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(57)【要約】
【課題】無機成形材料を用いた無機質成形体の製造方法であって、簡易な設備と生産条件
で、欠損や空隙などの成形不良や凍害などが生じにくい無機質成形体を安定して供給する
ことができ、さらには、立体的で複雑な形状の、表面に細かな模様を施した無機質成形体
の製造を可能にする、経済性にも優れた無機質成形体の製造方法の提供。
【解決手段】少なくとも、粉体状の無機成形材料に水を添加して、平均粒径０．５～２５
ｍｍの造粒物を生成する工程と、該造粒物を成形型内に充填してプレス成形する工程と、
を有することを特徴とする無機質成形体の製造方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、粉体状の無機成形材料に水を添加して平均粒径０．５～２５ｍｍの造粒物
を生成する工程と、該造粒物を成形型内に充填してプレス成形する工程と、を有すること
を特徴とする無機質成形体の製造方法。
【請求項２】
　前記成形材料が水硬性材料及び可塑性原料を含有するものであり、さらに、前記プレス
成形体を養生硬化させる工程を有する請求項１に記載の無機質成形体の製造方法。
【請求項３】
　前記可塑性原料が粘土鉱物であり、該粘土鉱物の前記成形材料中における含有量が１～
４０質量％の範囲内である請求項２に記載の無機質成形体の製造方法。
【請求項４】
　前記可塑性原料がメチルセルロース、ポリビニルアルコール又はでんぷん系糊剤であり
、これらの前記成形材料中における含有量が、それぞれ、０．１～１０質量％の範囲内で
ある請求項２に記載の無機質成形体の製造方法。
【請求項５】
　前記成形材料中に、さらに、長さ１～２０ｍｍの有機繊維を配合させる請求項２～４の
いずれか１項に記載の無機質成形体の製造方法。
【請求項６】
　前記成形材料中に、さらに、水ガラスを配合させる請求項２～５のいずれか１項に記載
の無機質成形体の製造方法。
【請求項７】
　前記成形材料中に、さらに、有機系樹脂を配合させる請求項２～６のいずれか１項に記
載の無機質成形体の製造方法。
【請求項８】
　前記成形材料中に、１０～７０質量％の無機多孔質材料が配合されている請求項２～７
のいずれか１項に記載の無機質成形体の製造方法。
【請求項９】
　前記成形材料が粘土鉱物を含有するものであり、さらに、前記プレス成形体を乾燥させ
た後に焼成固化させる工程とを有する請求項１に記載の無機質成形体の製造方法。
【請求項１０】
　前記成形材料中に、１０～９０質量％の無機多孔質材料が配合されている請求項９に記
載の無機質成形体の製造方法。
【請求項１１】
　前記造粒物の含水率が、１０～４０質量％の範囲内である請求項１～１０のいずれか１
項に記載の無機質成形体の製造方法。
【請求項１２】
　前記造粒物が、実質的に均一な粒径を有する請求項１～１１のいずれか１項に記載の無
機質成形体の製造方法。
【請求項１３】
　前記造粒物が、その平均粒径の±５０％の粒径を有するものを全体数の８０％以上含有
した粒度分布を有する請求項１～１２のいずれか１項に記載の無機質成形体の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の無機質成形体の製造方法によって製造されたこ
とを特徴とする無機質成形体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無機質成形体の製造方法、及び、該製造方法によって製造された無機質成形
体に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　外壁材、瓦又は内装タイルなど様々な用途に使用されている無機質成形体は、大きく分
けて２種類に分類される。一つは、セメントなどの水硬性材料を基本原料とするものであ
り、主に外壁材やセメント瓦などの用途に使用されている。もう一つは、粘土鉱物を基本
原料とするものであり、主に粘土瓦や内装タイルなどの用途に使用されている。そして、
これらの無機質成形体の製造方法としては、従来から、以下の方法が用いられている。
【０００３】
　水硬性材料を基本原料とする無機質成形体の製造方法としては、例えば、水硬性材料を
含むスラリーを成形型内に充填して脱水しながらプレス成形した後、養生硬化する脱水プ
レス法や、湿式混合した水硬性材料を押出成形した後、養生硬化する押出法などの湿式法
が用いられている。一方、粘土鉱物を基本原料とする無機質成形体の製造方法としては、
例えば、粉体状にした粘土鉱物を成形型内に充填してプレス成形し、乾燥した後、焼成固
化する乾式法が用いられている。また、上述の押出法のように、湿式混合した粘土鉱物を
押出成形し、乾燥した後、焼成固化する方法なども用いられている。
【０００４】
　しかしながら、これらに代表される従来の無機質成形体の製造方法は、それぞれ、以下
の様々な課題を有していた。例えば、脱水プレス法は、立体的で複雑な形状の無機質成形
体が得られる優れた方法であるが、過剰な水分を脱水しながらプレス成形する方法である
ため、プレス時間が長くかかり生産性が悪く、経済性に劣るという問題があった。また、
多量の水分を必要とするため、プレス成形したとしても成形後に余剰水分が残る。このた
め、余剰水分が乾燥してできる空隙を抑制したり、成形体の強度や凍害に影響する空隙の
