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厳しい気候条件向け
シリケート塗料（ケイ酸塩配合）
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カイム塗料ロイヤラン –
それは鉱質塗料への正しい第一歩

カイム・ロイヤランの主な特徴

– 耐久性が高い
– 通気性が高く透湿抵抗値良い
– 下地・躯体の理想的な水分バランス保持
– 自慢のコストパフォーマンス
– 完全に色が安定し、UV耐性があり、美しい色を長

持ちさせます
– シリケート（ケイ酸塩）マット表面の外観
– 塗装しやすく、塗り直しが簡単
– 環境負荷が少ない
– システムとして完全調整されたシステム塗料
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カイム鉱質塗料はバイエルンで発
明され、そのルーツは国の遺産に
深く根ざしています。 それらは、
洗練された技術的と高品質の代名
詞であり、アルプス地域で、王様
そして数々の城と同様、この地域
から生まれた他の製品にも見られ
ます

科学者A.W. カイムは、水ガラス
（ケイ酸カリウム）と無機着色顔
料をバランス良く組み合わせて、
塗料を完成しました。この塗料
は、塗布された鉱物下地に浸透
し、化学的に反応します。カイム
塗料は表面の一部になってしまい
ますが、有機塗料は単に表面に塗
膜を形成するだけです。

これら高品質のシリケート塗料を
通して比類のない最高の製品性能
耐久性、保護、堅牢性をご提供し
ます

19世紀にカイム塗料で装飾された
建物は、現在も良好な状態です。
これらの中には、シュタインアム
ラインのホワイトイーグルレスト
ランとシュヴィーツの市庁舎があ
ります。どちらもスイスにあ
り、1891年に装飾されています
（上の写真を参照）

今日の環境意識により、環境に無
害で長持ちする高品質の塗料に対
する需要が高まっています。カイ
ムはこれに対応し、幅広い鉱物
ベースの製品を提供しています。
基本的にそれらの要求に向けた開
発に成功している実績があります

水ガラスは塗
料と下地の間
に永久結合を
形成します

環境への責任

カイム鉱質塗料 –
革新的アイデアの歴史
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塗料の層

ケイ化部分

天然成分
厳選された原材料がカイム・シリ
ケート塗料のユニークな品質の基
礎となっています。バインダーと
しての液体ケイ酸カリウム、自然
発生の鉱物フィラー、無機着色顔
料の理想的な組み合わせは、最大
の耐候性と卓越した耐久性を保証

します

ケイ化
シリケート・システムは、バイン
ダーと下地のケイ化によって構成
します。塗料とその下の下地層
（レンダリング、天然石、コンク
リートなど）の間に、強力で永久
的な結合が生成されます。 
レンダー断面は、着色されたカイ
ム・希釈材（液体ケイ酸カリウ
ム）を使用したケイ化プロセスを
示しています。

耐久性
カイムシリケート塗料は比類のな
い耐久性を備えています。カイム
塗料の独自特性により、世界中で
多くの建物が100年以上にわたっ
て健在している事が証拠です。

バインダーとしてのシリケート
（ケイ酸カリウム）は、耐候性が
非常に高く、鉱物フィラーと完全
に組み合わされている為、下地と
の化学結合は非常に強く 耐久性が
あります。 カイムのシリケート塗
料は剥がれず、バインダーは紫外

線でも分解しません。 
また、それら酸性ガス（酸性雨）
や産業汚染に対しても完全に耐性

がある事を意味します
（1890年にスイスで塗装されたプ

ロジェクト）

水分バランス
通気性と透湿透過性は、良好な水
分バランスの為には最も重要なポ
イントです。 カイムシリケート
塗料は湿度に対して非常に高い透
過性が有り、下地に塗布し硬化し
た水ガラスの構造です。 従って
建物躯体に含まれる湿度は、妨げ
られることなく、迅速に外部環境
に放出されます。 シリケート
塗料と下地の間にダメージを引き
起こす可能性がある湿度の蓄積が
ありません。 外部からの水分の
侵入に対して、低吸水率の特長と
組み合わせで水や霜による損傷に
対して最適な保護となります

清潔さ
塗装された表面が汚れる傾向は、
バインダーの静電荷特性と熱可塑
性による影響です。 有機合成樹

脂/シリコーン樹脂バインダー
は、摩擦により風の中でも静電気
を帯電びるため、実際には空気か
ら汚れの粒子を引き寄せます。 よ
り高い温度では、これらのバイン
ダーはさらに熱可塑性の挙動を示
します。つまり、これらのバイン
ダーは「粘着性」になり、汚れの
粒子が詰まるのに理想的な状態に
なります。 水ガラスバインダーを
使用したカイム塗料は、帯電防止
性で非熱可塑性です。 ですから、

