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１．はじめに
　当社は1889年創業の機械メーカーで、

大型の工作機械、高速船舶用ディーゼル

エンジンと樹脂用の押出装置を製造して

いる。本稿では押出装置に使われるT形

コートハンガーダイ内部の樹脂通過の流

面構造等について紹介したい。

　T形コートハンガーダイ（Tダイ）の

内部は樹脂が滞留しないように、また、

フィルム（シート）の厚さと幅に近づけ

るように成形できるような流動解析され

た内部構造が特徴である。当社のTダイ

は、使用する樹脂や成形の用途を考慮し

て、最適と思われるマニホールド（樹脂

流面）を設計して提供している。マニ

ホールドはどのように設計して、どのよ

うに流動解析をしているかを説明する。

２．Tダイの種類
　Tダイの流動解析は、まずTダイがど

の種類に含まれるかを判別しなければな

らない。よってTダイの種類を大まかで

はあるが、簡単に説明したい。

2.1 フィルム用Tダイの特徴（図1）

　フィルム用Tダイは、リップ隙間が

0.1mm以下～1mmぐらいのTダイを指

す。フィルムの厚みが0.01mmになるに

は、後工程によって引き伸ばされること

で、より薄くなる。フィルムダイの特徴

としていくつか挙げてみる。

①リップ隙間が小さいので、樹脂が出る

際に大きな圧力がかかるために、Tダイ

本体が内部圧力に耐えられるような構造

である。

②フィルムの表面や厚みに影響するた

め、リップランド（流面出口先端部）が

よりキレイなミガキ（Ra0.05μm以下）

をして、芯直度がより良い精度（0.005/

1,000mm幅）である。

③フィルムの厚み精度を出すために、

リップエッジがシャープである（R0.1以

下）。また、エッジに小さな欠けなどは

皆無である。

④Tダイから出た樹脂がロールに噛み合

うまで、樹脂の幅が狭くなる（ネックイ

ン）ためになるべくロールに近づけられ

るようにTダイの外形の先端角度が鋭角

である。

⑤厚み精度をより細かく設定できるよう

に、リップ調整ボルトの数が多く製作し

てより細かく調整できるようにしている。

⑥フィルムは透明な樹脂などが多いた

め、滞留を嫌がる。よって、流路内はな

るべく短い距離で設計して、リップラン

ドが短く、チョークバーがないものが多

い。

2.2 シート用Tダイの特徴（図2）

　シート用Tダイは、1mm以上のリップ

隙間を持ったTダイである。厚みは1～

5mm前後が主流であるが、20mmなど厚

物シート成形等もすることがある。

①リップ隙間が大きいので、Tダイ内で

樹脂を溜めて（アキューム）押し出せる

ような構造である。よって、樹脂の滞留

時間は長い。

②内部の流速調整用にチョークバーを付

けることが多い。チョークバーは垂直式
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チョークバーと斜め形チョークバーがあ

る。

③各シートの厚みに対応できるように、

交換リップを付けることが多い。

④リップ調整ボルトはフック式を使うこ

とが多い。リップを調整する際に1点で

の押しではなく、平面で押すことによ

り、なだらかなリップ変化が可能である。

⑤リップのエッジはR0.2ほどに丸まって

おり、取り扱いがしやすい。

⑥Tダイは水平置きの横出しが多いの

で、Tダイ下にジャッキボルトや架台を

置けるので設備などは取り扱いがしやす

い。フィルム用Tダイは下出しが多いの

で、吊ることが多いため、取り扱いは簡

単ではなく注意が必要である。

2.3 多層用Tダイ

　多層シートや多層フィルムを製作する

際に、大まかに2種の方法が考えられ

る。

【フィードブロック法（図3）】

　Tダイの手前で樹脂を合流させる方

法。フィードブロックの特徴として2種3

層や3種3層、3種5層、単層など切替弁を

入れ替えすることにより、いろいろな

フィルムやシートが生産できる。ただし

内部が1つのブロックで樹脂流路が複雑

に入り組んでいるために、多少の滞留が

できる恐れがある。Tダイの樹脂流入口

は、小判型や四角などフィードブロック

の出口と同じもので、フィードブロック

用Tダイが必要となる。

【マルチマニホールドTダイ法（図4）】

　各層を各マニホールド内で広げて、T

ダイの中でのリップ出口付近で合流させ

る方法。特徴として各層の樹脂を出口付

近で合流するため、合流後の成形時間が

短いために変わらず各層の厚みバラツキ

が少ない。フィードブロック法はTダイ

内のマニホールドで合流した樹脂を広げ

るために各層の厚みにバラツキがどうし

ても出てしまう。また、マルチマニホー

図3　フィードブロックとTダイ

切替弁3種3層用

切替弁単層用

切替弁3種5層用

図4　マルチマニホールドダイ

図5　電動アウタディッケルダイ（インナディッケルロッド付）

図6　電動全幅ディッケルダイ
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ルド法では、各層の樹脂に温度差を付け

