
JP 2011-73948 A 2011.4.14

10

(57)【要約】
【課題】人工オパールの脱離を防止でき、審美性に優れ
たボーンチャイナ製品及びその製造方法を提供すること
。
【解決手段】人工オパール粒子４５を装着してなるボー
ンチャイナ製品１である。ボーンチャイナ素地２とその
表面に配された下地釉薬層３とこの上に配された表面釉
薬層４とを有する。表面釉薬層４には、人工オパール粒
子４５が分散されている。ボーンチャイナ製品１は、第
一焼成工程と第二焼成工程とを行って製造する。第一焼
成工程においては、ボーンチャイナ素地２に下地釉薬を
塗布して焼成し、下地釉薬層３を形成する。第二焼成工
程においては、下地釉薬層３上に、釉薬中に人工オパー
ル粒子を分散してなるオパール釉薬を塗布し、さらに表
面釉薬を塗布して焼成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人工オパール粒子を装着してなるボーンチャイナ製品であって、
　ボーンチャイナ素地と、該ボーンチャイナ素地の表面に配された下地釉薬層と、該下地
釉薬層上に配された表面釉薬層とを有し、
　該表面釉薬層には、上記人工オパール粒子が分散されていることを特徴とするボーンチ
ャイナ製品。
【請求項２】
　請求項１に記載のボーンチャイナ製品において、上記下地釉薬層及び上記表面釉薬層は
、ＳｉＯ2を６１％（モル％、以下同様）以上、Ａｌ2Ｏ3を８～１０％、ＣａＯを０．１
～３％、ＭｇＯを０．１～２％、Ｌｉ2Ｏを２～５％、Ｋ2Ｏを１～４％、Ｎａ2Ｏを２～
６％、Ｂ2Ｏ3を１０～１５％含有することを特徴とするボーンチャイナ製品。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のボーンチャイナ製品において、上記下地釉薬層は、顔料を含有
することを特徴とするボーンチャイナ製品。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のボーンチャイナ製品において、上記下地釉薬層は
黒色であり、上記表面釉薬層は透明であることを特徴とするボーンチャイナ製品。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のボーンチャイナ製品において、上記人工オパール
粒子は粒径０．１２５～０．５ｍｍであることを特徴とするボーンチャイナ製品。
【請求項６】
　ボーンチャイナ素地に下地釉薬を塗布して焼成することにより、上記ボーンチャイナ素
地上に下地釉薬層を形成する第一焼成工程と、
　上記下地釉薬層上に、釉薬中に人工オパール粒子を分散してなるオパール釉薬を塗布し
、さらに表面釉薬を塗布して焼成する第二焼成工程とを有することを特徴とするボーンチ
ャイナ製品の製造方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の製造方法おいて、上記下地釉薬、上記表面釉薬、及び上記オパール釉
薬に用いる上記釉薬は、ＳｉＯ2を６１％（モル％、以下同様）以上、Ａｌ2Ｏ3を８～１
０％、ＣａＯを０．１～３％、ＭｇＯを０．１～２％、Ｌｉ2Ｏを２～５％、Ｋ2Ｏを１～
４％、Ｎａ2Ｏを２～６％、Ｂ2Ｏ3を１０～１５％含有することを特徴とするボーンチャ
イナ製品の製造方法。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の製造方法において、上記下地釉薬は黒系顔料を含有し、上記表
面釉薬及び上記オパール釉薬に用いる上記釉薬は顔料を含有していないことを特徴とする
ボーンチャイナ製品の製造方法。
【請求項９】
　請求項６～８のいずれか一項に記載の製造方法において上記人工オパール粒子は粒径０
．１２５～０．５ｍｍであることを特徴とするボーンチャイナ製品の製造方法。
【請求項１０】
　請求項６～９のいずれか一項に記載の製造方法において、上記第二焼成工程における焼
