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(57) Abstract: A catalyst carrier comprising a honeycomb structure having longitudinally extending cells partitioned by a cell wall
and, disposed on the periphery of the honeycomb structure, a coat layer, characterized in that each of the honeycomb structure and
the coat layer contains inorganic fibers and the inorganic fibers contained in the honeycomb structure are mainly oriented in a first
di・r㏄ti・on whi・le 山e i・norgani・c fi・bers ㏄ntai・ned i・n 山e coat layer are mai・nly oπ・ented i・n a second di・recti・on, the fi・rst di・recti・on bei・ng
substantially perpendicular to the second direction.

(57) 要約 本発明は、長手方向に延在するセルがセル壁によって区画された/\— カム構造体 と、該 / \ —カム構造
体の外周部に設置されたコー ト層とを有する
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触媒担持体

技術分野

０００1 本発明は、触媒担持体に関する。

背景技術

０００2 従来ょり、車両または建設機械等の内燃機関用の各種排気ガス処理装置が提案さ

れ、実用ィビされている。一般的な排気ガス処理装置は、エンジンの排ガスマニホール

ドに連結された排気管の途上に、例えば金属等で構成されたケーシングを設け、そ

の中にハニカム構造体を配置した構造となっている。このハニカム構造体は、排気ガ

ス中の有害ガス成分等を触媒反応にょって浄ィビする触媒担持体を構成する。

０００3 この触媒担持体は、例えば、低熱膨張性のコージェライト質ハニカム構造体のセル

壁に、 アルミナ等の触媒担持層おょび白金等の触媒を担持して製造される。こ

のセル壁に設置された触媒にょり、排気ガスに含まれるC Cおょび O 等の有

害ガスが浄ィビされる。

０００4 このょぅなハニカム構造体を有する触媒担持体において、排気ガスの浄ィヒ，注能を

高めるためには、排気ガスと触媒 (例えば貴金属) との接触確率を高くする必要があ

る。この問題に対応した触媒担持体として、アルミナ等の高比表面積材料と、無機繊

維とからなり、比表面積を高めたハニカム構造体が知られている (例えば、特許文献

2 )

特許文献 1 特開2 ００5 8935 号公報

特許文献2 特開2 ００5 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 前述のょぅに、触媒担持体にょる排気ガスの浄ィヒ，注能の観点からは、ハニカム構造

