
確かな保護性能で
過酷な使用条件にも
日常的な用途にも対応

容器からの 
液漏れ防止

異物混入を
阻止

継続的な 
内圧調整

優れた撥液性
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なぜベントが必要なのか？
それはベントが、液体容器の変形や液漏れ、破裂を引き起こす圧力差を緩和する、安全かつ信頼性の高い
手段だからです。

圧力差が生じるメカニズム
ガスの放出と消費
化学薬品の有効成分の中には、容器内でガスを放出する
（オフガス）ものがあります。このガスを逃がすことができない
と、容器の膨張や液漏れ、さらには破裂さえ引き起こします。 
反対に、有効成分には酸素を消費する（ガス消費）ものもあり、
これによって負圧が生じ、容器がへこむ場合があります。

温度の変化
温度変化や異なる環境条件に晒されることによっても、容器
は変形する可能性があります。温度が上昇すると、容器上部の
空間にあるガスは膨張し、化学物質の反応や分解が促進され
ます。その結果内圧が上昇して容器が膨らむことがあります。
また温度が下がると、内圧が下がり容器は収縮します。急激あ
るいは極端な温度変化では、このような変形が加速されます。 

高度の変化
輸送中に高度が変化すると、容器内外で圧力差が生じます。
標高が高くなると容器の内圧が上昇して膨張し、標高が低く
なると容器の内圧が下がって収縮します。急激あるいは極端
な高度変化では、このような変形が加速されます。

液体ディスペンサー
液体を注ぎ出すと、容器内の圧力が下がります。容器内外の 
圧力差が改善できない場合、容器がへこむ可能性があります。

化学薬品メーカーにとってこのような不具合は、出荷や倉庫
内作業の生産性や効率を下げる可能性があります。また、不
具合品が返却されたり、そもそも販売できなかったりすると、
利益やブランドイメージも損なわれます。

キャップや容器のメーカーでは、容器類の問題を究明し解決
するのに時間とコストがかかる可能性があり、その間に顧客
満足度も低下しかねません。

サプライチェーン全体としては、液漏れは問題処理にコスト
がかかるだけでなく、エンドユーザーに高いリスクが生じたり、
環境に影響を及ぼす可能性もあります。

ゴア® パッケージングベントは、これらのリスクを最小限に抑え
ます。確実かつ継続的な圧力調整により液漏れを防ぎ、容器と
その内容物を安全に保ちます。

ガスを放出（オフガス）

温度が上昇した場合

高度が上がった場合

使用前

ガスを消費（酸素消費）

温度が低下した場合

高度が下がった場合

使用後



“さまざまな用途のニーズに対応
有害化学薬品および業務用洗浄剤
国連オレンジブック*  では、危険物質の容器に通気機構を 
設ける場合、液漏れが一切発生しない設計を行うことを勧告
しています。容器類を設計する際には、内容物のライフサイ
クル全体を通して容器が損傷しないように、この課題に対処
する必要があります。

国連オレンジブックで容器に通気機構が必須とされている
化学薬品の例
• 塩素系漂白剤：UN 1791
• 過酸化水素：UN 2014、UN 2015、UN 2984
• 過酸化水素と過酢酸の混合物：UN 3149
• 有機過酸化物：UN 3109、UN 3110、UN 3119、UN 3120

農薬および液体肥料
国連オレンジブックでは、容器の変形を起こしうるあらゆる 
内容物について、通気機構を設けることを勧告しています。オフ
ガスや酸素消費の量が多くなる高濃度の農薬や肥料であっ
ても、通気していれば、容器の変形や液漏れ、ラベルの損傷を
防げます。

通気が必要な農業用化学薬品の例
• 有機/無機肥料
• 農薬
• バイオスティミュラント
• 園芸用薬液

家庭用化学薬品
最近では化学薬品がより高濃度化しているだけでなく、変形
や液漏れ、ラベルの損傷がある容器は顧客に受け入れられ
ないため、家庭用化学薬品に対する通気の必要性が高まって
います。適切なパッケージングで顧客を満足させるためには、
通気機能の信頼性が非常に重要です。

圧力調整のために通気が必要な一般的な用途
• カーペットクリーナー
• 洗濯槽用汚れ除去剤
• パイプ詰まり除去剤
• 漂白剤や塩素を含む表面洗浄剤
• カルシウム除去剤