成は温度１０５０～１２００℃で行うことを特徴とするボーンチャイナ製品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人工オパール用いた装飾部を設けたボーンチャイナ製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　磁器には、硬質磁器と軟質磁器とがある。中でも、軟質磁器であるボーンチャイナは、
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優れた白色を有すること、及び透光性、審美性、強度等の点で優れているため、食器、装
飾用磁器として汎用されている。
　近年、ボーンチャイナの優れた審美性を生かして高級感を向上させるため、自動車の内
装品やエンブレム等の外装品にもボーンチャイナ製品を用いることが検討されており、ボ
ーンチャイナ製品の用途はますます広がっている。
【０００３】
　ところで、ボーンチャイナ等の磁器製品には、顔料を用いて着色を行うことにより、そ
の審美性を向上させることが行われているが、磁器製品の審美性をさらに高めるために、
宝石を装着した磁器が開発されている（特許文献１参照）。具体的には、素焼きした陶磁
器に、宝石を接着剤により取り付け、釉薬を塗り、本焼きして製造する方法が開発されて
いる（特許文献１）。
　一方、高価で稀少な天然宝石に対して、比較的安価に製造できる人工宝石が開発されて
いる（特許文献２参照）。このような人工宝石を用いることにより、宝石を装着した磁器
の低コストが図られ、その用途はさらに拡大しうる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－９９５５８号公報
【特許文献２】特開昭６０－９６５８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、人工宝石の中でも人工ルビー及び人工サファイア等と比べて人工オパー
ルは、ボーンチャイナ等の磁器に焼付けることが困難であった。即ち、磁器に人工オパー
ルを焼付けても、焼付け後に人工オパールが剥がれ落ち易い。
　したがって、人工オパールを装着したボーンチャイナ製品の開発は困難であった。
【０００６】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、人工オパールの脱離を防止でき
、審美性に優れたボーンチャイナ製品及びその製造方法を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、人工オパール粒子を装着してなるボーンチャイナ製品であって、
　ボーンチャイナ素地と、該ボーンチャイナ素地の表面に配された下地釉薬層と、該下地
釉薬層上に配された表面釉薬層とを有し、
　該表面釉薬層には、上記人工オパール粒子が分散されていることを特徴とするボーンチ
ャイナ製品にある（請求項１）。
【０００８】
　第２の発明は、ボーンチャイナ素地に下地釉薬を塗布して焼成することにより、上記ボ
ーンチャイナ素地上に下地釉薬層を形成する第一焼成工程と、
　上記下地釉薬層上に、釉薬中に人工オパール粒子を分散してなるオパール釉薬を塗布し
、さらに表面釉薬を塗布して焼成する第二焼成工程とを有することを特徴とするボーンチ
ャイナ製品の製造方法にある（請求項６）。
【発明の効果】
【０００９】
　第１の発明のボーンチャイナ製品においては、上記表面釉薬層に上記人工オパール粒子
が分散されている。そのため、上記表面釉薬層中に散りばめられた上記人工オパール粒子
が人工オパール特有の色感及び遊色効果を示すことができる。それ故、上記ボーンチャイ
ナ製品は、優れた審美性を発揮することができる。
【００１０】
　また、上記ボーンチャイナ製品においては、人工オパールが上記人工オパール粒子とし
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て上記表面釉薬層中に分散されている。そのため、人工オパールの脱離を防止することが
できる。
　また、上記人工オパール粒子は、上記表面釉薬層内に分散されており、上記人工オパー
ル粒子が直接外部に露出することを防止することができる。それ故、上記ボーンチャイナ
