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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】従来廃棄物となっていた火山灰を有効利用し、
耐熱衝撃性の高い火山灰焼結体及びその製造方法の提供
。
【解決手段】火山灰とリシウム化合物の混合物を焼成し
て得られる火山灰焼結体（加熱プレート１）は、線膨張
係数が小さいβ－スポジュメン（β－spodumene）相を
含む。焼結体の製造方法は、火山灰を６０～７５重量％
、リシウム化合物を２５～４０重量％混合する工程を含
み、上記混合物は、１０３５℃以上１１４０℃以下で焼
成される。これにより、線膨張係数が１．０×１０－６
／℃以上２．５×１０－６／℃以下、開気孔率が０％よ
り大きく９％以下の、耐熱衝撃性に優れ、熱応力に耐え
る強度を有する焼結体が得られる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　火山灰とリシウム化合物との焼結体であって、
　前記焼結体はβ－スポジュメン相を含む
　火山灰焼結体。
【請求項２】
　請求項１に記載の火山灰焼結体であって、
　前記リシウム化合物はペタライトである
　火山灰焼結体。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の火山灰焼結体であって、
　前記焼結体の線膨張係数が１．０×１０－６／℃以上２．５×１０－６／℃以下である
　火山灰焼結体。
【請求項４】
　請求項１から３のうちいずれか１項に記載の火山灰焼結体であって、
　前記焼結体の開気孔率が０％より大きく９％以下である
　火山灰焼結体。
【請求項５】
　火山灰を６０～７５重量％、リシウム化合物を２５～４０重量％混合する工程と、
　前記混合物を１０３５℃以上１１４０℃以下で焼成する工程と
　を有する火山灰焼結体の製造方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の火山灰焼結体の製造方法であって、
　前記混合工程は、前記火山灰を７０～７５重量％、前記リシウム化合物を２５～３０重
量％混合する
　火山灰焼結体の製造方法。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の火山灰焼結体の製造方法であって、
　前記リシウム化合物はペタライトである
　火山灰焼結体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、火山灰を利用した火山灰焼結体及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　火山灰のほとんどは最終処分場にて埋立処分されているのが現状である。そこで近年、
このような火山灰を機能焼結体として資源化する技術が種々提案されている。例えば特許
文献１には、火山灰を主材料とし長石、無機質顔料を混合した混合物を加圧成形、焼結す
ることで建材を製造する方法が開示されており、特許文献２には、火山灰に低温焼結を目
的に硼酸塩などを添加し成型、焼成することにより磁器を製造する方法が開示されている
。
【０００３】
　一方、肉や野菜等を焼く焼肉用調理プレートとして、多孔質な火成岩などの溶岩を円や
四角のプレート状に加工した石焼プレートが知られている（例えば特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６１－５３１４４号公報
【特許文献２】特公平２－１７９２号公報
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【特許文献３】特開２００９－１８９７２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の天然素材からなる溶岩プレートは、直火に対して割れやすいという問題点があっ
た。また、素材確保がしづらく製品の大型化が困難であった。更に欠陥（巣）を多く含み
脆い素材で有る為、加工歩留りが低く高価な物となっていた。
【０００６】
　以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、従来廃棄物となっていた火山灰を有効利用
し、耐熱衝撃性に優れた火山灰焼結体及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る火山灰焼結体は、火山灰とリシウム化
