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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の端面から他方の端面まで延び流体の流路となる複数のセルを区画形成する多孔質
の隔壁及び最外周に位置し前記隔壁を取り囲むように配設された外周壁を有するとともに
、所定の前記セルの一方の端部と残余の前記セルの他方の端部とに配設された目封止部を
有する複数のハニカムセグメントと、
　前記複数のハニカムセグメントを、前記ハニカムセグメントの互いの側面同士が対向す
るように隣接して配置された状態で接合する複数の気孔を有する接合材層と、を備え、
　前記接合材層の前記気孔の全数の６０％以上が、最大径を最小径で割ったときの値が１
．２以下の気孔であり、
　前記接合材層全体の気孔率が、４５～７５％であり、
　前記複数のハニカムセグメントのうちの一のハニカムセグメントをハニカムセグメント
Ａ、別の一のハニカムセグメントをハニカムセグメントＢとし、前記ハニカムセグメント
Ａ及び前記ハニカムセグメントＢを接合する接合材層を、前記ハニカムセグメントＡ側か
ら順に、第１層、第２層、第３層からなる厚さの比が１：２：１である３層に分割した場
合に、前記第１層と前記第３層との平均の気孔率Ｐ１と、前記第２層の気孔率Ｐ２とが、
０．９＜Ｐ２／Ｐ１＜１．２の関係を満たし、
　前記接合材層の平均気孔径が、２０～５０μｍであるハニカム構造体。
【請求項２】
　前記接合材層が、炭化珪素、コージェライト、アルミナ、ジルコニア、及び、イットリ
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アからなる群より選択される少なくとも１種を含む請求項１に記載のハニカム構造体。
【請求項３】
　前記接合材層の厚さ方向の圧縮ヤング率が、１５～８０ＭＰａであり、曲げ強度が、０
．８～３．０ＭＰａである請求項１または２に記載のハニカム構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハニカム構造体に関する。更に詳しくは、本発明は、従来のハニカム構造体
の接合材層と同等の応力緩和機能及び接合強度の接合材層を有し、優れた耐熱衝撃性を有
するハニカム構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　排ガス用の捕集フィルター、例えば、ディーゼルエンジン等からの排ガスに含まれてい
る粒子状物質（パティキュレート）を捕捉して除去するためのディーゼルパティキュレー
トフィルター（ＤＰＦ）として、ハニカム構造体が広く使用されている。
【０００３】
　このようなハニカム構造体は、例えば、炭化珪素（ＳｉＣ）等からなる多孔質の隔壁に
よって区画、形成された流体の流路となる複数のセルが中心軸方向に互いに並行するよう
に配設された構造を有している。また、隣接したセルの端部は、交互に（市松模様状に）
目封止されている。即ち、一のセルは、一方の端部が開口し、他方の端部が目封止されて
いる。そして、一のセルと隣接する他のセルは、一方の端部が目封止され、他方の端部が
開口している。
【０００４】
　このような構造とすることにより、以下のようにして排ガスを浄化することができる。
まず、一方の端部から所定のセル（流入セル）に排ガスを流入させる。このようにすると
、上記排ガスが多孔質の隔壁を通過する。そして、隔壁を通過する際に排ガス中の粒子状
物質（パティキュレート）が隔壁に捕捉される。そのため、流入セルに隣接したセル（流
出セル）を経由して浄化された排ガスが排出される。
【０００５】
　このようなハニカム構造体（フィルター）を長期間継続して使用するためには、定期的
にフィルターに再生処理を施す必要がある。即ち、フィルター内部には、経時的にパティ
キュレートが堆積する。そのため、フィルター性能を初期状態に戻すため、即ち、パティ
キュレートにより増大した圧力損失を低減させるため、フィルター内部に堆積したパティ
キュレートを燃焼させて除去する必要がある。しかし、このフィルター再生時には、フィ
ルターに大きな熱応力（以下、単に「応力」と記す場合がある）が発生するので、この熱
応力がハニカム構造体にクラックや破壊等の欠陥を発生させるという問題があった。そこ
で、この熱応力による上記問題に対応すべく（別言すれば、耐熱衝撃性の向上の要請に対
応すべく）、複数のハニカムセグメントを接合材層で一体的に接合した分割構造を有する
ハニカム構造体が提案されている（特許文献１～４参照）。このような分割構造を有する
ことにより、上記ハニカム構造体には、熱応力を分散、緩和する機能を持たせている。そ
して、このようなハニカム構造体によれば、耐熱衝撃性をある程度改善することができる
ようになった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４３９２９８４号公報
【特許文献２】特許第３８８９１９４号公報
【特許文献３】特許第４５９２６９５号公報
【特許文献４】国際公開第２００６／１０３７８６号
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、近年、フィルターは更に大型化の要請が高まっている。これに伴って再
生時に発生する熱応力も増大することになってきている。そのため、上述の問題を解消す
るために、フィルターには、構造体としての耐熱衝撃性の更なる向上が強く望まれるよう
になった。そこで、耐熱衝撃性の更なる向上を実現するために、複数のハニカムセグメン
トを一体的に接合する接合材層には、優れた応力緩和機能と接合強度とが求められてきた
。このように、最近では、耐熱衝撃性を更に向上させたハニカム構造体の開発が切望され
ている。
【０００８】
　本発明は、このような従来技術の有する問題点に鑑みてなされたものである。その課題
とするところは、従来のハニカム構造体の接合材層と同等の応力緩和機能及び接合強度の
接合材層を有し、優れた耐熱衝撃性を有するハニカム構造体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、以下に示す、ハニカム構造体が提供される。
【００１０】
［１］　一方の端面から他方の端面まで延び流体の流路となる複数のセルを区画形成する
多孔質の隔壁及び最外周に位置し前記隔壁を取り囲むように配設された外周壁を有すると
ともに、所定の前記セルの一方の端部と残余の前記セルの他方の端部とに配設された目封
止部を有する複数のハニカムセグメントと、前記複数のハニカムセグメントを、前記ハニ
カムセグメントの互いの側面同士が対向するように隣接して配置された状態で接合する複
数の気孔を有する接合材層と、を備え、前記接合材層の前記気孔の全数の６０％以上が、
最大径を最小径で割ったときの値が１．２以下の気孔であり、前記接合材層全体の気孔率
が、４５～７５％であり、前記複数のハニカムセグメントのうちの一のハニカムセグメン
トをハニカムセグメントＡ、別の一のハニカムセグメントをハニカムセグメントＢとし、
