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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関から排出される排気ガスの雰囲気を酸化性／還元性と周期的に変化させ含まれ
る窒素酸化物を除去する排気浄化装置であって、
　前記排気ガスを大気側に導く排気流路に水素及び一酸化炭素が含まれる改質ガスを導入
する改質手段と、
　前記水素を消費して還元される酸化銀を少なくとも含み前記窒素酸化物を吸着し温度上
昇とともに前記吸着した窒素酸化物を脱離する吸着手段と、
　前記一酸化炭素を消費して前記窒素酸化物を還元させ前記排気ガスを浄化する浄化手段
とを、備え、
　前記吸着手段は、触媒における銀の含有率が０．１～１０重量％であり、
　前記吸着手段は、触媒としてさらにアルミナ、シリカ、ジルコニア、チタニア、セリア
、ゼオライトの中から選ばれる１種類以上の酸化物成分を含み、
　前記改質ガスが混合した後の前記排気ガスは、水素濃度が０．０１容量％～４容量％で
あり、
　前記改質ガスが混合した後の前記排気ガスは、酸素濃度が０．２容量％～２１容量％で
あり、
　前記改質ガスは、燃料及び酸素含有気体から生成し、前記水素よりも前記一酸化炭素の
濃度が高く、
　前記改質手段は、
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　白金、ロジウム、パラジウム、ニッケル、コバルト、鉄、から選ばれる少なくとも１種
類以上の金属成分と、
　セリア、アルミナ、ジルコニア、チタニア、マグネシア、ゼオライト、から選ばれる少
なくとも１種類以上の酸化物もしくは複合酸化物とを、触媒として含むことを特徴とする
内燃機関の排気浄化装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の内燃機関の排気浄化装置において、
　前記改質手段は、前記排気流路とは別個に独立して設けられることを特徴とする内燃機
関の排気浄化装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の内燃機関の排気浄化装置において、
　前記改質手段は、前記排気流路の内部に設けられていることを特徴とする内燃機関の排
気浄化装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の内燃機関の排気浄化装置において、
　前記浄化手段は、
　（ａ）をセリアとして、（ｂ）を酸化プラセオジムとして、（ｃ）をセリウム、ジルコ
ニウム、プラセオジム、ネオジム、テルビウム、サマリウム、ガドリニウム及びランタン
から選ばれる少なくとも２つの元素の酸化物として、（ａ）（ｂ）（ｃ）の混合物及び／
又は複合酸化物を含む触媒成分Ａと、
　白金、ロジウム、パラジウム及びこれらの酸化物から選ばれる少なくとも１種からなる
貴金属触媒成分を含む触媒成分Ｂと、
　バナジウム、タングステン、モリブデン、銅、鉄、コバルト、ニッケル及びマンガンか
ら選ばれる少なくとも１種の金属酸化物を担持させた固体酸を含む触媒成分Ｃとを、有す
ることを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の内燃機関の排気浄化装置において、
　前記浄化手段は、さらにアルカリ金属（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ）及びアルカリ土
類金属（Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ）の中から選ばれる１種類以上を含むことを特徴とする
内燃機関の排気浄化装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の内燃機関の排気浄化装置において、
　前記吸着手段及び前記浄化手段は、互いに積層構造をなし共通のコンバータに配置され
ていることを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の内燃機関の排気浄化装置において、
　前記吸着手段及び前記浄化手段は、互いに分散した混合構造をなし共通のコンバータに
配置されていることを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主にリーン条件で燃焼する内燃機関が大気中に排出する排気ガスを浄化する
技術に関し、特にこの排気ガス中の窒素酸化物を除去する内燃機関の排気浄化技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境保全の観点から、発電機や自動車などの内燃機関の排気ガス中に存在してい
る窒素酸化物（ＮＯｘ）の排出量を規制する動きが世界的に広まっている。
　この窒素酸化物は、酸性雨や光化学スモッグの原因となる有害成分であり、内燃室がリ
ーン条件で燃焼するディーゼルエンジンやリーンバーンエンジンなどの内燃機関の排気ガ
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ス中に多く含まれている。
　このため、そのような有害成分である窒素酸化物を排気ガス中から除去し、大気に排出
される窒素酸化物（ＮＯｘ）の排出量削減に貢献する排気浄化技術の確立が急務となって
いる。
【０００３】
　なお、ここでリーン条件とは、空気と燃料との混合気体が過不足なく燃焼反応する理論
比１４．７（ストイキ）に対し、この燃料の濃度が希薄となるように混合気体が調節され
て内燃機関に供給される場合を指す。逆に、燃料の濃度が濃厚となるように調節されてい
る場合をリッチ条件という。
【０００４】
　排気ガス中の窒素酸化物を除去する排気浄化は、この窒素酸化物を還元反応させること
により行われる。しかし、排気ガス中は、酸素分圧が高く、そのような還元反応を起すこ
とが困難な問題があり、従来からその解決のための様々な方法が検討されている。
　例えば、まず排気ガスを、窒素酸化物が吸蔵・吸着する触媒に通過させ、含まれる窒素
酸化物を一時的に吸収・吸着させる。
　その後、一時的に供給する混合気体をリッチ条件にし、排気ガス中の酸素分圧を引き下
げて吸収・吸着された窒素酸化物を還元するといった技術が公知であり、この技術を応用
した様々な従来例が提案されている。
【０００５】
　第１の従来例は、カリウム・バリウムなどのアルカリ金属、アルカリ土類金属等と白金
等を組み合わせてなる触媒を用いる技術である。この技術によれば、燃焼条件を周期的に
リーン／リッチ条件として繰り返すことにより、排気ガスの雰囲気を酸化性／還元性に切
り替え、触媒で窒素酸化物を吸収／還元させ排気ガスの浄化を図ることになる（例えば、
非特許文献１、特許文献１、特許文献２参照）。
【０００６】
　第２の従来例は、セリア、白金、固体酸等を組み合わせてなる触媒を用いる技術である
。この技術によれば、前記と同様に燃焼条件が周期的にリーン／リッチ条件として繰り返
される。そして、排気ガスが還元性雰囲気になると一酸化炭素と水とが反応して水素を生
成し、この水素が窒素酸化物に反応してアンモニアを生成する。次に排気ガスが酸化性雰
囲気に切り替わると、このアンモニアと窒素酸化物とが反応して窒素ガスと水に変化して
排気ガスの浄化が図られることになる（非特許文献２、特許文献３）。
【０００７】
　第３の従来例は、前記第１の従来例をベースとして、水素富化手段を排気流路内に触媒
の配置位置よりも上流側へ設ける。そして、この水素富化手段で水素含有気体を合成し下
流に送出し、触媒により窒素酸化物を還元して排気ガスの浄化が図られる（特許文献４）
。
　この技術は、窒素酸化物を還元する還元剤として別個に製造された水素を採用する方式
であって、前記第１、第２の従来例のように燃焼時の副生成物である一酸化炭素及び炭化
水素を利用する方式と相異する。
【０００８】
　一方で第４の従来技術として、リーン条件で燃焼し生成した窒素酸化物を、低温で還元
する技術が存在する。これは金属活性種にパラジウムを用い、酸化物担体にバナジア、チ
タニア、アルミナを用いる方式（非特許文献３）、また金属活性種に白金を用い、酸化物
担体にジルコニアを用いる方式（非特許文献４）が採用されている。
　いずれの方式も還元剤として水素を用い、窒素酸化物を低温から効率的に還元し排気ガ
スを浄化する技術である（非特許文献３、非特許文献４）。
【特許文献１】特許第２５８６７３８号公報
【特許文献２】特許第２６００４９２号公報
【特許文献３】国際公開番号Ｗ０２００５／０４４４２６
【特許文献４】特許第３６４２２７３号公報
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【非特許文献１】「ＮＯＸ吸蔵還元型三元触媒システムの開発」自動車技術会論文集Vol.
