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(57)【要約】
【課題】用途に沿った燃焼特性を有する炭に調整可能な
炭製造方法を提供すること。
【解決手段】針葉樹を加熱圧縮して所定の密度に調整し
た原料を、所定の雰囲気温度で炭化処理する。たとえば
、針葉樹を１３０℃〜２３０℃の温度範囲で加熱圧縮し
３

３

てその密度が０．４ｇ／ｃｍ 〜１．０ｇ／ｃｍ のい
ずれかになるように調整した原料を、最高温度が８００
℃〜１３００℃である所定の雰囲気温度で炭化処理する
。これにより、針葉樹の仮道管や道管の大きさを調整し
炭化後のマクロ孔の大きさが調整される。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
針葉樹を加熱圧縮して所定の密度に調整した原料を、所定の雰囲気温度で炭化処理し、燃
焼速度が調整された炭を製造することを特徴とする炭製造方法。
【請求項２】
針葉樹を１３０℃〜２３０℃の温度範囲で加熱圧縮してその密度が０．４ｇ／ｃｍ
．０ｇ／ｃｍ

３

３

〜１

のいずれかになるように調整した原料を、最高温度が８００℃〜１３００

℃である所定の雰囲気温度で炭化処理し、燃焼速度が調整された炭を製造することを特徴
とする炭製造方法。
【請求項３】
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針葉樹を１３０℃〜２３０℃の温度範囲で加熱しつつその容積が元の容積の４０％〜６０
％となるまで圧縮し、続いて、最高温度を８００℃〜１３００℃の所定の雰囲気温度とし
て当該加熱圧縮された針葉樹を炭化処理することを特徴とする炭製造方法。
【請求項４】
請求項１、２または３に記載の炭製造方法により製造されたことを特徴とする炭。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、炭製造方法および炭に関し、特に、燃焼速度が調整された炭もしくは針葉樹由
来である白炭の製造方法およびこれらの製造方法によって得られる炭に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
従来、木炭には、備長炭に代表されるように広葉樹を原料とし、高温で炭化処理するいわ
ゆる白炭と、スギのように針葉樹を原料とし、低温で炭化処理するいわゆる黒炭が知られ
ている。黒炭は、火がつきやすい、燃焼速度が速い（燃焼時間が短い）、燃焼温度が高い
、という特徴をもつ。白炭とは、反対に、火がつきにくい、燃焼速度が遅い（燃焼時間が
長い：ゆっくりじわじわと燃える）、燃焼温度が低い、という特徴をもつ。
【０００３】
黒炭をつくる際の炭化処理を説明する。まず、適当な土を用いて炭窯をつくる。つぎに、
炭窯の中に原料（炭材）を詰めて３５０℃〜４００℃で炭化し、続いて約７００℃に温度
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を上げ精煉する。その後、窯口通風口を密閉し、２〜３日放置して自然冷却し、最後に窯
口を開けて出炭する。
【０００４】
白炭をつくる際の炭化処理を説明する。まず、窯壁を石、天井を土で炭窯をつくる。つぎ
に、炭窯の中に原料（炭材）を詰めて約３００℃で炭化する。続いて、窯口を少しずつ広
げて炭化温度を９００℃〜１３００℃まで上げ十分に原料を精煉する。最後に、白熱した
ものを少しずつ外にかき出し、あらかじめ用意しておいた消粉を少し湿らせて覆い、冷却
する。
【０００５】
従来では、このように、広葉樹なら白炭、針葉樹なら黒炭として炭化処理されていた。
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【０００６】
【非特許文献１】
右田伸彦、米沢保正、近藤民雄編、「木材化学