製品の表面状態を滑らかにすることができるとともに、上記人工オパール粒子が傷付くこ
とを防止することができる。また、上記ボーンチャイナ製品において最外層は上記表面釉
薬層となる。
【００１１】
　次に、第２の発明においては、上記第一焼成工程と、上記第二焼成工程とを行って上記
ボーンチャイナ製品を製造する。
　上記第一焼成工程においては、上記ボーンチャイナ素地に上記下地釉薬を塗布して焼成
する。これにより、上記ボーンチャイナ素地上に上記下地釉薬層を形成することができる
。
【００１２】
　次に、上記第二焼成工程においては、上記下地釉薬層上に、釉薬中に人工オパール粒子
を分散してなるオパール釉薬を塗布し、さらに表面釉薬を塗布して焼成する。これにより
、上記下地釉薬層上に、上記人工オパール粒子が分散した表面釉薬層を形成することがで
きる。また、第二焼成工程における焼成中には、少なくとも上記オパール釉薬と上記表面
釉薬の釉薬成分が混じり合い、外観上両者の境界をほとんどなくすことがきる。
【００１３】
　このようにして得られるボーンチャイナ製品は、上記第１の発明の同様の構成を有し、
上記第１の発明と同様の作用効果を発揮することができる。
【００１４】
　また、本発明の製造方法においては、上記第二焼成工程における一回の焼成で、上記オ
パール釉薬と上記表面釉薬との焼成を行っている。そのため、簡単かつ低コストで上記表
面釉薬層を形成して上記ボーンチャイナ製品を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例１にかかる、ボーンチャイナ製品を表面釉薬層側から見た平面図。
【図２】実施例１にかかる、ボーンチャイナ製品の断面図。
【図３】実施例１にかかる、下地釉薬層を形成したボーンチャイナ素地の断面図。
【図４】実施例１にかかる、下地釉薬層上にオパール釉薬を塗布したボーンチャイナ素地
の断面図。
【図５】実施例１にかかる、下地釉薬層中に塗布したオパール釉薬上にさらに表面釉薬を
塗布したボーンチャイナ素地の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明の実施形態について説明する。
　上記ボーンチャイナ製品は、ボーンチャイナ素地と、該ボーンチャイナ素地から順に積
層形成された上記下地釉薬層と上記表面釉薬層とを有する。
　上記表面釉薬層には、上記人工オパール粒子が分散されており、該人工オパール粒子と
しては、例えば京セラ株式会社等で製造されている市販品を利用することができる。
　上記人工オパール粒子は、上記表面釉薬層に分散されているが、部分的に上記下地釉薬
層に埋没していてもよい。
【００１７】
　上記下地釉薬層及び上記表面釉薬層は、ＳｉＯ2を６１％（モル％、以下同様）以上、
Ａｌ2Ｏ3を８～１０％、ＣａＯを０．１～３％、ＭｇＯを０．１～２％、Ｌｉ2Ｏを２～
５％、Ｋ2Ｏを１～４％、Ｎａ2Ｏを２～６％、Ｂ2Ｏ3を１０～１５％含有することが好ま
しい（請求項２）。
　かかる配合割合の釉薬成分を含有する上記下地釉薬層及び上記表面釉薬層を形成するこ



(5) JP 2011-73948 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

とにより、上記ボーンチャイナ素地に密着性よく各釉薬層（上記下地釉薬層及び上記表面
釉薬層）を形成することができる。また、この場合には上記表面釉薬層が上記人工オパー
ルを十分に保持できるため、上記人工オパール粒子の脱離をより一層防止することができ
る。
　各成分が上記配合割合から外れる場合には、上記ボーンチャイナ製品の製造時における
焼成において、上記の各釉薬層にひび割れが発生したり、上記人工オパール粒子が脱離し
たりするおそれがある。
【００１８】
　また、ＳｉＯ2が６１％未満の場合には、各釉薬層の耐薬品性が悪くなるおそれがある
。表面平滑性の観点からはＳｉＯ2の含有量は６５％以下であることが好ましい。
　Ａｌ2Ｏ3が８％未満の場合には、各釉薬層に大きな気泡が発生し易くなるおそれがある
。一方、１０％を超える場合には、グレーズ溶融時の粘性が高くなり、表面光沢が悪くな