体の比表面積は、大きいほど好ま 、。しかしながら、特許文献 、2 のょぅに、ハニカ

ム構造体の比表面積を高めょぅとすると、基材を十分に焼結させることができなくなる

ため、完成後の触媒担持体の強度が低下する場合が多い。触媒担持体の強度が低



下すると、触媒担持体のケーシングへの装着時または実際の使用時に、外周方向 (

すなわちケーシング内面)から加わる応力によって、触媒担持体が破損するおそれ

がある。

０００6 本発明は、このよぅな問題に鑑みなされたものであり、高いアイソスタティック強度を

有する触媒担持体を提供することを課題とする。

課題を解決するための手段

０００7 本発明では、長手方向に延在するセルがセル壁によって区画されたハニカム構造

体と、該ハニカム構造体の外周部に設置されたコート層とを有する触媒担持体にお

いて、

前記ハニカム構造体およびコート層は、無機繊維を含み、

前記ハニカム構造体に含まれる無機繊維は、主として第 の方向に配向され、前記

コート層に含まれる無機繊維は、主として第2の方向に配向され、

第 の方向は、第2の方向に対して、実質的に直交していることを特徴とする触媒担

持体が提供される。

０００8 ここで、無機繊維の前記第 の方向は、前記ハニカム構造体の長手方向に平行な

方向であることが好ま 、。

０００9 また、前記ハニカム構造体は、複数の柱状のハニカムュニットと、該ハニカムュニッ
ト同士を接合する接着層とを有しても良い。

００1０ また、前記触媒担持体は、円柱状であっても良い。

００11 また、前記セル壁に触媒が担持されていても良い。

００12 また、本発明による触媒担持体は、白金を触媒として含んでも良い。

００13 また、本発明による触媒担持体において、前記セル壁の厚さは、 ・ ～０・4

の範囲であっても良い。

発明の効果

００14 本発明では、ハニカム構造体に含まれる無機繊維とコート層に含まれる無機繊維

の配向方向を前述のよぅに選定したため、高いアイソスタティック強度を有する触媒

担持体を提供することが可能となる。



００15 図 本発明の触媒担持体の一例を模式的に示した斜視図である。

図2 図 の触媒担持体を構成するハニカムュニットの一例を模式的に示した斜視図

である。

図3 図2のハニカムュニットの 線での断面概略図である。

図4 本発明の触媒担持体が設置された排気ガス処理装置の一例を模式的に示した

断面図である。

図5 本発明による触媒担持体の製造フローの一例を示した図である。

図6 別の方法で製作されたハニカム構造体の斜視図である。

図7 コート層用の原料ぺ一ストの設置装置の一例を示した図である。

符号の説明

００16 22 セル

23 セル壁

7０ 排気ガス処理装置

7 ケーシング

72 保持シール材

74 導入管

75 排出管

００ 媒担持体

０接着層

2０ コート層

3０ハニカムュニット

4０ハニカム構造体。

発明を実施するための最良の形態

００17 以下、図面により本発明の形態を説明する。

００18 図 には、本発明による触媒担持体の一例を模式的に示す。また、図2には、触媒

担持体を構成するハニカム構造体の基本単位である、ハニカムュニットの一例を模

式的に示す。さらに図3には、図2のハニカムュニットの 断面の概略図を示す。

００19 図 に示すよぅに、触媒担持体 ００は、2つの開口面および両開口面をつなぐ外周



部を有するハニカム構造体 4０と、該ハニカム構造体 4０の外周部に設置されたコ

ート層 2０とを有する。通常の場合、コート層 2０は、完成後の触媒担持体 ００の外

周形状を整えることを目的として、ハニカム構造体 4０の全長にわたって設置される

００2 ０ ハニカム構造体 4０は、例えば、図2 に示す柱状のセラミック製ハニカムュニット 3

を、接着層 ０を介して複数個 (図 の例では、縦横4列ずつ 6個 ) 接合させた後、

外周側を所定の形状 (図 の例では、円柱状) に沿って切断することにより構成される

００2 1 図2および図3 に示すよぅに、ハニカムュニット 3０は、長手方向に延伸し、両端面

で開口された複数のセル2 2 と、該セルを区画するセル壁2 3 とを有する。セル壁2 3 に

は、例えば白金等の貴金属からなる触媒が担持される。従って、触媒担持体を実際

に使用した場合、ハニカムュニット 3０のいずれかのセル2 2 に、一方の端部から流

入した排気ガスは、該セルを通過する際に、触媒と接触し、これにより、排気ガス中に

含まれる有害成分 (例えば、C O Cおよび O )が浄ィビされる。また、浄ィビされた

排気ガスは、セル2 2の他方の端部から排出される。

００2 2 通常の場合、ハニカムュニット 3０は、無機粒子と無機繊維とで構成される。コート

層 2０も同様である。ただし、ハニカムュニット 3０およびコート層 2０は、さらに、無

機バインダを含んでも良い。

００2 3 ここで本発明の触媒担持体 ００では、ハニカム構造体 4０を構成するそれぞれの

ハニカムュニット 3０に含まれる無機繊維と、コート層 2０に含まれる無機繊維にお

いて、両者の配向が実質的に直交していることに特徴がある。なお、配向が 「実質的
。 。に直交する」とは、配向が 6０～9０で交差することを言ぅ。例えば、図 の触媒担持