合物との焼結体であって、上記焼結体はβ－スポジュメン相を含む。
　原材料として火山灰にリシウム化合物を混合させた混合物を用い、この混合物を焼成し
て、線膨張係数が小さいβ－スポジュメン（β－spodumene）相を含む、耐熱衝撃性に優
れた焼結体が得られる。焼結体を円板状にし、これを部分的に加熱した場合、火があたっ
ている領域と火があたっていない領域との熱膨張差が小さく割れることがない。
【０００８】
　リシウム化合物は特に限定されず、典型的にはペタライト（葉長石）である。
【０００９】
　上記焼結体の線膨張係数は、例えば、１．０×１０－６／℃以上２．５×１０－６／℃
以下である。これにより高い耐熱衝撃性を得ることができる。
【００１０】
　上記焼結体の開気孔率は、例えば、０％より大きく９％以下が好ましい。これにより、
熱応力に耐える強度を有する焼結体が得られる。
【００１１】
　本発明の一形態に係る火山灰焼結体の製造方法は、火山灰を６０～７５重量％、リシウ
ム化合物を２５～４０重量％混合する工程を含む。
　上記混合物は、１０３５℃以上１１４０℃以下で焼成される。
　これにより、線膨張係数が小さいβ－スポジュメン（β－spodumene）相を有する、耐
熱衝撃性に優れた焼結体を得ることができる。
【００１２】
　上記混合工程において、上記火山灰を７０～７５重量％、上記リシウム化合物を２５～
３０重量％混合することが望ましく、耐熱衝撃性が更に向上した焼結体を得ることができ
る。
　リシウム化合物としては、ペタライトを用いることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上述べたように、本発明によれば、火山灰を原料とする耐熱衝撃性に優れた焼結体を
得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る加熱プレートを示す斜視図である。
【図２】表１に示す実験例の結果の一部をグラフ化した図である。
【図３】実験例に係る一実験結果を示す図であり、熱機械分析（ＴＭＡ）測定結果を示す
図である。
【図４】焼結体のＸ線回折結果を示す図である。
【図５】加熱試験を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る加熱プレートの製造方法を示すフローチャート図であ
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る。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
【００１６】
　［焼結体］
【００１７】
　本実施形態では、火山灰とリシウム化合物を原材料とし、β－スポジュメン相を含む線
膨張係数が１．０×１０－６／℃以上２．５×１０－６／℃以下である焼結体とすること
により、耐熱衝撃性に優れた焼結体が得られた。以下に、実験結果に基づき、比較例とと
もに本発明の一実施形態に係る火山灰焼結体の特性について説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る火山灰焼結体としての加熱プレート１を概略的に示
す斜視図である。この加熱プレート１は、例えば直火にかけてプレート上で肉や野菜等を
焼く焼肉用プレート等の調理器具として用いることができる。尚、本実施形態においては
、調理器具を例にあげたが、これに限定されるものではなく、加熱して使用するものに適
用可能である。
　表１は、原材料である火山灰とリシウム化合物としてのペタライト（葉長石）の混合比
をかえて製造された数種類の加熱プレートの特性を評価した実験結果である。
　図２は、表１の実験の結果の一部をグラフ化したものである。
　図３は、表１の焼結体から切り出した試料の熱機械分析（ＴＭＡ）測定結果を示す。
　図４は、表１のＰ２０（比較例４）とＰ３０（実施例２）のＸ線回折結果を示す図であ
る。
　図５は、耐熱衝撃性を評価するための加熱試験を説明する図である。
【００１９】
【表１】

【００２０】
　図１に示すように、加熱プレート１は円板状のプレートであり、直径が２４０ｍｍ、厚
みが１２ｍｍである。
【００２１】
　表１に示す本実施形態の実験では、原材料となる火山灰とペタライト（ＬｉＡｌＳｉ４

Ｏ１０）との組成比をかえて９種類の加熱プレートを製造した。詳細な焼結体の製造方法
については後述するが、火山灰とペタライト（葉長石）の混合物と水とアクリル樹脂系バ
