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パンフレット No.001 １版 ２０１７年(平成２９年)   ６月１０日 

９版 増版 ２０２１年     １０月 10日 

パンフレット名  

 

キーポイント 

 
※マグエンは 

海由来の素材を主体

としたバインダー、 

弊社の商標登録商品 

○多目的・多機能 

○力強い、軽い 

○造作作業の柔軟な対応 
・加水によるスラリーは固練から高流動まで(幅広い流動性を実現) 

・速乾と薄厚の造形も可(多様な流しこみの造形技術に対応)  

〇美・力学・健康・環境の４つを同時に実現 
・白色度が高く粉状 

・力学的強さと不燃・耐火性を有し、徐カビ除菌機能そして吸水機能を有する 

・熱処理でなく、水硬化でものづくり。環境負荷が少ないバインダー 

○自然な・健康な建築空間やファニチャーなどを造形 
・多くの無機素材および自然素材と混合、そして、それらの素材の個々の特性がそのまま発揮できる 

建材(パネル、塗壁等)あるいは花器などの造形材を創出 

多目的 

多機能 

多目的 

①自然色の石粉や顔料を加えた造形材のバインダーとして 

②塗り壁などの左官塗材料のバインダーとして 

③パネルなどの平面状プロダクト材料のバインダーとして 

④ファニチャー・飾り鉢・プランター等の立体造形材料のバインダーとして 

⑤臭いなどを吸着するプロダクト材料のバインダーとして 

⑥顔料を加えて、美術・工芸の絵具のバインダーとして 

多機能 

〇製造機能(製造上の機能) 

①造作作業の柔軟な対応 

②低強度から高強度まで広範囲に自在に強度を発現 

③石粒粉、木チップやかきがら等と強固に結合 

④助剤の添加で硬化促進を制御。材齢半日で硬化 

〇健康機能(保健的な機能)を固有 

⑤徐カビ除菌・吸湿 

広がる 

創造 

❶塗り壁やパネル壁の領域を超えた、建築とアートが融合した、多様多彩壁の創造・・・・・例えば、 

金銀竹炭がコラボした装飾壁スプレーガン用マグエンで実現 
❷自然材料の造形体でなくなりますが、・・・・・例えば、 

各種の樹脂剤とコラボして、第３の質感を持つ造形体を創造 

力強い[力学的性質] 
○極めて大きい強度：コンクリートを大き

く越える圧縮強度その他強度 

〇卓越した付着・接着の特性： 
・石粒粉、木チップやかきがら等の多種多様のコ

ラボ材と強固に結合 

・多くの種類の下地に強力に接着 

[物理的性質] 
○軽い コンクリート

や石こう等と比較して

かなりの軽量 
〇高い吸水性 

〇木と同じような比

熱と熱伝導率 

[化学的性質] 
〇カビや菌が

生息しにく

い(pH と塩

分のダブル

効果) 

[その他性質] 
〇高白色 
○不燃性、かつ、耐火性を

有する(実験的に確認) 

○厚さ 5mm 以上のパネル

や塗壁等では不燃材の評

価認定 

健康 

〇土壌汚染対策法(溶出、含有)で定められた特定有害物質を含まず 

○(EU) REACH 規則で制限されている有害物質を含まず 

○シックハウス症候群に対する法規の規制を受けず。シックハウス症候群に類似な「化学物質過敏症」などにも対応可能。 

○吸着機能を有する材料とコラボすると健康に卓越し、抗菌・抗カビに優れ、 

吸水率が高く、かつ臭いを吸着。 

造作

作業

に多

様な

対応 

○マグエンおよびマグ造形材に水を混ぜて生じるスラリーは、低流動～高流動に及ぶ幅広いレベルで

固形するので、多様な造形方法が実現 
ⅰ 低流動レベル：塗壁や塗床などの造作 

低流動レベルのスラリーを壁や天井等に塗る。重ね塗りも可。繁雑な施工と時間を要する塗壁などのリフォームも重ね塗りを工夫する

ことによって可能。 

ⅱ 中流動レベル：パネル、ブリック、プランターや花器などの造作。中流動レベルのスラリーを型枠に流し込む 

ⅲ 高流動レベル：薄型のインテリア器あるいはエクステリア器(ポット、テーブル等)の造作。3～４mm程度の薄厚も造作 

○型枠を用いて平面や立体造形を製作する場合、流し込み後、半日程度で硬化、１日後には脱型可能 

種類 マグエン標準型、マグエン白器型およびマグエンスプレーガン型の３つがあります。 
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 [ ご挨拶 ]  

人が住まう建築空間で壁、天井あるいは床などをかたち作っているパネルや塗り壁などの材料は、

美(感性)、安全、安心、快適、健康、環境との調和など、様々な視点からつくられています。この材

料の創出に必要不可欠なものが、原材料同士をつなぐバインダー（結合材）です(注 1)。バインダー

は、建材に限らず、色々な造形体を形作るための、必要不可欠な基幹となる材料です。バインダーに

よって建材を含む種々の造形体、更には種々の構造材としての数々の特性や性能などが決定します。 

バインダーには粉状材と溶材の２つに大別できます。 

建築や土木分野での粉状のバインダーの代表はセメントです。建材などの造形体を水硬性で造作す

るにあたって、粉状バインダーとしてセメントの他に化学のり、自然のりや石膏などか使われます。 

弊社は、これら既存の粉状バインダーとはコンセプトがまったく異なるバインダー「マグエン」を

研究・開発・実現をしました。弊社では、このバインダーを「マグエン」と名付け、商品化しました。 

 そして、このマグエンを基軸として、多種多様な造形材及び、造形体を提案し、またプロダクトを

事業化しています。 
(注 1) ここでは、「バインダー」は、セメントなどと同じように、水を加えることによって、水硬化する粉状の結合材のこ

とをいいます。 

(注 2) 「マグエン」は、弊社と事業提携した企業のみが使用できる名称です。 

 

[ 弊社の事業 ] 

弊社はマグエンをバインダーとして用いた建材やプロダクトなどを扱う製造メーカとして、研究

開発から製造と販売などを自社で行っております。また、他企業との技術提携も積極的に行ってい

ます。そして、施工も他社との共同事業で行っています。 

弊社の事業については、弊社までお問い合わせなど、お尋ねください。 

 [ (同)イワ建開発の事業のご案内 ２０２０年３月現在 ] 

１ 粉状結合材マグエンの製造販売 

①マグエン標準型               マグエンＳ 

②マグエン白器型（しろうつわ、助剤付タイプ） マグエンＷK 

２ マグ造形材の製造販売 

①マグ造形材         ②ファニチャー(大型家具)用造形材 

③マグ環健型造形材(マグシェル)パンフレット準備中 

３ 各種の製品  

①壁や床などの塗材      ②パネル(大中小の各種大きさ) ・ファニチャー(大型家具) 

③ブロック(大中小の各種大きさ) ※1 ④その他、各種の形状の成形品※1  

⑤各種の表面保護剤 

※1 全て受注生産となります。  

４ マグエンを用いた技術提案 

５ 弊社の製品を用いて施工などを行う場合は、施工会社をご紹介します。 
 

[ 用語 ] 
①マグエン：イワ建開発が開発した、海水由来の材料を主体としたバインダー。 

②マグ造形材(マグミックス)：弊社では、マグエンとコラボした材と混ぜて撹拌して得られる粉状の複合材料をマグ造形材

(マグミックス)と呼んでいます。 

 

窓口 

問合せ先 

合同会社 イワ建開発 代表社員 岩原昭次 

本社  〒860-0073 熊本県熊本市西区島崎 5-35-4 

    <携帯> 080-6440-4984  <Tel〉096-354-0223 <Fax〉096-354-0223 

<E-mail>  iwakensyouji@beach.ocn.ne.jp 

イワ建開発事業所 〒862-0961 熊本県熊本市東区画図東１丁目 10-38 

 <Tel>  096-200-3981  <Fax>  096-200-3984 

HP   www.iwk-k.co.jp/   <E-mail> iwaken@ray.ocn.ne.jp 

  ご質問や開発・企画のご相談などは、弊社へ問い合わせ下さい。 

http://www.iwk-k.co.jp/
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１ マグエンとその魅力 

