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ダイコーティングにおけるビード上流側内部流動が
下流側メニスカスに及ぼす影響

奥田　敦子*

Effect of the Liquid Flow inside the Upstream Coating Bead
on the Downstream Meniscus in Die Coating

Atsuko OKUDA*

Abstract

Behavior of the downstream meniscus is critical for understanding the low flow limit of die coating. In
this paper, we measure the pressure difference across the downstream meniscus and predict the profile of the
downstream meniscus using the Laplace theorem. Comparison of the measured pressure at the downstream
meniscus with the theoretical value verifies the validity of the Ruschak-Higgins model which determines the
low coating limit in die coating.

1. はじめに

ダイコーティング（Fig. 1）とは，バックアップロー
ル上を走行する支持体上に，コーティングギャップと
呼ばれる間隙をあけてダイスロットから塗布液を塗布
する方式である。スライドコーターのようなスライド
面がないことから，蒸発速度の速い有機溶剤系の塗布
に多く利用されている。また，塗布液がダイのスロッ
トから吐出されるまですべて閉じた系であり，送液し
た液がそのまま塗布される前計量タイプであるのを特
徴とし，薄膜を高精度で塗布するための塗布方法とし
て知られている。
このダイコーティングの塗布範囲を把握する上で，

非常に重要となるのが下流側メニスカスの形状である。
しかし，非常に狭い間隙の現象であるため，その形状
を正確に確認するのは困難である。そこで，本報告で
は，メニスカス形状および塗布範囲の限界である最小
塗布量限界を予測するための手法として，塗布ビード
の圧力とメニスカスの関係に着目し，検討を行なった
ので報告する。まず，第2節にて，メニスカス形状と最
小塗布量限界の関係を，第3節にて，測定原理について
紹介する。第4節以降では，実際の測定結果およびその
考察について報告する。

2. Ruschak-Higginsモデル

先端メニスカスを円弧の一部と仮定すると，メニス
カスが成立する範囲は，Fig. 2の（b）と（c）の間である。
すなわち，曲率半径の最小値は，（クリアランス-ウエッ
ト膜厚）/2を取ることから，ラプラスの定義より，次式
が成り立つ。
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Fig. 1 Schematic of die coating.



56 ダイコーティングにおけるビード上流側内部流動が下流側メニスカスに及ぼす影響

また，下流側メニスカス界面での気液間圧力差P0-P1
は次式で表わされる。

（1），（2）式より次式が成立する。

上式（3）は，ダイコーティングにおける最小塗布量限
界hを定める式であり，Ruschak-Higginsの式1）と呼ぶ。
式（3）より明らかなように，最小塗布量限界と塗布

ギャップの比は粘度，表面張力，塗布速度のみの関数と
なり，そのほかのダイ形状などにはモデル上は依存しな
い。しかし，薄層化，高速化する上でダイ形状や条件な
どの開発を行なっており，実際のビードがモデルと合致
しているのかを確認することは非常に重要といえる。

3. 解析方法2）

本検討では，下流側メニスカスでの気液界面圧力差
に着目し，ラプラスの定理より，次式（4）でメニスカ
スの曲率を測定する。

実験装置概略をFig. 3に示す。ポンプによりダイコー
ターまで塗布液が送液され，支持体に塗布される。こ
こで，ダイコーターの直前に圧力計を配しており，塗
布時と未塗布時の圧力を測定する。Fig. 4で示すように，
未塗布時に測定される圧力は配管，およびスロットで
の圧力損失であり，塗布時は未塗布時の圧力に加え，
リップランド部，および下流側メニスカス気液界面の
圧力差が検出される。塗布時の圧力から，未塗布時の
圧力を減ずることで，下流側リップランド部での圧力
損失と下流側メニスカスでの圧力差の和を求めること
ができる。また，下流側リップランド部での圧力損失
はクエット流とポワゾイユ流のバランスより次式で表
わせる。

以上から，塗布時の測定圧力から，未塗布時の測定
圧力を減じ，さらに（4）で示されるランド部の圧力を

減ずることにより，下流側メニスカスの圧力を算出す
ることができる。これを（4）式に代入することで，曲
率Rを推定する。

4. 測定方法の検証

前節の手法にて測定されたメニスカス圧力を，（2）
式とで予測される圧力と比較した。実験条件をTable 1
に示す。

実験では，キャピラリー数Ca（＝μv/σ）を一定とし，
膜厚d=5・10・15[μm]とし圧力を測定した。
Fig. 5は圧力の測定結果を示しており，○で測定結果

を，実線で，それぞれの条件における式（2）で示され
る理論値を示した。グラフより，理論値と実験値とが
非常によい一致を示しており，本手法によってメニス
カスの形状が十分測定できていることがわかる。
また，Fig. 6にはウエット膜厚dにより無次元化した

メニスカスの直径を示した。（3），（4）より予想される
通り，無次元メニスカス直径2R/dはCa一定ならば，一
定となっていることが確認できる。また，Fig. 6の破線
は最小塗布量限界を示している。実験値では，h/d＞25
の範囲は塗布ビードが成立せず，圧力を測定すること
ができなかった。以上のことから，最小塗布量限界に
ついても理論と一致していることが確認できた。

Fig. 2 Behavior of the downstream meniscus.

Fig. 3 Setup of the experimental apparatus.

Fig. 4 Details of pressure measurement.

Table 1 Experimental Conditions.
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5. 塗布条件がメニスカス形状に与える影響

塗布条件やコーター形状がメニスカス形状に与える
影響を前節で紹介した方法を用い確認した。

5.1 上流側ビードの圧力変化の影響

ダイコーティングでは，ビード上流側を適当な減圧度
まで減圧してビードを形成している（Fig. 7）。この減圧
度が下流側メニスカスに与える影響について確認した。

Fig. 8は，塗布膜厚を一定とし，上流側の減圧度を変
えた際の測定結果を示す。破線はビード成立時のΔPM
の理論値を，青実線はビード成立減圧度範囲を示して
いる。減圧不足，減圧過剰時は塗布ビードが成立して
いないため，理論値とは異なるメニスカス圧力を示し
ているが，ビードが成立した状態では，上流側ビード
の圧力を変化させても下流側ビードの圧力は変化せず，

上流側の減圧度によってビードのメニスカス形状が変
化することはないことが確認できた。

5.2 スロットギャップ変更の影響

Fig. 9に，塗布膜厚を一定とし，スロットギャップを
変更した際の下流側メニスカス圧力について確認した
結果を示す。ここで，スロットギャップ＝100μmと
190μmの二種類を比較した。その結果，両者ともメニ
スカスでの圧力差は一致し，スロットギャップがメニ
スカス圧力に与える影響もないことが確認できた。

6. まとめ

塗布時と未塗布時のマニホールド直前での圧力を測
定することにより，メニスカスの形状を予測する手法
について検討し，測定した上流側メニスカス圧力と理
論値との一致を確認することで，Ruschak-Higginsのモ
デルの妥当性を確認した。
また，本手法を用いることで，上流側ダイ形状や減

圧度などによって下流側メニスカスの形状は変化しな
いことを明らかにした。

Fig. 7 Change in the behavior of the coating bead with vacuum
pressure.

Fig. 8 Effect of vacuum pressure on the profi le of the
downstream meniscus.

Fig. 9 Effect of slot gap on the profile of the downstream
meniscus.

Fig. 5 Comparison of the measured and theoreticalΔ PM.

Fig. 6 Dimensionless diameter (2R/d) versus h/d.
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