下」１９８１年、ｐ．６１−９５

【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の技術では以下の問題点があった。
すなわち、高品質木炭として知られる備長炭は原料が広葉樹のウバメガシに限定され、原
料確保が困難であるという問題点があった。反対に、植林される木材種はスギやヒノキと
いった針葉樹がおおく、間伐材を炭にする場合には、原料過剰であるという問題点があっ
た。特に、スギやヒノキといった針葉樹の炭はいわゆる黒炭用であり、用途が限定される
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という問題点をもった。
【０００８】
本発明は上記に鑑みてなされたものであって、用途に沿った燃焼特性を有する炭に調整可
能な炭製造方法を提供することを目的とする。
【０００９】
また、針葉樹を用いた白炭を提供可能にすることを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、請求項１に記載の炭製造方法は、針葉樹を加熱圧縮して所
定の密度に調整した原料を、所定の雰囲気温度で炭化処理し、燃焼速度が調整された炭を
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製造することを特徴とする。
【００１１】
すなわち、請求項１にかかる発明は、針葉樹の仮道管の大きさを調整し炭化後のマクロ孔
の大きさを調整する。これにより、用途に沿った燃焼特性を有する炭に調整可能な炭製造
方法を提供することができる。なお、針葉樹としては、たとえば、スギ、ヒノキ、マツ（
カラマツ、クロマツ、ベイマツ）、サワラ、ツガなどを挙げることができる。
【００１２】
また、請求項２に記載の炭製造方法は、針葉樹を１３０℃〜２３０℃の温度範囲で加熱圧
縮してその密度が０．４ｇ／ｃｍ
１．０×１０

３

ｋｇ／ｍ

３

３

（０．４×１０

３

ｋｇ／ｍ

３

）〜１．０ｇ／ｃｍ

３

（

）のいずれかになるように調整した原料を、最高温度が８００
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℃〜１３００℃である所定の雰囲気温度で炭化処理し、燃焼速度が調整された炭を製造す
ることを特徴とする。
【００１３】
すなわち、請求項２にかかる発明は、針葉樹の仮道管や道管の大きさを調整し炭化後のマ
クロ孔の大きさを調整する。これにより、用途に沿った燃焼特性を有する炭に調整可能な
炭製造方法を提供することができる。なお、針葉樹としては、たとえば、スギ、ヒノキ、
スギ、ヒノキ、マツ（カラマツ、クロマツ、ベイマツ）、サワラ、ツガなどを挙げること
ができる。加熱圧縮時の温度は、１３０℃〜２００℃が好ましく、１６０℃〜２００℃が
特に好ましい。密度は、０．６ｇ／ｃｍ
ｍ

３

付近〜０．９ｇ／ｃｍ

３

３

〜０．９ｇ／ｃｍ

３

が好ましく、０．８ｇ／ｃ

に調整したものが特に好ましい。炭化温度は１０００℃付近
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以上としたものが特に好ましい。
【００１４】
また、請求項３に記載の炭製造方法は、針葉樹を１３０℃〜２３０℃の温度範囲で加熱し
つつその容積が元の容積の４０％〜６０％となるまで圧縮し、続いて、最高温度を８００
℃〜１３００℃の所定の雰囲気温度として当該加熱圧縮された針葉樹を炭化処理すること
を特徴とする。
【００１５】
すなわち、請求項３にかかる発明は、木材密度を広葉樹の密度まで高め、白炭の炭化処理
に適した原料に調整する。これにより、針葉樹を用いた白炭を提供可能となる。なお、針
葉樹としては、たとえば、スギ、ヒノキ、マツ（カラマツ、クロマツ、ベイマツ）、サワ
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ラ、ツガなどをあげることができる。加熱圧縮時の温度は、１３０℃〜２００℃が好まし
く、１６０℃〜２００℃が特に好ましい。圧縮比は５０％〜６０％の範囲としたものが特
に好ましい。炭化温度は１０００℃付近以上としたものが特に好ましい。
【００１６】
また、請求項４に記載の炭は、請求項１、２または３に記載の炭製造方法により製造され
たことを特徴とする。
【００１７】
すなわち、請求項４にかかる発明は、用途に応じた燃焼特性を有する炭、また、針葉樹由
来の白炭を提供可能となる。
【００１８】
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【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面を参照しながら詳細に説明する。
ここでは、各種の測定の便宜上、針葉樹の原料を加熱圧縮し、これを所定の大きさに切り
分け、その後炭化処理して評価試料を作成した。また、ウバメガシを原料とした備長炭を
比較試料とした。なお、針葉樹にはスギ材を用いた。また、以降においてはウバメガシを
原料とした備長炭をウバメガシ炭と適宜称する。
【００１９】
図１は、木炭原料片作製の流れを示した図である。原材料には密度がρ＝０．３４ｇ／ｃ
ｍ