るおそれがある。
【００１９】
　ＣａＯが０．１％未満の場合には、各釉薬層に破裂気泡が発生し易くなるおそれがある
。３％を超える場合には、各釉薬層が梨肌になるおそれがある。
　ＭｇＯが０．１％未満又は２％を超える場合には、各釉薬層に破裂気泡が発生し易くな
るおそれがある。
【００２０】
　Ｌｉ2Ｏが２％未満の場合には、各釉薬層が梨肌になるおそれがある。一方、５％を超
える場合には、各釉薬層に破裂気泡が発生し易くなるおそれがある。
　Ｋ2Ｏが１％未満の場合又は４％を超える場合には、各釉薬層が梨肌になるおそれがあ
る。
　Ｎａ2Ｏが２％未満の場合又は６％を超える場合にも、各釉薬層が梨肌になるおそれが
ある。
　Ｂ2Ｏ3が１０％未満の場合には、各釉薬層の表面平滑性及び表面光沢性が悪くなるおそ
れがある。一方、１５％を超える場合には、破裂気泡が発生し易くなるおそれがある。
【００２１】
　上記下地釉薬層は、顔料を含有することが好ましい（請求項３）。
　この場合には、上記表面釉薬層に分散された上記人工オパール粒子の色感及び遊色効果
を強調させることができる。即ち、上記下地釉薬層の色が背景色となって上記表面釉薬層
に分散された上記人工オパール粒子の色感及び遊色効果を強調することができる。そのた
め、上記ボーンチャイナ製品の審美性をより向上させることができる。
　同様観点から上記下地釉薬層は、黒、ルリ、緑、こげ茶等の濃色を呈することが好まし
い。
　これらの各色を呈する上記下地釉薬層は、各色に対応した顔料を上記下地釉薬層に加え
ることにより実現することができる。顔料は市販のものを採用することができる。
【００２２】
　より好ましくは、上記下地釉薬層は黒色であり、上記表面釉薬層は透明であることがよ
い（請求項４）。
　この場合には、黒色の上記下地釉薬層により上記人工オパール粒子の色感及び遊色効果
を強調させることができると共に、上記表面釉薬層により上記人工オパール粒子の色感及
び遊色効果を損ねることがない。そのため、上記ボーンチャイナ製品の審美性をより強調
することができる。
【００２３】
　次に、上記ボーンチャイナ製品は、上記第一焼成工程と上記第二焼成工程とを行うこと
により製造することができる。
　即ち、上記第一焼成工程においては、ボーンチャイナ素地に下地釉薬を塗布して焼成す
ることにより、上記ボーンチャイナ素地上に下地釉薬層を形成する。
　また、上記第二焼成工程においては、上記下地釉薬層上に、釉薬中に人工オパール粒子
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を分散してなるオパール釉薬を塗布し、さらに表面釉薬を塗布して焼成する。
【００２４】
　上記下地釉薬、上記表面釉薬、及び上記オパール釉薬に用いる上記釉薬は、ＳｉＯ2を
６１％（モル％、以下同様）以上、Ａｌ2Ｏ3を８～１０％、ＣａＯを０．１～３％、Ｍｇ
Ｏを０．１～２％、Ｌｉ2Ｏを２～５％、Ｋ2Ｏを１～４％、Ｎａ2Ｏを２～６％、Ｂ2Ｏ3

を１０～１５％含有することが好ましい（請求項７）。
　この場合には、上記ボーンチャイナ素地に対する密着性に優れた上記下地釉薬層及び上
記表面釉薬層を形成することができると共に、上記人工オパール粒子の脱離を防止するこ
とができる。
　各成分の臨界意義については上述の通りである。
【００２５】
　各釉薬（上記下地釉薬、上記表面釉薬、及び上記オパール釉薬に用いる上記釉薬）は、
例えばガラスフリット及び天然原料を用い、両者を上述の成分配合比になるように調整す
ることにより作製することができる。
　ガラスフリットは、カオリン、石灰石、マグネサイト、炭酸リチウム、炭酸カリウム、
炭酸ナトリウム、硼酸、珪粉等を用いて調整することができる。これらを適量混合し、焼
成し、次いで水中で急冷してガラスを得る。その後、ガラスを乾燥し、粉砕する。これに
よりガラスフリットを得ることができる。一方、天然原料は、粘土などよりなる。
【００２６】
　上記第一焼成工程及び上記第二焼成工程において、上記下地釉薬、上記オパール釉薬、
