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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入口端、出口端、入口端と出口端との間に延在する基板軸方向長さを含むウォールフロ
ー基板、及びウォールフロー基板の内壁により画定される複数の通路を有する触媒スート
フィルタであって、
　複数の通路は、開放入口端と閉鎖出口端を有する入口通路、閉鎖入口端と開放出口端を
有する出口通路を含み；
　入口通路の内壁は、最初の入口被膜を有し、該入口被膜が入口端から最初の入口被膜端
まで延びることにより最初の入口被膜長が画定され、該最初の入口被膜長は、基板の軸方
向の長さのｘ％、０＜ｘ＜１００であり；
　出口通路の内壁は、最初の出口被膜を有し、該出口被膜が出口端から最初の出口被膜端
まで延びることにより最初の出口被膜長が画定され、該最初の出口被膜長は、基板の軸方
向の長さの１００－ｘ％であり；
　最初の入口被膜長は上流帯を画定し、最初の出口被膜長は下流帯を画定し；
　最初の入口被膜と最初の出口被膜は、最初の入口被膜のローディング（ｇ／インチ３（
ｇ／（２．５４ｃｍ）３））：最初の出口被膜のローディング（ｇ／インチ３（ｇ／（２
．５４ｃｍ）３））の比として計算される被膜ローディング比が０．５未満であり；
　最初の入口被膜は、少なくとも一種の白金族金属（ＰＧＭ）を含む酸化触媒を含み、
　最初の出口被膜は、少なくとも一種の白金族金属（ＰＧＭ）を含む酸化触媒を含み、
　ＰＧＭ比は、最初の入口被膜に含まれているＰＧＭの総量（ｇ／ｆｔ３（ｇ／（３０．
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４８ｃｍ）３））を、最初の出口被膜に含まれているＰＧＭの総量（ｇ／ｆｔ３（ｇ／（
３０．４８ｃｍ）３））で除したものと画定され、２から１０であることを特徴とする触
媒スートフィルタ。
【請求項２】
　被膜ローディング比は、０．１０から０．４５の範囲にあることを特徴とする請求項１
に記載の触媒スートフィルタ。
【請求項３】
　ｘは２５から７５の範囲にあることを特徴とする請求項１又は２の何れか１項に記載の
触媒スートフィルタ。
【請求項４】
　最初の入口被膜に含まれる酸化触媒は、プラチナ、パラジウム、ロジウム、イリジウム
、及びこれらの２つ以上の混合物から成る群から選ばれる少なくとも一種の白金族金属（
ＰＧＭ）を含むことを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の触媒スートフィル
タ。
【請求項５】
　最初の入口被膜は、５から１００ｇ／ｆｔ３（ｇ／（３０．４８ｃｍ）３）の量の酸化
触媒を含むことを特徴とする請求項１から４の何れか１項に記載の触媒スートフィルタ。
【請求項６】
　最初の出口被膜に含まれる酸化触媒は、プラチナ、パラジウム、ロジウム、イリジウム
、及びこれらの２つ以上の混合物から成る群から選ばれる少なくとも一種の白金族金属（
ＰＧＭ）を含むことを特徴とする請求項１から５の何れか１項に記載の触媒スートフィル
タ。
【請求項７】
　最初の出口被膜は、５から１００ｇ／ｆｔ３（ｇ／（３０．４８ｃｍ）３）の量の酸化
触媒を含むことを特徴とする請求項１から６の何れか１項に記載の触媒スートフィルタ。
【請求項８】
　ＰＧＭ比は、最初の入口被膜に含まれているＰＧＭの総量（ｇ／ｆｔ３（ｇ／（３０．
４８ｃｍ）３））を、最初の出口被膜に含まれているＰＧＭの総量（ｇ／ｆｔ３（ｇ／（
３０．４８ｃｍ）３））で除したものと画定され、３から７の範囲にあることを特徴とす
る請求項１から７の何れか１項に記載の触媒スートフィルタ。
【請求項９】
　最初の入口被膜及び最初の出口被膜にそれぞれ含まれる酸化触媒は、プラチナとパラジ
ウムから成り、最初の入口被膜におけるプラチナ：パラジウムの質量比は、１０：１から
１:１０の範囲にあり、及び最初の出口被膜におけるプラチナとパラジウムの質量比は、
１０：１から１：１０の範囲にあることを特徴とする請求項１から８の何れか１項に記載
の触媒スートフィルタ。
【請求項１０】
　最初の入口被膜及び最初の出口被膜は、少なくとも一種の多孔質支持材料を含むことを
特徴とする請求項１から９の何れか１項に記載の触媒スートフィルタ。
【請求項１１】
付加的にｋ個の更なる出口被膜を有し、
　（Ｊ＋１）番目の出口被膜はJ番目の出口被膜の上に位置し、前記（Ｊ＋１）番目の出
口被膜は出口端から（Ｊ＋１）番目の出口被膜端まで延在し、これにより（Ｊ＋１）番目
の出口被膜の長さが画定され、
　（Ｊ＋１）番目の出口被膜の長さはJ番目の出口被膜の長さのｙｊ+１％であって、０＜
ｙｊ+１≦１００であり；ｋは整数であってｋ≧１であり；及び、ｊは整数であって１≦
ｊ≦ｋであることを特徴とする請求項１から１０の何れか１項に記載の触媒スートフィル
タ。
【請求項１２】
　ｘは１００/（ｋ+２）であることを特徴とする請求項１１に記載の触媒スートフィルタ
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。
【請求項１３】
　更なるｋ個の出口被膜の少なくとも一つは、少なくとも一種の白金族金属（ＰＧＭ）を
含む酸化触媒を含むことを特徴とする請求項１１又は１２の何れかに記載の触媒スートフ
ィルタ。
【請求項１４】
　ｋ＋１の出口被膜は合計で、５から１００ｇ／ｆｔ３（ｇ／（３０．４８ｃｍ）３）の
量の酸化触媒を含むことを特徴とする請求項１１から１３の何れか１項に記載の触媒スー
トフィルタ。
【請求項１５】
　ＰＧＭ比は、最初の入口被膜に含まれているＰＧＭの総量（ｇ／ｆｔ３（ｇ／（３０．
４８ｃｍ）３））を、ｋ+１の出口被膜に含まれているＰＧＭの総量（ｇ／ｆｔ３（ｇ／
（３０．４８ｃｍ）３））で除したものと画定され、２から１０の範囲にあることを特徴
とする請求項１１から１４の何れか１項に記載の触媒スートフィルタ。
【請求項１６】
　最初の入口被膜及びｋ＋１の出口被膜にそれぞれ含まれる酸化触媒は、プラチナとパラ
ジウムから成り、最初の入口被膜におけるプラチナ：パラジウムの質量比は、１０：１か
ら１:１０の範囲にあり、及びｋ＋１の出口被膜におけるプラチナとパラジウムの質量比
は、１０：１から１：１０の範囲にあることを特徴とする請求項１１から１５の何れか１
項に記載の触媒スートフィルタ。
【請求項１７】
　更なるｋ個の出口被膜の少なくとも一つは、少なくとも一種の多孔質支持材料を含むこ
とを特徴とする請求項１１から１６の何れか１項に記載の触媒スートフィルタ。
【請求項１８】
　ウォールフロー基板は、ＤＩＮ　６６１３３に従う水銀気孔率測定法により測定される
３８から７５％の範囲の気孔率を有することを特徴とする請求項１から１７の何れか１項
に記載の触媒スートフィルタ。
【請求項１９】
　最初の入口被膜のローディングは、０．１から１ｇ／インチ３（ｇ／（２．５４ｃｍ）
３）であることを特徴とする請求項１から１８の何れか１項に記載の触媒スートフィルタ
。
【請求項２０】
　請求項１から１９の何れか１項に記載の触媒スートフィルタの製造方法であって、
　（ｉ）ウォールフロー基板を準備する工程であって、前記ウォールフロー基板は、入口
端、出口端、入口端と出口端の間に延在する基板軸方向長さ、及びウォールフロー基板の
内壁で画定される複数の通路を有し；
　前記複数の通路は、開放入口端と閉鎖出口端を有する入口通路と、閉鎖入口端と開放出
口端を有する出口通路を有し；
　（ｉｉ）入口通路の内壁に、最初の入口被膜を入口端から最初の入口被膜端まで延在す
るように塗布する工程であって、最初の入口被膜長は、基板の軸方向長さのｘ％で画定さ
れ、０＜ｘ＜１００であり、最初の入口被膜のローディングは予め決められた値に調整さ
れ；
　（ｉｉｉ）（ｉｉ）の工程前、又は後に、最初の出口被膜を出口端から最初の出口被膜
端まで延在するように塗布する工程であって、最初の出口被膜長は、基板の軸方向長さの
１００－ｘ％で画定され、最初の出口被膜のローディングは、最初の入口被膜のローディ
ング（ｇ／ｉｎｃｈ３（ｇ／（２．５４ｃｍ）３））：最初の出口被膜のローディング（
ｇ／ｉｎｃｈ３（ｇ／（２．５４ｃｍ）３））の比として計算される被膜ローディング比
が０．５より小さくなるように調整され；
　最初の入口被膜は、少なくとも一種の白金族金属（ＰＧＭ）を含む酸化触媒を含み、
　最初の出口被膜は、少なくとも一種の白金族金属（ＰＧＭ）を含む酸化触媒を含み、
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　ＰＧＭ比は、最初の入口被膜に含まれているＰＧＭの総量（ｇ／ｆｔ３（ｇ／（３０．
４８ｃｍ）３））を、最初の出口被膜に含まれているＰＧＭの総量（ｇ／ｆｔ３（ｇ／（
３０．４８ｃｍ）３））で除したものと画定され、２から１０であることを特徴とする製
造方法。
【請求項２１】
　（ｉｖ）工程（ｉｉｉ）の後に、ｋ個の更なる出口被膜を塗布する工程であって、（Ｊ
＋１）番目の出口被膜はJ番目の出口被膜の上に、前記（Ｊ＋１）番目の出口被膜が出口
端から（Ｊ＋１）番目の出口被膜端まで延在するように塗布され、これにより（Ｊ＋１）
番目の出口被膜の長さが画定され、（Ｊ＋１）番目の出口被膜の長さはJ番目の出口被膜
の長さのｙｊ+１％であって、０＜ｙｊ+１≦１００であり；ここで、ｋは整数であって、
ｋ≧１であり；ｊは整数であって１≦ｊ≦ｋである、を更に含むことを特徴とする請求項
２０に記載の製造方法。
【請求項２２】
　（ｉｉ）において、ｘが１００／（ｋ+２）となるように最初の入口被膜が塗布される
ことを特徴とする請求項２０又は２１の何れかに記載の製造方法。
【請求項２３】
　ディーゼルエンジン排気流の処理システムであって、システムは、排気マニホールドを
介してディーゼルエンジンと流体連通している排気導管；
　請求項１から１９の何れか１項の記載の触媒スートフィルタ；及び、
　触媒スートフィルタと流体連通した：ディ－ゼル酸化触媒（ＤＯＣ）；選択接触還元（
ＳＣＲ）触媒；ＮＯｘ吸蔵及び還元（ＮＳＲ）触媒の内の一種を含むことを特徴とするシ
ステム。
【請求項２４】
　前記触媒スートフィルタは、ＤＯＣの下流に及びＳＣＲの上流又は下流に配置されるこ
とを特徴とする請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　ディーゼルエンジン排気流の処理の方法であって、排気流はスート粒子を含み、前記方
法は、排気流を請求項１から１９の何れか１項に記載の触媒スートフィルタに接触させる
工程を含むことを特徴とする方法。
【請求項２６】
　ＤＯＣ又は触媒スートフィルタからの排気流を、更に選択接触還元（ＳＣＲ）触媒を通
すことを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、帯状触媒スートフィルタに関する。このスートフィルタは、ウォールフロー
基板を有する。このウォールフロー基板は、入口端と出口端を有し、入口端と出口端との
間の軸方向の長さを有し、及びウォールフロー基板の内壁により画定される複数の通路を
有する。複数の前記通路は、開放入口端と閉鎖出口端を持つ入口通路と、閉鎖入口端と開
放出口端を持つ出口通路とを有する。入口通路の内壁は、入口端から最初の入口被膜端ま
で延びる最初の入口被膜を有する。これにより、最初の入口被膜長が画定される。ここで
、最初の入口被膜長は、基板の軸方向の長さのｘ％であり、ｘは、０＜ｘ＜１００である
。出口通路の内壁は、出口端から最初の出口被膜端まで延びる最初の出口被膜を有する。
これにより、最初の出口被膜長が画定される。ここで、最初の出口被膜長は、基板の軸方
向の長さの１００－ｘ％である。最初の入口被膜長は上流帯を画定し、最初の出口被膜長
は下流帯を画定する。好ましい実施の形態では、最初の入口被膜及び最初の出口被膜は、
共に酸化触媒を有している。本発明によれば、最初の入口被膜及び最初の出口被膜は、ウ
ォールフロー基板上に特定の被膜装着率で存在する。ここで、被膜装着率は、出口被膜装
着に対する入口被膜装着の比で画定される。特別には、前記被膜装着率は、０．５未満で
ある。
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【背景技術】
【０００２】
　ディーゼルエンジン等のようなリーンバーンエンジンの操作は、ユーザに優れた燃費を
提供する。そして、燃料のリーン条件下で高い空気／燃料比での操作により気相の炭化水
素及び一酸化炭素の放出は非常に低い。ディーゼルエンジンは、燃費、耐久性、及び低い
速度での高いトルクを発生する能力において、ガソリンエンジンよりも優れた利点を提供
する。しかしながら、ディーゼルエンジンの排気ガスには、汚染の原因となり、環境に重
大な影響を及ぼすことが周知のある種の物質が存在する。一酸化炭素（“ＣＯ”）、未燃
焼炭化水素（“ＨＣ”）及び窒素酸化物（“ＮＯｘ”）のような気体放出は別として、デ
ィーゼルエンジンの排気には、凝縮された相材料、すなわち液体及び固体が含まれる。こ
れらは所謂粒子状物質（“ＰＭ”）を構成する。ディーゼル排気に含まれる総合の粒子状
物質は、可溶性有機成分（“ＳＯＦ”）及び所謂硫酸塩成分は別として、固体の乾燥した
炭素質成分、所謂“スート”成分が含まれる。このスートは、通常ディーゼル排気と関連
付けられる目に見えるスート放出に貢献する。可溶性有機成分は、ディーゼル排気に気体
又はエアロゾル、すなわちディーゼル排気の温度に依存する液体凝縮の微細な液滴として
存在することが可能である。一般に、それはU.S. Heavy Duty Transient Federal Test P
rocedure のような標準測定法により規定されているように希釈排気中に５２℃の標準の
微粒子コレクション温度で凝縮された液体として存在する。これらの液体は、２つの源か
ら発生すると信じられている。一つは、ピストンが上下するたびにエンジンのシリンダー
壁部から掃かれた潤滑油であり、他方は未燃焼又は部分的に燃焼されたディーゼル燃料で
ある。硫酸塩成分は、ディーゼル燃料に存在する僅かな量の硫黄成分から形成されると信
じられている。
【０００３】
　触媒フィルタは、一般にディーゼル排気システムで提供され、高い粒子状物質の削減、
特にスートの削減を達成する。そして、排気成分の或る程度又は全部を無害の成分に変換
する。ディーゼル排気から粒子状物質を取り除く周知のフィルタ構造は、ハニカムウォー
ルフローフィルタ、巻かれた又はパックされた繊維フィルタ、連続気泡発泡体、焼成金属
フィルタ等である。しかしながら、以下に述べるように、セラミックウォールフローフィ
ルタが最も注目を受けている。一般に、セラミックウォールフローの基板は、菫青石又は
炭化ケイ素等の高融点金属]材料から構成される。ウォールフロー基板は、ディーゼルエ
ンジン排気ガスから粒子状物質をフィルタするのに特別に有用である。通常の構成は、マ
ルチ通路ハニカム構造体であり、ハニカム構造体の入口側及び出口側通路に別の通路の両
端が接続される。この構成により、結果としてどちらかの端部でチェッカーボード型のパ
ターンを生じることとなる。入口側軸方向端部に接続された通路は、出口側軸方向端部で
開放している。これにより、粒子状物質を含む排気ガスが開放入口側通路に入り、多孔質
の内部へ基部を通過し、そして開放出口側軸方向端部を有するチャネルを通って出ること
が可能となる。粒子状物質は、それによって基板の内壁でフィルタされることとなる。ガ
ス圧は、排気ガスを上流の軸方向端部では閉鎖しており下流の軸方向端部では開放してい
るチャネルへ多孔質構造壁部を介して押し入れる。粒子を蓄積すると、エンジンにフィル
タからの背圧を増加させることとなる。このように、蓄積される粒子は、許容の背圧を維
持するために連続的に又は定期的にフィルタから燃焼して燃やさなければない。ウォール
フロー基板の内壁に沿って堆積される触媒成分は、蓄積された粒子状物質を燃焼させるこ
とによりフィルタ基板の再生を支援する。蓄積された粒子状物質の燃焼は、排気システム
内で許容できる背圧を回復させる。これらの工程は、パッシブ又はアクティブ再生工程で
ある。両方の工程とも粒子状物質を燃焼させるためＯ2又はＮＯ2等のオキシダントを活用
する。パッシブ再生工程は、粒子状物質をディーゼル排気システムの通常の操作範囲内の
温度で燃焼させる。好ましくは、再生工程で使用するオキシダントは、ＮＯ2である。何
故なら、スート成分は、Ｏ2がオキシダントとして作用する場合のそれらが必要とする温
度よりもかなり低い温度で燃焼するからである。Ｏ2は大気から入手可能である一方、Ｎ
Ｏ2は排気流でＮＯを酸化する上流酸化触媒の使用を通じて積極的に生成され得る。
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【０００４】
　触媒成分の存在及びオキシダントとしてＮＯ2を使用するための規定にも拘らず、アク
ティブ再生工程は、一般に蓄積された粒子状物質が取り除かれ、フィルタ内の許容背圧を
回復される必要がある。粒子状物質のスート成分は、一般に酸素が豊富にある条件下で燃
焼するために５００℃を超す温度が要求される。すなわち乏しい条件であり、それはディ
ーゼル排気で一般に存在する温度よりも高温である。アクティブ再生工程は、一般にフィ
ルタ前面の温度を５７０－６３０℃まで上げるためにエンジンマネジメントを変更するこ
とにより開始される。走行モードに依存して、低速／低負荷時又はアイドル運転モード等
で再生中に冷却が不十分であるとき、高い発熱がフィルタ内部で起こり得る。そのような
発熱は、フィルタ内部で８００℃を越える。塗布されたウォールフローフィルタで、再生
中にそのような高温に晒されると、基板の長手方向に沿って塗布された触媒成分の有用な
ライフタイムが縮められることになる。更に、基板の軸方向長さに沿った異なるセグメン
トは、再生工程によって偏った影響を受ける。粒子状物質の堆積は、ウォールフローフィ
ルタの長さに沿って均一ではなく、フィルタの下流のセグメント内で粒子状物質の高い蓄
積が起こる。その結果として、基板の長さに亘って温度は不均一に分布し、アクティブ再
生工程中に、下流のセグメントで最高温度を示す。このように、下流のセグメントに沿っ
た触媒成分の耐久性が、全触媒塗布ウォールフロー基板の有用な寿命を制限する。
【０００５】
　例えば、白金族の金属含有成分等のある種の酸化触媒の高い材料費は、アクティブ再生
工程による触媒被膜の劣化を遅め又は阻止する必要を増大させている。ウォールフローフ
ィルタに堆積される触媒被膜は、ディーゼル排気のＨＣ及び／又はＣＯの気体放出を無害
の成分（例えば、ＣＯ2，Ｈ2Ｏ）に許容可能な変換を確保するため、しばしば白金族成分
を活性触媒成分として含んでいる。そのような成分の装着は、一般に触媒基板が触媒のエ
ージング後も排ガス規制に適合するように調整されている。
【０００６】
　ある種の通常のウォールフロー基板用に設計された被膜は、内壁の軸方向の全長に沿っ
て均一な被膜分布を有している。そのような設計では、酸化触媒は、もっとも厳しい条件
下で排ガス規制に適合するように調整されている。最も頻繁にそのような条件は、触媒が
エージングした後で触媒の性能として参照される。要求する白金族金属濃度に関連する費
用は、しばしば所望するよりも高いことがある。
【０００７】
　ウォールフロー基板用に設計される他の通常の被膜は、基板の軸方向長さに沿って白金
族成分の濃度勾配を採用している。これらの設計では、或る触媒ゾーン、例えば上流ゾー
ンは隣接する軸方向ゾーン、例えば下流ゾーンの有する白金族金属の濃度よりも高い濃度
を有する。一般に、高い白金族金属成分が堆積された軸方向ゾーンの内壁は、低い白金族
金属濃度を有する隣接するゾーンより低い透過性を有する。高いウォッシュコートローデ
ィングのためである。入口通路の長さに沿って通過する排気流は、最も高い透過性を有す
るセグメントの内壁を通過する。このように、ガス流は、低い酸化触媒濃度を有する内壁
セグメントを通過する傾向にある。この相違のあるフローパターンは結果として不十分な
汚染物質変換となり得る。例えば、ある種の汚染物質、例えば未燃焼の炭化水素は、粒子
状物質が十分なレベルの燃焼を達成するのに要求するよりも、高い濃度の白金族金属成分
と接触することが必要である。この要求は、排気温度が低い、例えばスタートアップ時の
動作条件の間により激化する。
【０００８】
　特許文献１は、複数のセルから成るディーゼル粒子フィルタについて開示している。こ
のセルは、多孔質のセル壁により区切られており、フィルタの上流端及びその反対側の下
流端で栓より千鳥状に閉じられている。ここで、最初の酸化触媒被膜層は、フィルタの上
流端で開放しているセルのセル壁の全表面に形成されている。そして、２番目の酸化触媒
被膜層は、フィルタの下流部分においてフィルタの下流端で開放しているセルのセル壁の
表面に形成されている。このように、この特許文献１は、上流端で開放しているセルと、
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下流端で開放しているセルを分けるセル壁部の領域を有するフィルタについて開示してい
る。ここで、それぞれのセルの触媒被膜層はオーバラップしている。最初の酸化触媒被膜
層がそれぞれのセル壁の全表面に形成されている事実による。
【０００９】
　特許文献２は、フィルタがハニカム状に配置された多数のチャネルを有する、燃焼エン
ジンの排気システム用のウォールフローフィルタを開示している。ここで、チャネルの少
なくとも幾つかは上流端で塞がれており、上流端で塞がれていないチャネルの少なくとも
幾つかは下流端で塞がれている。また、ウォールフローフィルタは、下流端で塞がれてい
るチャネルの上流端に実質的にガスが不透過なゾーン上の酸化触媒と、スートを捉えるた
めの酸化触媒の下流でガスが透過するフィルタゾーンを有する。ここで、排気システムに
おいて、酸化触媒は、４００℃未満の温度で捉えたスートを連続的に燃焼し、ＮＯから十
分なＮＯ2を生成することができることを特徴としている。特許文献２によれば、所定の
セル壁部の反対側の被膜は、ガス透過ゾーンを許容するために、両側に被膜がないセル壁
部の領域があるように被膜されている。
【００１０】
　特許文献３は、統合された多機能触媒システムを開示している。このシステムは、フロ
ーを受け入れるための入口側と反対の出口側を持つディーゼル粒子フィルタ、内壁表面と
外部壁部表面を有するディーゼル粒子フィルタ内の基板、内壁表面と隣接する入口側に被
膜された最初のウォッシュコート層、外部壁部表面と隣接する出口側に被膜された２番目
のウォッシュコート層を有する。ここで、基板を通過するフロー分布は背圧を最少にする
ために分散されている。好ましい実施の形態によれば、最初のウォッシュコート層は、基
板の最初の長さを占有する。２番目のウォッシュコート層は、基板の２番目の長さを占有
する。ここで、最初の長さと２番目の長さの和は、基板の全長にほぼ等しい。更なる好ま
しい実施の形態で、特許文献３はディーゼル粒子フィルタを開示している。このフィルタ
は、フローを受け入れるための入口側と反対の出口側、ディーゼルフィルタ内に多数のハ
ニカムセルを有する。ここで、出口チャネルを変更することは入口側でブロックされ、入
口チャネルを変更することは反対の出口側でブロックされている。また、フィルタは、入
口チャネルの各々に基板を有し、各々の基板は内壁表面と外部壁部表面とを有する。また
、フィルタは、内壁表面と隣接する入口側に被膜された最初のウォッシュコート層と、外
部壁部表面と隣接する出口側に被膜された２番目のウォッシュコート層を有する。ここで
、基板を通過するフローの分布は、背圧を最少にするために分散されている。この２番目
のウォッシュコート層は、最初のウォッシュコート層よりも異なる機能を有している。
【００１１】
　特許文献４は、帯状触媒スートフィルタについて開示している。フィルタは、入口端、
出口端、軸方向長さが入口端と出口端に延在する基板、及びウォールフロー基板の内部基
部により画定される複数の通路を有する。複数の通路は、開放入口端と閉鎖出口端を有す
る入口通路と、閉鎖入口端と開放出口端を有する出口通路を有する。入口通路の内壁は、
入口端から最初の入口被膜端まで延在する最初の入口被膜を有する。これにより最初の入
口被膜長さが画定される。最初の入口被膜長さは、基板の軸方向長さより小さい。出口通
路の内壁は、出口端から出口被膜端まで延在する出口被膜を有する。これにより出口被膜
長さが画定される。最初の入口被膜長さと出口被膜長さの合計は、実質的に基板の軸方向
長さに等しい。最初の入口被膜長は上流ゾーンを画定し、出口被膜長は下流ゾーンを画定
する。最初の入口被膜は、少なくとも１つの最初の入口白金族金属成分を含んでいる。上
流ゾーンには、少なくとも５０％の白金族金属成分が存在している。この特許文献４の技
術によれば、出口被膜のウォッシュコートローディングに対する最初の入口ゾーンのウォ
ッシュコートローディングの比で画定されるウォッシュコートローディング比は、０．５
から１．５の範囲である。このように、この特許文献４では、ウォッシュコートローディ
ング比が１より大きい又は小さい実施の形態を区別していない。更に、ウォッシュコート
ローディング比の下限を画定している。すなわち、０．５の限界である。
【００１２】
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　一般に、ディーゼル排気システムで使用される触媒スートフィルタの活性再生が運転中
に停止すると、例えば、エンジンがアイドル運転になると、触媒スートフィルタの後方端
は未制御のスート燃焼により高温になる。フィルタの後方部分の温度の最大値は、フィル
タの後方部分にローディングされるスートにより減少すると信じられている。フィルタに
ローディングされる最大スート、頻繁にスートマスリミット（“ＳＭＬ”）として参照さ
れる、はこの最大温度により決定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】EP 1 870 573 A1
【特許文献２】WO 01/12320 A1
【特許文献３】EP 1 486 248 A1
【特許文献４】WO 2006/031600 A1
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、本発明の目的は、スートマスローディング（“ＳＭＬ”）を増加させ
最大温度を減少させることが可能な触媒スートフィルタを提供することにある。
【００１５】
　したがって、本発明は、ドロップツーアイドル再生中に低い最大温度と高いスートマス
リミットを可能とする被膜デザインを有する触媒スートフィルタに注意が向けられている
。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的は触媒スートフィルタにより達成される。このフィルタは、
　入口端、出口端、入口端と出口端とに延在する軸方向長さを有するウォールフロー基板
、及びウォールフロー基板の内壁により画定される複数の通路を有する；
　ここで、複数の通路は、開放入口端と閉鎖出口端を有する入口通路、閉鎖入口端と開放
出口端を有する出口通路を含む；
　ここで、入口通路の内壁は、入口端から最初の入口被膜端まで延びる最初の入口被膜を
有し、これにより、最初の入口被膜長が画定される。ここで、最初の入口被膜長は、基板
の軸方向の長さのｘ％であり、ｘは、０＜ｘ＜１００である；
　ここで、出口通路の内壁は、出口端から最初の出口被膜端まで延びる最初の出口被膜を
有し、これにより、最初の出口被膜長が画定される。ここで、最初の出口被膜長は、基板
の軸方向の長さの１００－ｘ％である；
　ここで、最初の入口被膜長は上流帯を画定し、最初の出口被膜長は下流帯を画定する；
　ここで、最初の入口被膜と最初の出口被膜は、０．５未満の被膜ローディング比でウォ
ールフロー基板に存在する。被膜ローディング比は、最初の入口被膜のローディング（ｇ
／インチ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））：２番目の入口被膜ローディング（ｇ／インチ3