体では、ハニカムュニット 3０の無機繊維は、その大部分が実質的に長手方向 (図2

のX方向) に沿って配向されているのに対して、コート層 2０の無機繊維は、その大

部分が実質的に円周方向 (図 の矢印 の方向) に沿って配向されている。

００2 4 触媒担持体をこのよぅに構成した場合、ハニカムュニットおよびコート層に含まれる

、強度に寄与し得る無機繊維が、触媒担持体の内側 (すなわちハニカムュニット と

外側 (すなわちコート層 ) とで、相互に直交されるよぅに配向されることになるため、無



機繊維が無秩序に配向されている触媒担持体に比べて、触媒担持体の強度、特に

アイソスタティック強度が向上する。ここで、アイソスタティック強度とは、触媒担持体に

等方的な静水圧荷重を負荷した際に破壊が生じるときの圧縮破壊荷重であり、社団

法人自動車技術協会発行の自動車規格であるJ S 規格 5 5 に規定されて

いる。従って、本発明では、ハニカム構造体の比表面積を従来のよぅな、またはそれ

以上の高い値に維持させたまま、触媒担持体 ００の強度を向上させることが可能と

なる。

００25 なお、上記の例では、ハニカムュニットの無機繊維を長手方向と平行に配向させ、

コート層の無機繊維を円周方向に配向させるよぅにすることにより、両者に含まれる無

機繊維を実質的に直交させている。しかしながら、ハニカムュニット 3０およびコート

層 2０の無機繊維の配向の組み合わせは、これに限られるものではない。例えば、

ハニカムュニットの無機繊維が長手方向と垂直な方向 (図2の 方向またはZ方向) に

配向され、コート層の無機繊維がハニカムュニットの長手方向に配向されても良い。

ただし、製造の容易性の観点からは、両者に含まれる無機繊維の配向は、上記の例

のよぅに(すなわち、ハニカムュニットの無機繊維を長手方向と平行に配向させ、コー

ト層の無機繊維を円周方向に配向させるよぅに)選択されることが一般的であると思わ

れる。

００26 本発明による触媒担持体では、ハニカム構造体の比表面積は、特に限られないが

、特に、2 25０００ 2～7００００ の範囲である場合により好適である。

００27 このよぅな本発明による触媒担持体は、例えば、車両の排気ガス処理装置に用レ巧

ことができる。

００28 図4には、本発明による触媒担持体 ００が装着された排気ガス処理装置7０の一例

を模式的に示す。

００29 図4に示すよぅに、排気ガス処理装置7０は、主として触媒担持体 ００、触媒担持体

００を収容する金属製ケーシング7 、および触媒担持体 ００とケーシング7 との間

に配設され、触媒担持体 ００を適切な位置に保持する保持シール材72で構成され

る。また、排気ガス処理装置7０の一方の端部 (導入部) には、ェンジン等の内燃機関

から排出された排気ガスを導入するための導入管74が接続されており、排気ガス処



理装置7０の他方の端部 (排出部) には、排気ガスを排出するための排出管75が接

続されている。図において矢印は、排気ガスの流れを示している。

００3０ ェンジン等の内燃機関から排出された排気ガスは、導入管74を通って、ケーシング

7 内に導入され、導入管74と面する触媒担持体 ００の一方の端面からセル22を通

り、ハニカム構造体 4０内を流通する。ハニカム構造体 4０に流入した排気ガスは、

セル22を通過する過程で、触媒との反応により、CO Cおよび O 等の有害な成

分が浄化される。その後、排気ガスは、触媒担持 ００の他方の端面を通って、排

気ガス処理装置から排出され、最終的に、排出管75を通って外部へ排出される。

００3 1 このよぅな排気ガス処理装置7０では、触媒担持体 ００は、従来と同様の高い比表

面積を有するハニカム構造体で構成されているため、良好な浄ィロ特性を示す。また、

この触媒担持体 ００では、ハニカム構造体に含まれる無機繊維の配向と、コート層に