* 国連オレンジブックとは、危険物の輸送に関する規則に統一性を持たせるために国際連合が策定した、「危険物輸送に関する勧告」のことです。ADRやIMDGコード、IATA、その他各国の規制など、 
危険物に関する規制の多くが国連オレンジブックに基づいて作成されています。

「内容物の分解によって容器
に危険な過圧が発生する恐れ
がある場合には、通気機構を
設けなければならない。通気
機構は、（中略）液漏れおよび
異物混入を防止するように
設計されなければならない。」

国連オレンジブック第4.1.1.8章
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初期通気量と残存通気量
ベント製品のデータシートに見られる「初期通気量」は、液体
に接触する前の乾燥した膜における通気量を示したものです。

一方、あるベントが実際の使用状況（例えば、容器の輸送や取
り扱いの際に液体が飛散してベントにかかった場合など）に
おいてどれだけ機能するかを評価するためには、そのベントの
「残存通気量」を把握することが重要です。これは、飛散した
液体を膜がはじいた後でベントを通過できる気体の量を示し
たものです。

ゴア® パッケージングベントは、さまざまな化学薬品に対して 
高い残存通気量を維持します。より撥液性に優れたゴア™ 
メンブレンは、高粘度、低表面張力といった取り扱い困難な特
性をもつ液体がかかった後でも速やかに通気量を回復し、容
器の変形を防ぎます。

「WEP」（耐水圧）と「LEP」（耐液圧）
ベント製品のデータシートで通常見られる「耐水圧」（WEP：
Water Entry Pressure）性は、液漏れが発生するまでに膜がど
れだけの水圧に耐えられるかを示したものです。

膜がパッケージングの規制要件を満たすためには、WEP試験
に合格する必要があります。一般的に、多くの化学薬品では、
表面張力が水よりはるかに低いため、試験で耐水性が確認
されていても、輸送中や取り扱い中に容器が転倒した場合、 
化学薬品が漏れたりこぼれたりする恐れがあります。

あるベントが実際の環境でどれだけ機能するかを知るために
は、「耐液圧」（LEP：Liquid Entry Pressure）性を評価すること
が重要です。ゴアでは、さまざまな表面張力と粘度をもつ各種
化学薬品を用いて、撥油性メンブレンに対する徹底した耐液
圧試験を行っています。これにより、ゴアのメンブレンが実際
の環境で想定通りに機能することを確認できます。

ゴア® パッケージングベントが機能する仕組み
ゴア® パッケージングベントには、延伸ポリテトラフルオロ
エチレン（e P T F E）のメンブレン（薄膜）が使われています。 
この素材は多孔質で、ガスを通過させることで圧力を調整
する一方で、液体や粉じん、埃などのより大きな物質は
遮断し、液漏れや異物の侵入を防ぎます。

ゴア® パッケージングベントは、液体をよくは
じいて充分な残存通気量を維持するため、液
漏れさせずに内容物を安全に保ちます。

他社製ベント

他社製ベント

ゴア® ベント

ゴア® ベント

ゴア® パッケージングベントは、液漏れのリス
クを軽減します。また、さまざまな種類の化学
薬品で性能を評価済みです。



メンブレン技術の先進的企業
• 世界で最初にePTFEメンブレンを発明し、その後も数多くの高度なメンブレン技術の
開発と特許取得を続けてきました。

• 使用するメンブレンは購入品ではなく、自社で設計、製造したゴア™ メンブレンのみです。
• 独自のプロセスによって、ePTFEの製造、さらには個別用途のニーズに応じたカスタマイズ
を行い、さまざまな特性を実現しています。

化学的専門知識
• オフガスが発生したり、酸素を消費するため通気が必要な化学薬品について、高度な
専門知識を培ってきました。

• ゴアの研究開発チームは、流体の粘度と表面張力が通気性能に及ぼす影響について、
詳細な調査を行ってきました。

• また、実際の環境に対応した通気性能を評価するため、「残存通気量」と「耐液圧」に
ついて独自の試験手順を作成しました。

品質の確保
• 製造工程内でカメラ検査と耐水圧検査を実施しています。
• スナップインベント（成形品）は、ほぼすべての製品で実際の生産データと特定の工程
内性能特性に紐付けられたレーザー刻印による固体識別番号が入っています。万一問
題が発生した場合、いつでもこのデータを取得して対応できます。

• ゴアのベントは、厳格な性能要件を満たしています。危険物に関する厳しい承認試験に
合格しており、DOT（米国運輸省）やADR（欧州危険物国際道路輸送協定）の規格にも 
適合しています。