ることが可能である。

2.4 ディッケル付Tダイ

　Tダイはリップの幅方向が決まってい

るが、ディッケルを使うことによりTダ

イのリップ幅を変化させることができ

る。よって、トリミング量を減らすこと

ができる。

【アウタディッケル（図5）】

　アウタディッケルはリップ出口に邪魔

板を置いたものである。リップ出口のた

め、樹脂内部圧力が大きくかかるため

に、剛性の強い両持ちのフレームを取り

付けて、リップ上をスライドさせること

が可能である。また、ネジを使いハンド

ルを回しただけで移動できるものやギア

モーターを使った電動式もある。

【インナディッケル】

　インナディッケルは、アウタディッケ

ルとセットで使うものである。アウタ

ディッケルでリップ出口の圧力を受ける

のではなく、マニホールド内部に入れた

インナディッケルの丸棒で樹脂圧力を軽

減させることができる。よって、運転中

にディッケルが動作可能となる。

　しかし、このアウターディッケルやイ

ンナディッケル構造は、樹脂流動面に直

角に抵抗体を入れるので樹脂の滞留部分

ができて、樹脂焼けが発生する欠点があ

る。

【全幅ディッケル（図6）】

　樹脂滞留の焼けで使用不能な樹脂成形

を可能にしたものが、全幅ディッケル

で、全マニホールド部をディッケルとし

て移動できるようにしたものである。全

幅ディッケルはマニホールドを摺動させ

て移動させるが、樹脂を止めるのも摺動

部であるため、樹脂漏れが起きないよう

高い加工精度、技術が必要となり、当社

では相当台数の実績がある。また、

チョークバー付の全幅ディッケルの製作

も可能である。

2.5 ラミネート用Tダイ

　主シートやフィルムに樹脂を貼り付け

るTダイである。

【挟み込み形式ラミネート用Tダイ（図

7）】

　不織布やガラス繊維の繰り出したシー

トの2枚の間に樹脂を入れる。Tダイは間

に入れるため先端が鋭角なものや、リッ

プ調整ボルトが長く調整できるものな

ど、さまざまな要求が必要とされる。厚

み精度はあまり要求されない。シート幅

調整のディッケル付Tダイが多い。

図7　ラミネート法

図8　ベルトダイ

図9　Tダイの流動解析

T-Die　流動解析　V3.4
様

製番 Data　No,

入力データ

マニホールド入口径（mm）
マニホールド出口径（mm）
リップ幅（mm）
リップ間隙（mm）
リップ長さ（mm）
デルタ角度（度）
デルタ端長（mm）

Ri＝
Roi＝
L1＝
HD＝
LP＝
alp＝
DT＝

使用樹脂
流量（kg/h）
粘度（poise）
粘度指数
密度（g/cc）

：
Q＝
K＝
n＝
BD＝

60 
5,000 
1 
1

10
8

1,000
2.5
10
5
50

h1＝　　1 h2＝　　1

株式会社　池貝

入口圧力（kg/cm2）
P＝　　20.5

滞
留
時
間
（
se
c）

60

40

20

0
11 21 31 41 51 61 71 81 91

－20

－40

－60

流量分布解析
流
量
比
率
（
％
）

50
40
30
20
10

11 21
31
41 51 61 81 91

71
0

－10
－20
－30
－40
－50



4 コンバーテック　2009．3

今月のスポットライト① ウェブ・シートの製膜・成形技術の進展

【ベルト用Tダイ（図8）】

　ベルトなどの基材の片側に粘着シール

材などを貼り合わせるTダイである。ベ

ルトはTダイの外形のリップなどの一部

を当てて滑らせるため、Tダイの当てる

部分は基材の引っかかりがないように角

部をRにして、メッキして磨いた面が必

要である。

３．Tダイ設計のための2.5次
元流動解析

　Tダイを3次元流動解析するには、正確

な3次元のマニホールド形状のCADデー

タが必要となる。そのためには、まず3

次元のマニホールドを作図しなければな

らない。当社では2.5次元の有限要素法

を利用したマニホールドの解析ソフト

（図9）がある。こちらはパラメータ式

で流面の主要な数値（図9、図10）と樹

脂の粘度を入力すれば、どのように樹脂

がTダイから出てくるかをシミュレー

ションできる。樹脂の粘度データとマニ

ホールドの要素パラメータの数値を入れ

替えて、最適な樹脂の流れを判断して、

マニホールドを設計する。こちらの流面

は2.5次元の解析結果でのマニホールド

設計のため、細かい小さなRやマニホー

ルドのサイドの部分などは判別不可能で

あるが、樹脂流動解析を判断のするため

の基準となるソフトである。

図10　Tダイ設計の要素
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４．Tダイマニホールドの3次
元流動解析（図11）