含まれる無機繊維の配向が実質的に直交しているため、触媒担持体 ００は、ケーシ

ング7 または保持シール材72側から加わる外周方向の圧縮応力に対して、良好な

強度を示す。従って、本発明では、ハニカム構造体が高い比表面積を有しているに

もかかわらず、使用時に破損することが回避される。

００32 なお、以上の記載では、図 のよぅな、接着層 ０を介して複数のハニカムュニット

3０を接合することにより構成されるハニカム構造体 (いわゆる、「接合型ハニカム構

造体」)を基本構造として形成される触媒担持体を例に説明した。しかしながら、本発

明は、これとは別の、接着層 ０を有さず、一体成形によって製作されたハニカム構

造体 (いわゆる、「一体型ハニカム構造体」)を基本構造として形成される触媒担持体

にも適用することが可能であることは当業者には明らかであろぅ。すなわち、この場合

も、「一体型ハニカム構造体」に含まれる無機繊維の配向と、その外周面に設置され

るコート層中の無機繊維の配向とを実質的に直交させることにより、良好な強度を有

する触媒担持体を得ることができる。

００33 ハニカムュニットの組成は、特に限定されるものではないが、無機粒子と、無機繊

維および またはウイスカとを含んでなることが望ま 、。無機粒子によって比表面積

が向上し、無機繊維および またはウイスカによってハニカムュニ、ソトの強度が向上

することとなるからである。



００34 上記無機粒子としては、アルミナ、シリカ、ジルコニア、チタニア、セリア、ムライト、ゼ

オライト等からなる粒子が望ま 、。これらの粒子は、単独で用いてもよく、2種以上

併用してもよい。また、これらの中では、アルミナ粒子、セリア粒子が特に望ま 、。

００35 上記無機繊維やウィスカとしては、アルミナ、シリカ、炭ィロ珪素、シリカーアルミナ、

ガラス、チタン酸カリウムまたはホウ酸アルミニウム等からなる無機繊維やウィスカが望

ま 、。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。上記無機繊維お

よび またはウィスカのなかでは、ホウ酸アルミニウムウィスカがより望ま 、。

００36 なお、本明細書中において、無機繊維やウィスカとは、平均アスペクト比 (長さ 径

) が5を超えるものをいぅ。また、上記無機繊維やウィスカの望ま 、平均アスペクト比

は、 ０～０００である。

００37 上記ハニカムュニットに含まれる上記無機粒子の量について、望ま 、下限は3０

重量 であり、より望ま 、下限は4０重量 であり、さらに望ま 、下限は5０重量

である。一方、望ま 、 、上限は97重量 であり、より望ま 上限は9０重量 であり

、さらに望ま 、上限は8０重量 であり、特に望ま 、上限は75重量 である。

００38 無機粒子の含有量が3０重量 未満では、比表面積の向上に寄与する無機粒子

の量が相対的に少なくなるため、ハニカム構造体としての比表面積が小さく、触媒成

分を担持する際に触媒成分を高分散させることができなくなる場合がある。一方、97

重量 を超えると強度向上に寄与する無機繊維および またはウィスカの量が相対

的に少なくなるため、ハニカム構造体の強度が低下することとなる。

００39 上記ハニカムュニットに含まれる上記無機繊維および または上記ウィスカの合計

量について、望ま 、下限は3重量 であり、より望ま 、下限は5重量 であり、さら

に望ま 、下限は8重量 である。一方、望ま 、上限は7０重量 であり、より望まし

い上限は5０重量 であり、さらに望ま 、上限は4０重量 であり、特に望ま 、上

限は3０重量 である。

００4０ 無機繊維および またはウィスカの含有量が3重量 未満ではハニカム構造体の

強度が低下することとなり、5０重量 を超えると比表面積向上に寄与する無機粒子

の量が相対的に少なくなるため、ハニカム構造体としての比表面積が小さく触媒成分

