構造体においては、コア部は、上記第１の金属酸化物のほかに、当
該第１の金属酸化物とは異なる追加の金属酸化物をさらに含むことができる。例えば、コ
ア部は、アルカリ土類金属及び希土類元素からなる群より選択される少なくとも１種の金
属の酸化物をさらに含むことができる。このような追加の金属酸化物を添加することで、
本発明のコアシェル構造体の耐熱性をさらに向上させることができる。このような追加の
金属酸化物の具体的な例としては、酸化ランタン（Ｌａ2Ｏ3）、セリア（ＣｅＯ2）、酸
化プラセオジム（Ｐｒ6Ｏ11）、イットリア（Ｙ2Ｏ3）、酸化ネオジム（Ｎｄ2Ｏ3）及び
それらの組み合わせが挙げられ、本発明においては酸化ランタンを使用することが特に好
ましい。
【００１９】
　ここで、ジルコニアは、室温では一般に単斜晶の結晶構造を有し、温度が上がるにつれ
て、その結晶構造が単斜晶から正方晶、さらには立方晶へと相転移し、同様に、温度が下
がるにつれて、立方晶から正方晶、さらに単斜晶へと相転移することが一般に知られてい
る。したがって、本発明のコアシェル構造体において、第１の金属酸化物としてジルコニ
アを用いた場合には、当該コアシェル構造体が用いられる温度環境の変化に伴い、ジルコ
ニアの結晶構造が、単斜晶、正方晶及び立方晶の間で変化することが考えられる。しかし
ながら、ジルコニアに上記のような追加の金属酸化物を添加、すなわち、固溶させること
で、温度環境の変化に対しても、ジルコニアの結晶構造をその好ましい結晶構造である単
斜晶や正方晶に安定して維持させることができる。
【００２０】
　例えば、本発明のコアシェル構造体において、第１の金属酸化物として単斜晶のジルコ
ニアを使用し、追加の金属酸化物として酸化ランタンを使用する場合には、酸化ランタン
は、Ｚｒ元素のモル数に対し、Ｌａ元素が約０～０．４ｍｏｌ％となるような範囲におい
て添加することが好ましい。
【００２１】
　上記の第１の金属酸化物と追加の金属酸化物からなる複合酸化物は、当業者に公知の任
意の方法によって調製することができる。例えば、第１の金属酸化物の供給源である金属
塩（例えば、硝酸塩、オキシ硝酸塩、塩化物、炭酸塩、酢酸塩等）と追加の金属酸化物の
供給源である金属塩（例えば、硝酸塩、オキシ硝酸塩、塩化物、炭酸塩、酢酸塩等）とを
所定の濃度で溶解した混合溶液に、アンモニア水等のアルカリ性物質を加えて共沈させ、
それを熱処理することによって各金属の酸化物が固溶した複合酸化物を調製することがで
きる。このような追加の金属酸化物は、一般的には、第１の金属酸化物を構成する金属元
素のモル数に対し、追加の金属酸化物を構成する金属元素が約０～４ｍｏｌ％となるよう
な範囲において添加することができる。
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【００２２】
　本発明によれば、コアシェル構造体のシェル部を構成する第２の金属酸化物としては、
特に限定されないが、一般に触媒担体として用いられている金属酸化物であって、第１の
金属酸化物とは組成及び結晶構造が異なる任意の金属酸化物を使用することができる。第
２の金属酸化物の好ましい例としては、希土類酸化物及び２種以上の希土類酸化物の組み
合わせが挙げられる。これらの金属酸化物は貴金属との親和性が強いために、本発明にお
いてシェル部を構成する材料として使用した場合に、その上に担持される貴金属の高温下
でのシンタリングを抑制することができる。
【００２３】
　本発明によれば、第２の金属酸化物としては、立方晶のセリアを使用することが特に好
ましい。
【００２４】
　なお、本発明のコアシェル構造体は、第１の金属酸化物の表面を均一に、好ましくはナ
ノレベルで均一に被覆するのに十分な量において第２の金属酸化物を含む。特に限定され
ないが、一般的には、本発明のコアシェル構造体は、第１の金属酸化物を構成する金属元
素と第２の金属酸化物を構成する金属元素のモル比が１：０．１～１：５の範囲となるよ
うな量において第２の金属酸化物を含むことが好ましい。
【００２５】
　本発明のコアシェル構造体は、当業者に公知の任意の方法によって製造することができ
る。
【００２６】
　例えば、本発明のコアシェル構造体は、従来のいわゆる含浸、蒸発・乾固等、すなわち
、コア部を構成する第１の金属酸化物の粉末に、シェル部を構成する第２の金属酸化物の
供給源である金属塩を含む溶液を加え、その後、乾燥及び焼成等することによって製造す
ることができる。あるいはまた、コア部を構成する第１の金属酸化物の粉末を、シェル部
を構成する第２の金属酸化物の供給源である金属塩を含む溶液に添加し、これにさらに塩
基性物質等を添加して当該金属塩を水酸化物等として第１の金属酸化物の周りに析出させ
、その後、この水酸化物等を酸化して第２の金属酸化物とするのに十分な温度及び時間に
おいて乾燥及び焼成等することによって製造することもできる。
【００２７】
　本発明の他の態様によれば、上記のコアシェル構造体を触媒担体として使用し、当該触
媒担体に活性成分として、白金（Ｐｔ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｄ）、イリ
ジウム（Ｉｒ）、ルテニウム（Ｒｕ）及びそれらの組み合わせからなる群より選択された
貴金属をさらに担持してもよい。コアシェル構造体のシェル部にセリア等の希土類酸化物
を用いた場合には、これらの希土類酸化物は貴金属との親和性が強いために、その上に担
持される貴金属の高温下でのシンタリングを抑制することができ、したがって、触媒活性
が顕著に改善された排ガス浄化用触媒を得ることができる。
【００２８】
　これらの貴金属のコアシェル構造体への担持は、当業者に公知の任意の方法により行う
ことができる。
【００２９】
　例えば、これら貴金属の担持は、貴金属源として上記貴金属を陽イオンとして含む化合
物を用い、この化合物の所定濃度の溶液に上記コアシェル構造体を浸漬させ、その後、乾
燥及び焼成等するか、又は貴金属源として上記貴金属の錯体を用い、この錯体の所定濃度
の溶液に上記コアシェル構造体を浸漬させ、その後、乾燥及び焼成等することによって行
うことができる。これらの貴金属は、一般的に０．１～１０ｗｔ％の担持量において上記
コアシェル構造体に担持することができる。
【００３０】
　これら貴金属の化合物又は錯体を含む溶液に浸漬されたコアシェル構造体の焼成及び乾
燥は、上記貴金属をコアシェル構造体に担持するのに十分な温度及び時間において実施す



