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● ガイナとは ～住環境を改善する塗材～

「ガイナ」はセラミックを建物（屋根・外壁・内装）に塗装する
ことによって住環境の改善を可能とする製品です。その効果の一
つには遮熱性能も含みますが、一般の遮熱塗料とは異なり、遮熱
性能に加えて、優れた断熱性能を有し、その他防音、結露防止な
ど多機能に渡る性能を備えたセラミック塗材です。 

● 住環境への不満とガイナの主な効果

住環境への不満 ガイナの効果 効果例 

夏暑い 遮熱 屋根・外壁にガイナを塗装し、涼しくなった。 

冬寒い 断熱（保温） 暖房の効きが良くなった。 

結露 結露防止 
結露がなくなった。（結露がなくなったので、
カビの発生もなくなった） 

うるさい 防音 雨音が気にならなくなった。 

臭い 消臭 タバコの臭いが残らなくなった。 

「ガイナ」は多機能性を持ち、塗装によって住環境における様々な不満を解消することができます。 

ガイナの構造 

ガイナ塗膜600倍拡大写真 

● ガイナの特長 （水性・セラミック）

「ガイナ」はセラミックを水性の塗材として施工できるよう開発した製品であり、乾燥塗膜の大部分は
特殊なセラミックで構成されます。 

環境への配慮と、塗膜の高耐久性の両立を実現！！ 
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■ ガイナについて

セラミックを樹脂で繋いだ構造 

ガイナ塗膜断面写真 



● 宇宙の技術を暮らしの中へ

 高性能断熱塗材によって、H-Ⅱロケットを守った宇宙航
空研究開発機構（JAXA）の技術を実施し、私たちの暮らし
の中で活用可能にした製品「ガイナ」。 

 ガイナはセラミック技術の応用により、厚みを取ると言
う従来の断熱の常識を覆し、1mmに満たない薄膜で効果的
な断熱を可能とした。 
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■ JAXAとの関係について

ロケット打ち上げ時の高熱から機体を守る 

左図のオレンジ線で囲まれた部分が先端部（フェア
リング）。JAXAは、H-Ⅱロケットの開発に際して、
打ち上げ時の熱から機体及び人工衛星を守るために、
ロケットの先端部に塗布する断熱技術を開発。 

【写真・資料提供】独立行政法人宇宙航空研究開発機構 

JAXA  COSMODE  PROJECT 

JAXAがロケット開発に際して、生み出した最先端時術を、より多
くの人々に活用してもらうために発足された「プロダクト開発プ
ロジェクト」です。JAXAとの協同により展開されている、一般消
費者向けの商品・サービスに対して「JAXA COSMODE PROJECT 
ロゴマーク」を付与しています。 

ガイナは 「JAXA COSMODE PROJECT」ロゴマーク付与商品です。 

■ JAXA  COSMODE  PROJECT  とは

JAXAとの関係に関する注意点 

● ガイナはロケットの先端部分に使用されておりません。
（ロケットの先端に使用されている物は、JAXAが開発した材料） 



■ ガイナの効果 ～省エネ・経済効果・CO2排出削減～

● 冷暖房の省エネ

ガイナは、夏季は冷房効率を上昇し、冬季は暖房効率を上昇するため年間を通して空調に係る省エネを実現します。

① 夏季は熱の侵入を抑え、冷房効率の上昇
② 冬季は熱の逃げを抑えて、暖房効率の上昇
③ 空調負荷を抑えて、空調機の寿命を延ばす

● 高耐久で建物も保護

 ガイナは、耐久性に優れたセラミックで塗膜表面を隙間なく覆うため、耐久性に優れ、一般塗料の2～3倍長持ち。塗替
えサイクルを延ばすことができるため、とても経済的です。 

① 塗替えサイクルの長期化（頻度を少なくする）
② 建物の延命効果

● ゴミが少ない

ガイナは塗装により施工するため、下地をそのまま生かすことができ、工事で発生するゴミも非常に少ないです。 

 
① 下地をそのまま生かすことができる。
② ひとつの工事（塗装工事）で多くの問題を改善できる
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● 静かな環境 ～ 防音効果 ～

ガイナを塗装すると、防音効果を発揮し、建物外部からの音の侵入、内部からの音の漏れを防ぐことができます。 

① 効率的に音を反射する
② 音の振動を抑える

メカニズムを一言で言うと･･･ 
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● 物流倉庫 東京都

▼外観写真 

[概要] 

