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日本の内装材市場について

分類 種類 ㎡数/年
(単位：万）

構成比

壁紙
塩ビ 64,200 約87.7％

その他 7,800 約10.6％

塗り壁
珪藻土 560 約0.76％

漆喰 650 約0.88％

日本の内装市場は１年間で約７～８億㎡。（日本壁装工業会2013年度資料）

その約９０％が塩ビ壁紙なのです！

珪藻土などの塗り壁材はわずか１％程度のシェア

しかし近年は健康・自然素材志向が高まり住宅着工
件数は下降しているが珪藻土使用率は上昇傾向。



その要因として

◆湿気（結露・不快感）

◆臭い（タバコ・ペット・芳香剤等）

◆ホルムアルデヒド（シックハウス症候群）

◆カビ（アレルギー・喘息）◆ダニ（アレルギー・喘息）

◆ウィルス（ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・風邪）◆空気の乾燥（肌荒れ）



室内環境について

外の空気と比べ『約7倍』室内空気は汚染されている。



空気の大切さ

人間が1日に摂取する量

食べ物・・・唾液、胃液で殺菌。さらに肝臓などフィルターが多い。

空気・・・・フィルターが少なく、鼻・肺の粘膜から直接血液などへ進入。

食事・水・・・約３～５㎏ 空気・・・約１５～２０㎏

空気は目に見えませんが、とても重要です。



ケイソウくんの成分

珪藻土だけでは壁材になりません。

そこで『固めるための固化材』が必要になってきます。

珪藻土の品質性能の見分け方ポイント

・含有量・・・珪藻土が含まれている割合

・固化材・・・何で固めているか？



ケイソウくんの成分

自然素材系

合成樹脂系



ケイソウくんの特徴

性能

①吸放湿

②VOC吸着・分解

③消臭

④不燃

⑤CO2吸収・省エネ

⑥遠赤外線・

マイナスイオン放出

POINT
室内の空気をキレイにするために必要な性能を
バランス良く兼ね備えている。



吸放湿

数多くの他社珪藻土壁材との違い

湿気・臭い・VOCの吸収力に大きな差が出ます。



吸放湿

多くの他社商品との違い

及び相対湿度の関係



吸放湿

ケイソウくん 他社商品

ケイソウくん（自然素材系）と他社
（合成樹脂系）の壁へ霧吹きをか
けます。

【吸放湿性能実証実験】

水を瞬時に吸い込みます ほとんど吸わずたれてしまいます



VOC吸着・分解
石灰による中和・分
解

● 中和・分解
ケイソウくんは固化材に漆喰の原料である石灰を使用しているため、有害化学物質の
中和・分解能力に優れています。そのメカニズムとして下図のようにケイソウくんに
吸着したホルムアルデヒドは「酸素」と結合し「ギ酸」になり、最終的には「水」と
「二酸化炭素」に変化します。もう一方ではケイソウくんのアルカリで
「ギ酸カルシウム」という無害な物質に変化・中和されます。



VOC吸着・分解
アミド・イミド化合物で
キャッチ

● 分解と立証
ケイソウくんに含まれるアミド・イミド化合物は、ホルムアルデヒドとの相性が
非常に
良く、一度捕まえると離れる事がありません。
またこの研究は『神奈川県産業技術センター』との共同で開発しており、確かな
品質性能の立証となっています。

樹脂系

スーパーパワーメカニズム（堀先生）.xls


消臭
ｱﾝﾓﾆｱ・硫化水素・ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

ケイソウくんはアンモニア・硫化水素・アセトアルデヒドなどを効果的に吸着します。

● アンモニア・・・・・・・・・・ 10ppm → 0.5ppm （１時間後）
● 硫化水素・・・・・・・・・・・ 15ppm → 0.2ppm （１時間後）
● アセトアルデヒド・・・・・・ 5ppm → 0.01ppm （１時間後）
● 空試験・・・・・・・・・・・・・10ppm → 8.8ppm （１時間後）



消臭（壁紙）
ｱﾝﾓﾆｱ・ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ・酢酸・ｲﾝﾄﾞｰﾙ

ケイソウくん壁紙は人間が排出する汚泥臭に大きく関係のあるｱﾝﾓﾆｱ・
ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ・酢酸・ｲﾝﾄﾞｰﾙなどを効果的に吸着します。

アンモニア ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ 酢酸 インドール

ケイソウくん壁紙 ０．８ ３．８ １．０ ９９％以上

他社消臭壁紙 ３．０ ２８ ２．１ ９９％以上

テスト条件：
※アンモニア⇒初期濃度10PPMより1時間後の残存濃度
※メチルメルカプタン⇒初期濃度40PPMより4時間後の残存濃度
※酢酸⇒初期濃度100PPMより4時間後の残存濃度
※インドール⇒除去性能評価試験で2時間後の減少率



不燃《防火性能実証》

珪藻土自体は「不燃」で燃えません。
しかし珪藻土壁材には、固化材を混ぜ
ています。
固化材によっては「有毒な煙を発生」す
る物があります。

ケイソウくん 他社商品

焦げるだけ 焦げたあとに有害物質発生



不燃

ケイソウくん(塗り壁） ケイソウくん壁紙

不燃認定番号：NM-0316 不燃認定番号：NM-2259



CO2吸収

ケイソウくんが地球温暖化防止（Co2吸着機能比較）

地球環境でも大きな問題となっている二酸化炭素をケイソウくんは吸収します。
ケイソウくん塗り壁の24時間ＣＯ2捕集能力は約3.33g/㎡あります。この数値は
１年間＝3.33g×365日＝1215g/㎡
それ故、1軒の家でケイソウくん塗面積が300㎡の場合は、1年間で
1.215kgs×300㎡＝364.5kgs/年/300㎡