 

１－１ マグエンの位置付けと利用方法 

 

(１) 海水由来の粉状バインダー 

「マグエン」は水硬体を造作するための材料で、白色度が極め

て高い粉状のバインダー(結合材)です(写真１と２)。 

マグエンは、海水由来の３つのマグネシウム無機塩を主体とし

て構成され、これに、曲げ強度などの物理的特性などを改善する

ために、自然素材のメタケイ酸塩類などを含んでいます。マグエ

ンの主体となる素材の１つである酸化マグネシウムは医薬品と

して利用され、また塩化マグネシウムはとうふで使用されるにが

りと同じものです。 

マグエンの配合は美的態様や、バインダーとしての力学的物性

が最良となるように、膨大な実験により選び出されています。 

主体が海水由来のマグネシウム塩である「マグエン」は、既存

のバインダーとは態様、性能や性質が全く異なる特性を有しま

す。 

海の恵みともいうべき「マグエン」は、人を美(感性)・力学・

健康・環境といった４つの異領域を結びつけるだけでなく、持続

可能な社会をより一層魅力あふれるものにします。「マグエン」

は白を基調にした姿見を有し、力学的性質に優れる、安心・安全

を与える特性を有し、人が快適・保健である建築空間を形成し、

更に、生態系に悪影響を及ぼすことなく、地球環境も保全する特長があります。セメント、石膏や消

石灰などはこのような特長を有していません。 

この、人を美(感性)・力学・健康・環境といった４つの異領域を結びつける理由は、１－２から１

－５の項で述べています。 

マグエンは弊社のみが製造している特許製品です。また、「マグエン」は弊社の商標登録製品です。 

 

 

 

(２) マグエンと、これを用いた複合材料 

マグエンは水を加えることによって、これ自体で白色に優れた、強度が高い、付着に優れた水硬体

になるバインダーです(写真２)。 

そして、マグエンに各種の材料を混合して水硬化する場合、マグエンが当該材料を嵌め込み(はめ

こみ)、強力な付着力で保持し、マグエンと各材料の特長をそのままもった水硬体が実現します。 

繰り返しますと、マグエンには、下記の２つの利用方法があります。 

 

 

図１ マグエンはひとと４つの異領域を結合 

写真１ マグエン(主に

海水由来のマグネシウム

無機塩から構成されるバ

インダー) 

 

写真 2 マグエンのみの水硬

体の表面の白さ 
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①マグエンをそのまま用いる方法 

 すでに述べましたように、白色に優れた高強度の水硬体となります。したがって、高白色が要求

される場合や、高強度の接着などが必要とされる場合には最適です。 

②マグエンに各種の固形粉状材料や樹脂塗料などを加え混合し、水硬性の複合材料をつくる場合 

 マグエンはバインダーですので、使用する目的に応じて、各種の材料を混合して色々な水硬体を

造作することができます。混合する材料は固形材料や液状の材料など、広範囲に及びます。 

固形材料にはある程度の粒径があるあるいは粉状の材料や、木あるいは草も含みます。樹脂塗料

などの液状の材料の場合も水性であれば、混ぜることができます(但し、pH や配合割合などを確認

し、適用できるものとできないものとを吟味する必要があります)。 

弊社では、固形材料を混合した、弊社自身が提案している複合材料をマグ造形材と呼んでいます

(マグ造形材の定義については、用語をご参照ください。)。マグ造形材は、コラボ材(マグエンに混

ぜる材料)の特徴を損なうことなく、マグエンと同様に、水硬化によって各種の造形体を造ります。

詳しくは、マグ造形材の項(１－２ (3))をご参照ください。 

  

１－２ 造形に関する諸特性 

(１) マグエンは水硬性のバインダー 

 マグエンは水硬体(水硬化した成形体)をつくるためのバインダーです。 

マグエンを水に混ぜると、最初はドロドロした状態、すなわち、スラリーになります。やがて、固

化します(水硬化)。夏場でしたら、早ければ数十分後には凝結が始まり、翌日には、見かけ上、表面

がほほ固まります。型枠に流し込めば、翌日にその水硬体を型枠から外すこともできます。 

マグ造形材についても同様です。 

 水硬性のため、二酸化炭素の排出がありません。また、熱も使用しないので、熱に対する環境の負

荷はありません。すなわち、地球環境の保全に大きく寄与します。 

 

(２) 卓越した白色 

マグエンは、これ自体で「白色」の特性を有しています。そし

て、配合や製作方法などを工夫することによって、更により一層

の高白色、深みあるいは質感などを引き出すことができます。こ

のような白色の姿見や質感に優れるマグエンと自然素材が融合

すると、自然素材がもつ美・機能などをマグエンによって色々な

形で惹き出され、従来の建材に見られない感動・感覚などを奏で

る美で作品をつくることができます。このような美の基本とな

るのが、色で表現すれば、白色にあたると考えられます。マグエ

ンの白さは、白色セメントや漆喰よりも優れています。 

写真３に、マグエン標準型の白さを載せます。 

白さは、白色度で指標として表すことができます。白色度は紙の物性を示す一つの数値で、白色度

の単位は％。一般的に白色度が 90%以上のものを高白色、白色度 70%ほどのものを低白色といいます。 

建築材料の白さは表１に掲載する通りですが、マグエン(標準型)は高白色度にあたります。 

美と白については、興味深い資料があります(豆知識３)。 

 

(３) 各種の材料と結合(多種多様な材料とコラボ) 

後で述べますように、卓越した力学特性(圧縮強度大、曲げ強度大、付着強度大その他)と弱アルカ

リなどを有していますので、マグエンは多種多様な材料と結合できます。 

弊社では、マグエンとよく結合する材を“コラボ材”と称しています。コラボ材には石粉、砂、土、

木片、ガラス粒などがあります。また、かきがらなどとも非常によく結合します。そして、マグエン

とコラボ材とを混ぜて撹拌して得られる粉状の複合材料を“マグ造形材”と呼んでいます。 

マグ造形材は、マグエンとコラボ材のそれぞれの特徴をそのまま発揮し、損なうことなく、各種の

造形体を造ります。その造形体には塗壁、パネル更には花器などのオブジェがあります。また、絵画

もあります。 

水硬性の樹脂液剤と混合する場合には、耐水性や耐久性等、色々な機能が向上した造形体を造るこ 

写真３ マグエン標準型の白さ 
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とができます。 

壁や柱などにパネルなどを貼り付ける場合には、マグエンやマグ造形材のスラリーは高強度の接着

材としても機能します。 

 そして、弊社では、マグ造形材の内、保健に優れ、かつ臭いの吸着に優れる複合材料(マグ環健型造

形材、略して、マグシェル)も新規開発しています。 

写真４に、マグエンとコラボ材の結合の例を載せます。 

 

(４) 自由自在な造形表現 

製品を作る場合は、マグエンも同様に使用できますが、一般にマグエンに石粉などを混合したマグ

造形材を使用します。マグ造形材をスラリーにして型枠に流し込めば、その型枠通りの形状の水硬体

が得られます。すなわち、どのような複雑な形状であっても型枠を製作することができれば、自由自

在な形状の水硬体をつくることができます。特に、型枠の面や製造方法を工夫すると、水硬体の表面

は、パール状の深みのある艶やかな質感を得ることもできます。 

 

 

写真４ マグエンと多種多様な材料のコラボレーション(例) 

表１ マグエンの重さ、白さ、pH および塩分量  

 単位体積重量 白色度 pH 塩分量 

 g/cm³ (％)  (％) 

 マグエン(標準型) 1.7程度 90.7 約 10 0.7 

比較[他の材料では]     