 種  別：物流倉庫 

 地  域：東京都 

 施工箇所：屋上 

施工前→施工後 

未施工／ガイナ施工箇所の比較： 

未施工面 ガイナ施工面 

撮影日：平成20年9月 13:00〜 

外気温：33℃（気象庁発表） 

ガイナ施工面 

44 〜 48℃未施工箇所 

35 〜 40℃

4〜9℃
の温度差 



● 飲食店 東京都
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▼外観写真 

[概要] 

 種  別：飲食店 

 地  域：東京都 

 施工箇所：屋根 

施工前→施工後 

未施工／ガイナ施工箇所の比較： 

撮影日：平成24年10月15日 13:00〜 

外気温：25〜25.4℃（気象庁発表） 

未施工店舗 ガイナ施工店舗 

48.4℃ 33.7℃

−14.7℃
の温度差 
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● 工場 愛知県

[概要] 

 種  別：工場 

 地  域：愛知県 

 施工箇所：屋根 

▼外観写真 

施工前→施工後 

未施工／ガイナ施工箇所の比較： 

撮影日：平成24年8月30日 13:00〜 

外気温：32.9℃（気象庁発表） 

ガイナ施工天井 

54.8℃ 44.6℃

未施工天井 

−10.2℃
の温度差 
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● スーパーマーケット 福岡県

[概要] 

 種  別：スーパーマーケット 

 地  域：福岡県 

 施工箇所：屋根 3,000㎡ 

◀塗装前 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

11月 12月 1月 2月 

施工前 

施工後 

施工前 施工後 

ｋWｈ 

・冬季4ヶ月平均で約32.7％電気消費量の削減に成功。 

・冬季4ヶ月平均で約33万円の省エネ効果。



● 倉庫 埼玉県

[概要] 

 種  別：倉庫屋根 

 地  域：埼玉県 

 施工箇所：折板屋根1300㎡（69-70L) 

▲屋根塗装箇所 ▲外観 

・10年間合計で 820万円の経費削減

・2階温度が 15℃低下、エアコン稼働が 4台 → 1台に 

・夏季の屋根への散水が不要に 

・塗り替えのサイクルを長期化 

施工前後の電気料金推移 

施工後 9年目でも効果継続！

夏季電気料金 

50％削減

冬季電気料金 

40％削減
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● 戸建住宅 高知県

[概要] 

 種  別：個人住宅 

 地  域：高知県 

 施工箇所：屋根/外壁 計200㎡（N-95/25-92B) 

▲塗装前 ▲塗装後 

施工前後の電気料金推移 

約28.4％の削減 約26.3％の削減

3ヶ月で 

約11,000円の削減

3ヶ月で 

約16,000円の削減
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●首都大学東京共同研究

年間を通して23％の省エネ 

実験用空調機 

ガイナ塗装建物 一般塗料塗装建物 

首都大学東京 共同研究 

ガイナ塗装により空調稼働 実測値で 

● 夏季２６．７％ 削減

● 冬季２１．６％ 削減

（体感温度を加味すると３５．２％削減） 
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● 集合住宅 東京都 防音実験

[概要] 

 種      別：集合住宅（賃貸アパート） 

 地      域：東京都八王子市 

 施工箇所：105号室内装（天井／壁） 専有面積 20㎡ 間取り1K 

 検証方法：上階(205号室)で音を発生させ、騒音計で下階（105号室）のdBを計測。 

 発生音：スプーン（落下）、ボール（落下）、CDで音楽、掃除機、トイレを流す音 

▲外観 ▲塗装後内装（1F） 

30
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65

スプーン ボール CD 掃除機 トイレ 

未塗装 ガイナ塗装 
-7dB

-8dB -2dB-8dB -9.5dB

[施工管理者のコメント] 

・生活音がおおよそ8dB軽減している 

・上下階の両方の内装に塗らなくても効果が出ている。 11 



12 

● 船舶 –商船三井-

[概要] 

