キャップの実務知識（その 4）

ワイドキャップ（広口キャップ）編

キャップ製造は、きた産業のコア事業部門。不定期連載で、キャップを実際にお使いの皆様にお役に立つ情報をお届けします。

【スライド 1】 英語では「Wide Mouth Cap」
、
直訳すると「広口キャッ
プ」
となりますが、
通称
「ワイドキャップ」
です。一般に
「ワンカップ」
（大
関さんの登録商標）と総称される、清酒のカップ酒用に多く使われ
ています。
【スライド 2】 広口キャップには WQ（クイックキャップ）と WM（マ
イルドキャップ）があります。打栓した状態では良く見ないと見分
けがつきませんが、開封すると形状の違いが分かります。名称は当
社の呼称で、キャップメーカーにより異なります。
【スライド 3】 WQ は側面にスリット（打ち抜き加工による切断線）
があり、WM は肩部分にスコア（プレス加工による弱化線）があり、
リングタブを引き上げるとスリットやスコアが切れて開封できます。
開封感覚は WQ と WM で相当異なります。
【スライド 4】 アルミ材ベースに、外面は商品名などの印刷をした
上にキズが入らない様にトップコートをします。接液面は内容液で
アルミが腐食しない様にベースコートを行い、パッキンを接着させ
るためのバフコートを行なっています。WM は、開封時にパッキン
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が剥がれる様にさらに剥離インキを印刷します。WM の場合は、スコアを入れた部分（プレス加工部分）の塗膜が破壊されますが、パッキ
ンで被覆して液との接触を防ぎます。
【スライド 5】 通常の密封性能は、WQ と WM で差はありません。過酷な試験として数十センチからの落下衝撃試験をすると、WM より
WQ が弱いのですが、実用に問題はありません。
（WQ はごく微量
− 0.05 ｍｌ以下−の内容液飛び散りがある場合がありますが、減圧
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は保たれます。
）WM は剥離インキ印刷工程が余分にありますので、
䣙䣓
䣙䣏
ഛ⪃
製造原価は WQ より高くなります。
【スライド 6】 当社では清酒用、食品用を中心として、このようなサ
イズを生産しています。写真は、目視検査のシーンですが、もちろ
ん各ラインにコンピュータ処理の画像検査装置を導入しています。
【スライド 7】 WQ、WM は減圧仕様のキャップです。もし壜内が加
圧状態になった場合は、WQ、WM のクリンプ力では密栓を保持で
きず、キャップが外れてしまいます。なお、当社では生産していま
せんが、
42mmまでの口径では耐圧広口キャップもあります。かつて、
サッポロビールさんが 65mm という大口径耐圧広口キャップの製品
を市販したこともありました。
【スライド 8】 アルミの腐食を防ぐためにベースコートを施していま
すが、曲げ加工すると塗膜が弱くなる事があります。特に梅酒など
のリキュールを詰めた場合に、曲げ加工部分から腐食して穴が開く
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傿傎僎傪催儓児兠兂兠僔傲㐣ཤ僑储僰僤傽僅傏
 儑兇儧儻僸僮債ほᐹ傿僱僎㛤ᑒᒚṔ僕༑ศ㆑ู働傳僤傿傏凚ୖẁ┿傲㛤ᑒᒚṔ储僰凛

儝儗儆傎僤僅僕儝兎儧儬僑ἢ僉僌储傱僀僑傎傘䣘備Ꮠ≧僑
儑兇儧儻ኳ㠃傲ᘬ傳傱僲僱≧ែ僸ゝ傪僤傿傏傱僊僌
僕傎ᗈཱྀ儑兇儧儻僔儓児兠兄儬儧儻僆僉僅傹僎僨储僰僤
僕傎ᗈཱྀ儑兇儧儻僔儓児
兄儬儧儻僆僉僅傹僎僨储僰僤
傿傏
ᙜ♫ഃ僔せᅉྍ⬟ᛶ
z 㔠ᆺ僔ㄪᩚⰋ傏凚䣙䣏働傎儝儗儆儝儣兠儬㒊僔
ṧᅽ⟶⌮傲༑ศ僐ሙྜ僐像傏⌧ᅾ働僕傎儝
儗儆ṧᅽ凚傘儝儗儆兟児儛儜光儆兏備僎僙僤傿凛僔
ᐃἲ僸ぢ┤傽傎ᨵၿ傽僌傪僤傿傏凛

㛤傷僅㊧
䣙䣓

傰ᐈᵝഃ僔せᅉྍ⬟ᛶ
z ᡴᰦᶵ僔ㄪᩚⰋ傏≉僑䣙䣓僔ሙྜ僐像傏
ᡴᰦᶵ僔ㄪᩚⰋ ≉僑䣙䣓僔ሙྜ僐像

ᢡ僲僤傲僉僅㊧

ᢡ僲僤傲僉僅㊧

ṇᖖရ

ṇᖖရ

ṇᖖရ

ᾘ㈝⪅ഃ僔せᅉྍ⬟ᛶ
z 儣儺僸儱儜僉僌㛤傷僱傎儑兇儧儻僔ኳ㠃僸ᢲ傻傮僌
儣儺僸儱儜僉僌㛤傷僱 儑兇儧儻僔ኳ㠃僸ᢲ傻傮僌
儣儺僸ୖ僑ᘬ僉ᙇ僱傎僐像僔㛤ᑒ᪉ἲ傏
z 凚儓児兠兂兠凛
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13
事がありますので、注意が必要です。