ポルトランドメント 2.4 ― 約 13 0.1 

白色セメント 2.4 87.3 約 13  

石膏(硫酸カルシウム) 2.3～2.5 ― 通常は中性より小  

漆喰(例) 1.4程度 87.1 約 13 0.4 

一般の石鹸(例) ― ― 約 10  

化粧水(例) ― ― 約 6～8   

水道水  ― 
水質基準値（5.8〜

8.6） 

0.0 

(注 1)白色度：白色度は紙の物性を示す一つの数値として、紙表面の白さの程度を光の反射率で表す。日本工業規格(JIS)で規

定されている指標のことをいう。白色度の単位は％。白色度 0%は真っ黒の状態を、その逆に白色度 100%は真っ

白な状態を表す。 

(注 2)pH：リトマス紙による。 

(注 3)塩分量：デジタル塩分計 ASSC500(メーカ アズワン(株))による。測定方法は固形体を破砕し、100の水に 10gの破砕物

を加えて攪拌した。 
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塗壁などを造作する場合、付着に優れているため、壁などにシーラ処理などをして、スラリー化し 

たものをこてなどで塗り付けるだけですので、平坦な面だけでなく、曲面あるいは凹凸に富んだ面に

も適用できます。 

塗りは重ね塗りもできますので、絵を描くような技法で塗り壁の仕上げ面を造ることもできます。 

 

 (５) 造作作業の柔軟な対応、速乾と薄厚の造形も可(流しこみの造形技術に多様に対応)  

マグエンおよびマグ造形材に水を混ぜて生じるスラリーは、弊社の流動化硬化促進剤を用いると、

高流動(スランプフロー300mm程度以上)となり、短時間で硬化します。 

これにより、マグエンあるいはマグ造形材に水を混ぜて生じるスラリーは、低流動～高流動に及ぶ

幅広いレベルで硬化するので、多様な造形方法が実現します。表２のようになります。 

例えば、流動化硬化促進剤を用いると、平面パネルや立体造形の製作の場合、型枠にスラリーを流

し込み後、半日程度で硬化、１日後には脱型も可能となります。 

マグエン白器型では、助剤としてこの流動化硬化促進剤を添付しています。また、マグ造形材を用

いて造形したい場合は、別途提供しています。 

(注)“流動化硬化促進剤”は、弊社のマグエンに適用できる混和剤ですので、市販はしておりません。マグエン白器型に助

剤として、添付しています。 

 

１－３ 人・環境に安全あるいは無害 

 人に安全な、あるいは環境に無害な物質は、日本の場合、土壌汚染による人の健康被害の防止を目

的として 2003年（平成 15年）2月 15日に施行された法律(土壌汚染対策法)から、有害物質とその基

準値から確認することができます。多分、人の安全を保障する基準は、日本においてはこれを越える

ものはないといっても過言ではないと、個人的に思っています。 

土壌汚染対策法での、有害物質とその基準値を表３に示します。 

 マグエンは、前者の表３以外の物質からなる、完全に安全、無害の物質からつくられています。 

また、EUでは、RoHS(指令(EU) 2015/863で定められた) 規制濃度として、電気電子機器に関する 

 

表２ スラリーの流動の程度を変えることによる多様な造形方法 

ⅰ 低流動レベル：塗壁や塗床などにこて塗りができる程度。重ね

塗りも可。繁雑な施工と時間を要する塗壁などのリフォーム

も重ね塗りを工夫することによって可能。 

 

ⅱ 中流動レベル：パネル、ブリッ

ク、ブロック、プランターや花器

などの造作。中流動レベルのス

ラリーを型枠に流し込む 

   
ⅲ 高流動レベル(1)：流動化硬化促進剤を併用したスラリーを型枠に流し込む。薄型のインテリ

ア器あるいはエクステリア器(ポット、テーブル等)の造作。3～４mm程度の薄厚も造作。 

(写真は、他社依頼の製品) 

 

ⅳ 高流動レベル(2)：工芸へ

の誘い。色々な装飾品と

して、また壁画や絵画の

絵具として 
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特定有害物質の使用制限に関する指令があります。この RoHS(指令(EU))はあらゆる工業製品に適用

できる安全性に関する尺度と考えることができます。 

 なお、我が国の土壌汚染対策法(土壌溶出量規準)に定める規制値は RoHS(指令(EU) 2015/863 によ

りもかなり厳しく定められています。 

マグエンは、表３や RoHS(指令(EU))に記載される有害物質を用いていません。 

マグエンを構成している材料は、酸化マグネシウム、塩化マグネシウム、マイカ、ドロマイトやリ

ン酸マグネシウムは医薬あるいは食用の材料であり、また、仕上がり程度を極力高めるために用いる

ゼオライトなども極めて人体に安全な材料です。 

 

１－４ 保健に関する特性 

 

(１) 保健に秀でる 

 マグエンは人などに害を与える成分、ホルムアルデヒドなどやＶＯＣ（揮発性有機化合物）有害物

質を含んでいません。また、人工的な化学物質も全く含んでいません。そのため、マグエンあるいは

マグ造形材は「建築基準法第２８条の２および建築基準法施行令第２０条その他」の規制を受けない

で、すなわち、シックハウス症候群に対して安心して自由に使用することができる材料です。このこ

とは、弊社で発行する材料証明書(フォースター(☆☆☆☆フォースターに関係しない材料)、すなわ

ち、告示対象外である材料であることの証明書によって認められます。 

更に、シックハウス症候群に関係あるいは類似する「化学物質過敏症」などと呼ばれるものがあり

ます。現時点では、建築物と人間との関わりあいにおいて、最も深刻になりそうな問題です。これに

対する法律規制は現在(平成３０年１０月現在)ありません。この「化学物質過敏症」は、個人差がか

なりあるため、建築空間への対策は極めて難しく、困難にしています。しかしながら、マグエンある

いはマグ造形材は、自然素材と人に無害な材料から構成されているため、これに対しても柔軟に適用

できることが実証されています。詳細は弊社までお問い合わせください。 

 

(２) マグエンは弱アルカリで、かつ、塩分が多いけれども 

１) マグエンは弱アルカリ 

マグエンは pHが８～10程度の弱アルカリです。石鹸水と同程度です。したがって、セメントや漆

喰などと全く異なり、素手でマグエンをこねても、手肌が荒れません。また、手肌をきれいに、そし

てつるつるにするだけでなく、徐カビ・除菌の効果により清潔にします(ここでは、菌類および細菌の 

 

表３ 環境基準(土壌汚染対策法)による有害物質 

特定有害物質の種類 土壌溶出量基準(mg/L) 土壌含有量基準(mg/kg) 分類 

クロロエチレン（注 1） 0.002以下 － 第１種特定有害物質 

（揮発性有機化合物） その他の種類は省略   

カドミウム及びその化合物 0.01以下 150以下 第２種特定有害物質 

（重金属等）9種類 

人の健康に被害を生ずる恐

れが大きいものとして指定

された 25 種類の特定有害

物質のうち、重金属等に該

当する 9 種類の物質のこ

と。重金属とは、比重が 4以

上の金属のこと。一般的に

は鉄以上の比重を持つ金属

の総称。 

六価クロム化合物 0.05以下 250以下 

シアン化合物 検出されないこと 50以下(遊離シアンとし

て) 

水銀及びその化合物 水銀が 0.0005以下、かつ

アルキル水銀が検出され

ないこと 

15以下 

セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 

鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 

砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 

ふっ素及びその化合物 0.8以下 4,000以下 

ほう素及びその化合物 1以下 4,000以下 

シマジン 0.003以下 － 第３種特定有害物質 

 （農薬等） その他の種類は省略   

・土壌溶出量基準： 土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関する基準で表します。  

・土壌含有量基準：土壌に含まれる特定有害物質を経口又は皮膚より直接摂取しても問題ないレベルとしての基準で、１kg

中のミリグラム（mg/kg）で表します。  

(注 1)平成 29年 4月 1日に、クロロエチレンが追加された。 
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増殖を抑制するという意味で、徐カビ・除菌という用語を使用しています)。 

 