前記ハニカムセグメントＡ及び前記ハニカムセグメントＢを接合する接合材層を、前記ハ
ニカムセグメントＡ側から順に、第１層、第２層、第３層からなる厚さの比が１：２：１
である３層に分割した場合に、前記第１層と前記第３層との平均の気孔率Ｐ１と、前記第
２層の気孔率Ｐ２とが、０．９＜Ｐ２／Ｐ１＜１．２の関係を満たし、前記接合材層の平
均気孔径が、２０～５０μｍであるハニカム構造体。
【００１４】
［２］　前記接合材層が、炭化珪素、コージェライト、アルミナ、ジルコニア、及び、イ
ットリアからなる群より選択される少なくとも１種を含む［１］に記載のハニカム構造体
。
【００１５】
［３］　前記接合材層の厚さ方向の圧縮ヤング率が、１５～８０ＭＰａであり、曲げ強度
が、０．８～３．０ＭＰａである［１］または［２］に記載のハニカム構造体。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のハニカム構造体は、複数のハニカムセグメントと、これらの複数のハニカムセ
グメントを接合する接合材層と、を備え、この接合材層の気孔の全数の６０％以上が、最
大径を最小径で割ったときの値が１．２以下の気孔である。このように気孔の全数の６０
％以上が、最大径を最小径で割ったときの値が１．２以下の気孔であると、応力緩和機能
と接合強度とが両立された接合材層が得られる。そして、このような接合材層を備えるハ
ニカム構造体は、従来のハニカム構造体の接合材層を構成する材料と同様の材料を用いた
としても、従来のハニカム構造体よりも優れた耐熱衝撃性を有する。即ち、本発明のハニ
カム構造体は、従来のハニカム構造体の接合材層と同等の応力緩和機能及び接合強度の接
合材層を備えつつ、優れた耐熱衝撃性を有する。
【図面の簡単な説明】
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【００１７】
【図１】本発明のハニカム構造体の一実施形態を模式的に示す斜視図である。
【図２】図１に示すハニカム構造体の中心軸に平行な断面を模式的に示す断面図である。
【図３】図２に示す領域Ｓを拡大して模式的に示す断面図である。
【図４】図２に示す領域Ｓ中の気孔を拡大して示す模式図である。
【図５】図２に示す領域Ｓ中の気孔を拡大して示す模式図である。
【図６】ハニカム構造体から切り出した試験片を模式的に示す斜視図である。
【図７】４点曲げ試験を説明するための斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。本発明は以下の実施の形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者の通常の知識に基づいて、以下
の実施の形態に対し適宜変更、改良等が加えられたものも本発明の範囲に入ることが理解
されるべきである。
【００１９】
［１］ハニカム構造体：
　本発明のハニカム構造体の一実施形態は、図１、図２に示すハニカム構造体１００のよ
うに、複数のハニカムセグメント４と、気孔の全数の６０％以上が、最大径Ｌ１を最小径
Ｌ２で割ったときの値が１．２以下の気孔である接合材層１３と、を備えている。「複数
のハニカムセグメント４」は、多孔質の隔壁２及び最外周に位置し隔壁２を取り囲むよう
に配設された外周壁３を有するとともに、目封止部６を有するものである。「隔壁２」は
、一方の端面１１から他方の端面１２まで延び流体の流路となる複数のセル１を区画形成
するものである。「目封止部６」は、所定のセル１（１ａ）の一方の端部と残余のセル１
（１ｂ）の他方の端部とに配設されたものである。「接合材層１３」は、複数のハニカム
セグメント４を、これらのハニカムセグメント４の互いの側面同士が対向するように隣接
して配置された状態で接合する複数の気孔を有するものである。なお、以下、「最大径Ｌ
１を最小径Ｌ２で割ったときの値が１．２以下の気孔」を「球状気孔」と記す場合がある
。
【００２０】
　ハニカム構造体１００は、気孔の全数の６０％以上が、最大径Ｌ１を最小径Ｌ２で割っ
たときの値が１．２以下の気孔である接合材層１３を備える。この接合材層１３は、球状
気孔が、気孔の全数の６０％以上であるため、応力緩和機能と接合強度とが両立されてい
る。そのため、接合材層１３を備えるハニカム構造体１００は、従来のハニカム構造体の
接合材層を構成する材料と同様の材料を用いたとしても、従来のハニカム構造体よりも優
れた耐熱衝撃性を有するものである。即ち、ハニカム構造体１００は、従来のハニカム構
造体の接合材層と同等の応力緩和機能（熱応力を緩和する機能）及び接合強度の接合材層
を備えつつ、優れた耐熱衝撃性を有する。
【００２１】
　図１は、本発明のハニカム構造体の一実施形態を模式的に示す斜視図である。図２は、
図１に示すハニカム構造体の中心軸に平行な断面を模式的に示す断面図である。
【００２２】
［１－１］接合材層：
　接合材層１３は、図２、図３に示すように、複数のハニカムセグメント４を、これらの
ハニカムセグメント４の互いの側面同士が対向するように隣接して配置された状態で接合
するものである。そして、接合材層１３の内部には、複数の気孔８が形成されている。図
３は、図２に示す領域Ｓを拡大して模式的に示す断面図である。
【００２３】
　球状気孔１０は、より具体的には、気孔の重心を通り気孔の円周上の２点を結ぶ直線の
うち、最も長いものを「最大径」とし、最も短いものを「最小径」としたとき、式（最大
径／最小径）で算出される値が１．２以下である気孔のことである。上記値は、１．１５
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以下であることが好ましく、１．１以下であることが更に好ましい。
【００２４】
　ここで、接合材層の内部には、接合材層の厚さ方向の断面において閉じられた領域とし
て観察される空洞（「気孔」を含む）が形成されている。この空洞としては、接合材層の
厚さ方向の断面における形状が以下のものを挙げることができる。即ち、円形、略円形、
楕円形、略楕円形、多角形の角部を面取りした形状のものを挙げることができる。また、
円形、略円形、楕円形、略楕円形、多角形の角部を面取りした形状などの複数の領域が連
結して形成された形状のもの（連結空洞）などを挙げることができる。更に、円形、略円
形、楕円形、略楕円形、多角形の角部を面取りした形状などが互いに重なることで形成さ
れた形状のもの（重複空洞）などを挙げることができる。本発明においては、原則的には
空洞が即ち「気孔」に相当する（１つの空洞は１つの気孔に相当する）が、上記連結空洞
及び重複空洞においては、空洞の一部を気孔とみなす場合がある。具体的には、上記連結
空洞の場合、複数の領域（例えば領域Ｃ，Ｄ，Ｅ（図５参照））を連結している部分（空
洞のくびれた部分）のうち、幅が３０μｍ以下の部分（領域）は存在しないものとみなす
。また、上記重複空洞の場合、空洞のくびれた部分の幅が３０μｍ以下であるときには、
上記「くびれた部分」に描かれる「幅３０μｍ以下の線分」を境界線とする別個の閉じら