26,NO.4,0ctober 1995
【非特許文献２】"A NOX Reduction System Using Ammonia Storage-Selective Catalyti
c Reduction in Rich and Lean Poerations",15.Aachener Kolloquium Fahrzeug-und Mot
orentechnik 2006 p.259-270
【非特許文献３】"Selective catalytic reaction of nitric oxide with hydrogen over
 Pd-based catalysts",G.Qi et al,Journal of Catalysis 237(2006)p.381-392
【非特許文献４】"improvements in the N2 selectivity of Pt catalysts in the NO-H2
-O2 reaction at low temperature",T.Nanba et al,Applied Catalysis B:Environmental
 46 (2003)p.353-364
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、触媒が窒素酸化物を効率的に処理して排気ガスを浄化する温度は約２００℃
以上と高く、それよりも低温では排気ガスが十分に浄化されない。このために前記した第
１，第２，第３の従来技術においては、内燃機関の低温始動時において、窒素酸化物を処
理できず排気ガスを浄化することができない問題がある。
【００１０】
　そして、第４の従来技術では、確かに約８０℃の低温において窒素酸化物が還元され排
気ガスの浄化を開始する。しかし、排気ガス中の酸素濃度が５％以下で一酸化炭素が共存
していないことが必要条件であり、この条件から外れる場合は、浄化性能が急激に低下す
る問題がある。リーン条件で燃焼する実際の内燃機関の排気ガスは、酸素濃度が１０％以
上であって一酸化炭素も存在しており、排気浄化を期待するのは非現実的である。
【００１１】
　本発明は、前記した問題を解決することを課題とし、低温始動時においても排気ガスを
高効率で浄化することができる内燃機関の排気浄化装置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】
【００１２】
　前記した課題を解決するために本発明は、内燃機関から排出される排気ガスの雰囲気を
酸化性／還元性と周期的に変化させ含まれる窒素酸化物を除去する排気浄化装置であって
、前記排気ガスを大気側に導く排気流路に水素及び一酸化炭素が含まれる改質ガスを導入
する改質手段と、前記水素を消費して還元される酸化銀を少なくとも含み前記窒素酸化物
を吸着し、温度上昇とともに前記吸着した窒素酸化物を脱離する吸着手段と、前記一酸化
炭素を消費して前記窒素酸化物を還元させ前記排気ガスを浄化する浄化手段とを、備え、
前記吸着手段は、触媒における銀の含有率が０．１～１０重量％であり、前記吸着手段は
、触媒としてさらにアルミナ、シリカ、ジルコニア、チタニア、セリア、ゼオライトの中
から選ばれる１種類以上の酸化物成分を含み、前記改質ガスが混合した後の前記排気ガス
は、水素濃度が０．０１容量％～４容量％であり、前記改質ガスが混合した後の前記排気
ガスは、酸素濃度が０．２容量％～２１容量％であり、前記改質ガスは、燃料及び酸素含
有気体から生成し、前記水素よりも前記一酸化炭素の濃度が高く、前記改質手段は、白金
、ロジウム、パラジウム、ニッケル、コバルト、鉄、から選ばれる少なくとも１種類以上
の金属成分と、セリア、アルミナ、ジルコニア、チタニア、マグネシア、ゼオライト、か
ら選ばれる少なくとも１種類以上の酸化物もしくは複合酸化物とを、触媒として含むこと
を特徴とする。
【００１３】
　このように構成されることによって、浄化手段が動作できない低温始動時において、排
気ガス中の窒素酸化物は、吸着手段で一時的にトラップされる。そして、浄化手段が動作
する高温状態になったところで吸着手段にトラップされていた窒素酸化物はリリースされ
て浄化手段で遅延的に処理されて無害な窒素ガスになって大気に放出される。
　さらに、そのような高温状態が維持されている状態においては、吸着手段のトラップ機
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能は失われており、排気ガス中の窒素酸化物は、吸着手段をスルーして浄化手段で直接処
理され無害な窒素ガスになって大気に放出される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明により、低温から高温にわたる広い温度範囲で窒素酸化物を除去して排気ガスを
高効率で浄化することができる内燃機関の排気浄化装置が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の内燃機関の排気浄化装置を詳細に説明する。
　図１は、本発明の排気浄化装置を備えるディーゼルエンジン（内燃機関）の実施形態を
示す概念図である。
　この内燃機関１は、シリンダヘッド２と、ターボチャージャ４と、排出ガス循環流路（
以下、「ＥＧＲ」という）５と、吸気マニホールド６と、排気マニホールド７と、ＥＣＵ
（電子制御装置）８と、排気浄化装置９とを備えている。
　なお、内燃機関としてディーゼルエンジンを例示しているが、本発明に係る排気浄化装
置及び方法が適用される内燃機関がこれに限定されず、ガソリンエンジンに適用すること
もできる。
【００１６】
　シリンダヘッド２は、複数の燃焼室（図中４つ）を有している。
　各燃焼室は、酸素含有気体（空気）が吸入される吸気マニホールド６を介して連結して
いる。そして吸入された空気は、燃料室で上下動するシリンダにより圧縮され、燃料タン
ク（図示せず）に貯留された燃焼用の燃料（軽油）が、噴射弁（図示せず）を介して噴射
される。
　すると燃焼室で自然着火（圧縮着火）して燃焼が起こり、その燃焼圧力によってピスト
ンが下方に駆動された後、再び上昇するときに、排気ガスが排気マニホールド７に排出さ