及び上記表面釉薬を塗布する際には、ガラスフリットと天然原料を上記の成分配合比とな
るように混合し、これに水を添加してスラリー状としたものを用いることができる。
　塗布方法としては、例えばスプレーガンによる吹き付け、或いは浸漬等を採用すること
ができる。また、刷毛等を用いて塗布してもよい。
【００２７】
　上記人工オパール粒子は粒径０．１２５～０．５ｍｍであることが好ましい（請求項５
及び請求項９）。
　上記人工オパール粒子の粒径が０．１２５ｍｍ未満の場合には、上記人工オパール粒子
が釉薬に溶けて、上記人工オパール粒子特有の遊色効果が損なわれるおそれがある。一方
、０．５ｍｍを超える場合には、上記人工オパール粒子が脱離し易くなるおそれがある。
より好ましくは、人工オパール粒子の粒径は０．３５５ｍｍ以下がよく、さらに好ましく
は０．２５ｍｍ以下がよい。
【００２８】
　上記下地釉薬層は、厚み０．０５～０．２ｍｍで形成することが好ましい。より好まし
くは０．１５ｍｍ以下がよい。かかる厚みの下地釉薬層を形成するためには、上記第一焼
成工程において上記下地釉薬を厚み０．１～０．４ｍｍで塗布することが好ましく、０．
３ｍｍ以下で塗布することがより好ましい。なお、上記下地釉薬の厚みは、塗布して乾燥
させた後の厚みである。
　上記下地釉薬層の厚みが０．０５ｍｍ未満の場合には、上記人工オパール粒子の遊色効
果が十分に得られなくなるおそれがある。一方、０．２ｍｍを越える場合には、上記オパ
ール粒子が上記下地釉薬中に埋没してしまうおそれがある。その結果、特に上記下地釉薬
層が顔料を含有する場合に、上記人工オパール粒子の遊色効果が損なわれてしまうおそれ
がある。
【００２９】
　また、上記第二焼成工程においては、上記オパール釉薬を厚み０．２～０．４ｍｍで塗
布することが好ましい。より好ましくは、０．２５～０．３５ｍｍ以下で塗布することが
よい。なお、上記オパール釉薬の厚みは、上記オパール釉薬を塗布して乾燥させた後の厚
みである。
　厚み０．２ｍｍ未満の場合には、遊色効果が十分に得られなくなるおそれがある。一方
、０．４ｍｍを越える上記オパール釉薬を平坦な厚みで塗布することが困難になる。
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【００３０】
　また、上記第二焼成工程においては、上記表面釉薬を厚み０．２４～０．６ｍｍで塗布
することが好ましい。より好ましくは０．５ｍｍ以下で塗布することがよい。なお、上記
表面釉薬の厚みは、上記表面釉薬を塗布して乾燥させた後の厚みである。
　厚み０．２４ｍｍ未満の場合には、上記人工オパール粒子によって上記表面釉薬層の表
面に凹凸が発生し、平坦な上記表面釉薬層を形成することが困難になるおそれがある。一
方、０．６ｍｍを越える場合には、人工オパール粒子の遊色効果が上記表面釉薬層を通し
て見え難くなるおそれがある。
【００３１】
　また、上記第二焼成工程後には、上記オパール釉薬の釉薬成分と上記表面釉薬とから上
記表面釉薬層が形成される。上記オパール釉薬を上記厚み範囲で塗布すると焼成後に厚み
０．１～０．２ｍｍの層（上記オパール釉薬の釉薬成分が硬化してなる層）を形成するこ
とができる。また、上記表面釉薬を上記厚み範囲で塗布すると焼成後に厚み０．１２～０
．３ｍｍの層（上記表面釉薬が硬化してなる層）を形成することができる。焼成後、これ
らの層間には界面がほとんどないため、両者が一体となった層、即ち上記表面釉薬層が形
成される。したがって、上記表面釉薬層は、厚み０．２２～０．５ｍｍで形成することが
できる。
【００３２】
　次に、上記下地釉薬は黒系顔料を含有し、上記表面釉薬及び上記オパール釉薬に用いる
上記釉薬は顔料を含有していないことが好ましい（請求項８）。
　この場合には、黒色の上記下地釉薬層と透明の上記表面釉薬層を形成することができる
。そのため、上記下地釉薬層により上記表面釉薬層中に分散された人工オパール粒子の色
感及び遊色効果を強調させることができると共に、上記表面釉薬層により上記人工オパー
ル粒子の色感及び遊色効果を損ねることがない。そのため、上記ボーンチャイナ製品の審