２) 卓越した徐カビ・除菌の効果 

マグエンは、前述しましたように、弱アルカリですので、マグエンを用いた水硬体は、カビで代表

される菌類や細菌が発生しにくいあるいは増殖しにくいという特長をもっています。 

 表４に、コーヒーかすに付着したカビに対する抗カビ試験結果を載せます。マグエン固形体の食品

衛生検査指針(微)による検査結果(検査機関：(株)同人グローカル)によれば１g 中の真菌数は１４と

なっています。すなわち、カビは、マグエン中では増殖できる環境になく、ほとんど死滅してしまう

ことが計測されています。 

通常、カビが見えるような状態であれば、１g中の真菌数を計測すると、100万～1億個のオーダー

になります。一般的な食品に付着しているレベルは千～万のオーダーです。 

マグエンは、人にとって安心無害、そして徐カビ・除菌に対して健康機能を有するインダーです。 

３) 塩分が多いけれども 

マグエンの水硬体の塩分量を測定しました。 

その水硬体を破砕して、破砕したものの 10g を 100g の水に加えて攪拌してその水溶液中で塩分量

を測定しました。比較のために、漆喰(本漆喰)とモルタルも同じ方法で測定しました。 

結果は表５のようになりました。 

 マグエンの塩分量は 0.7％で、漆喰の約２倍、モルタルの約８倍です。 

 この塩分量からも、マグエンの水硬体は、浸透圧と水分活性による抗菌抗カビ(この場合は、殺菌効

果に該当。カビや細菌を死滅)が高いことが分かります。 

 すなわち、マグエンは、pH(水素イオン濃度)と浸透圧・水分活性の両方から、抗菌抗カビの効果が

あります。これは、市販されている抗菌効果のある固形体にない特長で、pHと塩分で、二重の効果で

抗菌抗カビが発揮されています。 

 また、一般に塩分濃度が高いと植物は生育しない場合が非常に多いのですが、マグ造形材でつくっ

たプランターに植物などを植えても枯れないようです。鑑賞用の室内プランターとしても利用できま

す(写真５参照)。 

表４ コーヒーかすに付着したカビに対する徐カビ試験検査(真菌数)結果 

固形体の種類 真菌数(検査結果)( /g) 

目視でかなりのカビが発生していることがわかるコー

ヒーかすをマグエンに混ぜた固形体 

60 

目視ではカビが見られないコーヒーかすをマグエンに

混ぜた固形体 

14 

(注１)真菌数：検査によって数えだされるカビ、酵母やキノコなどの真菌類の菌の個数のことをいう。 

(注 2) 採取日 平成 29年 10月 19日、検査日 平成 29年 10月 23日 

検査機関 (株)同人グローカル 

検査項目：真菌数     検査方法：食品衛生検査指針(微) 

 酸性 
   

  
中性       

アルカリ性 

pH   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

液性 酸性 弱酸性 中性  弱アルカリ性 アルカリ性 

                                            ↑純水        ↑マグエン 

みかん果汁(3～4)            ←石鹸(JIS)911→ 

しょうゆ(約 5)                  セメント(約 13) 

漆喰(約 13) 

←細菌・菌(カビ等)生育可能領域(2～8.5) ―→ 

細菌・菌生育最適(4～4.5)  

               

 (注 1) 石鹸は家庭用品品質表示法による。 

(注 2) 細菌・菌(カビ等)の生育可能領域は文部科学省「カビ対策マニュアル」による。 

図２ マグエンの pH 
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なお、マグ造形材でつくられる造形体は吸水率が高く、保水に優れているため、インテリア用のプ

ランターの場合、底部に水抜き穴を設ける必要がありません。 

 

  

(３) マグエンは快適と健やかさ(すこ 

   やかさ)をもたらします 

コラボする素材が無臭であれば、マ

グエンとコラボ材による水硬体(塗壁

やパネルなど)は無臭です。コラボする

材料が無害で、快適で健やかさをもた

らす性質のものであれば、それによる

マグ造形材による水硬体は人に快適と

健やかさを保持します。例えば、コラボ

する材料が木質チップス(杉の木質繊

維や杉チップなど)やかきがらなどの

場合、その材料がもつ健康的な特徴を

爽やかに具現します。 

 

 

１－５ 優れた力学的特性や不燃性 

 

(１) 軽量で、かつ、優れた力学的特性 

① 固形体の性能は、色々と要求されますが、第一の必須

は力学的特性に優れていることです。これによって多種多

様な造形が可能となります。 

 通常、無機質の固形体の場合、重量が軽いほど強度が低

くなります。しかしながら、マグエンの水硬体の場合、こ

のことが成立せず、軽くて高い強度を有することが特長で

す。マグエンの水硬体自体の単位体積当たりの重量は、普

通コンクリートの約７割程度で、おおよそ軽量コンクリー

ト２種に相当します。このように、マグエンの水硬体は、

軽いにもかかわらず、圧縮強度が普通コンクリートの場合

の２倍程度以上、加えて、曲げ強度も高いことなどの力学

的特性を有しており、コンクリートのバインダーであるセ

メントと比較して格段に優れています(表６)。 

② 付着や接着も、セメントなどと比較して、格段に優れ

ています。例えば、マグエンのスラリーは多くの種類の固形材を固着させたり、接着させることが可

能です。表面に自然の凹凸あるいはエンボレス加工(凹凸面)などになっている成形版(木板やアルミ

パネルなど)であれば、マグエンのスラリーはその表面に容易に接着します。これは、マグエン自体

が化学的な結合力だけでなく、針状結晶となっているため機械的な噛み合いの作用もあるためです。

パネルあるいはタイルなどの付着・接合にも使用することができます。 

表５ マグエン、漆喰およびモルタルの塩分量測定結果(測定時間 48 時間後) 

固体名 塩分量 ％ pH 

マグエン 0.7 8～9 

漆喰(本漆喰) 0.4 11 

モルタル 0.1 12 

水道水 0.0  7～8 
(注１) 平成 30年 3月 2日(金) 計測 デジタル塩分計 ASSC500(メーカ アズワン(株))による。 

(注 2) 測定方法 固形体を破砕し、100gの水に 10gの破砕物を加えて攪拌した。 

(注 3) マグエン、漆喰およびモルタルの pHは、通常の測定値より低いが、これは、100gの水に 

10gの破砕物を加えて攪拌したためである(すなわち、参考値としての値である)。 

 

写真５ マグ造形材で製作した観賞用プランター 

 

写真６ 硬さの比較(しっくい壁と)

マグエンで塗った壁は高強度です。 

 



10 

 

 付着や接着強度は、引張付着強度試験で確認できます。 

マグ造形材による水硬体についても同様な力学的特性を有しています。 

(２) 優れた不燃性 

マグエンを用いた造形材は、厚さ5mm程度以上の成形体に対し、塗り壁材のような下地に依存せず、

その材料独自の自立した不燃材料の認定を取得しています。 

材料が熱に強いことは、材料を選択・使用する際の決定要因の１つです。熱に対して強くする方法

は２つの方法があります。１つは材料単体として熱に強いこと、もう１つは２つ以上の材料を用いて、

複層の断面構成によって熱に対して強くする方法です。前者の代表はタイルを挙げることができます。

後者の代表は石膏ボードなどの上に塗る塗り壁を挙げることができます。 

 

 

 一般に、仕上げ材が材料単体として熱に対して強いことは、下地の種類に関係なく、また建築物の

大小の規模に関係なく、多種多様な建築空間

の意匠デザインを自由自在にすることができ

ます。 

この熱に対して強いことは、法規によって

防火材料(不燃材料など)あるいは耐火構造で

証明できます。仕上げ材の場合は防火材料の

うち、不燃材料が主となります。 

マグ造形材は、下地に関係なく材料単体と

して、厚さ 5mm程度以上の成形体(パネルや塗

り壁)を造作する不燃材料として性能評価(認

定番号 NM-4566)を取得しています。したがっ

て、パネルなどは、それ自体で不燃材の製品と

して自由自在に製造できます。 

次回は、厚さ１mm 程度の通常の仕上げ材と

しての不燃材料の性能評価の申請を予定して

います。 

 

（3） マグエンやマグ造形材は耐火性に優れることも予想させます 

マグ造形材は不燃材料の性能評価を受けていますが、耐火に対する性能も同時に発揮できることが

表６ マグエンとマグ造形材の水硬体の機械的特性(一例) 

 マグエン＋コラボ 機械的特性 

 コラボ材 

マグエンと 

コラボ材と 

 の割合

（％） 

マグ 

エン 

（％） 

かき 

がら 

（％） 

朝倉(1.2  

mm以上） 

（％） 

材齢 

(日) 

単位体 

積重量 

(g/cm^3) 