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インダを混合しスラリーを調合し、このスラリーを型にいれて成形、乾燥、１１１０℃で
焼成して焼結体としての加熱プレート１を製造した。本実施形態では、火山灰に桜島の火
山灰を使用した。また、ペタライトには平均粒径Ｄ５０が４０μｍのものを、火山灰には
平均粒径Ｄ５０が２０１μｍのものを用いた。
【００２２】
　表中、Ｐはペタライトを示し、Ｐの後の数字は火山灰とペタライトとの混合物中のペタ
ライトの重量％を示す。例えばＰ０は、火山灰が１００重量％、ペタライトが０重量％の
混合物を用いてなるスラリーを成形、乾燥、焼成して製造した加熱プレートを示し、Ｐ３
０は火山灰が７０重量％、ペタライトが３０重量％の混合物を用いてなるスラリーを成形
、乾燥、焼成して製造した加熱プレートを示す。また、表中の×Ｅ－６／℃は、×１０－

６／℃のことであり、以下同様である。
【００２３】
　表中、Ｐ０（比較例１）、Ｐ１０（比較例２）、Ｐ１５（比較例３）、Ｐ２０（比較例
４）、Ｐ５０（比較例５）は比較例に相当し、Ｐ２５（実施例１）、Ｐ３０（実施例２）
、Ｐ３５（実施例３）、Ｐ４０（実施例４）は本発明に係る実施形態に相当する。
【００２４】
　表１において、線膨張係数は、熱機械分析（ＴＭＡ）装置（NETZSCH Japan社製）を用
いて測定し、３００～５００℃の温度範囲の線膨張係数を求めた。
【００２５】
　開気孔率は、アルキメデス法を用いて測定した。
【００２６】
　収縮率（重力方向）は、製造工程中の焼成工程の前後で、加熱プレートの厚みがどれだ
け変化したかを評価するものである。
【００２７】
　表１に示す加熱試験結果は、図５に示す加熱試験方法を用いて試験した結果である。
　図５に示すように、加熱試験では、水平においた加熱プレート１の略中央部の領域５に
ガスバーナ４の火があたるように加熱プレート１を加熱し、加熱プレート１が割れるか否
かを試験した。表１におけるΔＴ（℃）は、この加熱試験における、加熱プレート１の火
があたる領域５と、そこから１００ｍｍ離れた領域６との温度差ΔＴ（℃）を示している
。
【００２８】
　図３は、加熱温度に応じたＰ０（比較例１）、Ｐ２０（比較例４）、Ｐ３０（実施例２
）、Ｐ４０（実施例４）の焼結体から切り出した試料の熱機械分析（ＴＭＡ）測定結果を
示す。
【００２９】
　表１に示す実験結果より、加熱プレートの線膨張係数が１．０×１０－６／℃以上２．
５×１０－６／℃以下の場合、加熱試験で割れが確認されなかった。詳細には、Ｐ０（比
較例１）、すなわちペタライトを添加せず、火山灰のみを用いて製造した加熱プレートは
ΔＴが６９℃で割れが生じ、Ｐ１５（比較例３）の加熱プレートはΔＴが１１１℃で割れ
が生じた。これに対し、Ｐ３０（実施例２）、Ｐ４０（実施例４）の加熱プレートはそれ
ぞれΔＴが１４６℃以上、１０８℃以上となっても割れが生じることはなく、耐熱衝撃性
が高い特性を示した。
　尚、Ｐ５０（比較例５）においては、収縮率が小さく多孔質でありしかも表面に白色析
出相が生じて均質な焼結体が得られなかった。
【００３０】
　また、図３に示すように、Ｐ３０（実施例２）、Ｐ４０（実施例４）は加熱による変位
量の変化が、Ｐ０（比較例１）、Ｐ２０（比較例４）と比較して非常に小さい、すなわち
線膨張係数が小さいことがわかる。更に本実施形態の焼結体においてすべての組成で溶岩
より線膨張係数が小さいこともわかる。
【００３１】
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　すなわち、Ｐ３０（実施例２）、Ｐ４０（実施例４）の加熱プレートを用いて図５に示
す加熱試験を行った場合、火があたっている領域５と火があたっていない領域６との温度
差が大きくなったとしても、熱膨張差で生じる応力が小さく、割れることがない。
　これに対し、Ｐ０（比較例１）、Ｐ１０（比較例２）、Ｐ２０（比較例４）の加熱プレ
ートに図５に示す加熱試験を行った場合、加熱プレートの線膨張係数の値が大きいため、
火があたっている領域５と火があたっていない領域６との熱膨張差が大きくなり、熱膨張
差により応力が発生し、加熱プレートの許容応力を超えてしまって割れてしまう。
【００３２】
　ここで、表１に示すように、実験結果から加熱プレート１の割れが確認されなかったと
きの線膨張係数は１．０×１０－６／℃以上２．５×１０－６／℃以下であった。
【００３３】