連通を防止したりするためには、高い圧力でプレスする必要があった。また、脱水した水
分を排水処理するための設備が必要となる。さらには、成形後の余剰水分の量によっては
、余剰水分の乾燥により成形体の表面形状は変化しやすく、細かな模様が崩れてしまった
り、寸法変化やクラックが生じたりするなどの問題を生じる場合もある。
【０００５】
　一方、押出法は、生産性に優れた方法であるが、成形体を、幅方向全体において、均一
の圧力で、均一の厚さに押し出さないとクラックが生じやすかったり、均一の厚さに押し
出すために原材料の成分が制限されたりするなど、技術的に難しい問題を有していた。ま
た、押出機の形状が複雑で掃除が困難であり、押し出しによる発熱を抑えるための冷却設
備を必要とし、ランニングコストがかかるという問題がある。さらには、成形の初期段階
においては、製品が安定せず歩留りが悪く、また、不良品を原料として再利用する場合に
も、大掛かりな設備を必要とした。
【０００６】
　また、乾式法は簡便な方法であるが、原材料が粉体状であることから流動性がなく、粉
体同士が十分に結合せずに、欠損や空隙などの成形不良が生じやすいという問題があった
。また、得られる成形体は、粉体同士の結着力に欠け、十分な強度を有することができず
、また、成形体の隙間から水が浸入して凍害などの被害を受けやすいという問題もあり、
使用条件の厳しい屋外環境などで使用する製品の製造に不向きであった。これに対しては
、高圧プレスで粉体同士の結着力を高める方法もあるが、設備が大掛かりとなるばかりか
、生産性に劣るという問題があった。さらに、乾式法においては、原材料の流動性不足が
原因で、立体的で複雑な形状をした無機質成形体を製造するのが難しいという問題があっ
た。
【０００７】
　さらに、上述した脱水プレス法における課題に対して、特許文献１には、含水率３～２
０質量％のセメント材料を成形型内に充填してプレス成形する方法が提案されている。こ
の方法は、セメント材料中の含水率を抑えることで、脱水プレス法における生産性が十分
でない問題や排水設備を必要とするなどの問題を解決するものである。しかしながら、こ
の方法を用いた場合、セメント材料の流動性が不足し、成形性が脱水プレス法と比べて劣
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り、必ずしも十分に満足いく方法ではなかった。
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－１６５３０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、本発明の目的は、水硬性材料又は粘土鉱物を基本原料とする無機質成形体
の製造方法であって、簡易な設備と生産条件で、欠損や空隙などの成形不良や凍害などが
生じにくい無機質成形体を安定して供給することができ、さらには、立体的で複雑な形状
の、表面に細かな模様が施された無機質成形体の製造を可能にする、経済性にも優れた無
機質成形体の製造方法、及び該製造方法により製造された無機質成形体を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記に挙げた課題は、以下の本発明により解決される。すなわち、本発明は、少なくと
も、粉体状の無機成形材料に水を添加して平均粒径０．５～２５ｍｍの造粒物を生成する
工程と、該造粒物を成形型内に充填してプレス成形する工程と、を有することを特徴とす
る無機質成形体の製造方法である。そして、本発明の第一の実施形態は、少なくとも、水
硬性材料及び可塑性原料を含有する成形材料に水を添加して、平均粒径０．５～２５ｍｍ
の造粒物を生成する工程と、該造粒物を成形型内に充填してプレス成形する工程と、得ら
れたプレス成形体を養生硬化させる工程とを有することを特徴とする無機質成形体の製造
方法である。
【００１１】
　また、本発明の第一の実施形態において、前記可塑性原料が粘土鉱物であり、該粘土鉱
物の前記成形材料中における含有量が１～４０質量％の範囲内である形態とすることもで
きるし、前記可塑性原料がメチルセルロース、ポリビニルアルコール又はでんぷん系糊剤
であり、これらの前記成形材料中における含有量が、それぞれ、０．１～１０質量％の範
囲内である形態とすることもできる。
【００１２】
　また、本発明の第一の実施形態において、前記成形材料中に、さらに、長さ１～２０ｍ
ｍの有機繊維を配合させることが好ましく、また、前記成形材料中に、さらに、水ガラス
を配合させることが好ましく、また、前記成形材料中に、さらに、有機系樹脂を配合させ
ることが好ましく、また、前記成形材料中に、１０～７０質量％の無機多孔質材料が配合
されていることが好ましい。
【００１３】
　また、本発明の第二の実施形態は、少なくとも、粘土鉱物を含有する成形材料に水を添
加して、平均粒径０．５～２５ｍｍの造粒物を生成する工程と、該造粒物を成形型内に充
填してプレス成形する工程と、得られたプレス成形体を乾燥させた後に焼成固化させる工
程とを有することを特徴とする無機質成形体の製造方法である。
【００１４】
　また、本発明の第二の実施形態において、前記成形材料中に、１０～９０質量％の無機
多孔質材料が配合されていることが好ましい。また、本発明の第一又は第二の実施形態に
おいて、前記造粒物の含水率が、１０～４０質量％の範囲内であることが好ましく、前記
造粒物が、実質的に均一な粒径を有することが好ましく、また、前記造粒物が、その平均