圧縮 

強度 

N/mm2 

曲げ 

強度 

Nmm² 

1 マグエン 1:0 100.0 0 0 47 1.70 70.00 16.4 

2 朝倉 1:0.5 66.7 0 33.3 11 1.94 57.62 ― 

3 朝倉 1:1 50.0 0 50.0 11 2.04 53.93 ― 

4 朝倉 1:2 33.3 0 66.7 11 2.03 33.23 ― 

5 朝倉・カキガラ 1:2 33.3 33.3 33.3 5 1.84 20.19 ― 

6 カキガラ 1:2 33.3 0 66.7 7 1.55 11.57 ― 

(注１) 朝倉は福岡県朝倉地方で採取された石を石粉にしたもの 

(注２)カキガラはカキの貝殻部分を砕いたもの 

 

[参考]コンクリートの場合の軽重の区分 

コンクリートの種類 単位体積重量 (気乾状態、kN/m^3) 

軽量コンクリート 1種 18～21 

軽量コンクリート 2種 14～18 

普通コンクリート 23～24 

(注)コンクリートの場合、軽量コンクリート 2種の場合よりも小さくなると、 

超軽量と呼ばれる範疇に入ります 

 

図３ 標準加熱時間―温度曲線(防・耐火構造

における性能試験・評価、ビルディングレタ

ー、インターネットより) 
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期待できます。不燃材料は、熱に対しては、図３に載せる曲線において、３０分耐火で 842℃の加熱

に耐える材料のことを指しますが、耐火構造は、最大３時間耐火で 1110℃の加熱に耐えることが必要

で、これに耐えることができる材料を耐火材料といいます。 

マグエンおよびマグ造形材による固形体は、社内実験でこれを満たすことが可能であることがデー

タとして得られています。詳細は弊社までお問い合わせください。 

 

（4） マグエンの熱的特性 

 マグエンの熱的特性を表７に載せます。比較のために、各種固形体の値も示します。 

マグエンは、熱伝導率や比熱が木材に近似しています。このため、室内の断熱効果については、壁

や天井などに木材が使用された場合と同じような効果があります。 

そして、マグエンを用いた塗壁やパネルに、またはプランターなどの各種の造形物に触れた時の触

感は木のそれと同じように感じます。 

しかし、耐熱については木材と全く異なり、燃えることはありません。 

  

表７ マグエンの熱的特性―各種固形体との比較 

項目 単位体積重量 g/cm3 熱伝導率 W/m･K 比熱 J/g℃ 線膨張係数 10-5/℃ 

マグエンによる水硬体 1.7程度 以下 約 0.2  1.3 0.4 

漆喰、土壁(例) 1.4程度 約 0.7 ― ― 

コンクリート 2.3程度 1.3～1.6程度 1.2程度 1.0 

アスファルト 1.0程度 1.1～1.5 0.9程度 ― 

大理石 約 2.6 2.79 0.8 ― 

杉などの木材 0.4程度 0.15程度 1.3 ― 

ウレタンフォーム(硬質、例) ― 0.025 ― ― 

炭素鋼 7.8 45.0 0.5程度 1.0 

空気 1.3/1000 0.024 1.0 ― 

水 1.0 0.6 4.2 ― 

(引用)一部は「建築材料実用マニュアル」 

(注) 用語 については 参 考 [ 用語 ]をご参照ください。 

 

（５） 吸水率 

１） 吸水率と調湿 

住宅の居室などの建物屋内の建築空間の快適性の評価項目の 1つとして、調湿があります。調湿

は，室内の湿度が過多の場合は吸湿し，反対に室内空気が乾燥状態にある場合は放湿することをい

います。日本建材試験センターが定める調湿建材の調湿性能評価基準では、「調湿建材は，室内の湿

度が過多の場合は吸湿し，反対に室内空気が乾燥状態にある場合は放湿して室内の湿度調整を行う

機能性建材」と定義しています。調湿性については、評価基準が建材試験センターで定めてあるも

のの、室内の材料構成と内装方法によって人間の個々の体感などの感じ方に微妙に異なります。 

ここでは、調湿性の評価には直接結びつきませんが、調湿に対する参考として、マグエンの吸収

率に対する実験をしましたので、以下に紹介します。 

２） 試験体と試験方法 

 マグエンでつくった水硬体です。3つです。水の割合を少しずつ、変えています。 

試験方法は JIS A 5002構造用軽量粗骨材の密度及び吸水率の試験方法により行いました。 

３） 実験結果 

 水硬体の重量が高くなると、若干、吸水率が高くなる傾向が見られます。しかしながら、吸水率は

大体１７％とかなり高い値を示します。 

このこと(吸水率が高いため)から、調湿というような機能も期待できます。そして、仕上げ面を木

質チップなどとでコラボした塗壁やパネルをつくる場合、木質の素材を十二分に惹き出したデザイン

にすることができます。この場合、木質材がもつ特有の脱臭や吸着といったような効果も合わせて期

待できます。 

 なお、一般的なコンクリートの吸水率は、既往の実験データによると、おおよそ５％程度です。し

たがって、マグエンの吸水率は、コンクリートよりも格段に高いことが分かります。 
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表８ マグエン水硬体の吸水率 

試験体名 
水中から取り出した後の 

表乾時単位体積重量 

絶乾時の単位

体積重量 
吸水率 

 (g/cm³） (g/cm³） （％） 

MGEN001-1 1.72 1.46 18% 

MGEN003-1 1.78 1.52 17% 

MGEN003-2 1.86 1.68 16% 

 

（６）やすらぎと快適と清潔な室内空間を体感するバインダーを指向して 

自然・快適・清潔な室内空間をつくることは容易ではありません。具体的には、次のことが主に

同時に満たされることが必要かと思います。 

①自然材料で構成される造形材で室内空間を構築 

②健康を感じる(体にシックハウス症候群等の異常な症状などが起きない) 

③カビや菌の増殖を抑制する 

④湿気を不必要に生じさせない 

⑤臭いがしない(注：不快なにおいがしない、匂いもしなくなるかもしれませんが) 

このようなバインダーは、多分、極めて少ないと思います。 

マグエンは、上記の５つを満たすバインダーです。 

マグエンには、塗り壁において色むらやこてむらが極力起きないようにゼオライトやかきがらを

混入させています。このことが結果として、ある程度の不快な臭いを吸着して、上記⑤の効果を生

じているようです。しかしながら、和の色の艶やかさなどを表現するためには、これに関係するゼ

オライトやかきがらなどの使用を制限し、マグエンに含有するかきがらなどは最低限の量しか、添

加していません。そのために、マグエンにおいては上記⑤を強調していません。 

⑤を十二分に満たすようにすれば、この「やすらぎと快適と清潔を体感できる室内空間」をつく

ることができます。 

マグエンと吸着機能を有する材料とがコラボすると、このような機能を十二分に満たす造形材をつ

くることができます。このような造形材をマグ環健型造形材(略して、シェルマグ材)として製品化す

るに至りました。これは、いわば、保健に卓越し、抗菌・抗カビに優れ、吸水率が高く、かつ吸着消

臭機能を有する造形材といえます。すなわち、マグ造形体が用いられた建築空間は自然な雰囲気に醸

し出すだけでなく、やすらぎ・快適も感じさせてくれます。 

 

（７）マグエンに混合するコラボ材について 

 弊社では、マグエンと、これを用いた造形材 (但し、和の伝統色で彩る製品に特化)の販売と、お

客様の要望に応えた注文による各種の製品を可能な範囲で製造しています。なお、弊社では、造形材

に用いる素材は九州阿蘇天草地域及びその周辺で採取された自然素材にこだわっています。 

しかし、２つだけ、青色のスペイン産の無機質の顔料と、同じく緑の無機質顔料を用いています。

この２つの顔料はいずれも人に無害です。 

 

（８） 地球環境の保全 

マグエンを用いた建材などの製造にあたっては加熱をしないで、水硬を利用します。そのため、二

酸化炭素を排出しませんので、地球の温暖化を防ぐことに寄与します。 

また、マグエンは海水由来のマグネシウムを使用するため、これを活用することによって、その分

だけ、有限な陸上資源を保全します。また、環境も保護します。 

 