　以上のように、加熱プレート１の線膨張係数を１．０×１０－６／℃以上２．５×１０
－６／℃以下とすることにより、耐熱衝撃性に優れた加熱プレートが得られる。
【００３４】
　また、上述の耐熱衝撃性に優れた加熱プレートはいずれもβ－スポジュメン相を有して
おり、以下図４を用いて説明する。
　図４はＸ線回折測定装置（株式会社リガク社製）で測定したＸ線回折結果である。図中
、上に図示されるのはＰ２０（比較例４）の、下に図示されるのはＰ３０（実施例２）の
Ｘ線回折結果であり、それぞれのピーク強度位置が比較できるように上下に図示している
。Ｐ２０（比較例４）には見られないβ－スポジュメン相の回折ピークがＰ３０（実施例
２）には認められた。
　図４において、ピーク２ａ、２ｂ、２ｃがβ－スポジュメン相を示すピークである。ピ
ーク２ａは２θ=１９．３°、ピーク２ｂは２θ=２２．８°、ピーク２ｃは２θ=２５．
６°のピークである。
【００３５】
　Ｐ４０（実施例４）の加熱プレートをＸ線回折測定したところ、Ｐ３０（実施例２）と
同様にβ－スポジュメン相が生成していることが認められた。
　従って、線膨張係数の小さいβ―スポジュメン相を有する加熱プレートは耐熱衝撃性に
優れた特性を有する。
【００３６】
　また、溶岩プレートは表面温度が４０℃のときの遠赤外線放射率が９０％で有るのに対
して上述の本実施形態に係る加熱プレートはいずれも９２～９４％であり、高い遠赤外線
放射特性が確認された。
【００３７】
　本実施例に係る加熱プレート１は、開気孔率が９％以下であることが望ましい。
　開気孔率が９％よりも大きいと、加熱プレート全体の孔が多くなり、強度が落ちてしま
う。さらに開気孔率を所定以下とすることで、高い洗浄性が確保される。加熱プレート等
に使用する場合、開気孔率の下限はなく、０％よりも大きければよい。
【００３８】
　以上のように、火山灰とペタライトとの混合物を原材料としてβ－スポジュメン相を有
する焼結体を得ることにより２．５×１０－６／℃以下という小さい線膨張係数を有する
、耐熱衝撃性に優れた焼結体が得られる。
【００３９】
　次に他の実験例に係る実験結果について説明する。
　表２は他の実験例に係る実験結果を示し、表３は更に他の実験例に係る実験結果を示し
ている。
【００４０】
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【表２】

【００４１】
【表３】

【００４２】
　表２は、火山灰７０重量％とペタライト３０重量％を混合したものを原料とし、焼成温
度、火山灰の粒径をかえて製造した加熱プレートの評価結果である。
　表中、実施例５～７及び比較例６は、火山灰の平均粒径Ｄ５０が１７５μｍのものを用
い、焼成温度のピーク温度がそれぞれ１０３５℃、１０８５℃、１１０５℃、１１５０℃
となるように焼結して得た加熱プレートである。また、実施例８は、火山灰の平均粒径Ｄ
５０が２０１μｍのものを用い、焼成温度のピーク温度が１１４０℃となるように焼結し
て得た加熱プレートである。
【００４３】
　表２に示すように、比較例６は溶融してしまい形状が保てず、焼成温度が１１５０℃以
上では、加熱プレートを得ることができなかった。
　また、実施例７、８はいずれも加熱試験で割れないという結果を得た。
【００４４】
　表３は、ペタライトを含まない加熱プレートと、火山灰８０重量％とペタライト２０重
量％を混合したものを原料とし、表１に示した実験例とは火山灰の粒径と焼成温度を異な
らせて製造した加熱プレートの実験結果である。
　表中、比較例７は火山灰の平均粒径Ｄ５０が２０１μｍのものを用い、焼成温度のピー
ク温度が１１４０℃となるように焼結して得た加熱プレートである。比較例８は火山灰の
平均粒径Ｄ５０が７２μｍのものを用い、焼成温度のピーク温度が１１２０℃となるよう
に焼結して得た加熱プレートである。比較例９は火山灰７０重量％とペタライト３０重量
％を混合したものを原料とし、火山灰は平均粒径Ｄ５０が１７５μｍのものを用い、焼成
温度のピーク温度が１０８５℃となるように焼結して得た加熱プレートである。
【００４５】
［加熱プレートの製造方法］
【００４６】
　次に、上述の加熱プレート１の製造方法について説明する。
　上述の耐熱衝撃性に優れた本実施形態に係る加熱プレートは、火山灰を６０～７５重量
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％とリシウム化合物を２５～４０重量％とを混合した混合物を１０３５℃以上１１４０℃