れた領域が存在するものとみなす。このように、「存在しないものとみなされた領域」ま
たは「幅３０μｍ以下の線分」により、空洞が分割されるため、分割された空洞の一部（
所定の領域）は、所定の大きさを有する（５０μｍ２以上である）限り「気孔」とみなす
。
【００２５】
　具体的には、上記重複空洞としては、図４に示すような空洞１５ａを挙げることができ
る。また、上記連結空洞としては、図５に示すような空洞１５ｂを挙げることができる。
図４に示す空洞１５ａは、２つの円形が互いに重なることで形成された形状であり、くび
れた部分の幅Ｈ１が３０μｍ以下である例である。くびれた部分の幅Ｈ１は、くびれた部
分の輪郭縁が最も近接する２点ａ，ｂを結ぶ線分９の長さである。このような空洞１５ａ
には、線分９を境界線として別個の閉じられた領域が存在するものとみなす。そのため、
空洞１５ａには、領域Ａ，Ｂの別個の２つの気孔が存在するものとみなす。また、図５に
示す空洞１５ｂは、円形の３つの領域Ｃ，Ｄ，Ｅと、隣り合う領域Ｃ，Ｄ，Ｅを互いに連
結する最大幅Ｈ２が３０μｍ以下の領域（くびれた部分）Ｆ，Ｇからなる空洞を示す例で
ある。この空洞１５ｂにおいて、領域Ｆ，Ｇは幅が３０μｍ以下の領域であるため、領域
Ｆ，Ｇは存在しないものとみなす。そのため、空洞１５ｂには、領域Ｃ，Ｄ，Ｅの別個の
３つの気孔が存在するものとみなす。図４は、図２に示す領域Ｓ中の気孔を拡大して示す
模式図であり、図５は、図２に示す領域Ｓ中の気孔を拡大して示す模式図である。
【００２６】
　本明細書において「気孔」は、接合材層の厚さ方向の断面において観察される面積が５
０μｍ２以上のものをいうものとする。
【００２７】
　そして、球状気孔１０は、気孔８の全数の６０％以上であることが必要であり、６５～
１００％であることが好ましく、７０～１００％であることが更に好ましく、８０～１０
０％であることが特に好ましい。上記球状気孔１０が気孔８の全数の６０％以上であるこ
とにより、応力緩和機能と接合強度とが両立された接合材層を得ることができる。上記球
状気孔１０が気孔８の全数の６０％未満であると、扁平な気孔が多く存在することになり
、扁平な気孔の内角が小さい箇所の周辺に応力集中が起こりやすくなる。そして、上記応
力集中が起こると、接合材層における接合強度が不十分になる。そのため、応力緩和機能
と接合強度との両立が得られず、耐熱衝撃性に優れたハニカム構造体を得ることができな
くなる。なお、気孔が「球状気孔」であるか否かは、上述したように、最大径Ｌ１を最小
径Ｌ２で割ったときの値が１．２以下であるか否かにより決定される。具体的には、走査
型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用い、観察倍率を２００～２５０倍としたときに得られる観察
視野において上記決定を行う。本明細書において「観察視野」は、接合材層の厚さ方向の
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全体が含まれている視野である。別言すると、「観察視野」は、接合材層の一方の面（一
のハニカムセグメント側の面）と他方の面（別の一のハニカムセグメント側の面）を含む
視野のことである。
【００２８】
　球状気孔１０の、最大径Ｌ１と最小径Ｌ２との平均値（即ち、球状気孔１０の平均径）
は、２５～５５μｍであることが好ましく、３０～５０μｍであることが更に好ましく、
３５～４５μｍであることが特に好ましい。更に、接合材層の厚さ方向の断面における観
察視野１ｍｍ２あたりの球状気孔１０の個数（個／ｍｍ２）は、８０～２００個／ｍｍ２

であることが好ましく、１１０～１８０個／ｍｍ２であることが更に好ましく、１４０～
１６０個／ｍｍ２であることが特に好ましい。
【００２９】
　ハニカム構造体１００は、下記関係式を満たすことが好ましい。ここで、図３に示すよ
うに、複数のハニカムセグメント４のうちの一のハニカムセグメントをハニカムセグメン
トＡとする。また、別の一のハニカムセグメントをハニカムセグメントＢとする。そして
、ハニカムセグメントＡ及びハニカムセグメントＢを接合する接合材層１３を、ハニカム
セグメントＡ側から順に、第１層Ｒ１、第２層Ｒ２、第３層Ｒ３からなる厚さの比が１：
２：１である３層に分割する。このような場合に、ハニカム構造体１００は、０．９０＜
Ｐ２／Ｐ１＜１．２０の関係を満たし、０．９５＜Ｐ２／Ｐ１＜１．１５の関係式を満た
すことが更に好ましく、１．００＜Ｐ２／Ｐ１＜１．１０の関係式を満たすことが特に好
ましい。なお、上記関係式中、Ｐ１は、第１層Ｒ１と第３層Ｒ３との平均の気孔率Ｐ１の
ことであり、Ｐ２は、第２層Ｒ２の気孔率Ｐ２のことである。
【００３０】
　気孔率Ｐ１と気孔率Ｐ２とが上記関係を満たすことは、接合材層全体に気孔が均一に存
在していることを意味する。このように気孔が均一に分布とすることにより、接合材層の
厚さ方向の圧縮ヤング率が更に低減され、応力緩和機能と接合強度とを両立させつつハニ
カム構造体の応力緩和機能が更に向上する。
【００３１】
　接合材層全体の気孔率は、４５～７５％であり、５０～７０％であることが好ましく、
５５～６５％であることが更に好ましい。上記気孔率が上記範囲であると、圧縮ヤング率
が低くなり、良好な応力緩和機能が発現される。そのため、更に優れた耐熱衝撃性を有す
るハニカム構造体が得られる。なお、応力緩和機能は、圧縮ヤング率が低いほど良好に発
現する。接合材層全体の気孔率とは、第１層、第２層、第３層の全部からなる接合材層全
体の気孔率のことである。具体的には、ハニカム構造体から接合材層を切り出して試験片
とし、この試験片を用いたアルキメデス法によって測定した値である。なお、上記試験片
は、第１層、第２層、第３層の全部からなるものである。別言すれば、一方の面が接合材
層の一方の面（一のハニカムセグメント側の面）に由来する面であり、他方の面が接合材
層の他方の面（別の一のハニカムセグメント側の面）に由来する面であるものである。な
お、接合材層を構成する３層（第１層、第２層、第３層）についての気孔率は後述する画
像処理により算出した値である。
【００３２】
　接合材層の平均気孔径は、２０～５０μｍであり、２５～４５μｍであることが更に好
ましく、３０～４０μｍであることが特に好ましい。上記平均気孔径が上記範囲であると
、圧縮ヤング率が低くなり、良好な応力緩和機能が発現される。そのため、更に優れた耐
熱衝撃性を有するハニカム構造体が得られる。接合材層の平均気孔径は、接合材層の厚さ
方向に垂直な断面における電子顕微鏡写真を画像処理して算出される値である。
【００３３】
　ハニカム構造体１００は、接合材層１３の厚さ方向の圧縮ヤング率が、１５～８０ＭＰ
ａであることが好ましく、２０～６０ＭＰａであることが更に好ましく、３０～５０ＭＰ
ａであることが特に好ましい。上記圧縮ヤング率が上記範囲内であると、応力緩和機能を
十分に発揮させることができる。そのため、更に耐熱衝撃性が優れたハニカム構造体が得