を担持する際に触媒成分を高分散させることができなくなる場合がある。



００41 また、上記ハニカムュニットは、上記無機粒子と上記無機繊維および またはウィ

ス力と無機バインダとを含む混合物である原料組成物を用いて製造されていることが

望ま 、。このよぅに無機バインダを含む原料組成物を用いることにより、生成形体を

焼成する温度を低くしても好適な強度のハニカムュニットを得ることができるからであ

る。

００42 上記無機バインダとしては、無機ゾルや粘土系バインダ等を用いることができ、上

記無機ゾルの具体例としては、例えば、アルミナゾル、シリカゾル、チタニアゾル、水

ガラス等が挙げられる。また、粘土系バインダとしては、例えば、白土、カオリン、モン

モリロナイト、セピオライト、アタパルジヤイト等の複鎖構造型粘土等が挙げられる。こ

れらは単独で用いても良く、2種以上を併用してもよい。

００43 これらのなかでは、アルミナゾル、シリカゾル、チタニアゾル、水ガラス、セピオライト

００44 上記原料組成物中に含まれる無機バインダの量は、原料組成物に含まれる上記無

機粒子と上記無機繊維および またはウィスカと上記無機バインダとの固形分の総

量に対して、固形分として、その望ま 、下限は、5重量 であり、より望ま 、下限

は、 ０重量 であり、さらに望ま 、下限は 5重量 である。一方、望ま 、上限は

5０重量 であり、より望ま 、上限は、4０重量 であり、さらに望ま 、上限は、35

重量 である。

００45 上記無機バインダの量が5重量 未満では、製造したハニカム構造体の強度が低

くなることがあり、一方、上記無機バインダの量が5０重量 を超えると上記原料組成

物の成型性が悪くなる傾向にある。

００46 ハニカムュニット 3０のセル壁23の厚さは特に限定されないが、強度の点から望ま
、下限は、 ・ であり、ガス浄化の点から望ま 、上限は、 ・4 である。

００47 また、コート層 2０は、通常の場合、前述の無機粒子、無機繊維、無機バインダを

含み、さらに有機バインダを含むぺ一スト液を原料として製作される。有機バインダに

は、例えば、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、エチルセルロース、力ルボキ

シルメチルセルロース等を使用することができ、これらは単独で使用しても、2種類以

上のものを混合して使用しても良い。上記有機バインダの中では、力ルボキシルメチ



ルセルロースが望ま 、。

００48 その後、このぺ一スト液をハニカム構造体の外周面に設置した後、乾燥処理するこ

とにより、コート層が形成される。原料となるぺ一スト液には、必要に応じて、酸ィロ物系

セラミックを成分とする微小中空球体であるバルーンや、球状アクリル粒子、グラファ

イト等の造孔剤を添加しても良 、い。コート層の厚さは、 ・3 ～2・O が好ま

００49 また、本発明の触媒担持体 ００において、接着層 ０には、コート層 2０と同じ材

料が使用される。ただし、接着層 ０は、コート層 2０と異なる材料であっても良い。

００5０ 本発明の触媒担持体 ００の形状は、いかなる形状であっても良い。例えば、触媒

担持体の形状は、図 に示すよぅな円柱の他、楕円柱、多角柱等であっても良い。

(触媒担持体の製作方法)

次に、触媒担持体の製造方法を説明する。図5には、本発明の触媒担持体の製造

フローの一例を示す。本発明の触媒担持体の製造方法は、無機繊維が第 の方向

に配向されたハニカム構造体を作製するステッ (ステップ ００) と、ハニカム構造

体の外周面に、無機繊維が第2の方向に配向されたコート層を設置するステップ (ス

テップS ０) と、ハニカム構造体のセル壁に触媒を設置するステッ (ステップS 2０
) とを有する。以下、各工程について、詳しく説明する。

(ステップS ００)