以下で焼成することにより得られる。
【００４７】
　図６は、加熱プレート１の製造方法を示すフローチャート図であり、以下、図に従って
説明する。ここでは、Ｐ３０（実施例２）の加熱プレートを製造する例をあげるが、これ
に限定されるものではない。
【００４８】
　まず、原料となる火山灰とペタライトを調達する（ＳＴ１０１）。
　火山灰は、最終処分場から採集した火山灰（平均化学成分　ＳｉＯ２：６０～６１％、
Ａｌ２Ｏ３：１６～１７％、Ｆｅ２Ｏ３、ＦｅＯ：６～７％）を準備し、ペタライト（カ
ネアツ釉薬製）は平均粒径Ｄ５０が４０μｍのものを準備する。
【００４９】
　次に、火山灰を目開き５００μｍのステンレス篩で分級し（ＳＴ１０２）、比重差を利
用した水洗浄をする（ＳＴ１０３）。
　水洗浄工程で底に沈殿した火山灰を熱風乾燥機で６０℃で４８時間乾燥する（ＳＴ１０
４）。
　その後、得られた火山灰５ｋｇを乾式ボールミルにて粒度調整し、平均粒径Ｄ５０が２
０１μｍの火山灰粉末を得る（ＳＴ１０５）。基本そのまま使用するが、それより粗い場
合は粒度調整工程にて、ボールミル用ポットとして容量１０Ｌのナイロンポット、直径２
０ｍｍのジルコニアボール１３．２ｋｇを用い火山灰を粉砕する。
【００５０】
　粒度調整した火山灰粉末とペタライトとを、火山灰粉末７０重量％、ペタライト３０重
量％の割合で配合し（ＳＴ１０６）、この配合粉末にアクリル樹脂系バインダ（中京油脂
製、セルナＷＮ－４０５）を配合粉末の重量の１重量％分加え、スラリー濃度が８０％と
なるように水を加えて、スラリーを調合する（ＳＴ１０７）。このスラリーを調合する混
合工程では、湿式ボールミルにて、容量２０Ｌのポリプロピレンポット、直径２０ｍｍの
ナイロンボール１ｋｇを用い、粉砕時間１２時間として、配合粉末が平均粒径１０６μｍ
となるように均一混合し、スラリーを調合する。
【００５１】
　次に、スラリーを型枠内に振動機にて振動させながら注入し、均密充填成形する（ＳＴ
１０８）。型枠にはステンレス製のものを用い、型枠の内外側はフッ素樹脂素材のマスキ
ングテープで養生する。
【００５２】
　成形工程後、型枠にいれた成形物を熱風乾燥で６０℃で４８時間乾燥後、型枠から脱型
し、成形体を得る（ＳＴ１０９）。
　次に、成形体を大気雰囲気中で、常温から３００℃まで０．９℃／分、３００℃から９
００℃まで０．５℃／分、９００℃から１１００℃まで０．３℃／分の速度で段階的に昇
温し、１１１０℃をピーク温度として３時間保持して焼成し、その後１．７℃／分の速度
で６００℃まで冷却、その後常温まで大気冷却して焼結体を得た（ＳＴ１１０）。
　ここで、表１に示す収縮率は、この焼成工程直前の成形体厚みと焼成工程後の焼結体厚
みとを比較して求めている。
【００５３】
　その後、焼結体を直径２４０ｍｍ、厚みが１２ｍｍの円板状に研削加工し、加熱プレー
ト１を得る（ＳＴ１１１）。
【００５４】
　上述の実施形態においては、焼成工程における焼成温度のピーク温度を１１１０℃とし
たが、これに限定されず１０３５℃以上１１４０℃以下で焼成してもよい。１０３５℃よ
りも温度が低いとβ－スポジュメン相が形成されず、耐熱衝撃性に優れた焼結体を得るこ
とができない。また、１１４０℃よりも高い温度で焼成処理すると溶けて形状が保たれな
くなってしまう。
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【００５５】
　以上のように、本実施形態においては、火山灰を原料として、耐熱衝撃性に優れた焼結
体を得ることができる。また本実施形態の焼結体は、大量に廃棄されている火山灰が主成
分として使用されているため、比較的安価に製造することができる。しかも、加工歩留り
の悪い溶岩プレートに比べて量産性があり、歩留りも高く、大型化が可能であり、所望と
する品質を安定に確保することができる。
【００５６】
　尚、上述の実施形態では、リシウム化合物としてペタライトを用いたが、シリア輝石、
炭酸リシウム等のＬｉを含むものを用いることができる。
【００５７】
　また、上述の実施形態では、火山灰として桜島の火山灰を使用したが、これに限定され
るものではない。
【符号の説明】
【００５８】
　１…加熱プレート

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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