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られ、このハニカム構造体はクラックが発生し難くなる。
【００３４】
　なお、本明細書において「接合材層の厚さ方向の圧縮ヤング率」は、以下のようにして
算出した値である。まず、ハニカム構造体から接合材層を切り出して試験片とし、この試
験片に対して、厚さ方向に圧縮応力が１～２ＭＰａとなる圧縮荷重を加える。その後、圧
縮荷重前後の試験片の変位（試料厚みの変化量（ｍｍ））を計測して「応力－歪線図」を
作成する。その後、上記「応力－歪線図」における「応力－歪線」の傾きを下記式（１）
により算出する。算出される値を圧縮ヤング率とする。
【００３５】
【数１】

（上記式（１）中、Ｅは圧縮ヤング率（ＭＰａ）、Ｗは圧縮荷重（Ｎ）、Ｓは試料面積（
即ち、試験片のうち圧縮荷重が直接加えられる側の面の面積）（ｍｍ２）、ｔは試料厚み
（試験片の荷重方向の厚み）（ｍｍ）、ΔＴは試料厚みの変化量（ｍｍ）である。）
【００３６】
　また、ハニカム構造体１００は、曲げ強度が、０．８～３．０ＭＰａであることが好ま
しく、１．２～２．５ＭＰａであることが更に好ましく、１．５～２．０ＭＰａであるこ
とが特に好ましい。上記曲げ強度が上記範囲内であると、熱応力により接合材層にクラッ
クが発生することを防止することができる。また、接合材層がハニカムセグメントを拘束
する力が強くなりすぎない（即ち、接合材層が適度に変形し得る）。そのため、熱応力の
発生時にハニカムセグメントにクラックが発生し難くなる。
【００３７】
　「曲げ強度」は、ＪＩＳ　Ｒ　１６２４の接合曲げ試験に準じた４点曲げ試験で測定し
た値である。具体的には、まず、図６に示すように、複数のハニカムセグメントのうちの
一のハニカムセグメントをハニカムセグメントＸ、このハニカムセグメントＸに隣接する
別の一のハニカムセグメントをハニカムセグメントＹとする。このとき、ハニカムセグメ
ントＸとハニカムセグメントＹを接合している接合材層１３を、ハニカムセグメントＸ及
びハニカムセグメントＹの一部とともに試験片として切り出す。次に、図７に示すように
、試験片に対して、２つの支点１６，１６及び２つの荷重点１８，１８を配置する。次に
、荷重点において試験片に外力を加える。以上のようにして試験を行い「曲げ強度」を測
定する。図６は、ハニカム構造体から切り出した試験片を模式的に示す斜視図である。図
７は、４点曲げ試験を説明するための斜視図である。
【００３８】
　接合材層１３は、従来公知のハニカム構造体の接合材層と同様の材料を適宜選択して使
用することができる。具体的には、炭化珪素、コージェライト、アルミナ、ジルコニア、
イットリア、ムライト、アルミニウムシリケート、珪素、珪素－炭化珪素系複合材料など
を挙げることができる。これらの中でも、炭化珪素、コージェライト、アルミナ、ジルコ
ニア、及び、イットリアからなる群より選択される少なくとも１種を含むものであること
が好ましい。これらの化合物群より選択される少なくとも１種を含むことにより、ハニカ
ム構造体の接合材層として十分な耐熱性が得られる。
【００３９】
　接合材層１３の厚さは、ハニカムセグメント４の相互間の接合力を勘案して決定するこ
とができる。接合材層１３の厚さは、例えば、０．５～３．０ｍｍの範囲とすることがで
きる。
【００４０】
［１－２］ハニカムセグメント：
　ハニカムセグメントは、従来公知のディーゼルパティキュレートフィルターなどとして
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使用されているハニカム構造体のハニカムセグメントと同様のものを適宜用いることがで
きる。図１に示すハニカムセグメントは、一方の端面１１から他方の端面１２まで延び流
体の流路となる複数のセル１を区画形成する多孔質の隔壁２を有し、所定のセル１（１ａ
）の一方の端部と残余のセル１（１ｂ）の他方の端部とに配設された目封止部６を有する
。そして、図１に示すハニカムセグメントにおいて、隣接したセル１の端部は、交互に（
市松模様状に）目封止されている。
【００４１】
　ハニカムセグメント４は、図１に示すような断面形状が正方形のものに限らず、三角形
、六角形等の形状であってもよい。また、セル１の断面形状も、三角形、六角形、円形、
楕円形、その他の形状であってもよい。
【００４２】
　ハニカムセグメント４の材料としては、強度、耐熱性が良好であるという観点から、以
下のものを挙げることができる。炭化珪素（ＳｉＣ）、炭化珪素（ＳｉＣ）を骨材とし且
つ珪素（Ｓｉ）を結合材として形成された珪素－炭化珪素系複合材料、窒化珪素、コージ
ェライト、ムライト、アルミナ、スピネル、炭化珪素－コージェライト系複合材、リチウ
ムアルミニウムシリケート、チタン酸アルミニウム、Ｆｅ－Ｃｒ－Ａｌ系金属からなる群
から選択される少なくとも一種から構成されたものである。ハニカムセグメント４は、こ
れらの中でも、炭化珪素（ＳｉＣ）または珪素－炭化珪素系複合材料から構成されるもの
であることが好ましい。また、目封止部を形成するための充填材としては、上記ハニカム
セグメントと同様の材料を用いることができる。
【００４３】
［２］ハニカム構造体の製造方法：
　本発明のハニカム構造体は、以下のように製造することができる。まず、目封止部を有
する複数のハニカムセグメントを用意し、各ハニカムセグメントの接合面（側面）に接合
材組成物を塗工する（接合材組成物塗工工程）。上記ハニカムセグメントは、一方の端面
から他方の端面まで延び流体の流路となる複数のセルを区画形成する多孔質の隔壁を有し
、所定のセルの一方の端部と残余のセルの他方の端部とに配設された目封止部を有するも
のである。次に、これらのハニカムセグメントを、ハニカムセグメントの互いの側面同士
が対向するように隣接して配置し、隣接するハニカムセグメント同士を圧着した後、加熱
乾燥させる。このようにして、隣接ハニカムセグメントの側面同士が接合材層によって接
合されたセグメント接合体を作製する（セグメント接合体作製工程）。次に、このセグメ
ント接合体の外周部を研削加工して所望の形状（例えば円柱状）とし、外周面にコーティ
ング材を塗工した後、加熱乾燥させて外周壁を形成する（外周壁形成工程）。このように
してハニカム構造体を作製することができる。
【００４４】
［２－１］接合材組成物塗工工程：
　本工程のハニカムセグメントとしては、以下のような方法で作製したものを用いること
ができる。
【００４５】
　まず、セラミック原料に、バインダ、界面活性剤、セグメント用造孔材、水等を添加し
て成形原料とする。セラミック原料としては、炭化珪素、珪素－炭化珪素系複合材料、コ
ージェライト、コージェライト化原料、ムライト、アルミナ、スピネル、炭化珪素－コー
ジェライト系複合材料、リチウムアルミニウムシリケート、チタン酸アルミニウム、鉄－
クロム－アルミニウム系合金からなる群から選択される少なくとも１種であることが好ま
しい。これらの中でも、炭化珪素又は珪素－炭化珪素系複合材料が好ましい。珪素－炭化