れ排気流路１１を流通する。
【００１７】
　この内燃機関１の燃焼室における通常の燃焼は、空燃比（空気／燃料）が、理論比（ス
トイキ；１４．７）よりも高いリーン条件で行われる。従って通常の燃焼後、排気流路１
１を流通する排気ガスは、酸素分圧の高い酸化性雰囲気になっている。
　一方、内燃機関１においては、前記した通常の燃焼の行程を経た後に、ポスト噴射と呼
ばれる噴射した燃料を燃焼させることなく排気流路１１に流通させる工程を有する。この
燃料の成分のほとんどはＨＣ（炭化水素）であるために、未燃焼の燃料を多く含む排気ガ
スは、酸素分圧の低い還元性雰囲気になっている。
【００１８】
　このように、内燃機関１から排出される排気ガスの雰囲気は、酸化性／還元性が周期的
に変化している。このように、排気ガスの雰囲気を周期的に変化させる方法は、いろいろ
な方式が提案されており、前記したポスト噴射の他に、燃焼室における燃焼条件をリーン
条件／リッチ条件に周期的に変化させる方法も採用されている。
【００１９】
　ターボチャージャ４は、排気マニホールド７から排出される排気ガスによってタービン
４ｂが回転し、その回転に同期してコンプレッサ４ａが駆動し、吸気流路１０の上流端か
ら空気を吸入し過給する。このようにして過給された空気は、断熱圧縮して高温なためイ
ンタークーラ１２で冷却してから吸気マニホールド６に供給される。
　ＥＧＲ５は、ＥＧＲクーラ１３及びＥＧＲバルブ１４の動作に基づいて、排気マニホー
ルド７から排気ガスの一部を吸気マニホールド６に還流して、燃焼温度を下げて窒素酸化
物の生成を抑制する。
　ＥＣＵ８は、内燃機関１の構成要素の動作を制御するものであって、内燃機関１の負荷
状況に応じて最適な燃焼状態が得られるように制御を行う。
【００２０】
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　排気浄化装置９は、第１排気コンバータ１５と、第２排気コンバータ１６と、第３排気
コンバータ３０（吸着手段）と、第４排気コンバータ１７（浄化手段）と、燃料改質器１
８（改質手段）とを有するものである。このうち第１、第２、第３、第４排気コンバータ
１５，１６，３０，１７は、この順番で排気流路１１の上流側から下流側に沿って配置さ
れ、燃料改質器１８は排気流路１１とは別個に独立して設けられている。
【００２１】
　第１排気コンバータ１５は、触媒作用により、排気ガス中の一酸化炭素と炭化水素を燃
焼させて窒素酸化物を還元するものであって、第４排気コンバータ１７における排気ガス
の浄化を補助する。
　第２排気コンバータ１６は、排気中の煤などの粒子状物質（ＰＭ）を捕捉するものであ
る。捕捉された粒子状物質は徐々に堆積するが燃焼してクリーニングされる。
【００２２】
＜改質手段の説明＞
　燃料改質器１８（改質手段）は、触媒として、白金、ロジウム、パラジウム、ニッケル
、コバルト、鉄、から選ばれる少なくとも１種類以上の金属成分と、セリア、アルミナ、
ジルコニア、チタニア、マグネシア、ゼオライト、から選ばれる少なくとも１種類以上の
酸化物もしくは複合酸化物とを、含んで構成されている。
　改質手段１８は、上流側で、燃料供給バルブ１９ａを有する燃料供給路１８ａを介して
燃料タンク（図示せず）に連結している。そして、燃料供給路１８ａは、圧力調整バルブ
１９ｂを介してコンプレッサ２０に連結されている。
　また、改質手段１８は、下流側で、改質気体流路１８ｂを介して第３排気コンバータ３
０（吸着手段）の上流に位置する排気流路１１（１１ａ）に連結されている。なお図１に
示される改質手段１８は、排気流路１１とは別個に独立して設けられているが（適宜、図
２（ａ）参照）、改質手段はそのような構成に限定されるものでなく、排気流路１１の内
部に設けられる場合もある（図２（ｂ）参照）。
【００２３】
　このように構成される改質手段１８は、燃料タンク（図示せず）から供給される燃料と
、コンプレッサ２０から供給される空気（酸素含有気体）とから、一酸化炭素及び水素を
含む改質ガスを生成し排気流路１１（１１ａ）に導入する。
【００２４】
　改質ガスは、次に例示される３つの反応式（１）～（３）により一般に得られる（後述
する図６参照）。
　6ＣnＨ1.8n＋3nＯ2　→6nＣＯ＋5.4nＨ2　　　　　（１）：部分酸化反応（ＰＯＸ）
　6ＣnＨ1.8n＋2nＯ2＋2nＨ2Ｏ　→6nＣＯ＋7.4nＨ2　（２）：自己熱改質反応（ＡＴＲ
）
　6ＣnＨ1.8n＋6nＨ2Ｏ　→6nＣＯ＋11.4nＨ2　　　 （３）：水蒸気改質反応（ＳＲ）
＊上記式には水性ガスシフト反応は含まない。
＊燃料は軽油（Ｃ：Ｈ＝１．８）を使用している。
【００２５】
　ところで、本実施形態で適用される改質ガスは、反応式（１）で示される炭化水素の部
分酸化反応により生成されることが好ましく、その理由は次の通りである。
　つまり、水素を高効率で生成させるためには、反応式（２）（３）に示されるように、
水を原料に用いて反応させるとよいが、そのような反応は吸熱反応であり、反応を促進さ
せるのに加熱手段が必要になる。
　そうすると、改質手段１８の起動時に多くの熱量を必要とし、排気浄化装置９の低温始
動時の起動の長時間化、さらに水供給手段を必要とし、排気浄化装置９の大型化・高コス
ト化を招く。
【００２６】
　反応式（１）により得られる改質ガスは、改質反応に水分が関与せず、排気浄化装置９
の小型化・低コスト化に貢献し、低温始動時において改質ガスの迅速な生成（起動の短縮



(7) JP 5144220 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

化）が可能となる効果を有する。さらに、反応式（１）により得られる改質ガスは、水素
よりも一酸化炭素を多く含む水素含有ガスであり、後記する第４排気コンバータ１７（浄
化手段）における反応効率を向上させる観点からも好ましい。
【００２７】
　改質手段１８は、燃料供給バルブ１９ａ、コンプレッサ２０及び圧力調整バルブ１９ｂ
を適宜調節して、排気ガス中の水素濃度が０．０１容量％～４容量％の範囲に含まれるよ
うに、改質ガスを排気流路１１に導入することが望ましい。
【００２８】