美性をより強調することができる。
【００３３】
　上記第一焼成工程における焼成は、温度１０５０～１２００℃で行うことが好ましい。
　温度１０５０℃未満の場合には、上記下地釉薬中の気泡が焼成中に十分に抜けきらず、
上記下地釉薬層中に多数の小気泡が残存してしまうおそれがある。その結果、上記ボーン
チャイナ製品の外観が損なわれるおそれがある。特に上記下地釉薬層が顔料を含有する場
合には、その顔料による着色が薄くなってしまうおそれがある。一方、１２００℃を超え
る場合には、焼成中に上記下地釉薬中の気泡が発泡し、破裂した気泡が上記下地釉薬層に
残存してしまうおそれがある。その結果、上記ボーンチャイナ製品の外観が損なわれてし
まうおそれがある。より好ましくは、焼成は温度１１８０℃以下で行うことがよい。
【００３４】
　上記第二焼成工程における焼成は温度１０５０～１２００℃で行うことが好ましい（請
求項１０）。
　温度１０５０℃未満の場合には、上記オパール釉薬及び／又は上記表面釉薬中の気泡が
焼成中に十分に抜けきらず、上記表面釉薬層中に多数の気泡が残存してしまうおそれがあ
る。その結果、上記ボーンチャイナ製品の外観が損なわれるおそれがある。一方、１２０
０℃を超える場合には、焼成中に上記オパール釉薬及び／又は上記表面釉薬中の気泡が発
泡し、破裂した気泡が上記表面釉薬層に残存してしまうおそれがある。その結果、上記ボ
ーンチャイナ製品の外観が損なわれてしまうおそれがある。より好ましくは、焼成は温度
１１８０℃以下で行うことがよい。
【００３５】
　また、上記オパール釉薬及び上記表面釉薬の釉薬成分としては、同成分のもの用いるこ
とができるため、上記第二焼成工程後においては、上記オパール釉薬からなる層と上記表
面釉薬からなる層との界面はほとんどなくなる。その結果、上記人工オパール粒子が分散
された、外観上一層からなる上記表面釉薬層が形成される。
　また、上記下地釉薬の釉薬成分と上記オパール釉薬及び／又は上記表面釉薬の釉薬成分
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についても同成分のものを用いることができる。上記下地釉薬層が顔料を含有せず、透明
な場合には、上記下地釉薬層と上記表面釉薬層との界面もなくなる。また、上記下地釉薬
層が顔料を含有する場合には、該下地釉薬層と上記表面釉薬層との界面を着色の有無で判
別できる。
【００３６】
　また、上記第二焼成工程によって形成される表面釉薬層を第１表面釉薬層とすると、上
記第二焼成工程後に、上記第１表面釉薬層上にさらに上記表面釉薬を塗布して焼成する第
三焼成工程を行うことができる。
　この場合には、上記第１表面釉薬層上にさらに表面釉薬層（第２表面釉薬層）を積層形
成することができる。その結果、上記表面釉薬層の平滑性をより向上させ、表面が滑らか
な表面釉薬層を形成することができる。
　なお、上記第１表面釉薬層とこの上に形成する第２表面釉薬層は同成分の表面釉薬によ
り形成することができるため、上記第三焼成工程後には上記第１表面釉薬層と上記第２表
面釉薬層との境界はほとんどなく、これらが一体となった表面釉薬層を形成させることが
できる。
【実施例】
【００３７】
（実施例１）
　次に、本発明の実施例につき図１～図５を用いて説明する。
　図１及び図２に示すごとく、本例のボーンチャイナ製品１は、人工オパール粒子４５を
装着してなる。ボーンチャイナ製品１は、ボーンチャイナ素地２と、その表面に配された
下地釉薬層３と、さらにその上に配された表面釉薬層４とを有する。表面釉薬層４には、
人工オパール粒子４５が分散されている。
【００３８】
　本例のボーンチャイナ製品１において、下地釉薬層３及び表面釉薬層４は、釉薬成分と
してＳｉＯ2を６４．３％（モル％、以下同様）、Ａｌ2Ｏ3を８．５％、ＣａＯを２．０
％、ＭｇＯを１．４％、Ｌｉ2Ｏを４．２％、Ｋ2Ｏを２．７％、Ｎａ2Ｏを２．９％、Ｂ2

Ｏ3を１４．０％（合計１００％）含有する。
　下地釉薬層３は、黒系の顔料を含有し黒色を呈している。一方、表面釉薬層４は顔料を
含有しておらず透明である。