（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の比として計算される。
【００１７】
　上記目的は、好ましくは触媒スートフィルタにより達成される。このフィルタは、
　入口端、出口端、入口端と出口端とに延在する軸方向長さを有するウォールフロー基板
、及びウォールフロー基板の内壁により画定される複数の通路を有する；
　ここで、複数の通路は、開放入口端と閉鎖出口端を有する入口通路、閉鎖入口端と開放
出口端を有する出口通路を含む；
　ここで、入口通路の内壁は、入口端から最初の入口被膜端まで延びる最初の入口被膜を
有し、これにより、最初の入口被膜長が画定される。ここで、最初の入口被膜長は、基板
の軸方向の長さのｘ％であり、ｘは、０＜ｘ＜１００である。前記最初の入口被膜は酸化
触媒を含む；
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　ここで、出口通路の内壁は、出口端から最初の出口被膜端まで延びる最初の出口被膜を
有し、これにより、最初の出口被膜長が画定される。ここで、最初の出口被膜長は、基板
の軸方向の長さの１００－ｘ％である。前記最初の出口被膜は酸化触媒を含む；
　ここで、最初の入口被膜長は上流帯を画定し、最初の出口被膜長は下流帯を画定する；
　ここで、最初の入口被膜と最初の出口被膜は、０．５未満の被膜ローディング比でウォ
ールフロー基板に存在する。被膜ローディング比は、最初の入口被膜のローディング（ｇ
／インチ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））：２番目の入口被膜ローディング（ｇ／インチ3