（９） マグエンによって創られる造形材の深化 

マグエンと自然素材とでコラボレーションして混合した粉状の造形材(以後、これをマグ造形材と

呼ぶことにします)は人や自然環境に有害なものが含まれていませんので、これに水を加えてスラリ
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ーにして固化した造形体は完全に無害です。 

例えば、マグ造形材を建築空間の表面を構成する塗壁(仕上げ壁、場合によっては下塗り材にも適

用)や目地材を使用すると、下地材(例えば、石膏ボードなど)以外では完全に新築時から無害で、快

適で健やかな建築空間を構築することも可能です。 

マグエンの力学特性の１つに、セメントや石膏などと比較して、格段に付着や接着に大変優れてい

ることをあげることができます。例えば、マグ造形材のスラリーは多くの種類の異種材による固形体

に接着させることが可能です。表面に自然の凹凸あるいはエンボレス加工(凹凸)などの成形版(木板

やアルミパネルなど)であれば、マグ造形材のスラリーをその表面に、より一層接着します。 

このようなことが可能なのは、マグエン自体が接着に優れたバインダーであるためです。化学的な

結合力だけでなく、針状結晶となっているため機械的な噛み合いの作用があるためです。この２つの

機能によって、塗壁、なパネルあるいはタイルなどの付着・接合に幅広く使用することができます。 

 

１－５ 広がる創造－第３の質感を持つ造形体の創造 

マグエンのスラリーは pHが約 8～10程度の弱アルカリです(ちなみに、セメントは pHが約 13程度

の強アルカリ)です。そのため、マグエンは、pH が１２程度以下のコラボ材とは密日によく結合しま

す。そして、コラボ材として、石粉などの固形体だけでなく、液体もコラボ材に利用できます。 

液体をコラボすると多くの場合自然材料の造形体でなくなりますが。 

例えば、マグ造形材にアクリル樹脂剤をコラボさせると、マグエンでもない、プラスチック製品で

もない、もちろん、セメント系でもない、漆喰的でもない、仕上げ面が不思議な質感をもつ成形品が

できます。しかも、耐水性や、曲げに対して、また衝撃に対してひび割れしにくいという機械的特性

が向上した成形品になります。また防水機能などを有する平面状のパネルや立体的な水槽などの造形

体の製造については、弊社まで問い合わせください。 

「パンフレット No.002 マグ造形材(製品名:マグミックス)」をご参照ください。 

 

２ マグエンの種類、用途・利用の仕方 

２－１ マグエンの種類 

表９に示すように、マグエンには、次の３種類があります。 

  〇マグエン標準型(S)   〇マグエン白器型(KW)  〇マグエンスプレーガン型(SG) 

 

表９ マグエン(海水由来のマグネシウム無機塩類を主体とする粉状結合材)の種類(3 種類) 
種類 略称 助剤 特長・特徴 

マグエ

ン標準

型 

マグエ

ンＳ 

塗り施工を改善

するために、

CJ(カラーギン

ナン)0.5％を別

途同封。 

[Ｓ１] 白を基調とした粉状材。 

[Ｓ２] 多種の材料と多様な形態でコラボレーション 

[Ｓ３] 圧縮と曲げの強度特性に優れ、また強力な付着や接着効果を有する。 

[Ｓ４] 弱アルカリ 

[Ｓ５] 快適やひとの健康をサポート(有害物質や化学物質を含まない) 

[Ｓ６] 吸水性大、耐火性大。 

[Ｓ７] 通常、自然素材にありがちな粉吹きや白華などが生じにくい(ケースバ

イケースがあります。事前の検討・確認が必要です)  

[Ｓ８] 色の濃淡(色むら)が起きにくく、また、まだら模様になりにくい。(濃い

場合はケースバイケースがあります。事前の検討・確認が必要です) 

[Ｓ９]パネルなどの製造にあっては３～４日の養生で脱型が可能。 

[Ｓ10]製造には水硬化を利用するので、地球環境を保全。  

マグエ

ン白器

型 

マグエ

ン WK 

①塗り施工を改

善するために、

CJ0.5％を別途

同封。 

 

マグエン標準型の特長を有すると共に、下記の性能が加わります。 

[Ｋ１] 型枠を用いて平面や立体造形を製作する場合、流し込み後、半日程 

度で硬化、１日後には脱型可能 

[Ｋ２] 観賞用高級プランターなどの薄厚で、大容積の造作に用いる。 

[Ｋ３] 500mm角程度以上の大型パネルなどの製造が可能。 

２０１９年(令和１年１２月)より受注製造・販売を開始 

マグエ

ンスプ

レーガ

ン型 

マグエ

ン SG 

なし 
スプレーガン塗装に使用します。多様な多彩な、そして装飾を実現します。 

使用するスプレーガンの口径は２～3mmです。 

詳細はお問い合わせください。 
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パネルや塗壁などをつくるときの質感その他に関して、「マグエン標準型」は必要な性能を備えて

います。 

「マグエン白器型」は立体造形物を造るのに適しています。ただし、屋外用としての造形物とし

て耐水性の機能を持たせたい場合は弊社までお問い合わせください。 

「マグエンスプレーガン型」は２０２１年１１月初旬販売予定です。スプレーガン塗装用に使用します。 

多様な塗装に利用できます。弊社までお問い合わせください。 

 

 

２－２ 用途一覧 

マグエンの用途や利用の仕方は、現時点では、表１０の通りです。 

詳細はお問い合わせください。 

 

表１０ マグエンの用途・利用の仕方 

大区分 小区分 

1) 塗壁などの塗材の 

バインダーとして 

仕上げ材などの塗材のバインダーとして利用 

[コラボできる素材] 

・各種細粒石材と各種木質チップス 

(イワ建開発では、マグエンとコラボする天草阿蘇横断地域自然素材を提

案しています。「製品などパンフレット No.004 マグエンとコラボする

各種の自然素材」をご参照ください。) 

・寒水石やゼオライトなど 

・各種土類＊ 

・炭酸カルシウム(かきがらやホタテ貝粉、珊瑚粉等)＊ 

・炭類(竹炭など)＊ 

・各種の無機系顔料＊ 

・その他(ガラスファイバー、各種のプラスチック、乾燥押花など)＊ 

 

2) 各種パネル、プランター・容

器あるいは人造石などのバイン

ダーとして 

パネル、容器あるいは人造石等の製造におけるバインダーとして 

[コラボできる素材] 

・上記1)と同じ 

・ナノセルロースフィバーなどの新素材も添加できます。 

3) 絵具などのバインダーとして 上記1)の塗り材は、混ぜる水の量を調整することによって、日本画あるい

は洋画その他の絵画や版画などの絵具として、活用できます。 

4) パネル・タイルなどの 

下地への接着材として 

パネルを下地に塗付ける接着材として利用 

 [貼り付けることができるパネルやタイルの種類] 

・タイルなどの各種陶磁器製品 

・各種のガラス製品(但し、鏡面での貼付けは不可) 

・その他 

5) その他 色々な商品の開発として利用できます。お問い合わせください。 

6) ご注意１ 

 

 

マグエンはバインダーの補助材でありません。したがって、セメントや消

石灰の補助材として使用することは適当ではありません。少量の使用は可

能ですが、マグエンが有する付着・接着などの数多くの特長を発揮するこ

とができません。 

ご注意２ 通常のセメント、消石灰あるいは石膏などと同じですが、マグエンの場

合も、無制限に多種の材料と、無条件でコラボできるとは限りません。 

コラボする材料によっては、量の多少にもよりますが、硬化しない、ひ

び割れの発生、粉吹き、あるいは色むらなどの変状が起きます。例えば炭

酸カルシウム(粉体)や珪藻土などに対しては、その適用できる混合割合な

どを十分に確かめることが必要です。 

(ご注意 1 ) *印 適用できる範囲を確認する必要があります。あるいは、弊社まで、ご相談ください。 

 

 

３ マグエンによるマグ造形材を造る場合の製造コスト 

マグエンを用いた塗壁の場合、下塗りを基本的に行いませんので、トータルコストがかなり安価に

なります(ただし、下地の上には必ず、シーラ処理が必要です。これは塗り壁の施工においてはほぼ共
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通です)。 