３

（１ｇ／ｃｍ

３

＝１０

３

ｋｇ／ｍ

３

）、含水率が１０．４％、平均年輪幅が３．７ｍ

ｍのスギ材を用い、これを、断面が３０ｍｍ（幅）×３００ｍｍ（長さ）×２０ｍｍ（高
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さ）のスギ角材に加工した。ついで、ヒートロール型圧縮装置により、年輪に対して垂直
方向（半径方向）に圧縮した。送り速度は２．５ｍｍ／ｓとした。なお、所望の圧縮率と
すべく、圧縮率を高くするものについては数回のロール通しをおこなった。
【００２０】
図２は、圧縮率ＣＲと、加熱温度（圧縮温度）Ｔ１ と、加熱圧縮後の密度を示した図であ
る。図示したように、圧縮木材（木炭原料）の作成に当たっては、圧縮率ＣＲ＝０％〜７
５％、圧縮温度Ｔ１ ＝１５℃（常温）、８０℃、１３０℃、１６０℃、１８０℃、２００
℃、２３０℃とした。なお、圧縮率ＣＲは半径方向の寸法変化より求めた。
【００２１】
加熱圧縮後に圧縮木材の寸法回復が確認された。寸法回復が少ないほど、所望の木炭を製
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造しやすいため、圧縮温度と寸法回復の関係を調べた。図３は、圧縮率ＣＲに対する回復
率を圧縮温度Ｔ１ ごとに示した図である。また、図４は、圧縮温度Ｔ１ に対する回復率を
圧縮率ＣＲごとに示した図である。図より、圧縮木材を作成するには高温、特に、圧縮温
度Ｔ１ ≧１３０℃であれば回復率が最低レベルであることが確認できた。これは、圧縮温
度Ｔ１ が高温のときには、木材中のミクロな構造において、セルロースの周りをリグニン
が取り囲んでいるフィブリルの結晶が熱の作用によって一旦緩む。そのため、フィブリル
によって構成されている細胞壁が圧縮によって折り曲げられやすくなり、その後の冷却に
よって、圧縮後の形状に固定される。ところが、Ｔ１ が１３０℃よりも低い温度では、フ
ィブリルの構造が緩みにくく、圧縮してもミクロな構造の変化が小さいため、元の形状に
戻りやくなるものと考えられる。なお、以降では圧縮率ＣＲは回復後の値により表示する
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。
【００２２】
得られた圧縮木材を、２０ｍｍ（幅）×２０ｍｍ（長さ）の寸法に加工し木炭原料片を作
成した。つぎに、木炭原料片を、超高温急熱急冷大容量型熱天秤（真空理工株式会社製：
ＴＧ−７０００ＶＨＴ）を用いて炭化処理した。炭化温度Ｔ２ ＝４００℃、６００℃、８
００℃、１０００℃とした。炭化の過程は、最初の１０分間で目的の炭化温度Ｔ２ まで上
昇させ、次の１０分間はその炭化温度Ｔ２ を維持し、最後の１０分間は室温まで強制冷却
した。炭化とは、一般的に、木材の木ガス成分や留出液がすべて生成された状態をいう。
本装置では炭化処理中における木炭原料片の質量変化を測定することが可能である。そこ
で、炭化処理中における原料片の質量を測定し、炭化時間内において質量が減少したこと
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を確認することによって、木ガス成分や留出液がすべて生成されたと仮定し、炭化の終了
と定義した。
【００２３】
（木炭片の評価：硬さ）
作成した木炭片とウバメガシの備長炭との硬さを測定した。測定にはデュロメータ硬さ試
験機を用いた。硬さは木炭片の任意の５点に針を押し込み測定した。まず、炭化温度が１
０００℃であるウバメガシの備長炭と比較するため、炭化温度Ｔ２ を１０００℃とした木
炭片の圧縮率ＣＲと硬さとの関係を調べた。図５は、炭化温度Ｔ２ が１０００℃である木
炭片の圧縮率ＣＲと硬さの関係を示した図である。図から明らかなように、いずれの圧縮
温度Ｔ１ であっても、圧縮率が約５０％までは硬さは増加するが、圧縮率が約５０％付近
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で硬さの変化は少なくなった。また、図より、圧縮温度Ｔ１ ＝１８０℃付近で最も硬い炭
となることが確認できた。
【００２４】
つぎに、炭化温度Ｔ２ が１０００℃である木炭片の圧縮温度Ｔ１ と硬さとの関係を述べる
。図６は、炭化温度Ｔ２ が１０００℃である木炭片の圧縮温度Ｔ１ と硬さとの関係を示し
た図である。図から明らかなように、いずれの圧縮率ＣＲであっても、圧縮温度Ｔ１ が１
８０℃程度までは硬さは増加したが、圧縮温度Ｔ１ ＝１８０℃程度以上となると、硬さが
急激に減少することが確認できた。図より、圧縮温度Ｔ１ のレベルとしては、１３０℃〜
２００℃が好ましく、１６０℃〜２００℃が特に好ましいといえる。
【００２５】
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つぎに、圧縮温度Ｔ１ ＝１８０℃の木炭原料片を用いて炭化温度Ｔ２ を変え、木炭片の硬
さを比較した。図７は、炭化温度Ｔ２ に対する硬さを圧縮率ＣＲごとに示した図である。
いずれの炭化温度においても圧縮率ＣＲが増加するにつれて硬さは硬くなることが確認で
きた。特に、高圧縮率（ＣＲ＝４３％および６０％）の木炭原料片であると炭化温度Ｔ２
が高くなるほど硬さが増加することが確認できた。これは、炭化温度Ｔ２ が高くなるほど
炭の収縮が起こり、密度が高くなるためと考えられる。
【００２６】
つぎに、圧縮温度Ｔ１ ＝１８０℃、炭化温度Ｔ２ ＝１０００℃の木炭片の密度と硬さの関
係を調べた。図８は、圧縮温度Ｔ１ ＝１８０℃、炭化温度Ｔ２ ＝１０００℃の木炭片の密
度と硬さの関係を示した図である。図示したように、原料木炭片の密度が高くなる（高圧
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縮率となる）につれて硬さは硬くなり、ウバメガシの備長炭に近づいていくことが確認さ
れた。なお、図より、加熱圧縮時の圧縮率は５０％をピークとして４０％〜６０％の範囲
が好適であることがわかる。また、密度ウバメガシほどでなくともウバメガシの備長炭に
近い硬さの木炭を作出できることがわかった。
【００２７】
（木炭片の評価：燃焼特性）
つぎに、木炭片とウバメガシの備長炭の燃焼特性を測定した。測定には熱研式断熱熱量計
（吉田製作所製）を用いた。木炭片周囲は、３０ｋｇｆ／ｃｍ