（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の比として計算される。
【００１８】
　上記目的は触媒スートフィルタの製造工程により達成される。この工程は、
　（ｉ）好ましくは DIN 66133 に従う水銀測定法により測定した３８から７５の範囲の
気孔率を有し、入口端、出口端、入口端と出口端の間に延在する基板軸方向長さ、及びウ
ォールフロー基板の内壁で画定される多数の通路を有するウォールフロー基板を準備する
工程；
　ここで、複数の通路は、開放入口端と閉鎖出口端を有する入口通路、閉鎖入口端と開放
出口端を有する出口通路を有する；
　（ｉｉ）入口通路の内壁に、最初の入口被膜を入口端から最初の入口被膜端まで延在す
るように塗布する工程。
　それによって、最初の入口被膜長が画定され、ここで、最初の入口被膜長は、基板の軸
方向長さのｘ％であり、０＜ｘ＜１００である。最初の入口被膜のローディングは、好ま
しくは０．１から１ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲の予め決められた値
に調整される；
　（ｉｉｉ）（ｉｉ）の工程前、又は同時若しくは後に、最初の出口被膜を出口端から最
初の出口被膜端まで延在するように塗布する工程。それによって、最初の出口被膜長が画
定され、最初の出口被膜長は、基板の軸方向長さの１－ｘ％である。最初の出口被膜のロ
ーディングは、最初の入口被膜のローディング（ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3