　水素の比率が０．０１容量％未満では、水素が少ないために後記する酸化銀から金属銀
への反応（反応式（４））が不十分となり、吸着手段３０における窒素酸化物の吸着率が
１５０℃において数％と低レベルに留まる。
　水素の比率が０．０１容量％以上である事により酸化銀から金属銀に変化する割合が増
加し、それに伴い吸着手段３０における窒素酸化物の吸着率が飛躍的に向上し、０．５容
量％では１５０℃において吸着率は９０％程度と高レベルになる（後述する図９（ｂ）参
照）。
【００２９】
　一方、水素濃度が４容量％を超えると、約２００℃から水素と酸素の燃焼反応量が増大
し、燃焼熱を触媒に与えて触媒温度を上昇させ、窒素酸化物の脱離を促進させる結果、窒
素酸化物吸着能は必ずしも比例的に増加しない。そのため、窒素酸化物吸着能は水素濃度
を増加しても飽和した状態となってしまう。また、水素濃度が４容量％を超えると爆発限
界領域に入る。よって、４容量％を超える水素の添加は効果的な吸着量向上が望めないば
かりか、経済性、コスト面においても不利となり好ましくない。
【００３０】
　また改質ガスは、排気流路１１の温度よりも高温にしてから排気ガスに混合させること
が望ましい。これによって、吸着手段３０、及び浄化手段１７における触媒温度の上昇を
助け、吸着開始時間及び浄化開始時間を短縮させることが可能となる。
【００３１】
　改質手段１８は、燃料供給バルブ１９ａ、コンプレッサ２０及び圧力調整バルブ１９ｂ
を適宜調節して、排気ガス中の酸素濃度が０．２容量％～２１容量％の範囲に含まれるよ
うに、改質ガスを排気流路１１に導入することが望ましい（後述する図１０（ｂ）参照）
。
　これにより、後段の第３排気コンバータ３０（吸着手段）において高効率な窒素酸化物
の吸着が可能となる。
【００３２】
　排気ガス中の酸素濃度が０．２容量％未満では１５０℃において窒素酸化物の吸着率が
数％の留まり、吸着手段３０の性能が充分に発揮されず好ましくない。
　これは、後記する反応式（５）（６）に示される通り、吸着手段は窒素酸化物を吸着す
るにあたり排気ガス中の酸素を必要とし、０．２容量％未満の酸素濃度では窒素酸化物を
充分にＮＯ3の状態にできないためである。
　排気ガス中の酸素濃度を増加させる事により排気ガス中の窒素酸化物をＮＯ3へ変化さ
せることが容易となり、１０容量％であると１５０℃での吸着率は９０％程度の高レベル
になる。
【００３３】
　しかし、酸素濃度が増加し過ぎると約１５０℃以上で水素と燃焼反応して吸着手段３０
の温度を上昇させ、後記する反応式（７）（８）に示すように窒素酸化物の脱離を促進さ
せてしまう。よって、酸素濃度が増えすぎると窒素酸化物の吸着量は若干の減少傾向をと
る。しかし、排気ガスの酸素濃度は通常空気中の酸素濃度である２１容量％を超えること
はなく、それ以上に酸素濃度を増加させることは別途酸素導入装置の導入が必要となりコ
スト的にも不利となり好ましくない。
【００３４】
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＜吸着手段の説明＞
　吸着手段３０は、触媒として少なくとも酸化銀の粒子を含み、さらにアルミナ、シリカ
、ジルコニア、チタニア、セリア、ゼオライトの中から選ばれる１種類以上の酸化物成分
を含んで構成される。
【００３５】
　このように構成されることにより吸着手段３０は、１００℃程度の低温状態で、排気ガ
スに混合している改質ガス中の水素を消費して酸化銀を還元し、この排気ガスに含まれる
窒素酸化物を吸着する。そして、この吸着手段３０は、この低温状態から温度上昇して高
温状態に到達するとともに吸着している窒素酸化物を脱離させる。
【００３６】
　ここで、吸着手段３０に配合される試薬の種類及びその分量は、前記した例に限定され
るものではないが、担持される触媒中の銀の含有率が０．１～１０重量％の範囲となるよ
うに配合されることが好ましい（後述する図８（ｃ）参照）。
　銀の含有率が０．１重量％未満では、窒素酸化物の吸着点が不足することによりその吸
着性能が充分に発揮されず、１５０℃において数％程度といった低レベルの吸着率に留ま
る。
　銀の含有率が０．１重量％以上である事により排気ガスと接触する銀粒子上の吸着点が
増加し窒素酸化物の吸着性能が飛躍的に向上し、４重量％では１５０℃において吸着率は
９０％程度の高レベルとなる。
　銀の含有率が１０重量％を超えると、銀粒子同士が結合して吸着点となる表面積の増加
が限界に達し、窒素酸化物の吸着量は銀担持量の増加に対し頭打ち状態になる。よって必
要量以上に銀を添加しても窒素酸化物の吸着量を向上させることは望めなく、経済性・コ
スト面の観点において好ましくない。
【００３７】
＜吸着手段における窒素酸化物の吸着メカニズム＞
　吸着手段３０における反応は、例示される下記の反応式（４）～（８）に従って進行す
る。
　ＡｇＯ＋Ｈ2→Ａｇ(*)＋Ｈ2Ｏ　　　　　　　（４）
　ＮＯ＋Ｏ2＋Ａｇ(*)→ＮＯ3(ad)＋Ａｇ(*)　　　（５）
　2ＮＯ2＋Ｏ2＋Ａｇ(*)→２ＮＯ3(ad)＋Ａｇ(*)　（６）
　2Ａｇ(*)＋Ｏ2→2ＡｇＯ　　　　　　　　　　 （７）
　2ＮＯ3(ad)＋Ａｇ(*)→2ＮＯ2＋Ｏ2＋ＡｇＯ　　　（８）
＊ＡｇＯ：酸化銀、Ａｇ(*)：金属銀
＊(ad)は吸着手段への吸着を示す
【００３８】
　すなわち、吸着手段３０に含まれる銀粒子は、酸化性雰囲気において酸化物（酸化銀）
の状態であり、通常は窒素酸化物に対し不活性であり吸着能力はない。しかし、排気ガス
に水素（改質ガス）が導入されて還元性雰囲気に切り替わると、酸化銀はこの水素を消費
して還元され金属銀に変化する（反応式（４））。
【００３９】
　還元された金属銀は、酸化銀の状態と比較して窒素酸化物を吸着する能力が飛躍的に向
上する。そして、吸着手段３０の温度が約１００℃になると、窒素酸化物は、酸化しなが
らこの吸着手段に吸着する。この場合の窒素酸化物は、一酸化窒素及び二酸化窒素のいず
れの形態も指す（反応式（５）（６））。
【００４０】
　吸着手段３０の温度が約２００℃以上になると、水素は酸素と直接反応して燃焼して消
費されてしまうため、金属銀は酸化されて再び酸化銀の状態に戻る（反応式（７））。こ