粒径の±５０％の粒径を有するものを全体数の８０％以上含有した粒度分布を有すること
が好ましい。
【００１５】
　また、本発明の別の実施形態は、本発明の無機質成形体の製造方法によって製造された
ことを特徴とする無機質成形体である。
【発明の効果】
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【００１６】
　本発明の無機質成形体の製造方法は、脱水プレス法に比べて、少量の水の添加で、原材
料に流動性を付与でき、良好な成形性を得ることができる。水分量が少ないため、余剰水
分量を低減でき、これによって生じる問題が解決される。すなわち、本発明によれば、水
硬性材料又は粘土鉱物を基本原料とする無機質成形体の製造方法であって、簡易な設備と
生産条件で、欠損や空隙などの成形不良や凍害が生じにくい無機質成形体を安定して供給
することができ、さらには、立体的で複雑な形状の、表面に細かな模様が施された無機質
成形体の製造を可能にする、経済性にも優れた無機質成形体の製造方法、及び製造方法に
より製造された無機質成形体を提供することができる。また、本発明の無機質成形体の製
造方法は、成形材料中に、多量の水分を保持できる機能性材料である無機多孔質材料を配
合させたとしても、プレス成形後の残留水分を必要最小限とすることができ、良好な成形
体が得られるため、上記に加えて調湿性などの機能性に優れる無機質成形体を得ることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に、好ましい実施の形態を挙げて、本発明を詳細に説明する。
　本発明の無機質成形体の製造方法の第一の実施形態は、少なくとも、水硬性材料及び可
塑性原料を含有する無機成形材料に水を添加して、平均粒径０．５～２５ｍｍの造粒物を
生成する工程と、該造粒物を成形型内に充填してプレス成形する工程と、得られたプレス
成形体を養生硬化させる工程とを有することを特徴としている。
【００１８】
　また、本発明の無機質成形体の製造方法の第二の実施形態は、少なくとも、粘土鉱物を
含有する無機成形材料に水を添加して、平均粒径０．５～２５ｍｍの造粒物を生成する工
程と、該造粒物を成形型内に充填してプレス成形する工程と、得られたプレス成形体を乾
燥させた後に焼成固化させる工程とを有することを特徴としている。
【００１９】
　すなわち、本発明の無機質成形体の製造方法の特徴は、上述したように、粉体状の無機
成形材料（以下「無機成形材料」を単に「成形材料」という場合がある。）に水を添加し
て、平均粒径０．５～２５ｍｍの造粒物とする工程と、該造粒物を成形型内に充填してプ
レス成形する工程とを少なくとも有する点にある。本発明者らの検討によると、当該方法
を用いることで、従来の方法にない以下の優れた効果が得られることが分かった。つまり
、本発明の無機質成形体の製造方法は、脱水プレス法のように、生産性が不十分であった
り、排水設備が必要となるなどの問題が生じることがなく、また、表面に細かな模様を付
した無機質成形体を得ることが可能である。また、押出法のように、細かな生産条件を設
定する必要がなく、冷却設備などの大掛かりな設備も必要としない。さらに、成形の初期
段階における不良品が多量に発生することもない。
【００２０】
　さらに、特許文献１に記載された方法や乾式法で課題であった、欠損や空隙などの成形
不良や、凍害などの問題が生じ難く、また、これらの方法と異なり、筒型や容器型、深堀
り模様といった立体的で複雑な形状をした無機質成形体を安定して得ることができる。
【００２１】
　本発明者らは、本発明の無機質成形体の製造方法が、上述した課題を解決できる理由と
して、以下のように考えている。すなわち、本発明の無機質成形体の製造方法は、成形材
料を造粒物とした後、これを成形型内にそのまま充填してプレス成形する方法であるため
、使用する水を必要最小限に抑えることができる。このため、脱水プレス法のように過剰
な水分を用いることがなく、過剰な水分の使用で生じる上述した問題を有効に改善できる
。また、本発明における造粒物は、平均粒径が０．５～２５ｍｍの範囲内に調整されたも
のであることから、造粒物の転がり性により良好な流動性を確保することができ、乾式法
や特許文献１に記載された方法のように、原材料の流動性不足から生じる問題も解決する
ことができる。また、本発明は、プレス成形する方法であるため、押出法のように、冷却
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設備や、細かな成形条件の設定も必要とせず、また、初期段階における不良品の多量発生
を防止できる。
【００２２】
　本発明において、成形材料を造粒物とする方法は、特に制限はないが、例えば、パン型
造粒機や押出造粒機などの造粒機を用いた方法を挙げることができる。これらの造粒機を
用いて造粒させる場合、成形材料は混合させてから、若しくは、混合しながら行うことが
好ましい。また、使用する水は、成形材料を混合した後、又は混合しながら添加すること
ができる。また、本発明において、成形材料の混合と造粒のどちらも行い得る逆流式高速
撹拌造粒機、又は、混合造粒機などを用いることが好ましい。例えば、日本アイリッヒ社
製の商品名「インテンシブミキサーＲ０２」や三井鉱山社製の商品名「粒王ＴＭ２５Ｂ」
などを用いることができる。また、本発明の無機質成形体の製造方法は、予め、成形材料