　また、表面釉薬層４には、粒径０．１２５～０．２５０ｍｍの人工オパール粒子が分散
されている。
【００３９】
　次に、本例のボーンチャイナ製品の製造方法につき、説明する。
　本例においては、第一焼成工程と第二焼成工程とを行ってボーンチャイナ製品を製造す
る。
　第一焼成工程においては、図３に示すごとく、ボーンチャイナ素地２に下地釉薬を塗布
して焼成する。これにより、ボーンチャイナ素地２上に下地釉薬層３を形成する。
【００４０】
　第二焼成工程においては、図４に示すごとく、下地釉薬層３上に、釉薬４１中に人工オ
パール粒子４５を分散してなるオパール釉薬４９を塗布する。さらに、図５に示すごとく
、オパール釉薬４９上に表面釉薬５９を塗布する。次いで、焼成を行う。これにより、図
１及び図２に示すごとく、ボーンチャイナ素地２上に、下地釉薬層３と、人工オパール粒
子４５が分散された表面釉薬層４とが順次積層形成されたボーンチャイナ製品１を得る。
【００４１】
　以下、本例のボーンチャイナ製品の製造方法につき、詳細に説明する。
　まず、カオリン２２．５質量％、石灰石２．６質量％、マグネサイト１．６質量％、炭
酸リチウム４．２質量％、炭酸カリウム５．０質量％、炭酸ナトリウム４．２質量％、硼
酸２３．３質量％、及び珪粉３６．６質量％（合計１００質量％）を混合した。次いで、
粉末混合物を１３５０℃～１４００℃で焼成し、溶融し、次いで、水中で急冷してガラス
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を得た。その後、ガラスを乾燥させ、粉砕した。これによりガラスフリットを得た。
　次いで、ガラスフリット９１質量％と天然原料９質量％とを混合し、さらに固形分１０
０質量部に対して、黒系の顔料（川村化学株式会社製の顔料４５９０（黒系））１０質量
部添加した。
　次に、固形分に対して水を添加してスラリー状の下地釉薬を得た。水は、固形分と水と
の合計量１００質量部に対して水が３６質量部となるように添加した。
【００４２】
　また、上述の下地釉薬の作製方法における顔料の添加を省略し、その他は上記下地釉薬
と同様にしてスラリー状の表面釉薬を作製した。表面釉薬は、顔料を含有しない点を除い
ては下地釉薬と同様のものである。
【００４３】
　また、上述の下地釉薬の作製方法における顔料の添加を省略し、顔料の代わりに、粒径
０．１２５～０．２５０ｍｍの人工オパール粒子（京セラ株式会社製のクリエイテッドオ
パール）を添加し、その他は上記下地釉薬と同様にしてスラリー状のオパール釉薬を作製
した。なお、人工オパール粒子の添加量は、上述の固形分１００質量部に対して２０質量
部とした。オパール釉薬は、顔料の代わりに人工オパール粒子を含有する点を除いては上
述の下地釉薬と同様のものである。
【００４４】
　次に、スプレーガンを用いてボーンチャイナ素地に下地釉薬を吹き付けて塗布し、乾燥
後、温度１１５０℃で焼成した（第一焼成工程）。これにより、ボーンチャイナ素地２上
に厚み０．１ｍｍの下地釉薬層３を形成した（図３参照）。
【００４５】
　次に、スプレーガンを用いて、下地釉薬層３上にオパール釉薬４９を吹き付けて塗布し
た後、乾燥した（図４参照）。乾燥後のオパール釉薬の厚みは０．３ｍｍであった。さら
に、スプレーガンを用いて、下地釉薬層３上に塗布したオパール釉薬４９の上から表面釉
薬５９を塗布した後、乾燥した（図５参照）。乾燥後の表面釉薬の厚みは０．４ｍｍであ
った。次に、下地釉薬層３上にオパール釉薬４９及び表面釉薬５９を塗布したボーンチャ
イナ素地を温度１１５０℃で焼成した。
　これにより、下地釉薬層３上に、人工オパール粒子４５が分散された表面釉薬層４を形
成した（図２参照）。
　このようにして、図１及び図２に示すごとく、ボーンチャイナ素地２と、その表面に配
された下地釉薬層３と、この上に配された表面釉薬層４とを有するボーンチャイナ製品１
を得た。
【００４６】
　図１及び図２に示すごとく、本例のボーンチャイナ製品１においては、表面釉薬層４に
人工オパール粒子４５が分散されている。そのため、表面釉薬層４中に散りばめられた人