れにより窒素酸化物を吸着する能力が低下し、すでに吸着されている窒素酸化物は主に二
酸化窒素として脱離し始める（反応式（８））。吸着手段の温度の上昇とともに脱離する
二酸化窒素の排出量は増加し、約３００℃に到達するまでこの二酸化窒素の排出は続くこ
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とになる。
【００４１】
　つまり吸着手段３０は、第４排気コンバータ１７（浄化手段）が動作できない低温状態
において、排気ガス中の窒素酸化物を一時的にトラップして大気に排出されないようにす
る。そして、第４排気コンバータ１７が動作する高温状態になったところで吸着手段３０
にトラップされていた窒素酸化物はリリースされて第４排気コンバータ１７で遅延的に処
理されて無害な窒素ガスになって大気に放出される。さらに、そのような高温状態が維持
されている状態においては、吸着手段３０のトラップ機能は失われており、排気ガス中の
窒素酸化物は、吸着手段３０をスルーして第４排気コンバータ１７で直接処理される。
　そして、排気ガスに混合している改質ガス中の水素は前記したように吸着手段３０を通
過する際に消費されてしまうが、一酸化炭素は吸着手段３０をスルーして第４排気コンバ
ータ１７に到達する。
【００４２】
＜浄化手段の説明＞
　第４排気コンバータ１７（浄化手段）は、（ａ）をセリアとして、（ｂ）を酸化プラセ
オジムとして、（ｃ）をセリウム、ジルコニウム、プラセオジム、ネオジム、テルビウム
、サマリウム、ガドリニウム及びランタンから選ばれる少なくとも２つの元素の酸化物と
して、（ａ）（ｂ）（ｃ）の混合物及び／又は複合酸化物を含む触媒成分Ａと、白金、ロ
ジウム、パラジウム及びこれらの酸化物から選ばれる少なくとも１種からなる貴金属触媒
成分を含む触媒成分Ｂと、バナジウム、タングステン、モリブデン、銅、鉄、コバルト、
ニッケル及びマンガンから選ばれる少なくとも１種の金属酸化物を担待させた固体酸を含
む触媒成分Ｃとを、構成に有している。
【００４３】
　さらに第４排気コンバータ１７（浄化手段）は、アルカリ金属（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ
、Ｃｓ）及びアルカリ土類金属（Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ）の中から選ばれる１種類以上
を含むことが好ましく、これにより窒素酸化物を高効率に除去することが可能となる。
【００４４】
　このように構成される第４排気コンバータ１７（浄化手段）は、上流から流通してくる
一酸化炭素を消費して窒素酸化物を還元させ排気ガスを浄化する。
　この浄化手段１７は、前記したように内燃機関から排出される排気ガスが、酸化性／還
元性と雰囲気を周期的に変化させるのに対応して、例示される下記の反応式（９）～（１
６）に従って窒素酸化物を還元させ排気ガスを浄化する。
【００４５】
　ＮＯ→ＮＯ(ad)　　　　　（９）
　2ＮＯ＋Ｏ2→2ＮＯ2(ad)　 （１０）
　ＮＯ2→ＮＯ2(ad)　　　　 （１１）
　ＣＯ＋Ｈ2Ｏ→Ｈ2＋ＣＯ2　（１２）
　5Ｈ２＋2ＮＯ(ad)→2ＮＨ3(ad)＋2Ｈ2Ｏ　（１３）
　4ＮＨ3＋4ＮＯ＋Ｏ2→4Ｎ2＋6Ｈ2Ｏ　（１４）（反応性小）
　2ＮＨ3＋ＮＯ2＋ＮＯ→2Ｎ2＋3Ｈ2０ （１５）（反応性大）
　8ＮＨ3＋6ＮＯ2→7Ｎ2＋12Ｈ2０　　 （１６）　
※反応式（９）～（１１）、（１４）～（１６）；酸化性雰囲気（酸素分圧大）
※反応式（１２）（１３）；還元性雰囲気（酸素分圧小）
【００４６】
　すなわち、排気ガスが酸化性雰囲気である場合、窒素酸化物は触媒反応により浄化手段
１７に吸着したり、さらに酸化してＮＯ２の形態で吸着したりする（反応式（９）～（１
１））。
　次に排気ガスが還元性雰囲気に切り替わると一酸化炭素と水とが反応し、水素を生成す
る（反応式（１２）；水性ガスシフト）。さらに生成した水素と吸着している窒素酸化物
とが反応し、アンモニアが生成し浄化手段に吸着する（反応式（１３））。
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　そして排気ガスが酸化性雰囲気に再び切り替わると、吸着していたアンモニアと排ガス
中の窒素酸化物とが反応し、この窒素酸化物が高効率に還元されて無害な窒素ガスに変化
し、排気ガスが浄化される（反応式（１４）～（１６））。
【００４７】
　ところで、吸着手段３０から脱離する窒素酸化物の多くは二酸化窒素であるため（反応
式（８）参照）、前記した反応式（１４）よりも前記した反応式（１５）（１６）が主に
進行するようになり、浄化手段１７による窒素酸化物の処理性能が向上する。
　さらに、改質手段１８からの改質ガスに含まれる一酸化炭素は、吸着手段３０をスルー
して浄化手段１７に導入されるので、反応式（１２）が促進され、浄化手段１７における
窒素酸化物の処理性能が向上する。
【００４８】
　ところで、浄化手段１７における前記した触媒反応（反応式（９）～（１６））を進行
させるには、触媒が活性化する温度まで温度上昇している必要がある。よって、内燃機関
１が低温始動した直後から温度上昇している途中の一定の期間は、浄化手段１７が機能し
ないわけであるが、排気ガス中の窒素酸化物は、吸着手段３０で一時的にトラップされる
ので浄化手段１７には到達しない。
　そして浄化手段１７が動作する高温状態になったところで吸着手段３０にトラップされ
ていた窒素酸化物はリリースされて浄化手段１７に遅延して到達し処理され無害な窒素ガ
スになる。
　さらに、そのような高温状態が維持されている状態においては、吸着手段のトラップ機
能は失われており、排気ガス中の窒素酸化物は、吸着手段をスルーして浄化手段で直接処
理され無害な窒素ガスになる。
　このようにして、内燃機関１が低温始動する直後から継続的に窒素酸化物を高効率で除
去して排気ガスを浄化することが可能となる。
【００４９】
＜吸着手段及び浄化手段を複合化させた実施形態＞
　吸着手段を第３排気コンバータ３０に担持させ、その下流に浄化手段を担持させた第４
排気コンバータ１７を配置した構成（図１、図２（ａ）（ｂ）参照）は例示であって、本