グローバル対応
• 世界各国で用途に応じた技術サポートを提供しています。必要に応じてさまざまな試
験を行える評価施設などがあり、最適なベント製品の選定や非常時の対応が可能です。

• グローバルな営業ネットワークにより、迅速かつ簡単で便利な購入が可能です。
• 米国、ドイツ、日本の製造拠点には、特定の製品群に特化したチームが設けられています。

実績
• 有害化学薬品や農薬、業務用洗浄剤、家庭用化学薬品などのパッケージング用途におい
て、20年以上の経験があります。

• ゴアの製品には、主要な化学製剤メーカー各社や世界各地のキャップ・容器メーカー
が信頼を寄せています。これらの企業に導入されたゴア® パッケージングベントの総数
は、延べ数億個に上ります。

ゴアが選ばれる理由
容器類の膨張やへこみ、液漏れなどの問題を解決するには、ゴア製品が最適です。
納得できるさまざまな理由があります。
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洗剤投入容器の通気に、より高い
精度や性能、効率を長期間維持
することを求めます。ゴアにはそ
のような最適なソリューション
を提供するベントの技術と専門
知識がありました。

Miele社 プロダクトマネージャー 

Maria-Paz Linaje氏

ゴアとは技術提携の実績があり
ゴアの皆さんとゴア製品が信頼
できることはわかっていました。
これらの要素がそろえば、最高
の結果が出るのも当然です。

Mullackal社 取締役
Ramesh Pillai氏

高い性能と効率を長期間維持
Miele社の洗剤投入システム「TwinDos」での実例
ドイツのMiele社は、水や電力、洗剤の使用量を抑えた環境に
優しい洗濯機を製造しています。同社の「TwinDos」システム
で使用しているカートリッジは、補充なしで洗濯27回分の洗
剤を投入できます。この投入システムの精度と寿命を維持す
るためには、十分な通気性の確保が不可欠でした。ゴアでは、
Miele社と協力して迅速かつ効果的なソリューションを見つけ
ました。それが、ゴア® パッケージングベントD15 逆向きタイプ
です。洗剤からのオフガス発生や温水と冷水の切り替えに伴
う温度変化は圧力差の原因となります。そこでこのベントは、
両方向への継続的な通気により、その圧力差を速やかに解消
します。また、圧入式の構造により、簡単に取り付けられて、洗
剤が漏れないようしっかりと密閉できます。さらに、家庭用洗
濯機で使用する各種液体や洗濯物から出る埃、糸くずなどの
異物の侵入を確実に防ぎます。

優れた高付加価値パッケージング
Mullackal Polymers社のバイオ肥料の容器での実例
インドのMullackal  Polymers社は、農薬・肥料メーカー向
けにキャップやブロー成形容器を製造しています。顧客の
Agrinos社がインドで有機バイオ液肥の発売を予定しており、
Mullackal社は、高付加価値でオフガスの多いこの製品のた
めに意匠性の高い容器を開発する必要がありました。そこで
着目したのが、通気性の高いゴアの高周波溶着パルプライ
ナーです。このベントが速やかに圧力調整を行い、優れた撥
液性による高い残存通気量を維持したので、内容部と容器の
いずれにも、製造・流通の過程でトラブルが起こりませんでし
た。また、このベントは組み込みが容易で、デザイン変更も不
要でした。ゴアとの協力により1か月もかからず開発されたこ
のソリューションは成功を収めており、発売以来Agrinos社に
報告された容器の変形や液漏れは1件もありません。さらに、
この最先端の容器と通気キャップのデザインは、優れたパッ
ケージングとして2014年のINDIASTAR賞を受賞しました。

ゴア® パッケージングベントの性能を証明する使用実績



ゴアのスナップインベントは、スナップ
インまたは圧入により容易に取り
付けられます。0.2～1,500ℓまでの
サイズの容器に対応でき、一般消
費者向けのほか、工業用ドラムや小
型タンク、IBC（ Intermediate  Bulk 
Containers）などの容器のふた部分
に組み込むことが可能です。

スナップインベントは、強力な化学薬品や過酷な使用にも耐
えられるよう設計されています。また、国連オレンジブックに
記載されている積み重ね試験や落下試験などの試験基準に 
適合しています。

フォームライナー
• フォームライナーは2種類あり、高撥
液シリーズは非常に強力な化学製
剤向けです。汎用性と経済性に優
れた標準シリーズは、フラット構造
のキャップにおける、より一般的な
ニーズに対応します。