(6) JP 2009-279544 A 2009.12.3

10

20

30

40

50

ることができる。例えば、乾燥は８０～２５０℃の温度で６～２４時間実施することがで
き、焼成は５００～８００℃の温度で１～５時間実施することができる。
【実施例】
【００３１】
　以下、実施例によって本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定
されるものではない。
【００３２】
［参考例］
　本参考例では、種々の結晶構造を有するジルコニアを主成分とする粉末と、立方晶のセ
リア粉末とを積層した材料を調製し、当該材料を加熱した際に生じるジルコニアとセリア
の固溶反応について調べた。
【００３３】
［単斜晶のジルコニアを主成分とする粉末の調製］
　まず、０．３Ｍの塩化ジルコニル（ＺｒＯＣｌ2）水溶液１０００ｍｌに硝酸ランタン
九水和物（Ｌａ（ＮＯ3）3・９Ｈ2Ｏ）をＺｒに対してＬａが１ｍｏｌ％となるような量
において溶解した。次いで、この混合溶液に３倍に希釈した２８％アンモニア水６０．３
ｍｌを激しく撹拌しながら加えた。得られた沈殿物を吸引濾過して洗浄した後、１２０℃
で一晩乾燥し、６００℃で３時間焼成した。その後、さらに大気中９００℃で３時間熱処
理し、単斜晶のジルコニアを主成分とする固溶体粉末Ａを得た。
【００３４】
［正方晶及び立方晶のジルコニアを主成分とする粉末の調製］
　硝酸ランタン九水和物をＺｒに対してＬａが６及び３０ｍｏｌ％となるような量におい
て溶解したこと以外は上と同様にして、それぞれ正方晶及び立方晶のジルコニアを主成分
とする固溶体粉末Ｂ及びＣを得た。
【００３５】
［ジルコニアとセリアの固溶反応］
　上で得られたジルコニアを主成分とする各固溶体粉末Ａ～Ｃの層（約１．０ｍｍ）上に
、立方晶のセリア（ＣｅＯ2）粉末の層（約０．５ｍｍ）を積層し、ハンドプレスを用い
て全体の厚さが約１．５ｍｍとなるように圧縮成形して、立方晶ＣｅＯ2／単斜晶ＺｒＯ2