発明はそのような構成に限定されるものではない。
　図２（ｃ）に示されるように、共通のコンバータ３１において、吸着手段３０及び浄化
手段１７が互いに積層して保持材３３に担持される構成も取り得る。
　また、吸着手段３０及び浄化手段１７が保持材３３に積層する順番は任意で、またそれ
ぞれの界面に他の部材が設けられている場合もある。
　もしくは、そのような積層構造を有するのでなく、図２（ｄ）に示されるように、共通
のコンバータ３２において、吸着手段３０及び浄化手段１７が互いの粒子が分散した状態
で混合して保持材３３に担持される構成も取り得る。
【実施例】
【００５０】
　＜改質手段を構成する触媒の調製方法＞
　次に改質手段１８を構成する触媒の調製方法の実施例を示す（実施例Ａ）。
ａ）ＣｅＯ２（ニッキ社製酸化セリウムＣ）１２５ｇ、５％硝酸ロジウム溶液（小島化学
薬品株式会社製特級）２５ｇにイオン交換水を加え、ロータリーエバポレーターにて余分
な水分を取り除き、乾燥炉にて２００℃で２時間、マッフル炉にて６００℃で２時間焼成
し粉末を得る。
ｂ）上記粉末４５ｇ、アルミナバインダー（Ａｌ2Ｏ3濃度２０％；日産化学工業株式会社
製）２５ｇ、イオン交換水を加えスラリーを得る。
ｃ）このスラリーに、φ５０ｍｍ×Ｌ３５ｍｍ（６７ｃｃ），４００セル／ｉｎｃｈ２，
仕切壁厚３．５ｍｉｌ（３．５×１０－３ｉｎｃｈ）のコージエライト製ハニカム支持体
を浸漬する。次に、このハニカム支持体を、スラリーから取り出しエア噴射して過剰付着
分を除去し、２００℃で２時間加熱する。
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　そして、このようにスラリー浸漬して加熱する操作を、所定量がハニカム支持体に担持
されるまで繰り返し、最後にマッフル炉で５００℃で２時間焼成する。
　このようにして、改質手段１８を構成する触媒として、ウオッシュコート量１００ｇ／
Ｌ、１ｗｔ％Ｒｈ／ＣｅＯ2触媒担持ハニカムが得られる。
【００５１】
　＜吸着手段を構成する触媒の調製方法＞
　次に吸着手段３０を構成する触媒の調製方法の実施例示す（実施例Ｂ）。
ａ）ベーマイト（SASOL社製PURAL　SB）１２５．３ｇ、硝酸銀（小島化学薬品株式会社製
特級）６．２８ｇにイオン交換水を加えロータリーエバポレーターにて余分な水分を取り
除き、乾燥炉にて２００℃で２時間、マッフル炉にて６００℃で２時間焼成し粉末を得る
。
ｂ）上記粉末４５ｇ、アルミナバインダー（Ａ１2０3濃度２０％；日産化学工業株式会社
製）２５ｇ、イオン交換水を加えスラリーを得た。
ｃ）このスラリーにφ２５．４ｍｍ×Ｌ６０ｍｍ（３０ｃｃ），４００セル／ｉｎｃｈ２

，仕切壁厚３．５ｍｉｌ（３．５×１０－３ｉｎｃｈ）のコージエライト製ハニカム支持
体を浸漬する。次に、このハニカム支持体をスラリーから取り出しエア噴射して過剰付着
分を除去し、２００℃で２時間加熱する。
　そして、このようにスラリー浸漬して加熱する操作を、所定量がハニカム支持体に担持
されるまで繰り返し、最後にマッフル炉で５００℃で２時間焼成する。
　このように吸着手段３０として、ウオッシュコート量３００ｇ／Ｌ、銀の含有率４重量
％の銀アルミナ触媒担持ハニカム、4Ａｇ／Ａｌ2０3（べーマイト）が得られる。
【００５２】
　次に前記した吸着手段の触媒の調製方法において、ベーマイト及び硝酸銀の配合量を変
更し、他の条件は同一にして、銀の含有率を可変させた銀アルミナ触媒担持ハニカム（実
施例Ｃ～実施例Ｈ）を作製した。
　ベーマイトを１３０．４１ｇ、硝酸銀を０．１５７ｇにし、銀担持率０．１重量％の銀
アルミナ触媒担持ハニカム、0.1Ａｇ／Ａｌ2０3（べーマイト）を得る（実施例Ｃ）。
　ベーマイトを１２９．８９ｇ、硝酸銀を０．７８ｇにし、銀担持率０．５重量％の銀ア
ルミナ触媒担持ハニカム、0.5Ａｇ／Ａｌ2０3（べーマイト）を得る（実施例Ｄ）。
　ベーマイトを１２９．２４ｇ、硝酸銀を１．５７ｇにし、銀担持率１重量％の銀アルミ
ナ触媒担持ハニカム、1Ａｇ／Ａｌ2０3（べーマイト）を得る（実施例Ｅ）。
　ベーマイトを１２７．９３ｇ、硝酸銀を３．１４ｇにし、銀担持率２重量％の銀アルミ
ナ触媒担持ハニカム、2Ａｇ／Ａｌ2０3（べーマイト）を得る（実施例Ｆ）。
　ベーマイトを１２２．７２ｇ、硝酸銀を９．４２ｇにし、銀担持率６重量％の銀アルミ
ナ触媒担持ハニカム、6Ａｇ／Ａｌ2０3（べーマイト）を得る（実施例Ｇ）。
　ベーマイトを１１７．４９ｇ、硝酸銀を１５．７ｇにし、銀担持率１０重量％の銀アル
ミナ触媒担持ハニカム、10Ａｇ／Ａｌ2０3（べーマイト）を得る（実施例Ｈ）。
【００５３】
　＜浄化手段を構成する浄化触媒の調製方法＞
　次に浄化手段１７を構成する触媒の調製方法の実施例を示す（実施例Ｉ）。
ａ）酸化セリウム３８．８ｇ、セリウムとプラセオジムとランタンの複合酸化物３８．８
ｇ、アルミナ１９．４ｇ、ジニトロジアンミンＰｔ溶液（Ｐｔ：５ｗｔ％）５８．２ｇに
イオン交換水を加え、ロータリーエバポレーターにて余分な水分を取り除き、乾燥炉にて
２００℃で２時間、マッフル炉にて４５０℃で２時間焼成し粉末を得る。
ｂ）上記粉末５０ｇにイオン交換水を加えスラリーＡを得る。
ｃ）このスラリーＡに、φ２５．４ｍｍ×Ｌ６０ｍｍ（３０ｃｃ）、４００セル／ｉｎｃ
ｈ２，仕切壁厚３．５ｍｉｌのコージエライト製ハニカム支持棒を浸漬する。次に、この
ハニカム支持棒をスラリーから取り出してエア噴射により過剰付着分を除去し、２００℃
で２時間加熱する。
　そしてこのようにスラリーＡに浸漬して加熱する操作を、所定量（１５０ｇ）がハニカ
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ム支持棒に担持されるまで繰り返し、最後にマッフル炉で５００℃で２時間焼成して浄化
触媒Ｃ’を得る。
ｄ）Ｆｅ、Ｃｅイオン交換βゼオライト４１ｇ、アルミナバインダー２６．７ｇ（Ａ１2

０3濃度２０％）、イオン交換水を加え、スラリーＢを得る。
ｅ）このスラリーＢに浄化触媒Ｃ’を浸漬し、取り出してエア噴射により過剰付着分を除
去し、２００℃で２時間加熱する。