　当社では3次元の流動解析をするソフ

トは、理化学研究所のベンチャー企業で

ある㈱先端力学シミュレーション研究所

（ASTOM社）の「ASU/MOLD-Die」を

使用する。ASTOM社と当社は樹脂の流

動解析について協力関係を構築中であ

る。このソフトは3次元の有限要素法を

利用して、3次元のマニホールドを解析

する。樹脂の粘度データを入れた後の解

析内容は、流速、圧力分布、温度分布、

ベクトル、ストリームラインなどがあ

る。こちらを色別の視覚的に見ることに

より、流面が良いかどうかを最終確認可

能となる。3次元解析の特徴は細かい部

分まで3次元で解析できることが特徴で

ある。また3次元の解析のため、解析結

果も3次元で表現している。マニホール

ドの表面と内部では解析結果が違うこと

も特徴である。

５．Tダイ内部の流動解析シ
ミュレーション

　Tダイの内部のシミュレーションで、

ダイの内部がどのように樹脂が変化をす

るかを図解する。Tダイの内部は流入口

から来たストレートの形状が、2通路に

分岐されて、分岐されたスリットから薄

くなった樹脂が出てくる。内部の樹脂は

マニホールド内の変化にとんだ形状によ

り樹脂は変化することが分かる。特に樹

脂が変化する部分を拡大して、どのよう

に流れるかをシミュレーションで検証す

図11　解析種類

圧力 温度

粘度 流速

ベクトル 流速ストリーム
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図12　マニホールド分岐部

流速ストリーム ベクトル 粘度

図14　マニホールドサイド部

ベクトル 圧力 流速

図13　マニホールドからスリット

圧力 粘度

る。

5.1 マニホールドが分岐する部分（図

12）

　こちらはストレートの樹脂が分岐部で

2つに分かれる。流れを確認すると直進

する樹脂は止まり、横に流れる樹脂に分

かれる部分が表現されている。

5.2 マニホールドからスリットに入る

部分（図13）

　こちらはマニホールドからスリットに

入る部分で、上下と中央での変化の激し

さが見受けられる。 図15　チョークバーの種類の比較

解析モデル（垂直式チョークバー） 解析モデル（斜め式チョークバー）

垂直式チョークバー 斜め式チョークバー
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5.3　マニホールドのサイド部（図14）

　こちらは、マニホールドの最後の部分

になるために、滞留がしやすい部分とな

る。よって、各解析では滞留がなく、ス

ムーズに流れているマニホールドの設計

がなされていることが判断される。

5.4 チョークバーの種類の比較（図

15）

　チョークバーは前項で書いたように、

垂直式と斜め式の2種類がある。垂直式

チョークバーは流路を大きく曲げている

ため、しっかりと流路を制御しているこ

とが判断できる。斜め式チョークバーは

流路がストレートに近い形状のため、滞

留が少ないことが判断できる。

5.5 チョークバー締めた時の比較（図

16）

　チョークバーを締めた時、マニホール

ド内部がどのように変化をしているのか

を比較する。開放時は内部圧力があまり

立っていないことが判断できる。真ん中

のみ締めた時は、内部圧力は真ん中のみ

圧力が高くなっている。隙間0.5mmで全

体を締めた場合は、内部圧力が格段と高

くなる。

5.6 リップの締めた時（図17）

　リップをベンディングさせて締めた

時、マニホールド内部がどのように変化

するのかを比較する。リップを締めた場

合、1.5→0.8mm程度ではあまり圧力は

立たないことが判断できる。こちらは出

口に近く短い距離のため、圧力がすぐに

開放されるためと判断できる。

６．Tダイのシミュレーショ
ンによる効果

　Tダイのシミュレーションソフトを使

うことにより、内部のシミュレーション

結果が見えるようになる。こちらの結果

を当社のテスト工場にて押出機とTダイ

を使って実機の確認を行い、シミュレー

ションソフトとの整合性を検証する。

よって、Tダイのマニホールドの解析を

再度行い、より良いTダイを製作ことが

可能となる。ASTOM社のASU/MOLD-

DieはTダイだけではなく、異形ダイや

パイプ用のスパイラルダイなどのの流面

解析も可能である。

７．さいごに
　Tダイは現代の流れに乗って、どんど

んIT化されているものである。3次元

CADによるモデリングや3次元流動解

析、また、マニホールド加工での

CADCAMによる曲面加工など、より高

度な技術が求められている。当社のTダ

イは自社工場で加工、研磨、ミガキ、検

査など自社工場内で製作し管理してい

る。古くからの加工や研磨やミガキの技

術と近年のIT化された技術とが融合して

いる当社のTダイは、また設計も一品一

様でユーザーのニーズが細かく反映され

るものである。当社のTダイをより進化

させていき、プラスチック業界に貢献で

きればと考えている。
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図16　チョークバーを締めた時

チョークバー解放時（隙間2mm） チョークバー真ん中のみ締める チョークバー最大締める（隙間0.5mm）

図17　リップを締めた時

先端

全体

リップ隙間1.5mm リップ隙間0.8mm