まず、ステップS では、大部分の無機繊維が第 の方向に配向されたハニカム

構造体が製作される。

００5 1 ここで、以下の記載では、「接合型ハニカム構造体」を製作する場合を例にして、説

明する。ただし、「一体型ハニカム構造体」の場合も、ハニカムュニットの接合工程を

除き、同様の工程により製作することができることは、当業者には明らかであろぅ。

００52 まず、前述の材料からなる無機粒子と、前述の材料からなる無機繊維とを含む原料

ぺ一ストを用いて押出成形機による押出成形を 、竹 、例えば四角柱状のハニカムュ
ニット成形体を製作する。ここで、本発明では、ハニカムュニットに含まれる無機繊維

の配向方向を、できる限り成形体の長手方向に揃えるため、成形機から原料ぺ一スト

を押し出す際の押出速度を、4００ 分に制御して、押出成形を行ぅ。なお、添加



する無機繊維の平均繊維長を長くすること、および金型内の流路等を調整することに

より、ハニカムュニットに含まれる無機繊維の配向をより容易に調整することができる

００53 前記原料ぺ一ストは、これに限定されるものではないが、例えば製造後のハニカム

ュニットの気孔率が4０～75 となるものが好ましく、例えば前述のよぅな無機粉末お

よび無機繊維に、バインダおよび分散溶媒等を加えたものであっても良い。

００54 有機バインダとしては、特に限定されるものではないが、例えば、メチルセルロース

、力ルボキシメチルセルロース、ヒドロキシェチルセルロース、ポリエチレングリコール

等から選ばれる 種以上の有機バインダが挙げられる。有機バインダの配合量は、セ

ラミック粒子、無機繊維および またはウイスカ、無機バインダの合計 ００重量部に

対して、 ～０重量部が好ま 、。分散媒としては、特に限定されるものではないが、

例えば、水、有機溶媒 (ベンゼンなど)およびアルコール (メタノールなど)などを挙げ

ることができる。

００55 これらの無機粉末、無機繊維、バインダおよび分散溶媒は、アトライター等で混合し

、ニーダー等で十分に混練した後、押出成形される。

００56 また前記原料ぺ一ストには、必要に応じて、成形助剤を添加しても良い。成形助剤

としては、これに限られるものではないが、例えばエチレングリコール、デキストリン、

脂肪酸、脂肪酸石けん、ポリビニルアルコール等が使用される。また前記原料ぺ一ス

トには、必要に応じて、酸ィロ物系セラミックを成分とする微小中空球体であるバルー

ンや、球状アクリル粒子、グラファイト等の造孔剤を添加しても良い。

００57 次に、得られた成形体は、乾燥することが好ま 、。乾燥に用いる乾燥機は、特に

限定されるものではないが、マイクロ波乾燥機、熱風乾燥機、誘電乾燥機、減圧乾燥

機、真空乾燥機および凍結乾燥機などが挙げられる。また、得られた成形体は、脱

脂することが好ま 、。脱脂する条件は、特に限定されず、成形体に含まれる有機物

の種類や量によ 、って適宜選択するが、おおよそ4００C、2時間が好ま 。更に、得

られた成形体は、焼成することが好ま 、。焼成条件としては、特に限定されるもので

はないが、6００～2００Cが好ましく、6００～０００Cがより好ま 、。この理由は、焼

成温度が6００C未満ではセラミック粒子などの焼結が進行せずハニカム構造体とし



ての強度が低くなり、 2００Cを超えるとセラミック粒子などの焼結が進行しすぎて単

位体積あたりの比表面積が小さくなるためである。このようにして製作されたハニカム

ユニットの無機繊維の大部分は、長手方向と平行に配向されている。

００58 次に、ハニカムユニットの側面に、後に接着層となる接着層用ぺ一ストを均一な厚さ

で塗布した後、この接着層用ぺ一ストを介して、順次他のハニカムユニットを積層す

る。この工程を繰り返し、所望の寸法の (例えば、ハニカムユニットが縦横4個ずつ配

列された ハニカム構造体を製作する。

００59 接着層用ぺ一ストとしては、特に限定されるものではないが、例えば、無機バインダ

とセラミック粒子を混ぜたものや、無機バインダと無機繊維を混ぜたものや、無機バイ

ンダとセラミック粒子と無機繊維を混ぜたものなどを用いることができる。また、これら

のシール材に有機バインダを加えたものとしてもよい。有機バインダとしては、特に限