また、マグ造形材による塗壁の施工の特長の 1つは、こて塗の技量をもっていなくても誰でもこて

塗ができて、それなりの仕上げができることです。したがって、マグエンを用いた塗壁の場合、施工

の選択肢の 1つとして、自分で左官をする選択肢もあります。この場合、施工費用は０円になります。 

マグエンを用いてマグ造形材をつくる場合の価格について述べます。 

大凡、マグエンの価格を 1kg当たり 1,700円と設定します。 

塗厚が 0.5mm 程度の場合、1kg で 1m2程度塗ることができます。マグエンにコラボする材料は重量

でマグエンと同程度以上混合することができます。そうすると、コラボする材料を 800 円/1kg(かな

り高額な化粧石材を想定)とすると、マグエンの塗壁の材料価格は 1,250円(850＋400)/1kgとなりま

す。すなわち、1,250円/1m2となります。また、塗厚が 1.0mm程度の場合、1kgで 0.6m2程度塗ること

ができます(2.1kg/1m2)。すなわち、2,625円/1m2となります。 

したがって、マグエンの価格が高そうに見えてもマグエンによる塗壁の材料施工価格でみる場合は

高いとはいえません。そして、通常、下塗りが必要ないので、トータルコストは、材工価格も含めて、

もっと低価格になり得ます。 

 

 

４ マグエンのご用命・価格・荷姿 

 

４－１ ご用命 

(１)  マグエン、マグ造形材、表面保護剤およびコラボ材は受注生産による販売をしています。法

人様・個人様のいずれも対応させて頂いております。 

マグ造形材によるパネルなどの造形体の生産もお受けします。 

この場合、下記のような流れで受注生産します。 

ご注文・あるいはお問合わせ→企画・具体化→確認→生産→納入 

(２) ご用命は弊社窓口まで、Fax、お電話あるいはメールでご注文下さい。 

 

４－２ ご注文数量と価格  

(１) ご注文数量 

製造ロットとの関係から、２０kg/１注文以上となります。 

すなわち、２０kg、４０kg、６０kg、・・・・・となります。 

なお、弊社では、特別な事情がない限り、サンプル提供をしていません。ご理解をお願いします。 

(２) 価格 
 価格を表１１に示します。業務提携を締結させて頂く法人さまの場合、価格は御問合わせ下さ

い。 

(３) 荷姿 

マグエンの荷姿は１箱２０kg入りです。５kg入りの袋が４袋入っています。各袋には乾燥剤(シリ

カゲル)が入っています。 

 

 

５ マグエンご利用上の注意と保管・管理 

 

５－１ マグエンご利用上の注意 

 マグエンをご利用するにあたって、以下の事項にご注意をお願いします。 

① 既に述べましたが、現在、水硬性の建材などを製造するにあたって、バインダーとしてセメ

ントなどが使われます。マグエンはこのような既存のバインダーの補助材でありません。一般

的に、マグエンとセメント等との併用はできません。 
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表１１ マグエン関係の価格(税別、送料別)と荷姿 

区分 製品名 定価(円) (１kg当たり) 

マグエン標準型(一般注文) マグエンＳ 1,700 

マグエン白器型(一般注文) マグエン WK 1,900 

マグエンスプレーガン型(一般注文) マグエンＳG 2,000 

荷姿と販売単位 箱数 1以上、20kg/1箱 (但し、段ホール箱１箱に５kg入り袋を４つ) 

(注3) 価格には、消費税と送料は含まれていません。 

 

② 通常のセメントなどと同じですが、マグエンの場合も、無制限あるいは無条件で多種の材料

とコラボできるとは限りません。コラボする材料によっては硬化しない、ひび割れの発生、粉

吹き、あるいは色むらなどの変状が起きます。例えば炭酸カルシウム(粉体)などの混合におい

ては混合割合などを十分に確かめることが必要です。また珪藻土(主に二酸化ケイ素)などに対

しては、産地や多孔質の特性などが関係するため、適用できる混合割合などを十分に確かめる

ことが必要です。特に、珪藻土自体が産地によって特性がかなり変わるので注意が必要です。 

なお、ほとんどの場合セメントとコラボできる素材はマグエンともコラボできると思われま

す。 

③ マグエンは造形体同士の接着にも利用できます。例えば、特殊な例として、木板と木板との

結合にある程度利用することが可能です(完全な利用にあたっては幾つかの技術的課題がありま

すが)。経時的な劣化については、全ての接着材に当てはまることですが、マグエンの場合でも

確認する必要があります。 

④ マグエンには、極めて白色度が高いマグネシウム塩類の他に、こて塗の作業性の改善や色付

き塗壁の色落ちの防止などのために、いくつかの自然鉱物質由来の加工材を添加しています。

そのため、マグエンの態様は粉体状ですが、粒状のものも混ざる場合があります。これは使用

している自然素材が粒状であるためです。品質には全く問題がありません。 

⑤ マグエンは、自然材料で構成されている材料に共通することですが、自然環境や人為的な扱

いに影響を受けるため、取り扱いが面倒です。石灰石を主体とする粉状結合材であるセメント

は一般によく知られ、安易に使用される材料とみられていますが、実際には、専門的には取扱

いが大変難しい材料です。JIS扱いとなっています。マグエンは、セメント程ではありません

が、自然材料で構成されているため、自然的な周辺条件に影響を受け、これを用いた新規の製

品開発にあたっては取り扱いが難しい場合もあります(これは、マグエンに限ったものでなく、

自然材料で形成される複合材料の全てに共通します)。 

このような場合、お気軽に、お問い合わせください。弊社にはマグエンに関する多くの資料が

あります。多くの場合、回答が可能と思います。 

 

５－２ マグエンの袋開封・保管・管理 

①マグエンは粉末のため重みで密実になりやすく、併せて塩化マグネシウムが入っていますので、周

囲の湿分を吸って固くなる傾向があります。そのため、水分を吸わないよう、出荷時に、袋の中に

乾燥剤(シリカゲル)を同封しています。しかし、それでも日にちが経つと固くなる傾向があります

が、有効期間中では品質には問題がありません。袋が固くなっている場合は、軟らかいゴムハンマ

ーなどで叩き、ほぐしてください。簡単にほぐれます。品質は低下しません。塩化マグネシウムが

入っていますので、一旦開封した後、開封したままにしておきますと大気中の湿分と反応し硬化し

ます。そのため、マグエンは、開封したら、一度で使い切るようにしてください。 

②開封前に、袋の状態を確認して下さい。袋の中が固まっていて、手やゴムハンマーで砕けない場合

は、凝結しています。この場合は到着後４日以内にご連絡下さい。交換致します。  

③マグエンの未開封の有効期間は、製造日から 30日以内です。 

④なお、余りが生じ、どうしてもそれをもう一度使用したいならば、乾燥剤を入れて、輪ゴムなどで

空気が入らないように、袋を厳重に密封して下さい。湿分を吸うと硬化し品質の保持ができなくな

ることをご了承ください。 

この場合、貴社の責任の下で管理をお願いします。弊社は責任を負いません。 
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参 考 

[ 用語 ] 
・単位体積重量：物体の単位体積当たりの重量 

・比熱：単位質量の物体を温度１℃だけ上昇させるのに要する熱量。物質 1g当たりの熱容量。大きいほど温まりにくく、

冷めにくい性質を示す。 

・熱伝導率：物体内部の等温面積を通って単位時間に垂直に流れる熱量と、この方向における温度勾配の比率 

・美 ：姿・形・色彩などが美しいこと。きれいなこと。人に美しいと感動させるもの。 

ここでは、人間の感性(感動・感覚)を奏でることでできるものを美と定義します。 

・感動：ここでは、美しいものやすばらしいことに接して強い印象を受け、喜びや興奮などを感じることをいいます。 

・感覚：外界からの光・音・におい・味・寒温・触などの刺激を感じる働きと、それによって起こる意識のことをいいま

す。主に、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の事を指す。あるいは美醜やよしあし、相違などを感じとる心の働きの