、立方晶ＣｅＯ2／正方晶ＺｒＯ2、及び立方晶ＣｅＯ2／立方晶ＺｒＯ2の各積層体を調製
した。
【００３６】
　次いで、得られた各積層体を電気炉において所定の温度で１２時間加熱し、加熱後の各
積層体について、エネルギー分散型Ｘ線分析装置付走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ－ＥＤＸ）
（ＪＥＯＬ製ＪＳＭ－７００ＦＯ）を用いて、積層体界面からＺｒＯ2層へのＣｅの移動
距離を測定した。その結果を図２に示す。
【００３７】
　図２は、参考例で調製した各積層体のエネルギー分散型Ｘ線分析装置付走査型電子顕微
鏡（ＳＥＭ－ＥＤＸ）による測定結果を示すグラフである。図２は、横軸に加熱温度（℃
）を示し、縦軸に積層体界面からＺｒＯ2層へのＣｅの移動距離（ｎｍ）を示している。
【００３８】
　図２の結果から、立方晶ＣｅＯ2／単斜晶ＺｒＯ2の積層体では、他の積層体に比べて、
１０００℃を超える高温下でもＣｅのジルコニア層への移動が抑制されることがわかった
。この結果は、１０００℃を超える高温下においても、ジルコニアとセリアの固溶反応が
抑制され、ジルコニアとセリアからなる積層構造が比較的良好に維持されていることを示
すものである。なお、正方晶ＺｒＯ2と立方晶ＺｒＯ2を用いた各積層体では、図２の結果
に関して顕著な相違は見られなかった。これは、立方晶ＣｅＯ2／立方晶ＺｒＯ2の積層体
では、立方晶ＺｒＯ2の構造を維持するために、他の積層体に比べて非常により多くの酸
化ランタンが添加されていることに起因するものと考えられる。
【００３９】
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［実施例１］
　本実施例では、ジルコニアを主成分とするコア部と、セリアを主成分とするシェル部と
からなるコアシェル構造を有する複合酸化物を調製し、これにさらに活性金属種として白
金を担持した触媒を調製し、その耐熱性について調べた。
【００４０】
　まず、精製水５００ｍｌに硝酸セリウム九水和物（Ｃｅ（ＮＯ3）4・９Ｈ2Ｏ）１．７
５ｇを加えた溶液に、参考例において調製した単斜晶のジルコニアを主成分とする固溶体
粉末Ａ２．５ｇを懸濁させた。次いで、この溶液に０．０２５Ｍのヘキサメチレンテトラ
ミン（ＨＭＴ）５００ｍｌを加え、ミキサーで撹拌（１００ｒｐｍ）しながら、８０℃×
１時間のエージング処理を行った。得られた生成物を吸引濾過して洗浄した後、１２０℃
で一晩乾燥し、６００℃で３時間焼成して、単斜晶のジルコニアを主成分とするコア部と
セリアを主成分とするシェル部とからなるコアシェル構造を有する複合酸化物を得た。
【００４１】
　次に、上で得られた複合酸化物の粉末にジニトロジアンミン白金硝酸水溶液を含浸させ
て１２０℃で乾燥して水分を除去し、これを５００℃で２時間焼成して、単斜晶ＺｒＯ2

を主成分とするコア部と立方晶ＣｅＯ2を主成分とするシェル部とからなるコアシェル構
造体にＰｔを担持した触媒を得た。なお、Ｐｔの担持量は１．０ｗｔ％であった。
【００４２】
［実施例２］
　参考例において調製した正方晶のジルコニアを主成分とする固溶体粉末Ｂを用いたこと
以外は実施例１と同様にして、正方晶ＺｒＯ2を主成分とするコア部と立方晶ＣｅＯ2を主
成分とするシェル部とからなるコアシェル構造体にＰｔを担持した触媒を得た。
【００４３】
［比較例１］
　本比較例では、コアシェル構造体ではなく、ジルコニアとセリアの固溶体からなる複合
酸化物を調製し、これに白金を担持した触媒を調製した。
【００４４】
　まず、実施例１のコアシェル構造体と組成が同じになるような量において、オキシ硝酸
ジルコニウム、硝酸ランタン六水和物、及び硝酸アンモニウムセリウムを精製水に溶解し
、次いで、この混合溶液に２８％アンモニア水を加えて沈殿物を生成した。得られた沈殿
物を遠心分離によって分離した後、１２０℃で３時間真空乾燥し、７００℃で５時間焼成
してジルコニア－セリア固溶体粉末を得た。
【００４５】
　次に、実施例１と同様にして、得られたジルコニア－セリア固溶体粉末にＰｔを１．０
ｗｔ％担持した触媒を得た。
【００４６】
［各排ガス浄化用触媒の耐熱性評価］
　次に、実施例１及び２並びに比較例１において調製した各触媒について、下表１に示す
耐久用モデルガスを使用し、リッチモデルガスとリーンモデルガスを１分ごとに切り替え
ながら１０℃／分の昇温速度で昇温し、９００℃で５時間保持する耐久試験を行った。
【００４７】
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【表１】

【００４８】
　耐久試験を行った各触媒について、ＣＯパルス吸着法を用いて０℃でのＣＯ吸着量を測
定し、それによって担持Ｐｔ粒子の粒子径を算出した。その結果を下表２に示す。
【００４９】

【表２】

【００５０】
　表２から明らかなように、実施例１及び２の各触媒は、高温下での耐久試験後において
も、比較例１の触媒に比べて顕著により低いＰｔ粒子径を維持し、特に、実施例１の触媒
ではＰｔ粒子径を５．８ｎｍに維持することができた。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明のコアシェル構造体の断面を示す模式図である。
【図２】参考例で調製した各積層体のエネルギー分散型Ｘ線分析装置付走査型電子顕微鏡
（ＳＥＭ－ＥＤＸ）による測定結果を示すグラフである。
【符号の説明】
【００５２】
　１　　コアシェル構造体
　２　　コア部
　３　　シェル部
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