））：最初の出口被膜のローディング（ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の比
として計算される被膜ローディング比が０．５より小さく、好ましくは０．１０から０．
４５、更に好ましくは０．２０から０．４０、更に好ましくは０．３０から０．３５の範
囲になるように調整される。
【００１９】
　上記目的は、更なる触媒スートフィルタの製造工程により達成される。この工程は、
　（ｉ）好ましくは DIN 66133 に従う水銀測定法により測定した３８から７５の範囲の
気孔率を有し、入口端、出口端、入口端と出口端の間に延在する基板軸方向長さ、及びウ
ォールフロー基板の内壁で画定される多数の通路を有するウォールフロー基板を準備する
工程；
　ここで、複数の通路は、開放入口端と閉鎖出口端を有する入口通路、閉鎖入口端と開放
出口端を有する出口通路を有する；
　（ｉｉ）入口通路の内壁に、最初の入口被膜を入口端から最初の入口被膜端まで延在す
るように塗布する工程。
　それによって、最初の入口被膜長が画定され、ここで、最初の入口被膜長は、基板の軸
方向長さのｘ％であり、０＜ｘ＜１００である。前記最初の入口被膜は酸化触媒を含み、
最初の入口被膜のローディングは、好ましくは０．１から１ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．
５４ｃｍ）3）の範囲の予め決められた値に調整される；
　（ｉｉｉ）（ｉｉ）の工程前、又は同時若しくは後に、最初の出口被膜を出口端から最
初の出口被膜端まで延在するように塗布する工程。それによって、最初の出口被膜長が画
定され、最初の出口被膜長は、基板の軸方向長さの１－ｘ％である。前記最初の出口被膜
は酸化触媒を含み、最初の出口被膜のローディングは、最初の入口被膜のローディング（
ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））：最初の出口被膜のローディング（ｇ／ｉｎ
ｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の比として計算される被膜ローディング比が０．５よ
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り小さく、好ましくは０．１０から０．４５、更に好ましくは０．２０から０．４０、更
に好ましくは０．３０から０．３５の範囲になるように調整される。
【００２０】
　上記目的は、ディーゼルエンジン排気流の処理システムにより達成される。このシステ
ムは、排気マニホールドを介してディーゼルエンジンと流体連通している排気導管；その
ような触媒スートフィルタ；及び触媒スートフィルタと流体連通した一つ以上の次のもの
：ディ－ゼル酸化触媒（ＤＯＣ）；選択接触還元（ＳＣＲ）触媒；ＮＯｘ吸蔵及び還元（
ＮＳＲ）触媒を含む。
【００２１】
　上記目的は、更にディーゼルエンジン排気流の処理の方法により達成される。ここで、
排気流はスート粒子を含み、前記方法は、排気流を上述した触媒スートフィルタに接触さ
せ、付加的にその後、排気流を、ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）を通すようにする。前記
ＤＯＣは、好ましくは、フロースルー基板又はウォールフロー基板である。
【００２２】
　上記目的は、更に、任意にディ－ゼル酸化触媒（ＤＯＣ）及び／又は選択接触還元（Ｓ
ＣＲ）触媒及び／又はＮＯｘ吸蔵及び還元（ＮＳＲ）触媒と組み合わせた、ディーゼルエ
ンジン排気流の処理用のそのような触媒スートフィルタの使用法により達成される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】５０％以上の長さの入口被膜と５０％以上の長さの出口被膜を有し、ＣＳＦの出
口ゾーンでより高いウォッシュコートローディングを有する帯状触媒スートフィルタ（Ｃ
ＳＦ）の模式図である。図１で、１は入口被膜を示す。２は、入口被膜よりも高いウォッ
シュコートローディングを有する出口被膜を示す。３は、入口チャネルを閉鎖するための
フィルタ基板のプラグを示す。４は、出口チャネルを閉鎖するためのフィルタ基板のプラ
グを示す。矢印は、ＣＳＦを通過する流れの方向を示す。
【図２】基板の軸方向長さに亘りウォッシュコートの勾配を有し、ＣＳＦの出口ゾーンで
より高いウォッシュコートローディングを有する帯状触媒スートフィルタの模式図である
。図２で、１は入口被膜を示す。２は、入口被膜よりも高いウォッシュコートローディン
グを有する出口被膜を示す。３は、出口被膜２の上に塗布された２番目の出口被膜を示す
。４は、入口チャネルを閉鎖するためのフィルタ基板のプラグを示す。５は、出口チャネ
ルを閉鎖するためのフィルタ基板のプラグを示す。矢印は、ＣＳＦを通過する流れの方向
を示す。
【図３】実施例に従い、ドロップツーアイドル再生のためのサンプルＡとＢにおける熱電
対１から４の位置を示す熱電対１は、ＣＳＦの入口端から１インチに位置しており、熱電
対２は、ＣＳＦの入口端から３インチに位置しており、熱電対３は、ＣＳＦの入口端から
４インチに位置しており、熱電対４はＣＳＦの入口端にから４インチに位置している。矢
印は、ＣＳＦを通過する流れの方向を示す。
【図４】本発明のサンプルＡのドロップツーアイドル試験中の４の熱電対の温度と時間の
関係を示す。図４で、熱電対１は１”、熱電対２は２”、熱電対３は３”、熱電対４は４
”として示している。
【図５】比較例のサンプルＡのドロップツーアイドル試験中の４の熱電対の温度と時間の
関係を示す。図５で、熱電対１は１”、熱電対２は２”、熱電対３は３”、熱電対４は４
”として示している。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明は触媒スートフィルタに関連している。フィルタは、入口端、出口端、入口端と
出口端とに延在する軸方向長さを有する基板、ウォールフロー基板の内壁により画定され
る複数の通路を有する。；複数の通路は、開放入口端と閉鎖出口端を有する入口通路、閉
鎖入口端と開放出口端を有する出口通路を含む。；入口通路の内壁は、入口端から最初の
入口被膜端まで延びる最初の入口被膜を有する。これにより、最初の入口被膜長が画定さ
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れる。ここで、最初の入口被膜長は、基板の軸方向の長さのｘ％であり、ｘは、０＜ｘ＜
１００である。；出口通路の内壁は、出口端から最初の出口被膜端まで延びる最初の出口
被膜を有する。これにより、最初の出口被膜長が画定される。ここで、最初の出口被膜長
は、基板の軸方向の長さの１００－ｘ％である。；最初の入口被膜長は上流帯を画定し、
最初の出口被膜長は下流帯を画定する。；最初の入口被膜と最初の出口被膜は、０．５未
満の被膜ローディング比でウォールフロー基板に存在する。被膜ローディング比は、最初
の入口被膜のローディング（ｇ／インチ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））：最初の出口被膜
ローディング（ｇ／インチ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の比として計算される。
【００２５】
　本発明の好ましい実施の形態では、前記最初の入口被膜は酸化触媒を含む。本発明の更
なる好ましい実施の形態では、前記最初の出口被膜は酸化触媒を含む。より好ましく、最
初の入口被膜と最初の出口被膜の両方が酸化触媒を含む。
【００２６】
　本発明では、最初の入口被膜のローディング：最初の出口被膜のローディングの比で計
算されるウォッシュコートローディング比は０．５未満である。驚くべきことに、ウォッ
シュコートローディング比を０．５未満であるように、前記最初の入口被膜及び前記最初
の出口被膜を塗布することにより、ＳＭＬは増加し、ドロップツーアイドル再生するため
に必要な最大温度は減少する。更に、そのようにウォッシュコートローディング比を０．
５未満とすることにより、運転中に触媒スートフィルタの活性再生の頻度が低下する。
【００２７】
　本発明の好ましい実施の形態によれば、最初の入口被膜のローディング：最初の出口被
膜のローディングの比として計算されるウォッシュコートローディング比は、０．４９未
満、より好ましくは０．４５未満である。より好ましくは、前記ウォッシュコートローデ
ィング比は０．０５から０．４９の範囲、より好ましくは０．１から０．４５の範囲であ
る。一層好ましい実施の形態は、前記ウォッシュコートローディング比が０．１５から０
．４５、より好ましくは０．１５から０．４０．より好ましくは０．２０から０．４０の
範囲にあるものに注意を向けている。特別に好ましくは、ウォッシュコートローディング
比は０．２５から０．４０、より好ましくは０．２５から０．３５、より好ましくは０．
３０から０．３５、例えば、０．３０、０．３１、０．３２、０．３３、０．３４、０．
３５である。
【００２８】
　本発明で使用されている所定の被膜の“ウォッシュコートローディング”の語は、本発
明に一致して使用されるウォールフロー基板にそれぞれウォッシュコートする前及び後の
重量測定で決定されるローディングに言及している。この後には、下で詳述する触媒スー
トフィルタの乾燥及び焼成が続く。
【００２９】
　本発明の好ましい実施の形態では、入口被膜のローディングは、０．１から１ｇ／イン
チ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）である。更により好ましくは、前記ローディングは０．１
から０．５ｇ／インチ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）である。
【００３０】
　本発明では、最初の入口被膜長は、基板の軸方向長さのｘ％であり、０＜ｘ＜１００で
あり、最初の出口被膜長は、基板の軸方鋼長さの１００－ｘ％である。結果として、最初
の入口被膜長と最初の出口被膜長の和は、基板の軸方向長さに等しくなる。しかしながら
、製造技術により最初の入口被膜長と最初の出口被膜長は或る部分（“オーバラップ領域
”）を介して重なり合うことは理解される。最初の入口被膜長と最初の出口被膜長の合計
が基板の軸方向長さよりも僅かに小さく、結果として最初の入口被膜端と最初の出口被膜
端との間にギャップが生じ、所定の内壁上で前記壁部の或る部分（”ギャップ領域“）は
最初の入口被膜も最初の出口被膜も被膜されていない。一般に、所定の内壁のそのような
ギャップ領域及び／又はオーバラップ領域は、もしあっても基板の軸方向長さの高々１％
、好ましくは０．５％、より好ましくは０．１％である。更により好ましくは、本発明の
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触媒スートフィルタはそのようなギャップ領域を有さない。
【００３１】
　上で画定したように、最初の入口被膜長は基板の軸方向長さのｘ％、０＜ｘ＜１００で
あり、最初の出口被膜長は基板の軸方向長さの１００－ｘ％である。一般に、ｘは１から
９９の範囲内にあり、好ましくは５から９５、より好ましくは１０から９０、更により好
ましくは１５から８５、特別には２０から８０である。本発明の好ましい実施の形態では
、触媒スートフィルタはただ一種の入口被膜とただ一種の出口被膜を含む。すなわち、触
媒スートフィルタの被膜は、最初の入口被膜と最初の出口被膜から成り、ｘは、好ましく
は２５から７５、好ましくは３０から７０、更により好ましくは３５から７５、更に好ま
しくは４０から６０、更に好ましくは４５から５５の範囲である。特別に、触媒スートフ
ィルタの被膜が最初の入口被膜と最初の出口被膜から成るのであれば、ｘは、４７、４８
、４９、５０、５１、５２又は５３の４７から５３の範囲、より好ましくは４８から５２
、更に好ましくは４９から５１の範囲である。
【００３２】
　本発明によれば、最初の入口被膜と最初の出口被膜は、酸化触媒を含んでいる。特許請
求の範囲、明細書中で使用されている“酸化触媒”の語は、実施の形態にも関連し、最初
の入口被膜に少なくとも一種の酸化触媒が含まれ、出口被膜に少なくとも一種の酸化触媒
が含まれる。最初の入口被膜に含まれる少なくとも一種の酸化触媒は、最初の出口被膜に
含まれる少なくとも一種の酸化触媒と同じ又は異なる。
【００３３】
　好ましくは、最初の入口被膜に含まれる酸化触媒は、白金族金属（“ＰＧＭ”）である
。本発明の文脈において使用されている“ＰＧＭ”の語は、ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウ
ム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｄ）、オスミウム（Ｏｓ）、イリジウム（Ｉｒ）及びプラチ
ナ（Ｐｔ）に関連する。最初の入口被膜に含まれる好ましい酸化触媒は、ＰＧＭ成分であ
る。ここで、ＰＧＭは、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、Ｉｒ及びこれらの２つ以上の混合物から成る
群から選ばれる。更に好ましくは、ＰＧＭは、Ｐｔ、Ｐｄ，及びＰｔとＰｄの混合物から
成る群から選ばれる。更により好ましくは、ＰＧＭはＰｄとＰｔの混合物から成る。
【００３４】
　もし最初の入口被膜のＰＧＭがＰｄとＰｔの混合物を含む、好ましくは成る場合、Ｐｔ
：Ｐｄの質量比が関係している限り、特別な制限はない。一般に、最初の入口被膜におけ
る質量比は、１０：１から１：１０、好ましくは９：１から１：１以上、より好ましくは
８：１から１．１：１、より好ましくは７：１から１．２：１、更に好ましくは６：１か
ら１．３：１、更に好ましくは５：１から１．４：１．更に好ましくは４：１から１．５
：１の範囲である。
【００３５】
　一般に、本発明の触媒スートフィルタの最初の入口被膜は、酸化触媒を５から１００ｇ
／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）、より好ましくは７から９０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３
０．４８ｃｍ）3）、より好ましくは８から８０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）
、より好ましくは９から７０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）、より好ましくは１
０から６０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の量だけ含んでいる。最初の入口被膜
の酸化触媒が少なくとも一種のＰＧＭ成分である好ましい実施の形態に関し、本発明で使
用されている“酸化触媒の量”という語は、最終の触媒スートフィルタ、すなわち後述す
るように乾燥及び焼成後の触媒スートフィルタでの、少なくとも一種のＰＧＭの量に言及
している。
【００３６】
　好ましくは、最初の出口被膜に含まれる酸化触媒はＰＧＭ成分である。最初の出口被膜
に含まれる好ましい酸化触媒はＰＧＭ成分であり、ＰＧＭは、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、Ｉｒ及
びこれらの２つ以上の混合物から成る群から選ばれる。更に好ましくは、ＰＧＭは、Ｐｔ
、Ｐｄ及びＰｔとＰｄの混合物から成る群から選ばれる。更により好ましくは、ＰＧＭは
ＰｄとＰｔの混合物で成る。
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【００３７】
　もし最初の出口被膜のＰＧＭがＰｄとＰｔの混合物を含む、好ましくは成る場合、Ｐｔ
：Ｐｄの質量比が関係している限り、特別な制限はない。一般に、最初の出口被膜におけ
る質量比は、１０：１から１：１０、好ましくは９：１から１：１以上、より好ましくは
８：１から１．１：１、より好ましくは７：１から１．２：１、更に好ましくは６：１か
ら１．３：１、更に好ましくは５：１から１．４：１．更に好ましくは４：１から１．５
：１の範囲である。
【００３８】
　したがって、本発明は、上述したように触媒スートフィルタに関連しており、ここで、
最初の入口被膜と最初の出口被膜はプラチナ及びパラジウムから成る酸化触媒を含み、最
初の入口被膜におけるプラチナとパラジウムの質量比は、１０：１から１：１０、好まし
くは４：１から１．５：１であり、最初の出口被膜におけるプラチナとパラジウムの質量
比は、１０：１から１：１０、好ましくは４：１から１．５：１である。
【００３９】
　一般に、本発明の触媒スートフィルタの最初の出口被膜は、酸化触媒を５から１００ｇ
／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）、より好ましくは７から９０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３
０．４８ｃｍ）3）、より好ましくは８から８０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）