珪素系複合材料とする場合、炭化珪素粉末及び金属珪素粉末を混合したものをセラミック
原料とする。セラミック原料の含有量は、成形原料全体に対して３０～９０質量％である
ことが好ましい。
【００４６】
　バインダとしては、メチルセルロース、ヒドロキシプロポキシルセルロース、ヒドロキ
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シエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ポリビニルアルコール等を挙げるこ
とができる。これらの中でも、メチルセルロースとヒドロキシプロポキシルセルロースと
を併用することが好ましい。バインダの含有量は、成形原料全体に対して２～２０質量％
であることが好ましい。
【００４７】
　水の含有量は、成形原料全体に対して５～５０質量％であることが好ましい。
【００４８】
　界面活性剤としては、エチレングリコール、デキストリン、脂肪酸石鹸、ポリアルコー
ル等を用いることができる。これらは、一種単独で使用してもよいし、二種以上を組み合
わせて使用してもよい。界面活性剤の含有量は、成形原料全体に対して０～５質量％であ
ることが好ましい。
【００４９】
　セグメント用造孔材としては、焼成後に気孔となるものであれば特に限定されるもので
はなく、例えば、澱粉、発泡樹脂、吸水性樹脂、シリカゲル等を挙げることができる。セ
グメント用造孔材の含有量は、成形原料全体に対して０～２０質量％であることが好まし
い。
【００５０】
　次に、成形原料を混練して坏土を形成する。成形原料を混練して坏土を形成する方法と
しては特に制限はなく、例えば、ニーダー、真空土練機等を用いる方法を挙げることがで
きる。
【００５１】
　次に、坏土を押出成形して複数のハニカム成形体を形成する。押出成形に際しては、所
望のハニカム成形体形状、セル形状、隔壁厚さ、セル密度等を有する口金を用いることが
好ましい。口金の材質としては、摩耗し難い超硬合金が好ましい。ハニカム成形体は、流
体の流路となる複数のセルを区画形成する多孔質の隔壁と最外周に位置する外周壁とを有
する構造である。
【００５２】
　ハニカム成形体の隔壁厚さ、セル密度、外周部の厚さ等は、乾燥、焼成における収縮を
考慮し、作製しようとする本発明のハニカム構造体の構造（ハニカムセグメントの構造）
に合わせて適宜決定することができる。
【００５３】
　得られたハニカム成形体について、焼成前に乾燥を行うことが好ましい。乾燥の方法は
特に限定されず、例えば、マイクロ波加熱乾燥、高周波誘電加熱乾燥等の電磁波加熱方式
と、熱風乾燥、過熱水蒸気乾燥等の外部加熱方式とを挙げることができる。これらの中で
も、電磁波加熱方式で一定量の水分を乾燥させた後、残りの水分を外部加熱方式により乾
燥させることが好ましい。成形体全体を迅速かつ均一に、クラックが生じないように乾燥
することができるためである。乾燥の条件として、電磁波加熱方式にて、乾燥前の水分量
に対して、３０～９０質量％の水分を除いた後、外部加熱方式にて、乾燥前の水分量に対
して３質量％以下の水分にすることが好ましい。電磁波加熱方式としては、誘電加熱乾燥
が好ましく、外部加熱方式としては、熱風乾燥が好ましい。
【００５４】
　次に、ハニカム成形体の中心軸方向長さが、所望の長さではない場合は、両端面（両端
部）を切断して所望の長さとすることが好ましい。切断方法は特に限定されないが、丸鋸
切断機等を用いる方法を挙げることができる。
【００５５】
　次に、ハニカム成形体を焼成して、ハニカム焼成体を作製することが好ましい。焼成の
前に、バインダ等を除去するために仮焼成を行うことが好ましい。仮焼成は大気雰囲気に
おいて、４００～５００℃で、０．５～２０時間行うことが好ましい。仮焼成及び焼成の
方法は特に限定されず、電気炉、ガス炉等を用いて焼成することができる。焼成条件は、
窒素、アルゴン等の不活性雰囲気において、１３００～１５００℃で、１～２０時間加熱
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することが好ましい。
【００５６】
　次に、得られたハニカム焼成体の、中心軸に直交する断面における所定のセルの一方の
端部と、中心軸に直交する断面における残余のセルの他方の端部とに目封止を施し（目封
止部を形成し）、ハニカムセグメントを作製する。なお、上記所定のセルと残余のセルと
は、交互に配置され、ハニカムセグメントの端面にセル開口部と目封止部とによって市松
模様が形成されるようにすることが好ましい。
【００５７】
　目封止部を形成する方法は、特に限定されないが、例えば、以下の方法を挙げることが
できる。ハニカム焼成体の一方の端面にシートを貼り付けた後、当該シートの目封止部を
形成しようとするセルに対応した位置に穴を開ける。そして、目封止部の構成材料をスラ
リー化した目封止用スラリーに、ハニカム焼成体の当該シートを貼り付けた端面に浸漬す
る。このようにして、シートに開けた孔を通じて、目封止部を形成しようとするセルの開
口端部内に目封止用スラリーを充填する。そして、ハニカム焼成体の他方の端面について
は、一方の端面において目封止を施さなかったセルについて、上記一方の端面に目封止部
を形成した方法と同様の方法で目封止部を形成する（目封止スラリーを充填する）。目封
止部の構成材料としては、ハニカム成形体の材料と同じものを用いることが好ましい。目
封止部を形成した後に、上記焼成条件と同様の条件で焼成を行うことが好ましい。また、
目封止部の形成は、ハニカム成形体を焼成する前に行ってもよい。
【００５８】
　接合材組成物をハニカム焼成体の側面に塗工する方法は、特に限定されず、刷毛塗り等
の方法を用いることができる。
【００５９】
　接合材組成物としては、アスペクト比が３以下の骨材及びアスペクト比が１．５以下の
造孔材（接合材用造孔材）を含むものを用いることが好ましい。なお、骨材及び造孔材（
接合材用造孔材）のアスペクト比は、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて測定を行った
値である。具体的には、接合材組成物中の骨材及び接合材用造孔材についてそれぞれ１０
０個以上、ＳＥＭにて写真撮影を行い、撮影された各骨材及び接合材用造孔材について長
径と短径を測定する。そして、長径の平均値及び短径の平均値をそれぞれ算出する。その
後、短径の平均値に対する長径の平均値の値を算出して、算出された値を、骨材及び接合
材用造孔材のそれぞれのアスペクト比とする。このような接合材組成物により形成された
塗工層は、焼成された後に接合材層となる。
【００６０】
　骨材としては、コージェライト、アルミナ、ジルコニア、イットリア、ムライト、アル
ミニウムシリケート、珪素、珪素－炭化珪素系複合材料などを挙げることができる。これ
らの中でも、炭化珪素、コージェライト、アルミナ、ジルコニア、及び、イットリアから
なる群より選択される少なくとも１種を含むものであることが好ましい。
【００６１】
　骨材の含有割合は、接合材組成物（固形分）の全量の６５～９５質量％であることが好