を粉砕しておくこともできる。例えば、粉砕機を用いて成形材料を粉砕することができる
。粉砕機としては、例えば、ジョークラッシャー又はロールクラッシャーなどの粗粉砕機
、振動ミルなどの微粉砕機、高速回転ミル（デシンダー）、ハンマーミル、インペラー又
はフレットミルなどの中粒粉砕機などを用いることができる。
【００２３】
　また、本発明における造粒物の平均粒径は、０．５～２５ｍｍの範囲内であることが必
要である。造粒物の平均粒径が、０．５ｍｍ未満の場合は、成形材料の流動性が不足する
場合がある。つまり、無機質成形体を立体的で複雑な形状に成形できない場合や、強度が
不十分となる場合がある。一方、２５ｍｍを超える場合は、粒間に隙間が生じ易く空隙な
どの成形不良や凍害の原因となる場合がある。造粒物のより好ましい平均粒径は、２．５
～２０ｍｍの範囲内である。造粒物の最も好ましい平均粒径は、１０～２０ｍｍの範囲内
であり、この場合、強度、意匠性又は耐クラック性などの特性がバランス良く優れた無機
質成形体を得ることができる。
【００２４】
　また、本発明において、造粒物は、実質的に均一な粒径であることが好ましい。より具
体的には、この造粒物が、その平均粒径の±５０％以内の粒径を有するものを全体数の８
０％以上含有した粒度分布を有することが好ましい。このように均一な粒径とすることで
、成形型へ充填する造粒物の充填量をほぼ一定にすることが可能となる。つまり、充填量
が一定となることで、毎回、同じ成形条件で同じ製品をより安定的に供給できるようにな
る。このような均一な粒径の造粒物を得る方法としては、特に制限はないが、例えば、押
出機で成形材料を混練しながら押出成形し、均一な大きさにカットした後、さらに転動造
粒することで得ることができる。また、上述した、日本アイリッヒ社製の商品名「インテ
ンシブミキサーＲ０２」を用いて行うことも可能である。さらに、本発明において、造粒
物はほぼ球形状であることが好ましく、この場合、成形材料の流動性をより向上させるこ
とができる。
【００２５】
　また、本発明において、造粒物の含水率は、１０～４０質量％の範囲内であることが好
ましい。造粒物の含水率が１０質量％未満の場合は、成形材料の粒子間の結着に問題が生
じる場合があり、造粒物が安定した状態を保つことができない場合がある。一方、４０質
量％を超える場合は、浮き水や、成形体端部にバリが生じやすくなる場合があり、また、
成形型へ造粒物が付着したり、成形型からの離型が困難になったりする場合がある。また
、水硬性材料を基本原料とする第一の実施形態の無機質成形体の製造方法においては、造
粒物の含水率を上記範囲にすることで、水和反応をより確実に促進させることができ、短
い時間で適度な強度を有する無機質成形体の製造が可能となる。より好ましい造粒物の含
水率の範囲は、２０～３０質量％の範囲内である。
【００２６】
　また、本発明において、造粒物を成形型内に充填してプレス成形する方法は、特に制限
はなく、従来公知の成形型及びプレス成形方法などを使用することができる。例えば、下
金型と上金型とからなる成形型の間に充填した造粒物を、上下方向から圧力を付加する方
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法などを用いることができる。この際、付加する圧力も特に制限はなく、造粒物の流動性
により適宜変更できる。例えば、６０～４００ｋｇ／ｃｍ2の範囲内の圧力とすることが
できる。また、成形型面に凹凸形状を設けるなどして、無機質成形体に模様を施してもよ
い。
【００２７】
　また、本発明の第一の実施形態において、プレス成形により得られたプレス成形体を養
生硬化させる方法は、特に制限はなく、通常の水硬性材料を用いた無機質成形体と同様の
方法を用いることができる。例えば、常温環境下に放置することで養生硬化させることも
できるし、生産性を向上させたい場合は、蒸気養生やオートクレーブ養生などを行うこと
もできる。また、成形材料中に水ガラスを配合されている場合などは、炭酸ガス硬化養生
を行うこともできる。勿論、これ以外の方法を用いてもよい。蒸気養生は、例えば、温度
４０～９０℃の、水蒸気が満たされた環境下に、１０～１００時間保持するなどして行う
ことができる。また、オートクレーブ養生は、例えば、温度１５０～２００℃のオートク
レーブ中に、７～１５時間保持するなどして行うことができる。
【００２８】
　本発明の第二の実施形態において、プレス成形により得られたプレス成形体を乾燥させ
る方法や、乾燥させたプレス成形体を焼成固化させる方法は、特に制限はなく、通常の粘
土鉱物を基本原料とする無機質成形体と同様の方法を用いることができる。乾燥させる方
法としては、例えば、天日乾燥や、乾燥機などで強制乾燥する方法などを挙げることがで
きる。また、焼成固化させる方法としては、例えば、土窯、鉄板窯、トンネル窯、シャッ
トルキルン、電気炉又はローラーハースキルンなどの焼成炉を用いる方法などが挙げられ
る。焼成温度や時間も、特に制限はなく、例えば、１，０００～１，２００℃で２４時間
焼成するなどできる。但し、成形材料中に無機多孔質材料を配合させる場合は、無機多孔
質材料の微細孔が減少するのを防止するため、焼成温度を６５０～１，０００℃の範囲内
とすることが好ましい。
【００２９】
　以下、本発明において、使用する成形材料について説明する。