、より好ましくは９から７０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）、より好ましくは１
０から６０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の量だけ含んでいる。最初の出口被膜
の酸化触媒が少なくとも一種のＰＧＭ成分である好ましい実施の形態に関し、本発明で使
用されている“酸化触媒の量”という語は、最終の触媒スートフィルタ、すなわち後述す
るように乾燥及び焼成後の触媒スートフィルタでの、少なくとも一種のＰＧＭの量に言及
している。
【００４０】
　本発明の最初の好ましい実施の形態によれば、上流ゾーンの酸化触媒、好ましくはＰＧ
Ｍの含有量は、下流ゾーンの酸化触媒、好ましくはＰＧＭの含有量よりも少ない。一般に
、ＰＧＭ比は、最初の入口被膜に含まれているＰＧＭの総量（ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．
４８ｃｍ）3））を、最初の出口被膜に含まれているＰＧＭの総量（ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３
０．４８ｃｍ）3））で除したものと画定されるが、１より小さく、好ましくは１：１０
から１：２である。ＰＧＭ比は、好ましくは１：９から１：２、より好ましくは１：８か
ら１：３、及びより好ましくは１：７から１：３である。
【００４１】
　驚くべきことに、最初の出口被膜のＰＧＭ含有量よりも低い最初の入口被膜のＰＧＭ含
有量と共に、本発明のウォッシュコートローディングは、ＮＯ2／ＮＯxの比、例えば５０
％が、ＳＣＲ触媒に関する触媒スートフィルタ排気において必要な場合、プリ－ＳＣＲ応
用として利点がある。この場合、下流ゾーンの高いＰＧＭローディングに比較して、上流
ゾーンの低いＰＧＭローディングがガス活性のために必要である。このように、ＰＧＭを
触媒スートフィルタの上流ゾーンでセーブすることが可能である。
【００４２】
　２番目の好ましい実施の形態では、上流ゾーンの酸化触媒、好ましくはＰＧＭの含有量
は、下流ゾーンの酸化触媒、好ましくはＰＧＭの含有量よりも高い。一般に、ＰＧＭ比は
、最初の入口被膜に含まれているＰＧＭの総量（ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）
）を、最初の出口被膜に含まれているＰＧＭの総量（ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ
）3））で除したものと画定されるが、１より大きく、好ましくは２：１から１０：２で
ある。ＰＧＭ比は、好ましくは２：１から９：１、より好ましくは３：１から８：１、及
びより好ましくは３：１から７：１である。
【００４３】
　驚くべきことに、最初の出口被膜のＰＧＭ含有量よりも高い最初の入口被膜のＰＧＭ含
有量と共に、本発明のウォッシュコートローディングは、基板全長に亘って均一なＰＧＭ
分布を有する触媒スートフィルタに比較して、高いＨＣ／ＣＯガス変換活性を結果として
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生じる。このように、この実施の形態は、触媒スートフィルタが高いＨＣ／ＣＯガス変換
活性を必要とする場合、例えば、ＣＳＦだけの被膜及び下流ＤＯＣとしての利点を有する
。この場合、上流ゾーンでのＰＧＭローディングは、主にガス活性に寄与する。このよう
に、ＰＧＭをＣＳＦ全長に亘って均一なＰＧＭ分布を持つ触媒スートフィルタに比較して
、触媒スートフィルタの下流ゾーンでセーブすることが可能である。
【００４４】
　本発明の特別に好ましい実施の形態では、上流ゾーンの酸化触媒、好ましくはＰＧＭの
含有量は、下流ゾーンの酸化触媒、好ましくはＰＧＭの含有量より高い。
【００４５】
　本発明の好ましい実施の形態では、最初の入口被膜は、少なくとも一種の多孔質支持材
料を含む。特別な制限はないが、多孔質支持材料は耐火性の金属酸化物が好ましい。更に
好ましくは、最初の入口被膜の多孔質支持材料は、アルミナ、ジルコニア、シリカ、チタ
ニア、セリウム、プラセオジム、ランタン、ネオジム及びサマリウム酸化物等の希土類金
属酸化物、シリカ－アルミナ、アルミノケイ酸塩、アルミナ－ジルコニア、アルミナ－ク
ロミア、アルミナ－希土類金属酸化物、チタニア－シリカ、チタニア－ジルコニア、チタ
ニア－アルミナ、及びこれらの２つ以上の混合物から成る群から選ばれる。より好ましく
は、少なくとも一種の多孔質支持材料は、Ａｌ2Ｏ3、ＺｒＯ2、ＣｅＯ2、ＳｉＯ2及びこ
れらの２つ以上の混合物から成る群から選ばれる。
【００４６】
　本発明の好ましい実施の形態では、最初の出口被膜は、少なくとも一種の多孔質支持材
料を含む。特別な制限はないが、多孔質支持材料は耐火性の金属酸化物が好ましい。更に
好ましくは、最初の出口被膜の多孔質支持材料は、アルミナ、ジルコニア、シリカ、チタ
ニア、セリウム、プラセオジム、ランタン、ネオジム及びサマリウム酸化物等の希土類金
属酸化物、シリカ－アルミナ、アルミノケイ酸塩、アルミナ－ジルコニア、アルミナ－ク
ロミア、アルミナ－希土類金属酸化物、チタニア－シリカ、チタニア－ジルコニア、チタ
ニア－アルミナ、及びこれらの２つ以上の混合物から成る群から選ばれる。より好ましく
は、少なくとも一種の多孔質支持材料は、Ａｌ2Ｏ3、ＺｒＯ2、ＣｅＯ2、ＳｉＯ2及びこ
れらの２つ以上の混合物から成る群から選ばれる。
【００４７】
　したがって、本発明は、上記の触媒スートフィルタに関係している。ここで、最初の入
口被膜と最初の出口被膜は、少なくとも一種の多孔質支持材料を含んでおり、最初の入口
被膜の少なくとも一種の多孔質支持材料は、Ａｌ2Ｏ3、ＺｒＯ2、ＣｅＯ2、ＳｉＯ2及び
これらの２つ以上の混合物から成る群から選ばれ、最初の出口被膜の少なくとも一種の多
孔質支持材料は、Ａｌ2Ｏ3、ＺｒＯ2、ＣｅＯ2、ＳｉＯ2及びこれらの２つ以上の混合物
から成る群から選ばれる。
【００４８】
　好ましい実施の形態によれば、最初の入口被膜及び／又は最初の出口被膜の耐火性金属
酸化物は、基本的にアルミナ、より好ましくはγアルミナ又はγ又はηアルミナ等の活性
化アルミナから成る。好ましくは、活性化アルミナは、DIN 66131 に従うＢＥＴ表面積測
定法により測定された６０から３００ｍ2／ｇ、好ましくは９０から２００ｍ2／ｇ、より
好ましくは１００から１８０ｍ2／ｇの比表面積を有する。
【００４９】
　本発明の触媒スートフィルタに有用なウォールフロー基板は、多数の微細な、基板の軸
方向に沿って延在する平行なフロー通路を有する。各々の通路は、基板本体の一方の端部
で閉鎖され、交互の通路は反対側の端面で閉鎖されている。そのようなモノリシックな運
搬路は、断面積１インチ平方((２．５４ｃｍ)2)当たり略４００のフロー通路（または”
セル“）を含むことができる。ただし、使用するのはそれよりかなり少ない。例えば、運
搬路は１インチ平方当たりのセル数（”ｃｐｓｉ“）として、７から４００、好ましくは
１００から４００を有することができる。セルは、矩形、正方形、円形、楕円形、三角形
、六角形又は他の多角形の形状の断面を有することが可能である。
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【００５０】
　好ましいウォールフロー基板は、菫青石、αアルミナ、炭化ケイ素、窒化ケイ素、ジル
コニア、ムライト、リシア輝石、アルミナシリカマグネシア又はケイ酸ジルコニウム等の
セラミック等の材料、又はステンレス鋼等の耐火性金属から成なる。好ましいウォールフ
ロー基板は、菫青石及び炭化ケイ素から形成される。そのような金属は、排気流の処置で
遭遇する環境、特に高温に耐え得る。セラミックウォールフロー基板は、一般に、略４０
から７０の気孔率を持つ材料から形成される。明細書で使用している“気孔率”という語
は、DIN 66133 に従う水銀気孔率測定法により測定されるものと理解される。
【００５１】
　本発明によれば、ウォールフロー基板は、３８から７５、より好ましくは５５から７０
の範囲の気孔率を有するのが好ましい。
【００５２】
　例えば、幾つかの設定では、ウォールフロー基板は６０の気孔率と略１５－２５の平均
孔径を持ち、十分な排気フローを提供する。他の特定の実施の形態では、例えば、１００
ｃｐｓｉで１７ミル壁部（１ミルは０．０２５４ｍｍに相当する）のウォールフロー基板
、及び３００ｃｓｐｉで１２－１４ミルのウォールフロー基板を使用する設定である。
【００５３】
　本発明の触媒スートフィルタの基板の軸方向長さに関しては何の制限もない。基板の軸
方向長さは、本発明の触媒スートフィルタの使用目的に主に依存する。使用する触媒スー
トフィルタの一般的な基板の軸方向長さは、例えば、自動車分野で４から１０、好ましく
は６から８インチ（１インチ＝２．５４ｃｍ）である。
【００５４】
　ウォールフロー基板にある本発明の被膜の各々は、上述した少なくとも一種の多孔質支
持材料を含むそれぞれのウォッシュコート組成物から形成される。結合剤や安定剤等の他
の添加剤は、ウォッシュコート組成物に含めることができる。そのような安定剤は、最初
の入口被膜又は最初の出口被膜、又は後述するように更なる出口被膜に含めることができ
る。United States Patent No. 4,727,052 に開示されているように、活性化アルミナの
ような多孔質支持材料は、熱的に安定であり、昇温時にγからαへの望ましくない相変換
を遅らせる。安定剤は、マグネシウム、バリウム、カルシウム、及びストロンチウムから
成る群、好ましくはストロンチウム及びバリウムから成る群から選ばれた少なくとも一種
のアルカリ土類金属組成物から選ぶことができる。安定剤は、略０．０１ｇ／ｉｎ3（ｇ
／２．５４ｃｍ）3）から０．１５ｇ／ｉｎ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）被膜に加えられ
る。
【００５５】
　所定の被膜は、内壁の表面に配置される。更に、所定の被膜は、内壁の表面に既に塗布
されている他の被膜に、又は他の被膜に既に塗布されている被膜に配置されると考えられ
る。２つ以上の被膜、特に２つ以上の出口被膜を有する本発明の実施の形態は、以下で詳
述する。更に、所定の被膜は、部分的に多孔質の内壁又はそれが塗布される被膜を透過す
ることができる。
【００５６】
　所定のウォッシュコートは、考えられる方法で被膜として塗布することができる。例え
ば、ウォールフロー基板内部壁にウォッシュコートを吹きかけることによりウォッシュコ
ートを塗布することが考えられる。本発明によれば、ディップコーティングによりウォー
ルフロー基板の内壁に所定のウォッシュコートを塗布するのが好ましい。
【００５７】
　特別には、もしＰＧＭを酸化触媒として使用する場合、ウォールフロー基板の内壁に塗
布すべきウォッシュコート組成物は、適切な多孔質支持材料、好ましくは前述した適切な
耐火性金属酸化物に、適切なＰＧＭ成分前駆体を分散させることにより準備される。更に
好ましくは、水溶性の又は水分散性のＰＧＭ成分前駆体を適切な多孔質支持基板、好まし
くは適切な耐火性金属酸化物に含浸させる。そして、続いて乾燥及び固着工程が行われる
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。適切なＰＧＭ成分前駆体は、例えば、カリウム塩化白金、アンモニウム白金チオシアン
酸、アミン可溶化水酸化白金、塩化白金酸、硝酸パラジウム、塩化ロジウム、硝酸ロジウ
ム、ヘキサミン塩化ロジウム等である。他の適切なＰＧＭ成分前駆体は、当業者に自明で
ある。含浸された支持材料は、好ましくはＰＧＭ成分がそれらの上に固着されて乾燥され
る。一般に、乾燥温度は、６０から２５０℃、好ましくは９０から２１０℃、更に好まし
くは１００から１５０℃の範囲である。乾燥は、窒素又は空気の適切な雰囲気で行うこと
が可能である。乾燥後、ＰＧＭ成分は支持材料に適切な焼成及び／又は酢酸処理等の適切
な他の方法により固着される。どの方法でも結果としてＰＧＭ成分が非水溶性の形になる
ことが適切である。一般に、焼成温度は２５０から８００℃、好ましくは３５０から７０
０℃、より好ましくは４００から６００℃の範囲である。焼成は、窒素又は空気の適切な
雰囲気で行うことが可能である。例えば、焼成により、触媒的に活性成分のＰＧＭ又はそ
の酸化物が得られる。本発明の明細書で使用される最終触媒スートフィルタに存在する“
ＰＧＭ成分”の語は、触媒的に活性成分ＰＧＭ、又はそれらの酸化物、又は成分ＰＧＭと
それらの酸化物の混合物に関連する。
【００５８】
　したがって、本発明は、上述したような触媒スートフィルタの製造方法に関連し、工程
は、
　（ｉ）好ましくは DIN 66133 に従う水銀測定法により測定した３８から７５の範囲の
気孔率を有し、入口端、出口端、入口端と出口端の間に延在する基板軸方向長さ、及びウ
ォールフロー基板の内壁で画定される多数の通路を有するウォールフロー基板を準備する
工程；
　（ｉｉ）入口通路の内壁に、最初の入口被膜を入口端から最初の入口被膜端まで延在す
るように塗布する工程。ここで、最初の入口被膜長は、基板の軸方向長さのｘ％で画定さ
れる。０＜ｘ＜１００である。最初の入口被膜のローディングは、好ましくは０．１から
１ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3）の範囲の予め決められた値に調整される。
　（ｉｉｉ）（ｉｉ）の工程前、又は同時若しくは後に、最初の出口被膜を出口端から最
初の出口被膜端まで延在するように塗布する工程。ここで、最初の出口被膜長は、基板の
軸方向長さの１－ｘ％で画定される。最初の出口被膜のローディングは、最初の入口被膜
のローディング（ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））：最初の出口被膜のローデ
ィング（ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の比として計算される被膜ローディ
ング比が０．５より小さく、好ましくは０．１０から０．４５、更に好ましくは０．２０
から０．４０、更に好ましくは０．３０から０．３５の範囲になるように調整される。
【００５９】
　本発明の好ましい実施の形態では、最初の入口被膜は酸化触媒を含む。更に好ましい実
施の形態では、最初の出口被膜は酸化被膜を含む。より好ましくは、最初の入口被膜と最
初の出口被膜の両方が酸化触媒を含む。
【００６０】
　本発明の実施の形態によれば、触媒スートフィルタは、最初の入口被膜、最初の出口被
膜、及び付加的に少なくとも一種の更なる出口被膜を含む。一般に、本発明の触媒スート
フィルタは、付加的にｋ個の更なる出口被膜を含む。ここで、ｋは整数でありｋ≧１であ
る。本発明の触媒スートフィルタは、９まで、より好ましくは７まで、より好ましくは５
まで、より好ましくは３までの付加的な出口被膜を含む。例えば、１、２又は３の付加的
な出口被膜である。
【００６１】
　もっとも好ましくは、本発明の触媒スートフィルタの（J+１）番目の出口被膜は、J番
目の出口被膜の上に位置している。例として、もし触媒スートフィルタが３の付加的な出
口被膜を含んでいる場合、２番目の出口被膜、すなわち最初の付加的な出口被膜（ここで
、ｊ＝１）は、最初の出口被膜の上に位置している。３番目の出口被膜、すなわち２番目
の付加的な出口被膜（ここで、Ｊ＝２）は、２番目の出口被膜の上に位置している。そし
て、４番目の出口被膜、すなわち３番目の付加的な出口被膜（ここで、ｊ＝３）は、３番
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目の出口被膜の上に位置している。
【００６２】
　一般に、所定の付加的な出口被膜は、触媒スートフィルタの（全体）の出口端から、こ
の出口被膜のそれぞれの端部に延在する。したがって、この出口被膜の長さが画定される
。一般的に言えば、本発明の触媒スートフィルタの（J+１）番目の出口被膜は、出口端か
ら（J+１）番目の出口被膜端まで延在する。それによって、（J+１）番目の出口被膜の長
さが画定される。
【００６３】
　一般に、所定の出口被膜の出口被膜長は、前記出口被膜が位置する出口被膜の長さより
の小さいか又は等しいと考えられる。例えば、もし触媒スートフィルタが３の付加的な出
口被膜（ここで、ｊ＝１）を含む場合、２番目の出口被膜、すなわち最初の付加的な出口
被膜が最初の出口被膜の上に位置しており、２番目の出口被膜の長さは、最初の出口被膜
の長さより小さいか又は等しい。３番目の出口被膜、すなわち２番目の付加的な出口被膜
（ここで、ｊ＝２）は２番目の出口被膜の上に位置しており、３番目の出口被膜の長さは
、２番目の出口被膜の長さより小さいか又は等しい。４番目の出口被膜、すなわち３番目
の付加的な出口被膜（ここで、ｊ＝２）は３番目の出口被膜の上に位置しており、４番目
の出口被膜の長さは、３番目の出口被膜の長さより小さいか又は等しい。一般的に言えば
、（J+１）番目の出口被膜の長さは、J番目の出口被膜の長さのｙj+1％であり、０＜ｙj+