２

の酸素雰囲気とした。測

定に際しては、木炭片点火後２分までは温度を５秒ごとに測定し、それ以降は１分ごとに
１０分まで測定した。２分まで５秒ごとに水温を測定した理由は、１分間で温度上昇がほ
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ぼ止まり、燃焼がこの時点で終了していると判断したためである。なお、以降に示す図は
適宜機材の熱当量を考慮して木炭片自体の発熱量に換算してある。
【００２８】
図９は、スギ材（無圧縮）、木炭片（圧縮率ＣＲ＝５０％、圧縮温度Ｔ１ ＝１８０℃、炭
化温度Ｔ２ ＝１０００℃）、ウバメガシの備長炭片のそれぞれについて燃焼時間ｔと発熱
量Ｑの関係を示した図である。本研究の燃焼試験は酸素を３０ｋｇｆ／ｃｍ

２

で満たされ

た容器内で燃やしたため、燃焼後容器内に試料は残っておらず、木炭片は十分に燃焼でき
る条件の下で試験をおこなえることを確認した。
【００２９】
図１０は、燃焼時間ｔと単位時間当たりの発熱量を圧縮率について比較した図である。ス
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ギ圧縮木材の圧縮率が増加するにしたがって、ウバメガシの備長炭の発熱曲線に近づいて
いくことが確認できる。スギ材および低圧縮率の木炭片（ＣＲ＝２６％）では燃焼開始後
約１５秒後に急激に発熱量が増加し、ピークは約６０秒後であった。また、高圧縮率の木
炭片（ＣＲ＝５０％〜ＣＲ＝６０％）およびウバメガシの備長炭も、燃焼開始後約１５秒
後から温度上昇を始めたが、低圧縮率の木炭片（ＣＲ＝２６％）に比較して緩やかな発熱
量曲線を描くことが確認できた。スギ圧縮木材（ＣＲ＝５０％〜ＣＲ＝６０％）の木炭の
発熱ピークはいずれも約７８秒後であり、ウバメガシ木炭の発熱のピークは８５秒後であ
り、両者の発熱ピークは近接していることが確認できた。
【００３０】
図１１は、原料木炭片密度と単位時間当たりの最大発熱量（Ｑｍ