 種      別：船舶 

 施工箇所：甲板 

▼アメジストエース 

［塗布後の評価］・作業効率が大幅に向上 ・車両の品質維持 

［塗布後の評価］ -60℃の寒冷地から赤道を越え40℃の灼熱の地域まで、過酷な状況下に

［塗布後の評価］おいて、5年経過しても塗り替える事なく、十分な効果を発揮しています。

ガイナを甲板に使用することで、紫外線・塩害の影響から船舶を守り、長期的に安全性を確保。 



● 意匠性 ～様々な施工方法が可能～

「ガイナ」は水で希釈濃度を調整するこ
とで、刷毛、ローラー、吹付け等、様々
な塗装方法に対応可能です。 

※ガイナは水性塗料です。 
※コテ塗りの際は、粘度調整を行った
「コテ仕様」を製造致します。 

● 様々な箇所に施工可能 ～屋根・外壁・内装・その他～

 「ガイナ」は屋根、外壁等建物外部だけでなく、内装への塗装も可能です。 

● 豊富なカラーバリエーション

  「ガイナ」は標準色52色を基準とし、豊富なカラーバリエーションを用意しております。 

52色見本帳（A4サイズ） 52色見本帳（アルバム型） 塗り見本 8パターン 
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■ 施工箇所・仕上がりについて

※ガイナ受注生産の為、製造ロットごとに近似色の範囲で色の見え方が変動するケースがあります。
また、光の当たり方等でも色見本と実際のガイナで見方が異なる場合があります。 



■ ガイナの仕様について

 「ガイナ」は塗装箇所、塗装パターン、目的に応じて、いくつかの仕様を用意しております。 

仕様 

塗装箇所 通常用・内装用 

塗装方法 コテ仕様 

防カビ・抗菌性 防カビ抗菌対応品 

● コテ仕様

ガイナは水性であるため、水で希釈して頂くことで、様々な塗装方法に対応をできますが、コテ塗りを
ご希望の場合は、製造の段階で調整を行ったコテ仕様がございますので、こちらをご注文下さい。 

● 通常用・内装用

ガイナは通常用と、乾燥時の臭いを抑えた内装用と仕様を分けております。 

※内装用ガイナはF☆☆☆☆登録商品です。 
※外部への使用は出来ません。 

※ ラベルでの仕様の見分け方 

コテ仕様は、缶上部のラベ
ルに「コテ仕様」と記載さ
れています。 

内装用は、缶上部のラベル
に「内装用ガイナ」と記載
されています。また、缶下
部にはF☆☆☆☆登録番号が
記載されています。 

内装用 コテ仕様 

● 防カビ抗菌対応品

 カビ発生の恐れの強い箇所、カビ、菌対策を強化したい施設等については、 
ガイナの防カビ抗菌性を更に高めた、防カビ抗菌対応タイプがございますので、 
こちらをご注文下さい。 

塗装時、ガイナに左図抗菌剤を入れ、良く撹拌するだけでご使用頂けます。 

防カビ抗菌剤 
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■ 施工に関する質問・注意点

 ここでは、ガイナの施工に関する良くあるご質問を含め、施工前・施工中・施工後と各段階に分けて、基本的な施工につ
いて紹介します。  

① 施工前

● 下地処理は必要ですか？

汎用性・安全性重視の観点から下地調整第一とし、水性塗料と同等の下地処理をお願いしておりま
す。 
素材は必要に応じてケレン・目荒らし・洗浄を行い、錆び・汚れ・藻・カビ等を良く落とし、清浄な
面としてから素材にあった下地処理（プライマー・シーラー等）をして施工をお願いいたします。 

● １缶で塗れる面積は何㎡ですか？

ガイナの能力を最大限に発揮するため、ガイナ1缶（14kg）を30～35㎡（2度塗り以上）で使用
し、塗りきってください。薄く伸ばしてしまうと効果が十分に発揮されません。 

● ビニルクロスや壁紙の上から塗ることができますか？

塗布できます。ビニルクロス・壁紙がしっかりと付着していることを確認し、汚れを取ります。 
下地の状況に応じてカビ取りやヤニ止めシーラー等を塗布し、その上にガイナを塗布できます。 

● １缶で塗れる面積は何㎡ですか？（コテ仕様）

パターンによって変わりますが、ガイナコテ仕様１缶（14kg）で12～20㎡前後（2度塗り以上）で
す。 

● 撹拌はどのくらいすればよいですか？

ガイナの缶を開封するとすぐ塗布可能な濃度に調整してありますが、セラミック粒子が上部に浮いて
きて 
いますので、撹拌機により3分～5分程度、必ず充分に撹拌してください。 
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② 施工中