　本発明の第一の実施形態において、水硬性材料としては、例えば、ポルトランドセメン
ト、フライアッシュセメント又はスラグセメントなどのセメント系材料又は石膏などを用
いることができる。また、水硬性材料の含有量は、成形材料中に１０～４０質量％の範囲
内であることが好ましい。
【００３０】
　本発明の第一の実施形態において、可塑性原料としては、ミラクレー、セピオライト、
ゼオライト、バーミキュライト、水簸粘土、木節粘土、蛙目粘土、酸性白土、赤松粘土、
ベントナイト若しくは活性白土などの粘土鉱物、メチルセルロースなどの水溶性セルロー
スエーテル、ポリビニルアルコール、又は、でんぷん系糊剤などを挙げることができ、こ
れらは単独でも混合物としても用いることができる。可塑性原料は、成形材料を造粒化さ
せたり、成形時の流動性を確保したり、さらには、緻密な成形体を得るために有効である
。また、その含有量は、使用する原料の種類により、流動性や保水性などの性能が異なっ
てくるため、適宜、調整することが好ましい。例えば、可塑性原料として、粘土鉱物を単
独で用いる場合は、成形材料中の含有量が１～４０質量％の範囲内であることが好ましい
。さらには、可塑性原料としてベントナイトを単独で用いる場合はその含有量を１～１０
質量％の範囲内、ミラクレーを単独で用いる場合はその含有量を１～３０質量％の範囲内
、水簸粘土、木節粘土又は蛙目粘土などの標準的な粘土鉱物を単独で用いる場合はその含
有量を５～４０の範囲内とすることがより好ましい。また、可塑性原料として、メチルセ
ルロース、ポリビニルアルコール又はでんぷん系糊剤を単独で用いる場合は、成形材料中
の含有量が、それぞれ、０．１～１０質量％の範囲内であることが好ましい。また、可塑
性原料を２種類以上用いる場合には、その含有量は適宜調整される。
【００３１】
　この第一の実施形態における成形材料は、上述した成形材料以外にも、珪石、珪灰石粉
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、クリンカーアッシュ、消石灰、漆、シリカ、パーライト、バーミキュライトなどの骨材
、着色剤、紫外線吸収剤、ビーズ法発泡スチロール（ＥＰＳ）などの断熱発泡剤又は分散
剤などの種々の添加剤を含有していてもよい。
【００３２】
　また、本発明の第一の実施形態は、成形材料中に、さらに、長さ１～２０ｍｍの有機繊
維を配合させることが好ましい。これにより、成形性や得られる無機質成形体の強度を向
上させることができる。この有機繊維としては、例えば、パルプ、ビニロン繊維又はポリ
プロピレン繊維（ＰＰ繊維）などを用いることができる。これらの有機繊維の配合量は、
成形材料１００質量部に対して、０．２～１．０質量部の範囲内であることが好ましい。
【００３３】
　また、本発明の第一の実施形態は、成形材料中に、さらに、水ガラスを配合させること
が好ましい。水ガラスの配合量は、成形材料１００質量部に対して、固形分換算で０．５
～２０質量部の範囲内であることが好ましい。これにより、成形材料間の付着安定性を確
保でき、より安定した造粒物の作製が可能となる。また、プレス成形された水硬性材料の
硬化反応を促進する効果も有する。さらには、得られる無機質成形体の強度を補強する効
果も得られ、また、成形材料中に珪質頁岩や珪藻泥岩を配合させた場合は、吸着性能が必
ずしも十分でない酸性ガス（硫化水素など）の吸着性を向上させることができる。また、
これらをアルカリ改質することで、幅広いガス（酸性ガス、塩基性ガスなど）に対する吸
着性能をより向上させる効果が得られる。水ガラスの具体例としては、例えば、珪酸ナト
リウム、珪酸カリウム又は珪酸リチウムを主成分とした水溶液などが挙げられる。
【００３４】
　また、本発明の第一の実施形態は、成形材料中に、さらに、有機系樹脂を配合させるこ
とが好ましい。有機系樹脂の配合量は、成形材料１００質量部に対して、０．５～１５質
量部の範囲内であることが好ましい。これにより、得られる無機質成形体の防水性や柔軟
性を向上させることができるため、凍害やクラックが発生するのをより確実に防止するこ
とが可能となる。有機系樹脂としては、例えば、フェノール樹脂、メラミン樹脂、フッ素
樹脂、シリコーン樹脂又はアクリル樹脂などの合成樹脂や、スチレン－ブタジエン共重合
体ゴム（ＳＢＲ）などの合成ゴムを用いることができる。これらの有機系樹脂は、吸水率
の低いものが好ましい。なお、防水性や柔軟性を向上させた無機質成形体は、屋外環境に
使用する製品として有効に用いることができる。
【００３５】
　また、本発明の第二の実施形態において、粘土鉱物としては、特に制限はなく、無機質
成形体の用途により適宜変更できる。上述した、ベントナイト、ミラクレー、水簸粘土、
木節粘土又は蛙目粘土などを用いることもできる。また、成形材料中の粘土鉱物の含有量
は、特に制限はなく、１００質量％でもよいし、他の成形材料と混合して用いることもで
きる。他の成形材料と混合して用いる場合、例えば、後述の無機多孔質材料と混同して用
いる場合は、上記粘土鉱物の含有量を５～９０質量％の範囲内とすることができる。また
、本発明の第二の実施形態において、粘土鉱物以外にも、種々の添加材を成形材料として
配合することができる。
【００３６】
　また、本発明において、成形材料中に無機多孔質材料を配合させることができる。これ
により、無機多孔質材料が有する調湿性やガス吸着性といった優れた性質を持った無機質