• 全面構造のメンブレンを使用して
いるため、通気面が少ししかない
「シングルポイント」のフォームラ
イナーと比べて通気量が高く、撥
液性にも優れています。

高周波溶着パルプライナー
• 高周波溶着パルプライナーは、水
蒸気透過率*（MVTR）を抑えた低
拡散シリーズと標準シリーズの2種
類を用意しています。

• ボトルの口に溶着するライナーな
ので、開封・未開封が確認できま
す。既存の高周波溶着装置が使用
可能です。

ライナーを使えば、現在のキャップやふたを改造しなくても、通気性をもたない既存の容器を、通気性の高いものに簡単に 
変更できます。いずれのライナーも、1列および複数列のロール品を各種の幅で取り揃えており、打ち抜き品も供給可能です。 
ゴアのライナーには、フォームライナーと高周波溶着パルプライナーの2種類があります。

スナップインベント製品

ライナー製品

* 水蒸気透過率（MVTR：Moisture Vapor Transmission Rate）＝ベント製品の水蒸気透過に関する性能を実証するなら、水蒸気透過率 (MVTR) 試験を行うのが一番簡単です。この試験では、 
容器に 100 ㎖の水を入れて密閉し、ベント製品を取り付けます。一日ごとの水分の拡散量を測定するため、実験室条件 (22℃、湿度 50%) で、2週間にわたって容器の重量を毎日計量します。



世界のお問い合わせ先

日本ゴア株式会社
〒108-0075東京都港区港南1-8-15 Wビル14F
Tel: 03-6746-2570    Fax: 03-6746-2571

gore.co.jp/packvents

オーストラリア  +61 2 9473 6800
ベネルクス  +49 89 4612 2211
中国  +86 21 5172 8299
フランス  +33 1 5695 6565
ドイツ  +49 89 4612 2211
インド  +91 22 6768 7000
イタリア  +39 045 6209 250
日本  +81 3 6746 2570
韓国  +82 2 393 3411
メキシコ  +52 81 8288 1283

北欧  +46 31 706 7800
シンガポール  +65 6733 2882 
南アフリカ +39 045 6209 240
南米  +55 11 5502 7800
スペイン  +34 93 480 6900
台湾  +886 2 2173 7799
トルコ  +90 216 393 5749
英国  +44 1506 460 123
米国  +1 410 506 7812
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ゴア® パッケージングベント　実績とサポート
ゴア® パッケージングベントは、20年以上にわたり市場で実績
を積み重ねてきた、信頼のおける製品です。数億個のベントを 
販売してきたゴアは、主要なグローバル企業各社からパートナー
として重用されており、パッケージングの課題に対して確実で 
実 用的なソリューションを提 供するために尽力しています。 
また、専門分野に通じたエンジニアが、顧客のパッケージングや
ブランドに関する独自の要件を理解し、革新的な製品になるよう
サポートしています。

お客様の用途に最も適した 
ゴア® パッケージングベントを
ご提案いたします。お気軽に 
お問い合わせください。

W. L. Gore & Associates（ゴア）について
ゴアは、業界に変革をもたらすことで人々の生活の向上に全力
を尽くしている、技術主導型の企業です。1958年の創業以来、
私たちは要求レベルの高い環境における複雑な技術的課題を解
決する企業として、その評判を築いてきました。― GORE-TEX® 
ファブリクスでアウターウエア業界に革命を起こしたのをはじめ、
生活を改善し命を救う医療機器の開発、また航空宇宙、医薬品、
モバイルエレクトロニクス、その他多くの分野で新たなレベルの
パフォーマンスの実現に寄与してきました。またゴアは、チーム
ワークを大切にする企業文化を持つことで知られており、意識
調査機関Great Place to Work® Instituteから世界的な評価
を得ています。デラウェア州ニューアークに本社を置き、9500人
のアソシエートを擁し、年間35億ドルの売上を上げています。

詳細は、gore.com をご参照ください。

本製品は工業製品に限定してご使用ください。
食品、医薬品、化粧品または医療機器の製造、加工、包装工程にはご使用
いただけません。
記載された技術情報および推奨事項は全て、ゴアにおける過去の経験または試験結果に基づくものです。可能な限り正確な
情報を記載していますが、法的責任を伴うものではありません。製品の動作性能は、運転データが全てそろわない限り判断で
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