1≦１００である。
【００６４】
　したがって、本発明は上述した触媒スートフィルタに係り、触媒スートフィルタは付加
的なｋ個の更なる出口被膜を有する。ここで、（J+１）番目の出口被膜はJ番目の出口被
膜の上に位置し、前記（J+１）番目の出口被膜は出口端から（J+１）番目の出口被膜端ま
で延在し、これにより（J+１）番目の出口被膜の長さが画定される。（J+１）番目の出口
被膜の長さはJ番目の出口被膜の長さのｙj+1％であって、０＜ｙj+1≦１００である。；
ここで、ｋは整数であって、ｋ≧１であり、好ましくは１から４、より好ましくは１から
３の範囲内にある。；ここで、ｊは製数であって１≦ｊ≦ｋである。
【００６５】
　上述したように、所定の出口被膜の長さは、前記出口被膜の位置している出口被膜の長
さよりも小さいか又は等しい。一般的に言えば、（J+１）番目の出口被膜の長さは、J番
目の出口被膜の長さのｙj+1％であり、０＜ｙj+1≦１００である。本発明の好ましい実施
の形態によれば、所定の出口被膜の長さは、前記所定の出口被膜が位置している出口被膜
の長さよりも小さい。このように、好ましくは０＜ｙj+1＜１００である。更により好ま
しくは、出口被膜は、やや定期的な“階段状”の構造を形成する。ここで、最初の出口被
膜の長さに依存して、付加的な出口被膜の所定の長さは特定の長さを有する。すなわち、
（J+１）番目の出口被膜の長さは、最初の出口被膜の長さの１００・（１－ｊ/（ｋ+１）
）％である。
【００６６】
　一般に、前述したように、最初の入口被膜の長さは、基板の軸方向長さのｘ％であって
、０＜ｘ＜１００である。本発明の触媒スートフィルタの場合、少なくとも一種の付加的
な出口被膜、すなわち、総合で少なくとも２の出口被膜を含み、最初の入口被膜の長さは
、互いに出口被膜が階段状構造、互いの階段のステップは基本的に同じ長さの定期的な階
段状パターンを形成するように選択される。したがって、本発明の好ましい実施の形態で
は、ｘは１００/（ｋ+２）である。
【００６７】
　もし本発明の触媒スートフィルタが１つ以上の付加的な出口被膜を含む場合、所定の出
口被膜は、他の出口被膜の一つ又は全部と同じ化学組成を有する。全ての出口被膜が異な
る化学組成を有しても良い。
【００６８】
　少なくとも一つ、好ましくは更なるｋ個の出口被膜のそれぞれが、酸化触媒を含むこと
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が望ましい。更なる出口被膜に含まれる酸化触媒は、少なくとも一種の白金族金属（ＰＧ
Ｍ）を含むことが望ましい。更に好ましくは、更なる出口被膜に含まれる酸化触媒は、プ
ラチナ、パラジウム、ロジウム、イリジウム、及びこれらの２つ以上の混合物から成る群
から選ばれる。各々の出口被膜は、同一の又は異なる酸化触媒を含む。更に好ましくは、
少なくとも一つ、好ましくは更なるｋ個の出口被膜の各々がプラチナとパラジウムの混合
物から成る。
【００６９】
　本発明の触媒スートフィルタが２つ以上の出口被膜を含む場合、総合の出口被膜、すな
わち総合でｋ+１の出口被膜は、５から１００ｇ／ｆｔ3、より好ましくは７から９０ｇ／
ｆｔ3、より好ましくは８から８０ｇ／ｆｔ3、より好ましくは９から７０ｇ／ｆｔ3、好
ましくは１０から６０ｇ／ｆｔ3（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）の量の酸化触媒を含む。好
ましい実施の形態に関し、出口被膜の酸化触媒は少なくとも一種のＰＧＭ組成であり、本
発明の明細書等で使用されている”酸化触媒の量“の語は、最終の触媒スートフィルタで
、すなわち乾燥及び焼成後の触媒スートフィルタでの少なくとも一種のＰＧＭの質量に言
及している。
【００７０】
　更に、本発明の触媒スートフィルタが２つ以上の出口被膜を有する場合、ＰＧＭの比、
最初の入口被膜の含まれるＰＧＭの量（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）をｋ+１の出口被膜に
含まれる総合のＰＧＭの量（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）で除したものと画定されるＰＧ
Ｍの比は、１：１０から１：２が好ましい。ＰＧＭの比は好ましくは１：９から１：２、
より好ましくは１：８から１：３、より好ましくは１：７から１：３、好ましくは１：７
から１：３の範囲である。
【００７１】
　他の実施の形態によれば、本発明の触媒スートフィルタが２以上の出口被膜を有する場
合、ＰＧＭの比、最初の入口被膜の含まれるＰＧＭの量（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）を
ｋ+１の出口被膜に含まれる総合のＰＧＭの量（ｇ／（３０．４８ｃｍ）3）で除したもの
と画定されるＰＧＭの比は、２：１から１０：１が好ましい。ＰＧＭの比は好ましくは２
：１から９：１、より好ましくは３：１から８：１、より好ましくは３：１から７：１の
範囲である。
【００７２】
　上述したように、本発明の触媒スートフィルタが酸化触媒を含む場合、最初の入口被膜
及び各々の出口被膜はパラジウムとプラチナの混合物から成るのが最も好ましい。最初の
出口被膜におけるＰｔ：Ｐｄの質量比は、前述したように、１０：１から１：１０、好ま
しくは９：１から１：１以上、より好ましくは８：１から１．１：１、より好ましくは７
：１から１．２：１、より好ましくは６：１から１．３：１、より好ましくは５：１から
１．４：１、より好ましくは４：１から１．５：１の範囲である。更に、ｋ+１の出口被
膜におけるプラチナ：パラジウムの質量比は、１０：１から１：１０、好ましくは９：１
から１：１以上、より好ましくは８：１から１．１：１、より好ましくは７：１から１．
２：１、より好ましくは７：１から１．２：１、より好ましくは６：１から１．３：１、
より好ましくは５：１から１．４：１、より好ましくは４：１から１．５：１の範囲であ
る。
【００７３】
　したがって、本発明は上述したように触媒スートフィルタに係り、最初の入口被膜とｋ
＋１の出口被膜はプラチナとパラジウムから成る酸化触媒を含み、最初の入口被膜でのプ
ラチナ：パラジウムの質量比は、１０：１から１：１０、好ましくは４：１から１．５：
１の範囲であり、ｋ+１の出口被膜でのプラチナ：パラジウムの質量比は、１０：１から
１：１０、好ましくは４：１から１．５：１の範囲である。
【００７４】
　ｋ+１の出口被膜において、プラチナのみ、又はパラジウムのみ含有することは可能で
ある。
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【００７５】
　本発明の好ましい実施の形態によれば、更なる出口被膜の少なくとも一つ、好ましくは
更なる出口被膜の各々が、少なくとも一種の多孔質支持材料を含む。もし所定の更なる出
口被膜が少なくとも一種の多孔質材料を有する場合、他の出口被膜と比較して同一の又は
異なる多孔質材料を含んでも良い。より好ましくは全ての出口被膜が少なくとも一種の多
孔質材料を含む。特に制限はないが、更なる出口被膜に含まれる少なくとも一種の多孔質
材料は、耐火性の金属酸化物であることが好ましい。より好ましくは、少なくとも一種の
更なる出口被膜、好ましくは更なる出口被膜の各々の多孔質支持材料は、アルミナ、ジル
コニア、シリカ、チタニア、セリウム、プラセオジム、ランタン、ネオジム及びサマリウ
ム酸化物等の希土類金属酸化物、シリカ－アルミナ、アルミノケイ酸塩、アルミナ－ジル
コニア、アルミナ－クロミア、アルミナ－希土類金属酸化物、チタニア－シリカ、チタニ
ア－ジルコニア、チタニア－アルミナ、及びこれらの２つ以上の混合物から成る群から選
ばれる。より好ましくは、少なくとも一種の多孔質支持材料は、Ａｌ2Ｏ3、ＺｒＯ2、Ｃ
ｅＯ2、ＳｉＯ2及びこれらの２つ以上の混合物から成る群から選ばれる。
【００７６】
　したがって、本発明は上述した触媒スートフィルタに係り、ｋ個の更なる出口被膜の少
なくとも一つ、好ましくは各々が少なくとも一種の多孔質支持材料を含み、ｋ個の更なる
出口被膜の少なくとも一つ、好ましくは各々の少なくとも一種の多孔質材料は、Ａｌ2Ｏ3