長期間きれいに保たれます

色の安定性
外壁塗料の色の安定性は、顔料と
バインダーの性質に影響されま
す。 紫外線は有機顔料の色を変
化させます。 カイム塗料では、
高品質で耐光性のある鉱物顔料　
のみが使用されています。
紫外線および風化への曝露はま
た、有機結合剤におけるバイン
ダー分解を引き起こします。 　
また、マイクロクラックが形成さ
れ、屈折が変化し、塗膜の色調が
灰色に見えます。 カリウム水ガ
ラスなどのミネラルバインダー
は、すべてのバインダーの中で最
大の紫外線耐性を示し、さらには
完全な耐候性があります

カイム塗料ロイヤラン –
それは鉱質塗料への正しい第一歩
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何故、カイム・ロイヤランなの︖

カイム・ロイヤラン塗料はカイム鉱質
塗料での標準開発シリーズであり、厳
しい気候条件の課題に対応するように
設計されています

カイム鉱質塗料が数十年続く耐久性が
証明されていることで有名です。カイ
ム・ロイヤランは、厳しい気候条件下
の沿岸部および熱帯気候地域の使用に
適しています

カイム・ロイヤランは、刷毛・ロー
ラー塗装とスプレー塗装に合わせた塗
材です。
200以上の標準的な色調とカスタムカ
ラーにより、さまざまなクリエイティ
ブな可能性が提供されます

特に厳しい気候条
件下での寿命

物理的要件 カイム・ロイヤラン 一般的な普及塗料

耐光性の為、紫外線
に対する顔料の安定
性

独特な無機顔料、絶対
的な耐光性の彩色

紫外線照射に対し
て不安定な有機顔料

長寿命と耐候性の
為の強力な密着性

化学変化による一体化
塗膜形成をしない

物理的に下地に接着
塗膜を形成

クラック・リスクを最
小限に抑える下地の膨
張係数との互換性

鉱質系建築材に類似し
た塗料

膨張係数が鉱質系建
材の10～20倍

水質透過率sd <0.1 m sd = 0.02 m sd = 0.1 - 0.5 m
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カイム塗料 ロイヤラン・シリーズ

製品 製品説明  施工方法
ロイヤラン・主材 シリケート（ケイ酸塩）主材塗

料。ロイヤラン専用希釈材を仕
様書に沿って希釈する

刷毛、ローラー、又はエアレス
スプレーによる塗布

ロイヤラン・グロブ シリケート配合塗料で最大0.5 mm
のクラックをふさぐ事ができる。　
一方、粗い外観にするにはロイヤラ
ン希釈材でグロブを希釈して使用

下塗りとして刷毛　又は、ローラー
で塗布し、その後ロイヤラン・主材
を1回塗布する

ロイヤラン・希釈材 希釈材。ロイヤラン・シリーズ製品
の希釈に使用するシリケート希釈材

場合によっては、下地処理材とし
ても使用可能

ロイヤラン・着色液 ロイヤラン主材、及びロイヤラン・
グロブを着色する為の純色濃縮液

刷毛、ローラーなどで施工する
「塗料」としても使用可能です



7

製品 製品説明  施工方法
カイム・アルギシッド・プラス 酸を含まない藻類・菌類除去剤 前処理

カイム・ライム（石灰）リムーバー 新しいレンダーの焼結層を除去し、
古いファサードをクリーニング

前処理

カイム・シラン・プライマー 
（シラングルンド/シラン100）

シラン配合・はっ水プライマー 前処理に加えて、防水処理

カイム・ユニバーサルレンダー
（標準品・微粒子タイプ品）

石灰セメントレンダー、局所的な
修繕、又は完全なレンダリングの
為の繊維強化

下地の前処理

カイム・グラスファイバー製　　
補強メッシュ

カイム・ユニバーサルレンダーに
埋め込み使用するガラス繊維メッ
シュ、160 g /m²、4 x 4mm

下地の前処理

補完製品
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SGM株式会社　
〒252-0231神奈川県相模原市中央区相模原6-14-2-103　
電話　042-814-7542　
ホームページ https://.www.sgm-bz.com/