成形体を得ることが可能となる。従来、これらの無機多孔質材料を含む成形材料を脱水プ
レス法や押出法などの湿式法で成形した場合、無機多孔質材料の優れた調湿性から、得ら
れるプレス成形体は非常に多量の水分を有したままとなり、その後の乾燥工程などで、表
面にクラックが生じたり、寸法変化や模様が崩れたりする問題が多々あった。また、押出
法においては、無機多孔質材料の有する調湿性が原因となり、均一の無機質成形体を安定
して得ることが難しい問題があった。しかし、本発明の無機質成形体の製造方法は、造粒
させるために必要な水量しか使用しないことから、無機多孔質材料を成形材料中に含有さ
せて成形したとしても、成形体中に過剰な水分が残留することがなく、上述した問題を有
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泥岩、アロフェン、イモゴライト、セピオライト、活性白土又はシリカゲルなどを挙げる
ことができる。この中でも、優れた調湿性やガス吸着性をバランスよく発揮し、建材用途
に適した材料である珪質頁岩を用いることが好ましい。本発明の第一の実施形態において
は、成形材料中の無機多孔質材料の配合量は、１０～７０質量％、さらには２０～５０質
量％の範囲内であることが好ましい。また、本発明の第二の実施形態においては、成形材
料中の無機多孔質材料の配合量は、１０～９０質量％、さらには、３０～６０質量％の範
囲内であることが好ましい。
【００３７】
　本発明の無機質成形体の製造方法は、上述した以外の工程を有していてもよい。例えば
、成形材料を予め粉砕する工程や、養生硬化させた無機質成形体又は焼成固化した無機質
成形体に塗装する工程などを有していてもよい。
【実施例】
【００３８】
　以下、実施例及び比較例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は、その
要旨を超えない限り、下記実施例により限定されるものではない。なお、以下の記載で「
％」や「部」とあるものは、特に断りのない限り質量基準である。
【００３９】
＜水硬性材料を基本原料とする無機質成形体の作製＞
(造粒物の作製)
　表１の成分１～９、１１、１２、１４～２０に示す組成にて各成分を、それぞれ、逆流
式高速撹拌造粒機（日本アイリッヒ（株）社、商品名：インテンシブミキサーＲ０２）に
投入して、混合するとともに、さらに、水を添加して造粒物１～９、１１、１２、１４～
２０を作製した。これらの造粒物の平均粒径及び含水率は、表１－１～１－５に示すとお
りである。また、表１－３の成分１３及び表１－５の成分２１に示す組成にて、それぞれ
、水を添加しながら混合することで、粉体物１３、２１を得た。得られた粉体物１３、２
１の含水率は、それぞれ、表１－３、表１－５に示すとおりである。また、表１－２の１
０に示す組成にて各成分を、一般的なドラムミキサーに投入して、混合するとともに、さ
らに、水を添加して造粒物１０を作製した。得られた造粒物１０の平均粒径及び含水率は
、表１－２に示すとおりである。なお、得られた造粒物１～９、１１、１２、１４～２０
は、それぞれ、平均粒径の±５０％以内の粒径のものが、造粒物の全体数の８０％以上を
占める粒度分布を示すものであった。一方、造粒物１０は、造粒物４と同じ成分組成、同
じ平均粒径でありながら、その粒度分布はブロードであり、造粒物の平均粒径が±５０％
以内の粒径のものは、造粒物の全体数の５０％程度であった。また、上記の造粒物や粉体
物の作製に用いた成形材料は、予め、粉砕機で平均粒径０．５ｍｍ未満に粉体化したもの
である。
【００４０】
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【００４５】
（無機質成形体の作製）
　得られた造粒物１～１２、１４～２０を、それぞれ、幅３００×３００ｍｍの成形型枠
内に充填し、１５０ｋｇ／ｃｍ2の圧力でプレス成形したところ、幅３００×３００ｍｍ
、厚さ１０ｍｍの板状をなすプレス成形体１～１２、１４～２０が得られた。なお、成形
時間は、約１５秒程度であった。さらに、得られたプレス成形体１～１２、１４～２０を
、それぞれ、湿度９５％、温度４０℃の条件で８時間の蒸気養生を行い、その後、さらに
常温で放置することで養生硬化させ、無機質成形体を作製した。なお、プレス成形体１～
１２、１４～２０を養生硬化させることで得られた無機質成形体を、それぞれ順に、実施
例１～１０、比較例１、２、実施例１１～１５、比較例４、５の無機質成形体とした。ま
た、粉体物１３、２１についても、上記と同様の方法で無機質成形体を作製し、それぞれ
、比較例３、６の無機質成形体とした。なお、用いた成形型の上金型面は、深堀り模様と
、微細な模様を有した無機質成形体が得られるように加工がされているものである。
【００４６】
（試験評価）
１－１．強度試験
　得られた実施例１～１５、比較例１～６の無機質成形体について、それぞれ、所定の大
きさに切断して試験片を得た後、ＪＩＳＡ１４０８に準じた方法で、曲げ強度を測定した
。以下の評価基準で曲げ強度を評価し、その評価結果を表２に示した。
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　　◎：曲げ強度が２４０ｋｇ／ｃｍ2以上
　　○：曲げ強度が２２０ｋｇ／ｃｍ2以上２４０ｋｇ／ｃｍ2未満
　　△：曲げ強度が２００ｋｇ／ｃｍ2以上２２０ｋｇ／ｃｍ2未満
　　×：曲げ強度が２００ｋｇ／ｃｍ2未満