ａ ｘ

／ｔ）、および、原
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(6)
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料木炭片密度と最大発熱量Ｑｍａｘまでの到達時間ＴＱ
図より、密度が大きくなるにつれてＱｍ
間ＴＱ

ｍ ａ ｘ

れてＱｍ

ａ ｘ

ａ ｘ

ｍ ａ ｘ

の関係を示した図である。

／ｔは小さく最大発熱量Ｑｍ

への到達時

は長くなり、ウバメガシの備長炭に近くなる。反対に、密度が低くなるにつ
／ｔは大きく最大発熱量Ｑｍ

ａ ｘ

への到達時間ＴＱ

ｍ ａ ｘ
３

（スギ材の木炭）に近くなる。なお、図より、密度を０．４ｇ／ｃｍ
３

ａ ｘ

は短くなり、黒炭
〜１．０ｇ／ｃｍ

に適宜調整することにより、燃焼速度ないし燃焼特性を調整できるといえる。

【００３１】
以上説明したように、本発明の炭製造方法によれば原料部材の加熱圧縮工程で適宜圧縮率
を調整することにより、燃焼速度が調整された炭を作出可能であることがわかった。なお
、白炭の炭化温度は高くは１３００℃程度まで上昇させることがあり、本発明でも同様に
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炭化温度Ｔ２ を１３００℃程度まで上昇させても良いことはいうまでもない。
【００３２】
また、本実施例では、原料木材をスギとしたが、これ以外の針葉樹を用いても良いし、場
合によっては竹を用いても良い。針葉樹を用いても従来通りの黒炭のほか白炭も製造でき
るため、解体家屋からの廃材や、間伐材を有効利用できるといえる。
【００３３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば用途に沿った燃焼特性を有する炭に調整可能な炭製
造方法を提供することができた。また、針葉樹を用いた白炭を提供可能とすることができ
た。
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【図面の簡単な説明】
【図１】木炭原料片作製の流れを示した図である。
【図２】圧縮率ＣＲと、加熱温度（圧縮温度）Ｔ１ と、加熱圧縮後の密度を示した図であ
る。
【図３】圧縮率ＣＲに対する回復率を圧縮温度Ｔ１ ごとに示した図である。
【図４】圧縮温度Ｔ１ に対する回復率を圧縮率ＣＲごとに示した図である。
【図５】炭化温度Ｔ２ が１０００℃である木炭片の圧縮率ＣＲと硬さの関係を示した図で
ある。
【図６】炭化温度Ｔ２ が１０００℃である木炭片の圧縮温度Ｔ１ と硬さとの関係を示した
図である。
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【図７】炭化温度Ｔ２ に対する硬さを圧縮率ＣＲごとに示した図である。
【図８】圧縮温度Ｔ１ ＝１８０℃、炭化温度Ｔ２ ＝１０００℃の木炭片の密度と硬さの関
係を示した図である。
【図９】スギ材（無圧縮）、木炭片（圧縮率ＣＲ＝５０％、圧縮温度Ｔ１ ＝１８０℃、炭
化温度Ｔ２ ＝１０００℃）、ウバメガシの備長炭片のそれぞれについて燃焼時間ｔと発熱
量Ｑの関係を示した図である。
【図１０】図１０は、燃焼時間ｔと単位時間当たりの発熱量を圧縮率について比較した図
である。
【図１１】図１１は、原料木炭片密度と単位時間当たりの最大発熱量（Ｑｍａｘ／ｔ）、
および、原料木炭片密度と最大発熱量までの到達時間ＴＱ
。

ｍ ａ ｘ

の関係を示した図である
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