⎔ቃ䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏
9 凮㟁Ẽ儎兠儺兗凰 免儈儮兠僸↝傳傷僱儎兠儺兗タഛ僸傘儐儝儎兠儺兗備傱僯傘㟁Ẽ儎兠
儺兗備僑ษ僰᭰傮僌傎䣅䣑䢴ฟ㔞僸ῶ僯傿僮催僑傽僌傪僤傿傏

9 凮䣆䣑䣒儹兎兠凰 免儈儮兠僔ྍረ僎傽僌⏝傽僌傪僅䣆䣑䣒䢪儹儣兏㓟儜儎儓儥兏䢫僑⎔
ቃ儿兏兆兗僔傪傲储僱僎僔ᣦ働傎ၥ㢟僔僐傪䣃䣖䣄䣅䢪儆償儥兏儓儌兗㓟儬兎儺儥兏䢫僑ኚ᭦傏
凚䢳䢻䢻䢺ᖺ傺僳傱僯㡰ḟ凛

9 凮䣃䣆䣅䣃儹兎兠凰 免儈儮兠僔ⓎἻ僎傽僌⏝傽僌傪僅䣃䣆䣅䣃凚儆儢儜儏兏兀兗儆元儭凛
僕᪥ᮏ働僕ㄆྍ傻僲僌傪僤傿傲傎僃僔ศゎ⏕ᡂ≀僔䣕䣇䣏凚償元儏兏儴儜儭凛傲㣗ရ僑⁐
ฟ傿僱傲䣇䣗働ၥ㢟ど傻僲僅僔働傎Ᏻᛶ僔㧗傪䣐䣣䣊䣅䣑䢵凚Ⅳ㓟Ỉ⣲儮儬兎儊兄凛僎
䣑䣄䣕䣊凚䢶䢮䢶䢯儎儑儛儷儝凛僑ኚ᭦傏 凚䢴䢲䢲䢺ᖺ傺僳凛

9 凮⬺ሷ儷僑㛵傿僱⌧ἣ凰
⬺ሷ儷僑㛵傿 ⌧ἣ
兓儈儭儑兇儧儻僪傎㣗ရ⏝僔儨儈儝儬儑兇儧儻兟免儔儑兇儧儻僐像
僔免儈儮兠僕ሷ儷儯兠兏僸ཎᩱ僎傽僌傪僤傿傏㐣ཤ僑♫ⓗ僑ሷ儷僸ᩗ㐲傿僱ື傳傲
储僉僅僎傳傎儑兇儧儻ᴗ⏺僸ᣲ傸僌ఱᗘ傱傘⬺ሷ儷備僔ྲྀ僰⤌僥僸⾜傪傎ᐇ㝿僑ၟရ傻僲僅
僨储僰僤傿傲傎⌧Ⅼ働僕储僤僰⏝傻僲僌傪僤僁價傏凚㓇⏝僕᥇⏝傲ⓙ↓凛 ୡ⏺
働僨傎傪債僊傱㠀ሷ儷ᮦᩱ傲ヨ傻僲僌傪僤傿傲傎ᐇ⏝僕僡僎價像储僰僤僁價傏㠀ሷ儷僔௦᭰
傮ᮦ傲傎儓儧儛克兗ᛶ༑ศ僐ሙྜ傲ከ傪傹僎傎ẚ㍑ⓗ㧗౯僐ᮦᩱ僑僐僱傹僎傎⏝
傮ᮦ傲傎儓儧儛克兗ᛶ༑ศ僐ሙྜ傲ከ傪
僎傎ẚ㍑ⓗ㧗౯僐ᮦᩱ僑僐僱 僎傎⏝ ᗘ
ᇦ傲⊃傪傹僎傎僐像僑僮僰傎⌧ᅾ働僕ሷ儷傲୍␒ዲ㐺働储僱僎傪催ㄆ㆑働傿傏 凚௨ୖ凛

【スライド 9】 キャッパーヘッドの構造です。ヘッドは必ず定期的な
点検やオーバーホールを行ってください。ワイドキャップのトラブル
の多くは、キャッパーの整備不良によるものです。
【スライド 10】
【スライド 11】
【スライド 12】
【スライド 13】 実際に当
社で発生したクレームリストと、
主なクレーム、
「漏れ」と「V サイナー」
に関する説明です。
「クレーマー」
による巧妙なクレームもありますが、
キャップをよく観察すれば判定が可能です。
【スライド 14】 環境ホルモン対応や環境対応には積極的に取り組
んでいます。かつて、
「脱塩ビ」
「塩素含む素材の代替材への変更」
を大手流通や生協などが強力に推進した時期がありましたが、各種
のワイドキャップのライナーは今も塩ビ素材を使用しています。近
年は塩ビが人体や環境に有害であるという意見が見直されているこ
と、塩ビ以上に優れた素材がないこともその理由です。
text= 品質保証・環境部 水畑
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