定されるものではないが、例えば、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、エチル

セルロースおよび力ルボキシメチルセルロースなどから選ばれる 種以上が挙げられ

る。

００6０ ハニカムユニットを接合させる接着層の厚さは、 ・3～2・O が好ましい。接着層

の厚さが ・3 未満では十分な接合強度が得られないおそれがあるためである。

また、接着層は、触媒担体として機能しない部分であるため、2・O を超えると、ハ

ニカム構造体の単位体積あたりの比表面積が低下する。

００6 1 次にこのハニカム構造体を加熱して、接着層用ぺ一ストを乾燥、固定ィビさせて、接

着層を形成させるとともに、ハニカムユニット同士を固着させる。

００62 次にダイヤモンドかソタ一等を用いて、ハニカム構造体を、例えば円柱状に切断加

エし、円柱状のハニカム構造体を製作する。

００63 なお、例えば、図6に示すように、断面が扇形の形状や断面が正方形の形状にハ

ニカムユニット皿を成形し、これらを接合させて所定のハニカム構造体の形状 (図6

では円柱状) になるようにして、切断・研磨工程を省略しても良い。

(ステップS )

次に、ステップ では、以下のようにして、前述のハニカム構造体に、大部分の

無機繊維が第2の方向 (すなわち、第 の方向と略直交する方向) に配向されたコ一



ト層が設置される。

００64 まず、ハニカム構造体の外周部に、コート層用の原料ぺ一ストが設置される。図7に

は、コート層用の原料ぺ一ストをハニカム構造体に設置する際に使用される設置装

置の概略図を示す。

００65 図7に示すよぅに、設置装置6００は、把持装置6 ０と、ぺ一スト供給器62０と、ぺ一

スト均質化手段63０とを有する。ぺ一スト供給器62０およびぺ一スト均質ィロ手段63０

は、図7では、相互に対向するよぅに配置されてぃるが、近接してぃることが望ま 、い

００66 把持装置6 ０は、ハニカム構造体 4０の端面を把持することができる構造となって

ぃる。また、把持装置6 ０は、ハニカム構造体 4０を長手軸Cの周囲で回転させるこ

との可能な手段を有する。

００67 ぺ一スト供給器62０は、コート層用の原料ぺ一ストが収容されたぺ一スト収容器 (図

示されてぃなぃ) と配管625 を介して接続されてぃる。配管625 には、ストップバルブ

(図示されてぃなぃ)等が設置されてぃる。また、ぺ一スト供給器62０には、一つの側

面に、図中横方向に沿って、多数のノズル62 が一列に設置されてぃる。また、ぺ一

スト供給器62０は、このノズル62 が設置された面が、把持装置6 ０に把持されたハ

ニカム構造体 4０の外周面と対向するよぅに配置される。ぺ一スト均質ィロ手段63０は

、図中横方向に沿って形成されたブレード635 を有する。ぺ一スト均質化手段63０は

、このブレード635 が把持装置6 ０に設置されたハニカム構造体 4０の外周面に所

定の距離をおぃて配置される。

００68 ぺ一スト供給器62０の各ノズル62 は、幅 および長さ を有する。また、ぺ一スト

均質化手段63０のブレード635 は、ハニカム構造体 4０の全長と同等以上の長さを

有する。また、ブレード635 は、先端がブレード状になっており、回転するハニカム構

造体 4０と当接した際に柔軟に変形することができるよぅ、ゴムまたはプラスチックな

どの弾性体で構成されてぃることが望ま 、。

００69 このよぅな構成の原料ぺ一ストの設置装置6００を用ぃて、以下のよぅに、ハニカム構

造体 4０の外周面に、コート層用の原料ぺ一ストが設置される。

００7０ まず、把持装置6 ０に、ハニカム構造体が把持される。また、このハニカム構造体



の外周面に対して僅かの隙間が形成されるよぅにして、ぺ一スト供給器62０およびぺ

一スト均質化手段63０が配設される。なお、ぺ一スト供給器62０の各ノズル62 の先

端から、ハニカム構造体の外周面までの距離は、通常5 ～０ の範囲であり、

ぺ一スト均質ィロ手段63０のブレード635 の先端から、ハニカム構造体の外周面まで

の距離は、通常０・3 ～2・０ の範囲である。

００7 1 次に、ハニカム構造体がC軸に沿って回転される。回転速度は、例えば、 O ～
5０ である。次に、前述のストップバルブを「開」にすることにより、ぺ一スト収容器