ましく、７０～９０質量％であることが更に好ましく、７５～８５質量％であることが特
に好ましい。骨材の含有割合が上記範囲であることにより、造孔材添加量調整により応力
緩和機能と接合強度の両立が可能となる。更に、アスペクト比が３以下の骨材の含有割合
は、全骨材の８０～１００質量％であることが好ましく、８５～１００質量％であること
が更に好ましく、９０～１００質量％であることが特に好ましい。アスペクト比が３以下
の骨材の含有割合が上記範囲であることにより、塗工層の焼成（乾燥）時に骨材の移動が
抑制されるため、粗大気孔（図３参照）の形成を抑制することができる。
【００６２】
　骨材としては、粒子径５０μｍ以下の粒子の体積含有率が８５～９５％、粒子径１０μ
ｍ以下の粒子の体積含有率が４０～８５％、粒子径２μｍ以下の粒子の体積含有率が１０
～４０％であるものを用いることが好ましい。そして、粒子径５０μｍ以下の粒子の体積
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含有率が８８～９２％、粒子径１０μｍ以下の粒子の体積含有率が５０～７５％、粒子径
２μｍ以下の粒子の体積含有率が２０～３５％であるものを用いることが更に好ましい。
このような条件を満たす骨材を用いると、骨材粒度がブロードとなるため、塗工層の乾燥
収縮が抑えられて気孔が均一に分布する。
【００６３】
　造孔材（接合材用造孔材）としては、例えば、発泡樹脂、カーボン、吸水性樹脂、フラ
イアッシュバルーンなどを挙げることができる。これらの中でも、粒子径のバラツキが比
較的小さく、接合材層に均一な気孔を形成することができるという観点から、発泡樹脂、
カーボン、吸水性樹脂が好ましい。これらは１種単独でまたは２種以上を用いてもよい。
【００６４】
　造孔材（接合材用造孔材）の含有割合は、接合材組成物（固形分）の全量の２～８質量
％であることが好ましく、３～７質量％であることが更に好ましく、４～６質量％である
ことが特に好ましい。接合材用造孔材の含有割合が上記範囲であることにより、接合材層
が、球状気孔が更に均一に分散した構造となる。その結果、応力緩和と接合強度とを良好
に両立させることが可能になる。更に、アスペクト比が１．５以下の接合材用造孔材の含
有割合は、全接合材用造孔材の１～８質量％であることが好ましく、２～６質量％である
ことが更に好ましく、３～５質量％であることが特に好ましい。接合材用造孔材の含有割
合が上記範囲であることにより、接合材層中に形成される気孔の形状が球状または球状に
近い形状になる。即ち、接合材層は、骨材がより均一に張り巡らされた構造となる。その
結果、接合材層には、応力がより均一にかかることになる。そのため、応力緩和機能が更
に向上した接合材層が得られる。
【００６５】
　造孔材（接合材用造孔材）の平均粒子径は、１０～７０μｍであることが好ましく、２
０～６０μｍであることが更に好ましい。
【００６６】
　接合材組成物としては、更に、骨材として無機繊維を含有することもできる。
【００６７】
　無機繊維を含有することにより、接合強度に優れた接合材層を得ることができるため、
優れた耐熱衝撃性を有するハニカム構造体を作製することができる。無機繊維としては、
アルミノシリケートファイバー、アルミナファイバー、マグネシウムシリケートファイバ
ーなどが挙げられる。また、無機繊維を含有しなくてもよく、無機繊維を含有しない場合
には、人体に害のある無機繊維を使用しないため、健康面での問題が生じることを回避す
ることができる。
【００６８】
　接合材組成物としては、更に、有機バインダ、分散剤などの添加剤を含有することもで
きる。有機バインダは、従来公知の有機バインダを適宜選択して使用することができる。
この有機バインダによって、従来のハニカム構造体の接合材層と同等の接合強度の接合材
層を得ることができる。分散剤は、従来公知の分散剤を適宜選択して使用することができ
る。
【００６９】
　有機バインダとしては、具体的には、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、メチル
セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースなどを用いることができる。これらの
中でも、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロースが好ましい。接合材組成物の接
合性が良好になるためである。有機バインダの配合量は、骨材１００質量部に対して、１
～１０質量部とすることが好ましく、３～６質量部とすることが更に好ましい。上記範囲
とすることにより、良好な接合強度の接合材層を形成することができる。
【００７０】
　接合材組成物は、接合材層の厚さが０．５～３．０ｍｍの範囲となるようにハニカムセ
グメントの側面に塗工することができる。
【００７１】
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［２－２］セグメント接合体作製工程：
　本工程において、ハニカムセグメントを組み付けた状態で圧着した後の加熱乾燥条件と
しては、１２０～１４０℃、２～３時間とすることができる。このようにして、隣接ハニ
カムセグメントの側面同士が接合材層によって接合されたセグメント接合体を作製する。
【００７２】
［２－３］外周壁形成工程：
　次に、作製したセグメント接合体の外周部を研削加工して所望の形状（例えば円柱状）
とし、外周面にコーティング材を塗工した後、加熱乾燥させて外周壁を形成する。コーテ
ィング材によって塗工した後の加熱乾燥条件としては、６００～８００℃、１～３時間と
することができる。
【００７３】
　コーティング材としては、無機繊維、コロイダルシリカ、粘土、ＳｉＣ粒子、有機バイ
ンダ、発泡樹脂、分散剤、水等を混合したもの等を用いることができる。また、コーティ
ング材を塗工する方法は、特に限定されず、ろくろ上で回転させながらゴムへら等でコー
ティングする方法等を挙げることができる。
【００７４】
　コーティング材の厚さは、例えば、０．１～１．５ｍｍの範囲で適宜設定することがで
きる。
【実施例】
【００７５】
　以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定
されるものではない。
【００７６】
（実施例１）
（ハニカムセグメントの作製）
　セラミックス原料として、ＳｉＣ粉、金属Ｓｉ粉を８０：２０の質量割合で混合した。
これに、成形助材としてメチルセルロース及びヒドロキシプロポキシメチルセルロース、
造孔材として澱粉と吸水性樹脂、界面活性剤及び水を添加して混練し、真空土練機により
可塑性の坏土を作製した。
【００７７】
　得られた坏土を押出成形機を用いて押出成形し、マイクロ波及び熱風で乾燥して流体の
流路となる複数のセルを区画形成する多孔質の隔壁と最外周に位置する外周壁とを有する
ハニカム成形体を形成した。得られたハニカム成形体を高周波誘電加熱乾燥した後、熱風