ちなみにこれを50年生育した杉の木で計算すると
杉の木1本のCO2吸収量＝14kg/年

364.5kgs÷14kgs＝26.03（杉の木 約26本分）同様の「CO2吸収量」になります。



CO2吸収
Co2吸着のメカニズム
ケイソウくんは他社の「珪藻土塗り壁」と違い、珪藻土を漆喰で固めた製品です。

漆喰の塗膜を形成している消石灰（水酸化カルシウム）は、大気中に
拡散したCO2を吸収して石灰石（炭酸カルシウム）になります。

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
漆喰（消石灰） 二酸化炭素 石灰石 水

つまり吸着したCO2を変化させ、無害の水として放出します。

また、上記反応式から、漆喰塗料（塗膜）のCO2吸収量を試算しますと。

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
分子量 74 44 100 18

1 t 0.595 t

消石灰 1 t が吸収できるCO2量：約 0.6 t となります。

漆喰の主成分である消石灰（水酸化カルシウム）は、空気中の二酸化炭素を吸収しつづけ
石灰石（炭酸化カルシウム）に戻ります。
これを炭酸化反応といいますが、消石灰は短期的に一気に炭酸化されるのではなく

１００年を越える永い時間をかけて徐々に炭酸化し石灰石に戻ります。



遠赤外線・マイナスイオン
ケイソウくんは遠赤外線・マイナスイオン効果
遠赤外線は、生物の生存に欠かせない波長で人の健康に大きなエネルギーを与えてい
ます。遠赤外線は、身体の組織を破壊せず細胞を活性化するので現在は暖房、乾燥、健
康、医療、美容、保温などに使われています。

マイナスイオンは森林・滝のそばに多く『気持ち良い』と感じます。マイナスイオンとプラ
スイオンはどこにでも存在していますが、そのバランスが体に影響を与えます。現
代の住宅は気密性が高く、空気がよどみやすい環境です。また家電製品を使う部屋
も多く、プラスイオンが増える傾向にあります。

プリズムで太陽光を分解すると7色になります。

この光の端、赤色の外側にある目に見えない光線が赤外線です。

この光線の中で、最も端にあるのが遠赤外線です。



省エネ
◆熱収支3項目

断熱・・・熱の伝わりを防ぐ、遅らせる。

遮熱・・・太陽の光を反射し、熱を室内に入れないこと 。
気化熱・・・水が気体になる時に周囲から吸収する熱。

ケイソウくんはこれら3項目に対し、省エネ効果を発揮

【ヒートアイランド現象】

【断熱・遮熱】



省エネ
断熱性能

約１０～１５分後、
両壁面を手で触ると温度差が現れます

壁面温度（ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ）を計ると４１℃ 壁面温度（ケイソウくん）を計ると３４℃

BOXで実験（壁面A：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 壁面B：ｹｲｿｳくん塗壁）

実験BOX内「温度」を電球にて上げます



省エネ
断熱・遮熱性能

実験内容
１００W白熱電球光を照射し、表面温
度と裏面温度を計測
検体A：鋼板
検体B：鋼板へ珪藻土吹付け
検体C：珪藻土
検体D：芝生

A B  C D

表面：54.6℃

裏面：49.0℃

A

表面：48.0℃

裏面：41.4℃

B

表面：40.3℃

裏面：29.6℃

C

表面：50.9℃

裏面：36.1℃

D

珪藻土の断熱・遮熱性能の高さを証明



施工例



日本での活動内容

◆販売店/工務店/設計事務所

・材料販売 ・材工(工事込み）提案

◆ホームセンター営業

・材料販売（DIYグレード) ・練り置きタイプ



日本での活動内容

◆ネットショッピング

・材料販売



日本での活動内容
◆その他（ｼｮｰﾙｰﾑ体験会・テレビ取材・展示会出展 ・学校教材）



海外での活動内容
◆中国(アモイ)ショールーム



海外での活動内容
◆韓国(ソウル)ショールーム



今後の動き（新製品など）

◆オゾン消臭機器の開発

◆青森藍の消臭材の開発

◆断熱・遮熱材料の開発

◆産・官・学共同研究



その他商材
◆ケイソウくん壁紙

性能

①吸放湿

②VOC吸着・分解

③消臭

④マイナスイオン効果

初期濃度2.8PPM

わずか24時間で
0.05PPM

48時間後には
0.02PPM

と驚くべき吸着能力



ONE WILL会社概要

重量物の搬送現場において作業される方々への肉体的疲労
をシンプルな構造のバキュームリフトで疲労を軽減し作業さ
れる方々の作業環境の改善を提案。

環境資材

私たちが提供する商品は、災害時等に世の中の役に立ち焼
却時にもダイオキシンを発生しないポリオレフィン系の素材を
使用しかつ焼却時のＣＯ２の削減に取組み、また、現時点で
はハードルの高いシート・バッグのリサイクルリユースを実現
し地球にやさしいものづくりをしていきます。

環境機器

【コンテナバッグ・各種シート・ネット・袋】

【バキュームリフト】

◆その他事業内容