● 希釈量の目安

刷毛・ローラー： 0～1500CC / 14kg缶 
吹き付け ： 0～3000CC / 14kg缶 
コテ  ： ガイナ注文時に、コテ仕様を注文頂ければ、粘度を調整したガイナを出荷致しま
す。 

※希釈しても、塗布量は規定面積で使用して下さい。 

● 塗装出来ない箇所はありますか？

ポリプロピレン・フッ素加工・テフロン加工された箇所には塗装できません。 



● 吹き付け時、ガンの口径・圧力について

使用するガンの仕様によって変わりますが、目安として2ｍｍ前後の比較的大き目の口径を使用する
事を 
お勧めしています。ガン圧は飛散しすぎない強さになるよう調整してください。 
尚、使用するガンは、低圧エアレス（高粘度対応）のものがお薦めです。 

● 現場での調色は可能ですか？ また、土やわらなどを混ぜても問題ありませんか？

ガイナは効果への影響を抑えるため、厳選された顔料等の素材を使用しています。 
一般の顔料や、土・わら等を混ぜると効果に影響が出る可能性があるため、お薦めしておりません。 
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● ガイナのトップコートに別の塗料を使用しても問題ありませんか？

ガイナは、仕上げ材として使用することで充分な効果を発揮する性質があり、ガイナの上に別の塗料
を使用すると性能に影響を与えるためお薦めしておりません。 

③ 施工後

● ガイナ塗装面は歩行可能ですか？

屋上・ベランダ・バルコニーなど、室内の延長として靴底のやわらかい履物などで利用する程度（軽
歩行）であれば問題ありません。 

※重歩行等、塗膜への強い負荷がかかる箇所には適しておりません。 

● 希望していた色より明るく感じるのですが？

ガイナは塗膜表面をセラミックで構成するため、塗膜が効率良く光を乱反射し、色が明るく見える場
合がございます。色の選定の際は、ガイナの色の見え方の特徴をご説明頂きますようお願い致しま
す。 

● 塗布後、上塗り工程に移る時間（乾燥時間）の目安

夏期は約2時間、冬期ですと4時間が乾燥の目安ですが、環境によって乾燥状態が異なります。 
塗装面が乾いているのを確認してから、上塗り作業に移って下さい。 

● 施工に不向きな天候はありますか？

雨天・強風・多湿の日を避け、天候の良い日を選んで施工して下さい。 
(気温5℃以上、湿度65％以下) 
基本的には水性塗料の施工と同じ方法で行って下さい。 

● 塗布量の目安

規定の面積（30～35㎡）で塗装した場合、㎡あたり400～460gの塗布量となります。 
また、一度に厚塗りすると亀裂が発生する場合があるため、数回に分けて塗装してください。 
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■ ガイナ施工要領書

本製品は基本的に単層弾性塗料と同様の施工方法ですが、製品の能力・機能を充分に発揮するため、
下記の点に留意し、施工を行ってください。 

A. 事前準備 

1 全ての塗装工事同様、下地の調整を充分に行う。 

2 錆びや汚れは良く落とす。（ケレン・目荒らし・高圧洗浄） 

3 素材に適合したプライマー、シーラーで下地処理をする。 

1 開缶時、セラミックが塗料上部に集まっておりますので、施工前に撹拌機で充分に
撹拌してください。（3分以上） 

2 本製品は水性塗料ですので、各塗装器具に応じ、上水を足して塗りやすい濃度にし
て施工を行ってください。 

希釈の目安 

刷毛・ローラー施工の場合 1缶当たり 0～1500CC 

ガン吹き施工の場合 1缶当たり 1000～3000CC 

※ コテ専用タイプもありますので、ご相談ください。 

C. ガイナ塗装 

1 一度に厚塗りをすると、亀裂の発生する恐れがあります。必ず数回に分けて施工作
業を行ってください。 

2 乾燥時間の目安は夏期で約2時間、冬期で約4時間です。環境によって乾燥状態が異
なるため、塗装面が乾燥してから上塗り作業に入ってください。 

3 雨天、強風、多湿の日を避け、天気の良い日を選んで塗装してください。（気温5℃
以上、湿度65％以下の環境で施工してください。） 

4 取扱中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護メガネ、保護マ
スクを着用してください。また、施工中、乾燥中ともに換気を良くし、蒸気を吸い
込まないようにしてください。 