乾燥機を用いて１２０℃で２時間乾燥し、両端面を所定量切断した。
【００７８】
　得られたハニカム成形体を、熱風乾燥機を用いて１２０℃で５時間乾燥した。その後、
大気雰囲気にて脱臭装置付き大気炉を用いて約４５０℃で５時間かけて脱脂した。その後
、Ａｒ不活性雰囲気にて約１４５０℃で５時間焼成して、ＳｉＣ結晶粒子がＳｉで結合さ
れた、多孔質のハニカム焼成体を得た。ハニカム焼成体の平均細孔径は１４μｍであり、
気孔率は４２％であった。平均細孔径および気孔率は、水銀ポロシメータにより測定した
値である。
【００７９】
　得られたハニカム焼成体について、所定のセルの一方の端部と、残余のセルの他方の端
部とに目封止部を形成した。なお、所定のセルと残余のセルとは、交互に（互い違いに）
並ぶようにして、両端面に、セルの開口部と目封止部とにより市松模様が形成されるよう
にした。目封止用の充填材には、ハニカム成形体と同様の材料を用いた。ハニカム焼成体
に目封止部を形成した後に、上記焼成条件と同じ条件でハニカム焼成体を焼成し、ハニカ
ムセグメントを得た。
【００８０】
　このようにして１６個のハニカムセグメントを作製した。ハニカムセグメントは、底面
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の形状が正方形であり、この底面の外径（縦×横）が３６ｍｍ×３６ｍｍ、中心軸方向長
さが１５２ｍｍであった。
【００８１】
　また、得られたハニカムセグメントの隔壁厚さは、３１０μｍであった。また、セル密
度は、約４６．５セル／ｃｍ２（３００セル／平方インチ）であった。
【００８２】
（接合材組成物の調製）
　骨材として炭化珪素（平均粒子径４μｍ、アスペクト比１～３）６５質量部、及び、造
孔材として発泡樹脂（平均粒子径４５μｍ、アスペクト比１～１．２）５質量部を用いた
。なお、上記骨材は、粒子径５０μｍ以下の粒子の体積含有率が８９％、粒子径１０μｍ
以下の粒子の体積含有率が７８％、粒子径２μｍ以下の粒子の体積含有率が１８％であっ
た。更に、上記骨材と造孔材に以下の添加材を混合した。即ち、コロイダルシリカ（無機
バインダ）２０質量部、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）（有機バインダ）０．５
質量部、アルミノシリケートファイバー（無機繊維）５質量部、ポリエチレングリコール
オレイン酸エステル（分散剤）０．１質量部、水を混合した。その後、ミキサーにて３０
分間混練を行ってペースト状の接合材組成物を得た。このとき、ペースト状の接合材組成
物の粘度が２０～６０Ｐａ・ｓとなるように水の添加量を調整した。
【００８３】
（ハニカム構造体の作製）
　ハニカムセグメントの側面に、厚さが１ｍｍとなるように接合材組成物を塗布して塗布
層を形成した。このとき、塗布方向は、ハニカムセグメントの長手方向に沿うようにした
。次に、このハニカムセグメント上に、上記塗布層と外壁面とが接するように別のハニカ
ムセグメントを載置した。その後、この工程を繰り返し、縦４個×横４個に組み合わせた
合計１６個のハニカムセグメントからなるハニカムセグメント積層体を作製した。その後
、外部から圧力を加えた後、１４０℃で２時間乾燥させてセグメント接合体を得た。得ら
れたセグメント接合体の外周部を、全体が円柱状になるように研削加工した。その後、外
周面にコーティング材を塗布し、７００℃で２時間乾燥させて外周壁（厚さ０．３ｍｍ）
を形成した。このようにしてハニカム構造体を得た。なお、コーティング材としては、無
機繊維、コロイダルシリカ、粘土、ＳｉＣ粒子等の無機原料に、有機バインダ、発泡樹脂
、分散剤等の添加材を加えたものに水を加えて混練したものを用いた。得られたハニカム
構造体の円形の底面の直径は、１４４ｍｍであった。
【００８４】
　接合材組成物の配合について、表１及び表２に示す。
【００８５】
（接合材層の評価）
　得られたハニカム構造体の接合材層について、気孔率、球状気孔の平均径、Ｐ２／Ｐ１
の値、圧縮ヤング率、及び、曲げ強度を、下記の方法により求めた。その結果を表３に示
す。
【００８６】
［気孔率］
　ハニカム構造体から接合材層の一部を切り出して試験片とした。この試験片についてア
ルキメデス法により算出した。なお、接合材層を構成する３層（第１層、第２層、第３層
）についての気孔率は後述する画像処理により算出した。上記試験片は、縦１０ｍｍ×横
１０ｍｍとし、その厚さは接合材層の厚さと同じ（１ｍｍ）とした。即ち、上記試験片の
一方の面は接合材層の一方の面（一のハニカムセグメント側の面）に由来する面である。
そして、他方の面は接合材層の他方の面（別の一のハニカムセグメント側の面）に由来す
る面である。
【００８７】
［球状気孔の割合］
　まず、接合材層の厚さ方向に垂直な断面における電子顕微鏡写真を画像処理し、観察視
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野（１．０ｍｍ２）中の「気孔」の全数を数えた。次に、これらの「気孔」のうち「最大
径／最小径」の値が１．２以下となる気孔（球状気孔）の数を数えた。その後、「気孔」
の全数中の球状気孔の数の割合（（球状気孔の数／「気孔」の全数）×１００）を算出し
た。そして、この操作を、無作為に選択した１０視野について行い、これらの平均値を算
出して、球状気孔の割合（％）とした。なお、各視野は互いに重ならないようにした。な
お、接合材層の厚さ方向に垂直な断面における面積が５０μｍ２未満のものは、「気孔」
とはみなさなかった。
【００８８】
［球状気孔の平均径］
　観察視野（１．０ｍｍ２）中の「球状気孔」１５９個の平均径（（最大径＋最小径）／
２）を算出して、球状気孔の平均径とした。
【００８９】
［微構造観察］
　１６個のハニカムセグメントのうちの一のハニカムセグメントをハニカムセグメントＡ
とした。このハニカムセグメントＡに隣接する別の一のハニカムセグメントをハニカムセ
グメントＢとした。そして、ハニカムセグメントＡ、ハニカムセグメントＢ、及び接合材
層１３からなる試験片（１０ｍｍ×１５ｍｍ×７０ｍｍ）をハニカム構造体から切り出し
た。具体的には、１０ｍｍ×１５ｍｍ×３４．５ｍｍのハニカムセグメントＡと、１０ｍ
ｍ×１５ｍｍ×３４．５ｍｍのハニカムセグメントＢと、これらを接合している１０ｍｍ
×１５ｍｍ×１ｍｍの接合材層１３とからなる試験片を切り出した。この試験片の接合材
層を、図３に示すように、ハニカムセグメントＡ側から順に、第１層Ｒ１、第２層Ｒ２、
第３層Ｒ３からなる厚さの比が１：２：１である３層に分割した。そして、各層について
の気孔率を、それぞれ画像処理することによって算出した。その後、第１層Ｒ１と第３層
Ｒ３との平均の気孔率Ｐ１と、第２層Ｒ２の気孔率Ｐ２とを求めて、Ｐ２／Ｐ１の値を算
出した。本評価を、表２中「Ｐ２／Ｐ１の値」と示す。
【００９０】
　画像処理による各層（第１層Ｒ１、第２層Ｒ２、第３層Ｒ３）の気孔率の算出は、具体
的には、以下のように行った。まず、試験片の接合材層の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）に