ことなどをいいます。 

・力学：ものの安全・安心を力とゆがみで明らかにする学問をいいます。 

・健康：健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、す

べてが満たされた状態にあることをいいます（日本 WHO協会）。ここでは、肉体的に安全で、快適であることを健

康と定義します。建築空間が快適であれば、ひとも健康を保ちます。 

・保健：健康を守り保つことをいう。 

・保健な建築空間：ひとが肉体的に安全で、快適である建築空間のことをいう。 

・環境：広義においては人や生物を取り巻く家庭・社会・自然などの外的な状況のことをいう。狭義ではその外的状況の中

で人や生物に何らかの影響を与えるものだけを指す場合もある。特に限定しない場合、人間を中心とする生物・生

態系を取り巻く環境のことである場合が多い(ウィキペディア（Wikipedia)。ここでは、このような自然環境や地

球環境というような表現で用いられる”環境”を指すこととする。 

 

[ 豆知識 ] 

１ ホルムアルデヒドと VOC 

ホルムアルデヒドはシックハウスの原因物質として取り上げられることが多い。ホルムアルデヒドは化学物

質の１つ。 

ＶＯＣ（＝volatile organic compounds、揮発性有機化合物）とは、１００種類以上あるものの総称で、

ほとんどが神経に異常をきたす物質。トルエン、キシレン、酢酸エチルなどがある。 

これらの化学物質の発生源は接着剤、防腐剤、塗料等で、呼吸器障害、中枢神経障害、はきけ、頭痛、め

まいなどの症状の原因となり、発ガン性があるともいわれている。厚生労働省では、13物質の室内濃度指針

値を設定している。 

 

２ シックハウス対策に対する政令、そして化学物質過敏症について 

 シックハウス症候群とは、住宅などの建築物そのものが原因となって発症するさまざまな病気を総称して

いう。たとえば、住宅に湿気がこもるとダニやカビなどを大量に発生し、アトピー性皮膚炎やぜん息などのアレ

ルギー性疾患の原因となる。また、住宅の建材に使用されている木材保存剤や接着剤などの化学物質が部屋の

中にこもることで体調不良を引き起こしたり、それが更に悪化すると、化学物質過敏症というアレルギー疾患

に似た病気にかかってしまうこともある。 

建築基準法では、シックハウス対策の 1 つとして、原材料にホルムアルデヒトや VOC を少しでも含んでいる

建材は「建築基準法第２８条の２および建築基準法施行令第２０条その他」に従い、公的に証明しなければ使用

することができません。しかし、全く含んでいない材料を使用する場合は、告示対象外となり、各社が発行する

材料証明書で証明できます。 

マグエンには有害物質が存在しません。マグエンには人や環境に害を与える成分、例えばホルムアルデヒド

などやＶＯＣ（揮発性有機化合物）がありません。このことは、弊社で発行する材料証明で、フォースター(☆

☆☆☆フォースター)に関係しない材料、すなわち、告示対象外である材料として証明でき、安心して使用する

ことができます。 

なお、ホルムアルデヒトや VOC あるいはシックハウス症候群に対する法律規制に関係したものに「化学物質

過敏症」があります。近年大変深刻になってきています。この「化学物質過敏症」は、個人差がかなりあるため、

その建築的対策は個人個々の対応にならざるをえないため、極めて難しいものです。マグエンはこれに対して

も適用できそうなことが分かってきています。 

 

３ 美と白についての興味深い資料 

http://kotobank.jp/word/%E8%89%B2%E5%BD%A9
http://kotobank.jp/word/%E6%84%9F%E5%8B%95
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 また、美と白さの研究については、興味をひくものとして。下記のようなものがある(インターネットより) 

①「色の白いは七難隠す」いう諺があります。ご存知のように「女性の肌が白いのは、少しくらい醜くても美

しく見せる」(広辞苑)とか、「肌の色が白ければ、少しくらいの欠点は隠れて、美しく見える」という意味です

が、このように白さが好まれており、白さへのあこがれがあるのも事実です。わが国の美人で名高い秋田美人

は、その肌の色白さに代表されるといいます。 

これに関連して湯沢市の医師杉本元祐博士が 1966年に行った有名な研究成果があります。博士は数千人におよ

ぶ女子高校生を詳細に調査した結果、皮膚の白色度が日本人平均 22%に対し、秋田県全般 29.62%、秋田県県南地

方 30.5%であり、極めて肌の色が白いと報告されています(参考…西欧白色人種 40.5%)。 

さらに、某化粧品会社が実施した女性の肌の白さの調査でも立証されていて、「L 値」と呼ばれる白さの程度

を示す「明度」が沖縄・大阪湾沿岸で 53～55、山陰・東海・関東で 55～57、東北南部で 57～59に対して、東北

日本海側(秋田県側)で 59～61で、全国でも一番、白かったと言うことです。そしてそれは日照時間(紫外線量)

と関係があり、秋田県は全国でも毎年いつも最下位にあります。 

そういえば、あの美貌の歌人として広く知られ、才色兼備の女性とか、絶世の美人とか、美女の代名詞となっ

ている小野小町は出羽(今の秋田県)の生れです。 

このように、一般的に白さが好まれるため、紙についても多くは原料のパルプを様々な薬品を使って漂白し

たり、白色填料を添加して白色度を高めたり、着色染料による青み付けや、蛍光染料の添加をすることによっ

て、視感的に増白効果を与えています。もちろんその分、工程が多くなり、コストもかかります。 

 

４ ファニチャー(家具) 

家具は、家財道具のうち家の中に据え置いて利用する比較的大型の道具類、または元々家に作り付けられて

いる比較的大型の道具類のことをいいます。日本の建築基準法上での作り付け家具は建築確認及び完了検査の

対象となるが、後から置かれるものについては対象外です。(出典: フリー百科事典『ウィキペディア

（Wikipedia）』) 

インテリアファニチャーにはカンウター(キッチン用長テーブル、居間用長テーブル、居間用ボードなど)

が、またエクステリアファニチャーにはガーデングファニチャーやデッキなどがあります。マグエンあるいは

マグ造形材はそれらの材料として、使用できます。 

５ 微生物・菌類・細菌(バクテリア)・ウイルスの違い 

①微生物：人の肉眼では確認できないほどの微細な生物のことをいう。その構造は単純な単細胞や多細胞であ

る。菌類や細菌、ウイルスも含まれる。菌類の 1つであるキノコやカビは目に見えるが、実体は微細で、それ

が集った事により肉眼で見えるようになっただけで、微生物である。 

②菌類：真核細胞を持ち、吸収型の従属栄養を行う生物の一群。核膜がある生物で、菌類はカビやキノコ、酵

母など真菌類や粘菌類の総称。無性生殖あるいは有性生殖を含む胞子によって増殖する。また、生物の死骸の

分解し、物質の循環に必要不可欠な生物。菌という語句が付いていても、細菌と菌類は核膜の有無の違いで区

分されるので、細菌との区別を明確にするために、菌類は真菌とも呼ばれる。 

③細菌：原核細胞つまり核膜が無い、N-アセチルムラミン酸を含んだ固い細胞壁がある単細胞の生物。ウイル

スより大きく、また自己増殖をする。細菌はひとと深く関わり合いが有り、病原細菌によって病気に感染して

悪影響を与えるが、逆に腸内細菌群は食物の消化に欠かせないなどひとに必要な細菌もある。 

バクテリアは細菌のラテン語での呼び名で、細菌＝バクテリア。また、46億年前にバクテリアからミトコン

ドリアや葉緑体に変化したとされる。 

④ウイルス：①の微生物の説明でウイルスも含まれると述べたが、実はウイルスは細胞を持たないため生物の

定義から外れている。生物の定義とは、細胞が有って代謝を行い、増殖する事が出来る物を指す。しかし生物

では無いとも言えず、遺伝子が有り、他の生物に寄生する事によって増殖を行うという生物的な面も有るの

で、完全に非生物とも言えない。そのためウイルスは非細胞生物とも呼ばれている。 

(引用文献)微生物の大きさ、 
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イワ建のロゴマーク 

     ○色とイメージ 

        小豆：気品 高貴 エレガント 粋 

 金 ：高い技術水準 

   水 ：清い 地球(環境) 