、ＺｒＯ2、ＣｅＯ2、ＳｉＯ2及びこれらの２つ以上の混合物から成る群から選ばれる。
【００７７】
　したがって、本発明は上述した触媒スートフィルタに係り、最初の入口被膜及び出口被
膜は、少なくとも一種の多孔質支持材料を含み、最初の入口被膜の少なくとも一種の多孔
質支持材料は、Ａｌ2Ｏ3、ＺｒＯ2、ＣｅＯ2、ＳｉＯ2及びこれらの２つ以上の混合物か
ら成る群から選ばれ、出口被膜の少なくとも一種の多孔質支持材料は、Ａｌ2Ｏ3、ＺｒＯ

2、ＣｅＯ2、ＳｉＯ2及びこれらの２つ以上の混合物から成る群から選ばれる。
【００７８】
　好ましい実施の形態によれば、最初の入口被膜及び／又は最初の出口被膜の耐火性金属
酸化物は、基本的にアルミナ、より好ましくはγアルミナ又はγ又はηアルミナ等の活性
化アルミナから成る。好ましくは、活性化アルミナは、DIN 66131 に従うＢＥＴ表面積測
定法により測定された６０から３００ｍ2／ｇ、好ましくは９０から２００ｍ2／ｇ、より
好ましくは１００から１８０ｍ2／ｇの比表面積を有する。
【００７９】
　本発明の更により好ましい実施の形態によれば、出口被膜の各々は、同一の化学組成を
有する。すなわち、本発明の触媒スートフィルタの準備工程において、ウォールフロー基
板にｋ+１の出口被膜を被膜することは、一種の特定のウォッシュコート組成を用いて行
われる。更に、好ましくは、全ての被膜、すなわち最初の入口被膜及び全ての出口被膜は
同一の化学組成を有する。
【００８０】
　本発明の触媒スートフィルタが一つ以上の更なる出口被膜、すなわち少なくとも２つの
出口被膜を有する場合、最初の入口被膜と出口被膜は、ウォールフロー基板上に、０．５
未満の被膜ローディング比で存在する。ここで、被膜ローディング比は、最初の入口被膜
のローディング（ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））：全ての出口被膜の総合の
ローディング（ｇ／ｉｎｃｈ3（ｇ／（２．５４ｃｍ）3））の比として計算される。
【００８１】
　２つ以上の出口被膜を含む本発明の触媒スートフィルタの製造方法に限り、基本的に同
一の方法が実行される。最初の入口被膜のみを含む触媒スートフィルタに関して前述した
通りである。しかしながら、工程（ｉｉｉ）の後に、少なくとも一種の更なる出口被膜は
、最初の出口被膜に塗布される。最初の入口被膜を塗布した後、付加的に乾燥及び／又は
焼成の後、２番目の出口被膜が最初の出口被膜に塗布される。もし３番目の出口被膜を塗
布するなら、付加的に最初と２番目の出口被膜を含むフィルタの乾燥及び／又は焼成の後
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に、３番目の出口被膜を２番目の出口被膜に塗布することが望ましい。したがって、本発
明は、上述した製造方法に係り、前記方法は更に、以下の工程を含む。
　（ｉｖ）工程（ｉｉｉ）の後に、ｋ個の更なる出口被膜を塗布する。ここで、（J+１）
番目の出口被膜はJ番目の出口被膜の上に位置し、前記（J+１）番目の出口被膜は出口端
から（J+１）番目の出口被膜端まで延在し、これにより（J+１）番目の出口被膜の長さが
画定される。（J+１）番目の出口被膜の長さはJ番目の出口被膜の長さのｙj+1％であって
、０＜ｙj+1≦１００である。ここで、ｋは整数であって、ｋ≧１であり、好ましくは１
から４、より好ましくは１から３の範囲内にある。；ここで、ｊは製数であって１≦ｊ≦
ｋである。
【００８２】
　より好ましくは、（J+１）番目の出口被膜は、J番目の出口被膜に、（J+１）番目の出
口被膜の長さが最初の出口被膜の長さの１００・（１－ｊ/（ｋ+１））％となるように塗
布される。
【００８３】
　ｋ個の更なる出口被膜の一般的な及び好ましい塗布方法に関する限り、最初の出口被膜
に関して上述したように、一般的及び好ましい方法について言及することができる。個々
の出口被膜の塗布の間に又は後に、乾燥及び／又は焼成工程中に塗布する一般的な及び好
ましい条件に関する限り、最初の出口被膜の乾燥及び／又は焼成に関して前述した一般的
な及び／又は好ましい条件について言及することができる。
【００８４】
　本発明の触媒スートフィルタは、統合された排気処理システムで使用することができる
。特に、ディーゼル排気放出の処理のための一つ以上の付加的な部品を含む排気導管にお
いて使用することができる。例えば、ディーゼルエンジンと好ましく流体連通するそのよ
うな排気導管は、本発明の触媒スートフィルタを含む。また、更に、ディーゼル酸化触媒
（ＤＯＣ）及び／又は選択接触還元（ＳＣＤ）触媒及び／又はＮＯｘ吸蔵及び還元（ＮＳ
Ｒ）触媒を含む。最も好ましくは、ＤＯＣ及び／又はＳＣＲ及び/又はＮＳＲは触媒スー
トフィルタと流体連通している。ディーゼル酸化触媒は、触媒スートフィルタ及び／又は
選択接触還元触媒成分から上流又は下流に配置することができる。より好ましくは、本発
明の触媒スートフィルタは、ＤＯＣから下流に配置される。更により好ましくは、本発明
の触媒スートフィルタはＳＣＲの上流又は下流に配置される。
【００８５】
　したがって、本発明は、ディーゼルエンジン排気流の処理システムに係り、このシステ
ムは、排気マニホールドを介してディーゼルエンジンと流体連通している排気導管；前述
した触媒スートフィルタ；及び触媒スートフィルタと流体連通した一つ以上の次のもの：
ディ－ゼル酸化触媒（ＤＯＣ）；選択接触還元（ＳＣＲ）触媒；ＮＯｘ吸蔵及び還元（Ｎ
ＳＲ）触媒を含む。
【００８６】
　排気導管で使用される適切なＳＣＲは、一般に、低い排気温度に関連する低負荷の条件
下でも十分なＮＯｘレベルが処理できるように、６００℃未満の温度でディーゼル排気に
含まれるＮＯｘ成分の還元を効果的に促進させる。適切なＳＣＲは、システムに添加され
る適切な還元剤に量に依存して、少なくともＮＯｘの５０％をＮ2に変換させることがで
きる。ＳＣＲの他の望ましい属性は、ＮＨ3を大気に放出しないように、Ｏ2と過剰のＮＨ