よる画像（ＳＥＭ画像、倍率２００～２５０倍、画像解析ソフト（Ｗｉｎ　ＲＯＯＦ：三
谷商事社製）を用いて二値化した。二値化において、気孔部分が黒、気孔以外の部分が白
となるようにした。二値化後、気孔以外の部分（白の部分）の面積を算出した。その後、
ＳＥＭ画像全体の面積（ＳＥＭ画像中の黒と白の部分の総面積）に対する気孔以外の部分
（白の部分）の割合（％）を算出して、気孔率とした。このようにして第１層Ｒ１、第２
層Ｒ２、第３層Ｒ３の気孔率を算出した。
【００９１】
［接合材層の厚さ方向の圧縮ヤング率］
　ハニカム構造体から接合材層を切り出して試験片とし、この試験片に対して所定の圧縮
荷重（具体的には２ＭＰａ）を加え、圧縮荷重前後の変位を計測して「応力－歪線図」を
作成した。そして、「応力－歪線図」から算出した。上記試験片は、縦１０ｍｍ×横１０
ｍｍとし、試験片の厚さは接合材層の厚さと同じ（１ｍｍ）とした。即ち、上記試験片の
一方の面は接合材層の一方の面（一のハニカムセグメント側の面）に由来する面である。
そして、他方の面は接合材層の他方の面（別の一のハニカムセグメント側の面）に由来す
る面である。
【００９２】
［曲げ強度］
　ＪＩＳ　Ｒ　１６２４の接合曲げ試験に準じた４点曲げ試験で測定した。具体的には、
まず、図６に示すように、複数のハニカムセグメントのうちの一のハニカムセグメントを
ハニカムセグメントＸとした。このハニカムセグメントＸに隣接する別の一のハニカムセ
グメントをハニカムセグメントＹとした。そして、ハニカムセグメントＸ、ハニカムセグ
メントＹ、及び接合材層１３からなる試験片（１０ｍｍ×１５ｍｍ×７０ｍｍ）をハニカ
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ム構造体から切り出した。具体的には、１０ｍｍ×１５ｍｍ×３４．５ｍｍのハニカムセ
グメントＸ、１０ｍｍ×１５ｍｍ×３４．５ｍｍのハニカムセグメントＹ、及び、これら
を接合している１０ｍｍ×１５ｍｍ×１ｍｍの接合材層１３とからなる試験片を切り出し
た。次に、図７に示すように、２つの支点１６，１６間の距離Ｌ１が６０ｍｍ、２つの荷
重点１８，１８間の距離Ｌ２が２０ｍｍとなるように配置した。次に、荷重点において外
力を加えた。以上のようにして試験を行い「曲げ強度」を測定した。本評価を、表２中「
曲げ強度」と示す。なお、図６及び図７中、セルの延びる方向に沿った方向を符号Ｎで示
す。
【００９３】
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【表１】

【００９４】
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【表２】

【００９５】
［ハニカム構造体の評価］
［バーナースポーリング試験（急速加熱試験）］
　得られたハニカム構造体について、下記の方法により、急速加熱試験（バーナースポー
リング試験）を試験温度９００℃、１０００℃、１１００℃として順次行った。そして、
試験後のハニカム構造体のクラックの発生状況を観察した。その結果を表３に示す。
【００９６】
　本試験は、ハニカム構造体にバーナーで加熱した空気を流すことにより中心部分と外側
部分との温度差をつくり、ハニカム構造体のクラックの発生しない温度により耐熱衝撃性
を評価する試験（温度が高いほど耐熱衝撃性が高い）である。評価基準は、以下のように
した。試験温度９００℃でクラックが発生した場合を「Ｄ」とした。試験温度９００℃で
はクラックが発生しないが、試験温度１０００℃ではクラックが発生した場合を「Ｃ」と
した。試験温度１０００℃ではクラックが発生しないが、試験温度１１００℃ではクラッ
クが発生した場合を「Ｂ」とした。試験温度１１００℃でもクラックが発生しない場合を
「Ａ」とした。
【００９７】
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【表３】

【００９８】
［繰返しバーナースポーリング試験（繰返し急速加熱試験）］
　試験温度を８００℃として上記急速加熱試験（バーナースポーリング試験）を複数回繰
返し行った。具体的には、ハニカム構造体にバーナーで加熱した空気（８００℃）を流す
ことにより中心部分と外側部分との温度差をつくり、その後、室温（約２５℃）まで冷却
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し、再び、バーナーで加熱した空気（８００℃）をハニカム構造体に流すという操作を繰
返し行った。そして、試験後のハニカム構造体のクラックの発生状況を観察した。評価基
準は、以下のようにした。５回未満の繰返し試験でクラックが発生した場合を「Ｄ」とし
た。５回以上、１０回未満の繰返し試験でクラックが発生した場合を「Ｃ」とした。１０
回以上、２０回未満の繰返し試験でクラックが発生した場合を「Ｂ」とした。２０回の繰
返し試験でもクラックが発生しない場合を「Ａ」とした。その結果を表３に示す。
【００９９】
　なお、［バーナースポーリング試験（急速加熱試験）］または［繰返しバーナースポー
リング試験（繰返し急速加熱試験）］のいずれかの試験で「Ｄ」評価があると、フィルタ
ー再生時にクラックが生じる可能性がある。そのため、いずれかの試験で「Ｄ」評価があ
る場合には、優れた耐熱衝撃性がないと判断できる。
【０１００】
（実施例２～５、参考例１～４、比較例１～４）
　表１及び表２に示す接合材組成物を用いたこと以外は、実施例１と同様にして、ハニカ
ム構造体（実施例２～５、参考例１～４、比較例１～４）を作製した。その後、作製した
ハニカム構造体（実施例２～５、参考例１～４、比較例１～４）について、それぞれ、実
施例１と同様の評価及び試験を行った。その結果を表３に示す。
【０１０１】
　表３から明らかなように、実施例１～５のハニカム構造体は、比較例１～４のハニカム
構造体に比べて、従来のハニカム構造体の接合材層と同等の応力緩和機能及び接合強度の
接合材層を有し、優れた耐熱衝撃性を有することが確認できた。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明のハニカム構造体は、例えば、ディーゼルエンジン等からの排ガスに含まれてい
る粒子状物質（パティキュレート）を捕捉して除去するためのディーゼルパティキュレー
トフィルター（ＤＰＦ）として利用することができる。
【符号の説明】
【０１０３】
１：セル、２：隔壁、３：外周壁、４：ハニカムセグメント、６：目封止部、８：気孔、
９：線分、１０：球状気孔、１１：一方の端面、１２：他方の端面、１３：接合材層、１
５ａ，１５ｂ：空洞、１６：支点、１８：荷重点、Ｒ１：第１層、Ｒ２：第２層、Ｒ３：
第３層、１００：ハニカム構造体。
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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