工オパール粒子４５が人工オパール特有の色感及び遊色効果を示すことができる。それ故
、ボーンチャイナ製品１は、優れた審美性を発揮することができる。
【００４７】
　また、ボーンチャイナ製品１においては、人工オパールが上記人工オパール粒子４５と
して表面釉薬層４中に分散されている。そのため、人工オパールの脱離を防止することが
できる。
　また、人工オパール粒子４５は、表面釉薬層４内に分散されており、人工オパール粒子
４５が直接外部に露出することはない。それ故、ボーンチャイナ製品１の表面状態を滑ら
かにすることができるとともに、人工オパール粒子４５が傷付くことを防止することがで
きる。また、ボーンチャイナ製品１において最外層は表面釉薬層４となる。
【００４８】
　また、下地釉薬層３及び表面釉薬層４は、ＳｉＯ2：６１％（モル％、以下同様）以上
、Ａｌ2Ｏ3：８～１０％、ＣａＯ：０．１～３％、ＭｇＯ：０．１～２％、Ｌｉ2Ｏ：２
～５％、Ｋ2Ｏ：１～４％、Ｎａ2Ｏ：２～６％、Ｂ2Ｏ3：１０～１５％という特定組成を
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　そのため、ボーンチャイナ素地２に密着性よく下地釉薬層３及び表面釉薬層４を形成す
ることができる。また、表面釉薬層４が人工オパール粒子４５を十分に保持できるため、
人工オパール粒子４５の脱離をより一層防止することができる。
【００４９】
　また、本例において、下地釉薬層３は黒色であり、表面釉薬層４は透明である。
　そのため、黒色の下地釉薬層３が背景色となって表面釉薬層４中に分散された人工オパ
ール粒子４５の色感及び遊色効果を強調させることができると共に、表面釉薬層４により
人工オパール粒子４５の色感及び遊色効果を損ねることがない。そのため、ボーンチャイ
ナ製品１の審美性をより強調することができる。
【００５０】
　また、本例のように、上記第一焼成工程及び上記第二焼成工程を行って得られたボーン
チャイナ製品１においては、図２に示すごとく、下地釉薬層３と人工オパール粒子４５が
分散された表面釉薬層４とがボーンチャイナ素地２に十分に密着していた。下地釉薬層３
及び表面釉薬層４にひび割れなどもなく、人工オパール粒子４５が脱離するおそれもなか
った。
【００５１】
　また、本例において、人工オパール粒子４５は、大部分が表面釉薬層４に分散されてい
るが、第２焼成工程中に人工オパール粒子４５が下地釉薬層３中にも部分的に埋没してい
た。また、オパール釉薬４９と表面釉薬５９の釉薬成分は同じ組成であり、第二焼成工程
後には、オパール釉薬４９と表面釉薬５９の界面はなくなり、これらの釉薬成分が一体と
なった表面釉薬層４が形成された（図２及び図５参照）
　このように、本例によれば人工オパールの脱離を防止でき、審美性に優れたボーンチャ
イナ製品を製造できた。
【００５２】
（実施例２）
　本例は、実施例１とは粒径の異なる人工オパール粒子が分散された表面釉薬層を形成し
、ボーンチャイナ製品を製造する例である。
　具体的には、実施例１においては粒径０．１２５～０．２５０ｍｍの人工オパール粒子
を用いたが、本例においては、粒径０．１２５～０．３５５ｍｍの人工オパール粒子を用
いて表面釉薬層を形成し、ボーンチャイナ製品を作製した。
　本例のボーンチャイナ製品は、粒径の異なる人工オパール粒子を用いた点を除いては、
実施例１と同様にして作製した。
【００５３】
　その結果、上記のように粒径の異なる人工オパール粒子を用いても、ボーンチャイナ素
地と、その表面に配された下地釉薬層と、その上に配された人工オパール粒子が分散され
た表面釉薬層とを有する実施例１と同様のボーンチャイナ製品が得られた。
　下地釉薬層及び表面釉薬層にひび割れなどもなく、人工オパール粒子は、表面釉薬層中
に保持されていた。
【符号の説明】
【００５４】
　１　ボーンチャイナ製品
　２　ボーンチャイナ素地
　３　下地釉薬層
　４　表面釉薬層
　４５　人工オパール粒子
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