3と反応させＮ2とＨ2Ｏを生成する反応を促進させ得る可能性を有する。排気導管で使用
される有用なＳＣＲ触媒組成物は、６５０℃以上の耐熱性を有さねばならない。そのよう
な高温は、上流触媒スートフィルタの再生中に遭遇し得る。適切なＳＣＲは、例えば、US
 4,961,917 及び US 5,516,497 に記載されている。適切なＳＣＲは、ゼオライト中に存
在する鉄及び銅の助触媒の双方又は一つを含んでいる。その量は、助触媒とゼオライトを
足した総質量の略０．１から３０質量％、好ましくは略１から５質量％である。ＮＯｘを
ＮＨ3により還元しＮ2を生成促進する能力に加えて、開示されているＳＣＲは、特に高い
助触媒濃度を有するこれらの組成物に関して、過剰のＮＨ3とＯ2との酸化を促進すること
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が可能である。
【００８７】
　本発明の排気ガス処理システムは、ＮＯｘ吸蔵（及び付加的に還元）物を更に含んでも
良い。ＮＯｘ吸蔵（及び付加的に還元）物は、触媒スートフィルタの下流に好ましく位置
する。
【００８８】
　更に、本発明はディーゼルエンジン排気流の処理の方法に係り、排気流はスート粒子を
含み、前記方法は、排気流を上述した触媒スートフィルタに接触させ、付加的にその後、
排気流を、ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）を通すようにする。前記ＤＯＣは、好ましくは
、フロースルー基板又はウォールフロー基板である。この方法は、付加的にＤＯＣ又は触
媒スートフィルタからの結果として生じる排気流を、選択接触還元（ＳＣＲ）触媒を通す
ようにすることを含む。
【００８９】
　以下に、本発明の実施例を示す。
【００９０】
（実施例）
１．触媒準備工程
１．１　入口／出口のウォッシュコートローディング比が０．３である帯状触媒スートフ
ィルタ（サンプルＡ、本発明の実施形態）
【００９１】
　入口被膜用に、γアルミナ０．３ｇ／ｉｎ3が１０ｇ／ｆｔ3の最終の乾燥Ｐｄを与える
硝酸パラジウム水溶液に含浸された。続いて、アミン安定化Ｐｔ複合体としての白金を有
する白金水溶液に含浸され、２０ｇ／ｆｔ3の乾燥Ｐｔ成分が供給された。得られた粉末
は水中に分散された。続いて、得られた懸濁液が菫青石フィルタ基板（長さ：６インチ＝
１５．２４ｃｍ；直径：５．６６インチ＝１４．３８ｃｍ）の入口側からフィルタ全長の
５０％までの被膜に使用された。１１０℃の空気で乾燥と空気中４５０℃で焼成した後、
フィルタ基板の入口５０％のウォッシュコートの量は、略０．３２ｇ／ｉｎ3であった。

【００９２】
　出口被膜用に、γアルミナ１．０ｇ／ｉｎ3が５ｇ／ｆｔ3の最終の乾燥Ｐｄを与える硝
酸パラジウム水溶液に含浸された。続いて、アミン安定化Ｐｔ複合体としての白金を有す
る白金水溶液に含浸され、１０ｇ／ｆｔ3の乾燥Ｐｔ成分が供給された。得られた粉末は
水中に分散された。続いて、得られた懸濁液が菫青石フィルタ基板の出口側からフィルタ
全長の５０％までの被膜に使用された。１１０℃の空気で乾燥と空気中４５０℃で焼成し
た後、フィルタ基板の出口５０％のウォッシュコートの量は、略１．０１ｇ／ｉｎ3であ
った。
【００９３】
　したがって、被膜ローディング比は略０．３２であった。
【００９４】
１．２　入口／出口のウォッシュコートローディング比が均一である帯状触媒スートフィ
ルタ（サンプルＢ、比較例）
【００９５】
　入口被膜用に、γアルミナ０．３ｇ／ｉｎ3が１０ｇ／ｆｔ3の最終の乾燥Ｐｄを与える
硝酸パラジウム水溶液に含浸された。続いて、アミン安定化Ｐｔ複合体としての白金を有
する白金水溶液に含浸され、２０ｇ／ｆｔ3の乾燥Ｐｔ成分が供給された。得られた粉末
は水中に分散された。続いて、得られた懸濁液が菫青石フィルタ基板（１．１と同一の基
板）の入口側からフィルタ全長の５０％までの被膜に使用された。１１０℃の空気で乾燥
と空気中４５０℃で焼成した後、フィルタ基板の入口５０％のウォッシュコートの量は、
略０．３２ｇ／ｉｎ3であった。
【００９６】



(22) JP 5909191 B2 2016.4.26

10

20

30

40

　出口被膜用に、γアルミナ０．３ｇ／ｉｎ3が５ｇ／ｆｔ3の最終の乾燥Ｐｄを与える硝
酸パラジウム水溶液に含浸された。続いて、アミン安定化Ｐｔ複合体としての白金を有す
る白金水溶液に含浸され、１０ｇ／ｆｔ3の乾燥Ｐｔ成分が供給された。得られた粉末は
水中に分散された。続いて、得られた懸濁液が菫青石フィルタ基板の出口側からフィルタ
全長の５０％までの被膜に使用された。１１０℃の空気で乾燥と空気中４５０℃で焼成し
た後、フィルタ基板の出口５０％のウォッシュコートの量は、略０．３２ｇ／ｉｎ3であ
った。
【００９７】
　したがって。被膜ローディング比は略１．０であった。
【００９８】
２．現状の触媒技術と本発明の技術の比較（ドロップツーアイドル再生試験による最大ス
ート負荷の試験）
【００９９】
２．１　サンプルＡ（本発明）
　入口／出口被膜のウォッシュコートローディング比が０．３２の帯状触媒スートフィル
タ
　－入口被膜：２０ｇ／ｆｔ3Ｐｔ、１０ｇ／ｆｔ3Ｐｄ、０．３ｇ／ｉｎ3γアルミナ
　－出口被膜：１０ｇ／ｆｔ3Ｐｔ、５ｇ／ｆｔ3Ｐｄ、１．０ｇ／ｉｎ3γアルミナ
【０１００】
２．２　サンプルＢ（比較例）
　入口／出口被膜のウォッシュコートローディング比が略１（均一ウォッシュコートロー
ディング）の帯状触媒スートフィルタ
　－入口被膜：２０ｇ／ｆｔ3Ｐｔ、１０ｇ／ｆｔ3Ｐｄ、０．３ｇ／ｉｎ3γアルミナ
　－出口被膜：１０ｇ／ｆｔ3Ｐｔ、５ｇ／ｆｔ3Ｐｄ、０．３ｇ／ｉｎ3γアルミナ
【０１０１】
３．試験方法（ＳＭＬのドロップツーアイドル試験）
　サンプルＡとＢは、ドロップツーアイドル再生試験における最大温度が測定された。ド
ロップツーアイドル再生中に最大温度と勾配が低いほど、フィルタの最大スートローディ
ングが高い。テストの前にサンプルは、２Ｌエンジン変位を有する４シリンダーのライト
デューティディーゼルエンジンの排気流で、ローシティモード運転を経由して５．５ｇ／
ｌ（ｌ基板当たり＝５．５ｇ）のスートがローディングされた。
【０１０２】
　ドロップツーアイドル再生試験を行うために、各々のサンプルは、２Ｌ変位を有する４
シリンダーのライトデューティーゼルエンジンからの排気ラインの下流に配置された。触
媒スートフィルタの前面の温度は、６２０℃に上昇した。触媒スートフィルタの最初の熱
電対（図３の１、ＣＳＦ入口側からの距離：１インチ＝２．５４ｃｍ）の温度がスート再
生により６５０℃に到達すると、エンジンはアイドルモードに切り替えられる。最も高い
温度及び温度勾配は、ＣＳＦの後ろの部分で起こった。
【０１０３】
　ドロップツーアイドル再生に関し、サンプルＡとＢにおける熱電対１から４の位置につ
いて図３に示す。ドロップツーアイドル試験中の、サンプルＡとＢの４の熱電対に関し、
温度と時間の曲線をそれぞれ図４と図５に示す。サンプルＡは、サンプルＢに比較して重
要な低い最大温度を示している。温度が低いゆえに、サンプルＡは、より高いスートマス
リミット、最大のスートマスリミットとなっている。触媒スートフィルタサンプルＡとＢ
の熱電対の最大温度は、下記の表１に示すと通りである。触媒スートフィルタ入口から後
方位置、熱電対４”での最大温度は、入口／出口被膜のウォッシュコートローディング比
が０．３２の帯状スートフィルタでは略１４０℃低い。
【０１０４】
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【図１】

【図２】

【図３】
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