 

塗布量の目安 

遮熱仕様 0.20kg/㎡×２回 35㎡/缶 

遮熱・防音仕様 0.23kg/㎡×２回 30㎡/缶 

B. ガイナを施工する前に 

撹拌機はこのタイプの
ものが最良です。 

※ 保管の際は日射の当たらない冷暗所にてお願い致します。品質・性能確保のため、
製造後３カ月以内に使い切ってください。 



■ Ｑ＆Ａ集 01

ここでは、ガイナについてお施主様から良く質問される点と、その回答について紹介します。 

材料の特徴について 
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● 塗装後の臭いは残りますか？

ガイナは水性塗料であるため臭いは比較的少ない材料ですが、内装に塗装した場合換気の状況等に
よっても異なりますが、1～２週間程度臭いが残る場合があります。 

※内装に使用する際は、臭いを抑えたタイプ「内装用ガイナ」もございます。 

● ガイナを塗装できない材料はありますか？

下地処理剤（シーラー・プライマー）で処理することで、ほとんどの材質に対して塗装することが可
能ですが、ポリプロピレン、フッ素加工品、テフロン加工等、付着防止加工がしてある材質には塗装
ができません。 

● ガイナの耐熱温度は何度から何度までですか？

－100℃～＋150℃までです。 
常に150℃の環境の場合、膨れる可能性があります。 
常時高温下では、100℃程度までに抑えて下さい。 

● ガイナの耐用年数はどの程度ですか？

紫外線に対して強い断熱セラミックを多層化したガイナは15～20年(通常塗料の2～3倍)の 
耐候性を持ちます。 

● ガイナの名前の由来は何ですか？

島根県の方言(出雲弁)で「すごい」、「大きい」という意味です。 

耐酸性 ワレ・ハガレ・くもり・変色なし 

耐アルカリ性 同上 

付着強度（N/m㎡） 耐酸性後 0.57 防食性後 0.69 

近赤外線反射率 標準養生（１週間） 89.5% 

（780～2100nm） 
キセノン複合サイクル試験2000時間後

（１４年相当） 
87.1% 

● 建物以外にも塗れますか？

船舶・車両・ヘルメット・炉・配管等、幅広い事例がございます。 

● ガイナの上は歩行可能ですか？

靴底の柔らかい履物などで利用する程度(軽歩行)であれば問題ありません。 



■ Ｑ＆Ａ集 02

ここでは、ガイナについてお施主様から良く質問される点と、その回答について紹介します。 

● 納期はどれくらいですか？

受注生産になっており、通常7日～10日程度になります。 
※時期により前後します。 

● 色のバリエーションはありますか？

標準色52色をご用意しております。その他の色をご希望の場合はご相談ください。 

● ガイナの使用期限はありますか？

品質、性能確保の為、直射の当たらない冷暗所で保管し、未開封状態で 
製造後3ヶ月以内に使い切って下さい。 

性能について 

● 断熱性能は経年変化しますか？

ガイナの断熱性能は、耐久性に優れた特殊セラミックによって効果を発揮するため、塗膜を維持する
限り断熱性能の低下はほとんどありません。 

● 遮熱性能は経年変化しますか？

遮熱は一般に、太陽光を効率的に反射するものほど高い遮熱性能を持つため、経年変化により塗膜の
劣化、汚れの付着が起きると反射率が低下し、性能を維持できないことが課題とされています。 
ガイナは塗膜表面を耐久性に優れた特殊なセラミックで覆うため、経年による劣化に極めて強く、ま
た、遠赤外線の放射により熱を逃がす作用を加えることで、遮熱性能の低下を最小に抑えます。 

● 着色による性能への影響はありますか？

遮熱性能については、色による反射率の違いがあるため、白色を最高とし、薄い色の方がより高い性
能を発揮します。その他の効果については着色による性能の差はありません。 

● ガイナを塗装した場合、冬は寒くなりませんか？

ガイナは遮熱性能だけでなく断熱性能を発揮するため、暖房の熱が外部へ逃げるのを抑え、暖房効率
を高めます。 

● ガイナは汚れやすいですか？

ガイナの塗膜は帯電防止性(静電気を帯びない)と親水性(水となじみやすい)を持たせることにより、 
浮遊中の汚濁物質がつきにくく、汚れが付着した場合でも水によって落ちやすくしてあります。 
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