【００４７】
２－１．意匠性試験（深堀り模様（立体的成形））
　得られた実施例１～１５、比較例１～６の無機質成形体について、それぞれ、それらの
表面に立体的に形成された深堀り模様を目視で観察し、深堀り模様の状態を確認した。以
下の評価基準で深堀り模様の状態を評価し、その評価結果を表２に示した。
　　○：成形型どおりの深堀り模様が形成されていた。
　　△：一部において成形型どおりの深堀り模様が形成されていなかったが、外観上問題
ないレベルであった。
　　×：多くの箇所において成形型どおりの深堀り模様が形成されていなかった。
【００４８】
３－１．意匠性試験（微細な模様（表面模様））
　得られた実施例１～１５、比較例１～６の無機質成形体について、それぞれ、それらの
表面に形成された微細な模様を目視で観察し、微細な模様の状態を確認した。以下の評価
基準で微細な模様の状態を評価し、その評価結果を表２に示した。
　　○：成形型どおりの微細な表面模様が形成されていた。
　　△：一部において成形型どおりの微細な表面模様が形成されていなかったが、外観上
問題ないレベルであった。
　　×：多くの箇所において成形型どおりの微細な表面模様が形成されていなかった。
【００４９】
４－１．クラック、成形不良の確認試験
　得られた実施例１～１５、比較例１～６の無機質成形体を、それぞれ、１００個ずつ作
製して、これらの外観及び切断した内面を目視で観察することで、クラックや成形不良（
欠損、空隙など）の発生の有無を確認した。以下の評価基準でクラックや成形不良の発生
状態について評価し、評価結果を表２に示した。なお、実施例１０の無機質成形体を１０
０個作製する場合において、成形型へ充填する造粒物の充填量は、各無機質成形体の作製
で多少バラツキがあったのに対し、実施例１～９、１１～１５の無機質成形体を１００個
作製する場合は、それぞれにおいて、ほぼ全ての無機質成形体の作製で充填量が一定であ
り、造粒物は均一な状態に成形型に充填されていた。つまり、実施例１～９、１１～１５
の無機質成形体を作製した場合は、造粒物の充填量の微調整を必要とせず、より高い生産
性を有していた。
　　◎：全ての無機質成形体においてクラックや成形不良が生じていない。
　　○：１個以上５個未満の無機質成形体にクラックや成形不良が見られた。
　　△：５個以上１５個未満の無機質成形体にクラックや成形不良が見られた。
　　×：１５個以上の無機質成形体にクラックや成形不良が見られた。
【００５０】
５－１．調湿性試験
　実施例１～１５、比較例１～６の無機質成形体を、それぞれ、２５℃、相対湿度５０％
の恒温恒湿槽に入れ４８時間保持した後、質量を測定した。次に、これらを、２５℃、相
対湿度９０％の恒温恒湿槽に入れ２４時間保持し、再度質量を測定した。測定した質量の
質量増加率を算出した。その後、さらに、これらの無機質成形体を、２５℃、相対湿度５
０％の恒温恒湿槽に入れ２４時間保持して質量を測定し、２回目の質量測定時からの質量
減少率を算出した。質量増加率及び質量減少率により、以下の評価基準で調湿性を評価し
、その評価結果を表２に示した。
　　◎：質量増加率及び質量減少率がともに５．０％以上であった。
　　○：質量増加率及び質量減少率がともに３．５％以上５．０％未満であった。
　　△：質量増加率及び質量減少率がともに２．０％以上３．５％未満であった。
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　　×：質量増加率及び質量減少率がともに２．０％未満であった。
【００５１】
６－１．総合評価
　強度試験、意匠性試験（深堀り模様、微細な模様）、クラック・成形不良の確認試験の
評価結果から以下の基準で総合評価を行い、その評価結果を表２に示した。なお、調湿性
試験の評価結果は総合評価の評価基準に含まれない。
　　○：全ての評価結果が「◎」又は「○」であった。
　　△：少なくとも１つの評価結果が「△」であった。
　　×：少なくとも１つの評価結果が「×」であった。
【００５２】
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【００５３】
　なお、クラック・成形不良の評価試験においては、発生した問題の多くが、成形不良に
よるものであった。
【００５４】
　以上の評価結果から、実施例の無機質成形体はいずれも十分な強度を有しており、本発
明は簡易な設備で実用レベルの強度を有した無機質成形体が得られる方法であることが確
認された。また、以上の評価結果から、本発明により得られる無機質成形体は、立体的で
複雑な形状の、表面に細かな模様が施されたものであり、成形不良やクラックが生じにく
いものであることが確認された。
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【００５５】
　＜粘土鉱物を基本原料とする無機質成形体の作製＞
(造粒物の作製)
　表３に示す組成の成形材料２２～３０、３２、３３を用い、それぞれ、成分１における
方法と同様の方法で、造粒物２２～３０、３２、３３を作製した。得られた造粒物２２～
３０、３２、３３の平均粒径及び含水率は、表３－１～３－３に示すとおりである。次に
、表３－３に示す組成にて成形材料３１、３４を用い、それぞれ、成分１３における方法
と同様の方法で、粉体物３１、３４を作製した。得られた粉体物３１、３４の含水率は表