　そしてこのようにスラリーＢに浸漬して加熱する操作を、所定量（１５０ｇ）が浄化触
媒Ｃ’に担持されるまで繰り返し、最後にマッフル炉で５００℃で２時間焼成して浄化触
媒Ｃを得る。図５に実施例Ｉに係る浄化手段を構成する触媒組成を示す。
【００５４】
　次に浄化手段１７を構成する触媒の調製方法の他の実施例を示す（実施例Ｊ）。
ａ）アルミナ粉末４５ｇ、アルミナバインダー（日産化学工業株式会社製）２５ｇ（Ａｌ

２０３濃度２０％）、イオン交換水１５０ｇ、をポリエチレン製容器（２５０ｍｌ）に入
れ湿式粉砕を１４時間行いスラリーを得る。
　このスラリーにφ２５．４ｍｍ×Ｌ６０ｍｍ（３０ｃｃ）、４００セル／ｉｎｃｈ２、
３．５ｍｉｌのコージエライト製ハニカム支持体を浸漬する。次に、そのハニカム支持体
をスラリーから取り出しエア噴射により過剰付着分を除去し、２００℃で２時間加熱する
。そしてこのようにスラリーに浸漬して加熱する操作を、所定量がハニカム支持体に担持
されるまで繰り返し、最後にマッフル炉で５００℃で２時間焼成し、２００ｇ／Ｌのアル
ミナをコーティングした。
【００５５】
ｂ）続いて硝酸セリウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、チタニアゾルをセリウム：ナ
トリウム：カリウム：チタン＝６：３：３：４となる様混合してイオン交換水を加えスラ
リーを得る。
　このスラリーにａ）で調製したハニカム支持体を浸漬し、取り出してエア噴射により過
剰付着分を除去し、２００℃で２時間加熱する。このようにスラリーに浸漬して加熱する
操作を、所定量がアルミナ担持ハニカムに担持されるまで繰り返し、最後にマッフル炉で
６００℃で１時間焼成し、８０ｇ／Ｌをコーティングした。
【００５６】
ｃ）続いてジニトロジアミン白金硝酸溶液と硝酸ロジウム溶液とを白金：ロジウム＝１９
：１になるように混合しさらにイオン交換水を加えて混合溶液を得る。この混合溶液にｂ
）で調製したハニカム支持体を浸漬し、取り出してエア噴射により過刺分を除去し、２０
０℃、で２時間加熱する。このようにスラリーに浸漬して加熱する操作を、所定量がハニ
カム支持体に担持されるまで繰り返し、最後にマッフル炉で４５０℃１時間焼成し、１２
ｇ／Ｌをコーティングした。
【００５７】
ｄ）最後に硝酸マグネシウムにイオン交換水を加えたスラリーを得る。このスラリーにｃ
）で調製したハニカム支持体を浸漬し、取り出してエア噴射により過剰付着分を除去し、
２００℃で２時間加熱する。このようにスラリーに浸漬して加熱する操作を、所定量がハ
ニカム支持体に担持されるまで繰り返し、マッフル炉で４５０℃で１時間焼成し８ｇ／Ｌ
をコーティングした。
【００５８】
　その結果、ウオッシュコート量は３００ｇ／Ｌ、2.7Ｍｇ-(3.8Ｐｔ・0.2Ｒｈ)-(10Ｃｅ
・5Ｎａ・5Ｋ・6.7Ｔｉ)/Ａｌ２Ｏ３の触媒担持ハニカム得た。ここで元素記号前の数値
はハニカム見掛け容積１Ｌあたりに担持した表示金属成分の重量（ｇ）である。表示順序
は担持順序を示しており、Ａ１２０３に近く表記される成分から順番に積層され、（）で
括られている成分は共通の層に担持されている。
【００５９】
＜改質ガスの性能評価試験＞
　改質手段１８の性能評価を図３に示す性能評価装置を用いて行った（反応式（１）～（
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３）参照）。
　前記した実施例Ａで作製した触媒担持ハニカム（改質手段１８）を性能評価装置に充填
し、加熱器４１によって３５０℃まで加熱した後にガス流量調節器４２にて下記条件とな
るよう空気、窒素、水蒸気を調整し導入する。そして温度が安定してから、下記条件のよ
うに流量が調節された軽油を導入する。その後、触媒担持ハニカム（改質手段１８）の上
端の温度が９００－１０００℃になる様、加熱器４１を調節し、温度が安定したところで
ガスクロマトグラフ４３によって水素と一酸化炭素の濃度を測定する。
　なお、ガスクロマトグラフ４３はジーエルサイエンス社製のＧＣ３９０Ｂを用い、カラ
ムには、ＴＣＤにmolecular Sieve　5A、ＦＩＤにPorapak Q　を用いた。
　軽油にはＵＳ認定軽油（Chevron　Phmips製、Ｃ／Ｈ＝１．８１）を用い実施例、比較
例共に同量（４．２５ｇ／ｍｉｎ）を導入する。酸化剤の導入条件は以下の通りである。
【００６０】
　次のような条件で実施した性能評価試験の結果を図６に示す。
　部分酸化反応（反応式（１）参照）については、モデルガスの組成を「空気：１８．７
Ｌ／ｍｉｎ，Ｏ／Ｃ：１．０５」とした。
　自己熱改質反応（反応式（２）参照）について、比較例として、モデルガスの組成を「
空気：１６．０Ｌ／ｍｉｎ，水蒸気：４０．２ｇ／ｍｉｎ，Ｏ／Ｃ：０．９，Ｓ／Ｃ：０
．９５」とした。
　水蒸気改質反応（反応式（３）参照）について、比較例として、モデルガスの組成を「
水蒸気：１２６．８ｇ／ｍｉｎ，Ｓ／Ｃ：３．０，窒素：１０Ｌ／ｍｉｎ」とした。
【００６１】
＜排気ガスの浄化性能評価試験＞
　排気浄化装置９によって窒素酸化物が除去された排気ガスの浄化性能評価を図４に示す
性能評価装置を用いて実施した。
　ガス流量調節器４４にて下記ガス条件を満たす様に混合させたモデルガスをフローする
。このモデルガスは、加熱器４１によって所定の温度に加熱される。温度は５０℃より２
０℃／分にて４５０℃まで測定した。測定ガスは前記した触媒担持ハニカム（吸着手段３
０及び浄化手段１７）を通ってガス分析計４５に入り、各成分の濃度が測定される。ガス
分析計４５にて測定された窒素酸化物の濃度は以下の式にて各温度における吸着率として
計算される。なお、窒素酸化物の濃度測定はケミカル・ルミネッセンス法にて求めた。
【００６２】
　窒素酸化物浄化率：Ａnox(%)＝（Ｃnox　in　－Ｃnox　out）／Ｃnox　in×１００
　Ｃnox　in　：入力した窒素酸化物濃度
　Ｃnox　out　：出力された窒素酸化物濃度
【００６３】
＜実施例１＞
　図４に示す性能評価装置を用いてモデルガスを図７（ａ）に示される組成で混合し、図
７（ｂ）に示されるように構成した吸着手段３０（実施例Ｂ）及び浄化手段１７（実施例