に充填されているコート層用の原料ぺ一ストが、配管625 を介してぺ一スト供給器62

に供給される。この原料ぺ一ストは、ノズル62 を経由して圧送され、ハニカム構造

体 4０の外周面に原料ぺ一ストが塗布される。塗布された原料ぺ一ストは、ぺ一スト

均質化手段63０のブレード635 によって、ハニカム構造体 4０の外周面に、均一に

塗り広げられ、ハニカム構造体 4０の外周面には、均一な厚さ (例えば、 ・3 ～
2・０ )の原料ぺ一ストが設置される。

００72 ここで、本発明では、コート層中の無機繊維を、ハニカム構造体(ハニカムュニット)

中の無機繊維の配向に対して実質的に直交するよぅに配向させるため、ぺ一スト供

給器62０のノズル62 の寸法を次のよぅに調節する。

ノズルの幅 ０ ～・O 、またはノズルの直径０・ ～・０

ノズルの長さ 5 ～2０

我々の実験では、幅 および長さ をこの範囲に調整したノズルを使用した場合、

ハニカム構造体の外周面に設置されたコート層用の原料ぺ一ストに含まれる無機繊

維の配向をぺ一ストの押出方向に揃えることが可能であることが示されている。従っ
て、このよぅな工程により、コート層用の原料ぺ一ストを設置することにより、最終的に

得られるコート層に含まれる無機繊維の配向を、円周方向に揃えることができる。

００73 その後、ハニカム構造体に設置された原料ぺ一ストを乾燥させて、コート層を固着

させることにより、ハニカムュニットとコート層の無機繊維の配向方向が実質的に直交

したハニカム構造体を製造することができる。

(ステップ 2０

次に、ステップS 2０では、ハニカム構造体を構成するハニカムュニットのセル壁に



触媒が設置される。触媒材料は、特に限定されないが、例えば白金、パラ、ジウム、ロ

、ジウム等の貴金属が挙げられる。またアルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類元素

、遷移金属等を含んだィロ合物を担持させても良い。白金触媒を設置する方法として

は、例えば、触媒担持層が設置されたハニカムュニットをジニトロジアンミン白金硝酸

溶液 ( P (NH NO HN 等に含浸させて、加熱する方法等が利用される
3 2 2 2 3

。

００74 なお、前述の製造方法の例では、触媒の担持工程は、ハニカム構造体の外周部に

コート層を設置した後に実施されるが、ハニカムュニットを積層する前に行っても良い
。このよぅな工程を経て、セル壁に触媒が担持された触媒担持体が製作される。

００75 以上のよぅに、本発明の触媒担持体では、ハニカムュニットとコート層の無機繊維の

配向方向が実質的に直交しており、高い比表面積および高強度の両特性を有する

触媒担持体を得ることができる。



請求の範囲

長手方向に延在するセルがセル壁によって区画されたハニカム構造体と、該ハニ

カム構造体の外周部に設置されたコート層とを有する触媒担持体において、

前記ハニカム構造体およびコート層は、無機繊維を含み、

前記ハニカム構造体に含まれる無機繊維は、主として第 の方向に配向され、前記

コート層に含まれる無機繊維は、主として第2の方向に配向され、

第 の方向は、第2の方向に対して、実質的に直交していることを特徴とする触媒担

持体。

2 前記第 の方向は、前記ハニカム構造体の長手方向に平行な方向であることを特

徴とする請求項 に記載の触媒担持体。

3 前記ハニカム構造体は、複数の柱状のハニカムュニットと、該ハニカムュニット同士

を接合する接着層とを有することを特徴とする請求項 または2に記載の触媒担持体

4 円柱状であることを特徴とする請求項 乃至3のいずれか一つに記載の触媒担持

体。

5 前記セル壁に、触媒が担持されることを特徴とする請求項 乃至4のいずれか一項

に記載の触媒担持体。

6 前記触媒は、白金を含むことを特徴とする請求項5に記載の触媒担持体。

7 前記セル壁の厚さは、 ・ ～０・4 の範囲であることを特徴とする請求項

乃至6のいずれか一項に記載の触媒担持体。
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