３－３に示すとおりである。なお、用いた粘土鉱物、珪質頁岩及びベントナイトは、予め
、粉砕機で平均粒径０．５ｍｍ未満に粉体化したものである。
【００５６】

【００５７】

【００５８】
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（無機質成形体の作製）
　得られた造粒物２２～３０、３２、３３を用い、それぞれ、造粒物１における方法と同
様の方法で、プレス成形体２２～３０、３２、３３を作製した。また、粉体物３１、３４
についても、粉体物１３における方法と同様の方法で、それぞれ、プレス成形体３１、３
４を作製した。次に、得られたプレス成形体２２～３４を、それぞれ、１週間天日乾燥さ
せた後、トンネル式の焼成炉で温度１，１００℃の条件で２４時間焼成固化させ、無機質
成形体を作製した。得られた無機質成形体を、それぞれ順に、実施例１６～２３、比較例
７～１１の無機質成形体とした。なお、用いた成形型は、実施例１で用いたものと同様の
ものを使用した。
【００６０】
（試験評価）
　実施例１６～２３、比較例７～１１の無機質成形体について、実施例１と同様にして、
強度試験、意匠性試験、クラック・成形不良の確認試験、調湿性試験を行った。得られた
評価結果を表４に示す。また、これらの評価結果を基に上述の方法で総合評価を行った。
評価結果を表４に示す。
【００６１】
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【００６２】
　なお、クラック・成形不良の評価試験においては、発生した問題の多くが、成形不良に
よるものであった。また、実施例１６～２１、２３における、表面模様の意匠性試験の評
価結果は、いずれも「○」であったが、実施例１６～１９の無機質成形体の方が特に優れ
た意匠性の表面模様を形成していた。また、実施例１６～１９、２３における、立体的成
形の意匠性試験の評価結果は、いずれも「○」であったが、実施例１６～１９の無機質成
形体の方が特に優れた意匠性の深堀り模様を形成していた。
【００６３】
　以上の評価結果から、粘土鉱物を基本原料とした場合にあっても、本発明は、簡易な設
備で十分な強度を有し、立体的で細かな模様が鮮明に付され、クラックや成形不良のない
無機質成形体が得られることが確認された。また、本発明は、成形材料中に無機多孔質材
料を含有させることで調湿性に優れた無機質成形体が得られることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明によれば、水硬性材料又は粘土鉱物を基本原料とする無機質成形体の製造方法で
あって、簡易な設備と生産条件で、欠損や空隙などの成形不良やクラックが生じにくい無
機質成形体を安定して供給することができ、さらには、立体的で複雑な形状の、表面に細
かな模様を施された無機質成形体の製造を可能にする、経済性に優れた無機質成形体の製
造方法を提供することができる。したがって、本発明の無機質成形体の製造方法は、外壁
材、内装タイル、瓦又は炊飯釜などのあらゆる無機質成形体を製造する方法として最適で
ある。



(21) JP 2009-166376 A 2009.7.30

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｃ０４Ｂ  24/24     (2006.01)           Ｃ０４Ｂ  24/24    　　　Ａ          　　　　　
   Ｃ０４Ｂ  24/10     (2006.01)           Ｃ０４Ｂ  24/10    　　　　          　　　　　
   Ｃ０４Ｂ  24/26     (2006.01)           Ｃ０４Ｂ  24/26    　　　Ｂ          　　　　　
   Ｃ０４Ｂ  24/38     (2006.01)           Ｃ０４Ｂ  24/38    　　　Ｄ          　　　　　
   Ｃ０４Ｂ  28/02     (2006.01)           Ｃ０４Ｂ  28/02    　　　　          　　　　　
   Ｂ２８Ｂ   3/02     (2006.01)           Ｂ２８Ｂ   3/02    　　　Ｒ          　　　　　

(72)発明者  吉田　繁夫
            三重県いなべ市大安町丹生川上１３００－２　株式会社自然素材研究所内
(72)発明者  馬渕　祐三
            徳島県徳島市佐古６番町１１番８号　富士スレート株式会社内
(72)発明者  馬渕　勇人
            徳島県徳島市佐古６番町１１番８号　富士スレート株式会社内
Ｆターム(参考) 4G054 AA01  AA05  AA11  AB01  AC11  BA02  BA39 
　　　　 　　  4G055 AA01  AA07  AA10  AB01  AC01  BA02  BA14  FA01  FA03 
　　　　 　　  4G112 MB02  MC11  MD00  PA02  PA03  PA06  PA07  PA24  PB06  PB19 
　　　　 　　        PB29  PB40  PC01  PC08  PC10  PC11  PE01  PE03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	overflow