Ｉ）にＳＶ＝５００００ｈ－１の条件で流通し、設定温度を変化させて実施した評価試験
の結果を図８（ａ）に示す。
【００６４】
＜実施例２＞
　同じ組成のモデルガスを（図７（ａ）参照）、図７（ｂ）に示されるように構成した吸
着手段３０（実施例Ｂ）及び浄化手段１７（実施例Ｊ）に同じ条件で流通し、設定温度を
変化させて実施した評価試験の結果を図８（ｂ）に示す。
【００６５】
＜実施例３＞
　同じ組成のモデルガスを（図７（ａ）参照）、図７（ｂ）の構成のうち吸着手段３０を
実施例Ｃ～実施例Ｈに変更して（浄化手段１７は実施例Ｉで固定）、１５０℃における窒
素酸化物吸着率値をプロットした結果を図８（ｃ）に示す。
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【００６６】
＜実施例４＞
　図９（ａ）に示すように、図７（ａ）の場合と対比してモデルガスの組成におけるＨ２

濃度のみを１００ｐｐｍ～２００００ｐｐｍの範囲で変化させる。図７（ｂ）に示される
ように吸着手段３０（実施例Ｂ）及び浄化手段１７（実施例Ｉ）を構成し、流通したモデ
ルガスの１５０℃における窒素酸化物の吸着率を測定した結果を図９（ｂ）に示す。
【００６７】
＜実施例５＞
　図１０（ａ）に示すように、図７（ａ）の場合と対比してモデルガスの組成におけるＯ

２濃度のみを０．３％～１５％の範囲で変化させる。図７（ｂ）に示されるように吸着手
段３０（実施例Ｂ）及び浄化手段１７（実施例Ｉ）を構成し、流通したモデルガスの１５
０℃における窒素酸化物の吸着率を測定した結果を図１０（ｂ）に示す。
【００６８】
＜実施例６＞
　図１１（ａ）に示すように、図７（ａ）の場合と対比してモデルガスの組成におけるＣ
Ｏ濃度のみを１０００ｐｐｍ～１００００ｐｐｍの範囲で変化させる。図７（ｂ）に示さ
れるように吸着手段３０（実施例Ｂ）及び浄化手段１７（実施例Ｉ）を構成し、流通した
モデルガスの１５０℃における窒素酸化物の吸着率を測定した結果を図１１（ｂ）に示す
。
【００６９】
＜比較例１＞
　図１２は、改質手段１８を具備しない排気浄化装置９を想定し、図７（ａ）の場合と対
比してモデルガスの組成におけるＣＯ濃度を１０００ｐｐｍに減少させＨ２濃度を０ｐｐ
ｍにする（図１２（ａ）参照）。図７（ｂ）に示されるように吸着手段３０（実施例Ｂ）
及び浄化手段１７（実施例Ｉ）を構成し、設定温度を変化させて実施した評価試験の結果
を図１２（ｂ）に示す。
【００７０】
＜比較例２＞
　図１３は、吸着手段３０を具備しない排気浄化装置９を想定し、図７（ａ）の組成のモ
デルガスを図１３（ａ）に示されるように構成した浄化手段１７（実施例Ｉ）に流通し、
設定温度を変化させて実施した評価試験の結果を図１３（ｂ）に示す。
【００７１】
＜比較例３＞
　図１４は、改質手段１８と浄化手段１７を具備しない排気浄化装置９を想定し、図７（
ａ）の場合と対比してモデルガスの組成におけるＣＯ濃度を１０００ｐｐｍに減少させＨ

２濃度を０ｐｐｍにする（図１２（ａ）参照）。この組成のモデルガスを図１４（ａ）に
示されるように構成した吸着手段３０（実施例Ｂ）に流通し、設定温度を変化させて実施
した評価試験の結果を図１４（ｂ）に示す。
【００７２】
　以上示した、評価試験結果の中から、特に実施例１と比較例１（比較例２）とを対比し
て明らかなように、本発明に係る内燃機関の排気浄化装置及び浄化方法により、低温から
広い温度範囲にわたって窒素酸化物を除去して排気ガスを高効率で浄化する顕著な効果が
認められる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の実施形態に係る排気浄化装置を備えるディーゼルエンジン（内燃機関）
の概念図である。
【図２】（ａ）～（ｄ）は、排気浄化装置の構成要素である改質手段、吸着手段、浄化手
段、それぞれの配置の変形例を示している。
【図３】改質手段の性能評価装置の概略図である。
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【図４】排気浄化装置によって窒素酸化物が除去された排気ガスの浄化性能評価を行う装
置の概略図である。
【図５】本発明に適用される浄化手段の触媒組成の実施例を示す概念図である。
【図６】本発明に適用される改質手段の改質性能評価結果である。
【図７】（ａ）は実施例１における排気ガスのモデルガスの組成を示す図で、（ｂ）は浄
化性能評価を行う装置の構成要素の配置を簡略化して示す図である。
【図８】（ａ）は評価試験を設定温度を変化させて実施した実施例１の結果であり、（ｂ
）は評価試験を設定温度を変化させて実施した実施例２の結果であり、（ｃ）は評価試験
を吸着手段の銀担持率を変化させて実施した実施例３の結果である。
【図９】（ａ）は実施例４における排気ガスのモデルガスの組成を示す図で、（ｂ）は評
価試験をモデルガスの水素添加量を変化させて実施した結果である。
【図１０】（ａ）は実施例５における排気ガスのモデルガスの組成を示す図で、（ｂ）は
評価試験をモデルガスの酸素濃度を変化させて実施した結果である。
【図１１】（ａ）は実施例６における排気ガスのモデルガスの組成を示す図で、（ｂ）は
評価試験をモデルガスの一酸化炭素濃度を変化させて実施した結果である。
【図１２】（ａ）は比較例１における排気ガスのモデルガスの組成を示す図で、（ｂ）は
評価試験を設定温度を変化させて実施した結果である。
【図１３】（ａ）は比較例２の浄化性能評価を行う装置の構成要素の配置を簡略化して示
す図であり、（ｂ）は評価試験を設定温度を変化させて実施した結果である。
【図１４】（ａ）は比較例３の浄化性能評価を行う装置の構成要素の配置を簡略化して示
す図であり、（ｂ）は評価試験を設定温度を変化させて実施した結果である。
【符号の説明】
【００７４】
　１　　　内燃機関
　２　　　シリンダヘッド
　９　　　排気浄化装置
　１１　　排気流路
　１７　　第４排気コンバータ（浄化手段）
　１８　　燃料改質器（改質手段）
　３０　　第３排気コンバータ（吸着手段）
　３１，３２　共通のコンバータ
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