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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロール本体と、該ロール本体の両側に突出する支持軸とを有するロールの製造方法にお
いて、
　前記ロール本体の表面をブラスト処理する第１工程と、
　前記ブラスト処理された前記ロール本体の表面に、溶射基材ａを７０～９５質量％、ブ
レンド材としてのニッケル粉末を５～３０質量％含み、しかも、前記溶射基材ａが、炭化
クロムを１０～３０質量％、ニッケルを５～１５質量％含み、残部のうちの９５質量％以
上が炭化タングステンである、被覆材を溶射する第２工程と、
　前記溶射処理された前記ロール本体の表面をショットブラスト処理して、表面粗度Ｒａ
を１～１５μｍの範囲とする溶射皮膜を形成する第３工程とを有し、該第３工程のショッ
トブラスト処理に、アルミナ、スチール、又は、ガラスビーズを含む投射材を使用し、該
投射材の粒度範囲が３８～４２５μｍの範囲にあることを特徴とするロールの製造方法。
【請求項２】
　ロール本体と、該ロール本体の両側に突出する支持軸とを有するロールの製造方法にお
いて、
　前記ロール本体の表面をブラスト処理する第１工程と、
　前記ブラスト処理された前記ロール本体の表面に、溶射基材ａを７０～９５質量％、ブ
レンド材としてのニッケルクロム粉末を５～３０質量％含み、しかも、前記溶射基材ａが
、炭化クロムを１０～３０質量％、ニッケルを５～１５質量％含み、残部のうちの９５質
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量％以上が炭化タングステンである、被覆材を溶射する第２工程と、
　前記溶射処理された前記ロール本体の表面をショットブラスト処理して、表面粗度Ｒａ
を１～１５μｍの範囲とする溶射皮膜を形成する第３工程とを有し、該第３工程のショッ
トブラスト処理に、アルミナ、スチール、又は、ガラスビーズを含む投射材を使用し、該
投射材の粒度範囲が３８～４２５μｍの範囲にあることを特徴とするロールの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、鋼板等の搬送に適したロールの製造方法に関する。
なお、ここで、ロールには、鋼板等の搬送に適した搬送用ロールの他、鋼板、紙、合成樹
脂シート等のラインに使用される例えば、アダマイトロール、アロイキャストスチールロ
ール、アロイチルドロール、アンチフルーチングロール、アンチトラッキングロール、ア
ブリケーターロール、アズユーロール、バックアップロール、バスケットロール、ベンデ
ィングロール、ビリーロール、ブロックロール、ブレークダウンロール、ブライドルロー
ル、ビルドアップロール、ケージロール、キャリヤーロール、キャストスチールロール、
センターリングロール、チルドロール、コーティングロール、コンポジットロール、コン
ダクターロール、クレードルロール、クラウンロール、ダムロール、ダンサーロール、デ
フレクターロール、デリバリーロール、ディスクロール、ドライブロール、ドリブンロー
ル、アースロール、エンボシングロール、エントリーロール、エグジットロール、ファブ
リケーテッドロール、フィニッシングロール、フラップブラシロール、フォージドスチー
ルロール、フォーミングロール、グレンロール、グラインディングロール、ガイドロール
、ガッターロール、ハースロール、ヘリンボーンロール、ホールドダウンボール、ホロー
ロール、ホリゾンタルロール、アイドルロール、インターメディエイトロール、インター
メディエイトミルロール、カリバーロール、ラテラルアジャストロール、レベリングロー
ル、リフトロール、ライニングロール、ルーパーロール、マグネットロール、マッシャー
ロール、メジャリングロール、メータリングロール、モーターロール、オイリングロール
、パスラインロール、ピックアップロール、ピンチロール、プラネタリーロール、プリン
ターロール、プリングロール、レダクションロール、ローリングロール、ラフィングミル
ロール、スクラッピングロール、シールロール、シンクロール、スキューロール、スキン
パスロール、スナバーロール、ソリッドロール、スクイズロール、スチールロール、ステ
アリングロール、ストレイトニングロール、サブマージングロール、サポートロール、テ
ーブルロール、テークアップロール、テーパーロール、テンションロール、スレッディン
グロール、タッチロール、トランスファーロール、ターニングロール、アンフォールディ
ングロール、バーチカルロール、ワイパーロール、ワークロール、ラッパーロール、リン
ガーロールと称されるものが含まれる。更に、ロールとして表面に金属めっき又は金属被
覆したＣＦＲＰ（カーボン繊維強化プラスチック）等であってもよい。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、鋼板等の搬送においては、金属製のロール本体の表面に高硬質クロムめ
っきが施されたロールが使用されていた（例えば、特許文献１参照）。しかし、この搬送
用ロールでは、十分な耐摩耗性が得られず、ロールの長寿命化を図ることができなかった
。
　そこで、ロール本体の表面に、めっきよりも耐摩耗性を良好にできるサーメット溶射を
行うことで、ロールの耐摩耗性を向上させ、長寿命化を図っていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２４１１４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、上記したロールは、耐摩耗性を改善できるものの、この改善によって搬
送する鋼板の表面に疵（傷）を発生させてしまうという問題があった。
【０００５】
　本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので、従来よりも長寿命化が図れると共に、ロ
ールに接する対象物への疵の発生を抑制、更には防止可能なロールの製造方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の発明に係るロールは、ロール本体と、該ロール本体の両側に突出する支持軸とを
有するロールにおいて、
　ブラスト処理がなされた前記ロール本体の表面に、ショットブラストによって表面粗度
Ｒａを１～１５μｍ（より好ましくは、２．５～８μｍ）の範囲とした耐摩耗性及び防疵
性を備えた溶射皮膜が形成され、
　前記溶射皮膜は、溶射基材ａを７０～９５質量％と、ブレンド材としてのニッケル粉末
を５～３０質量％とを含み、
　しかも、前記溶射基材ａは、炭化クロムを１０～３０質量％と、ニッケルを５～１５質
量％とを含み、残部のうちの９５質量％以上が炭化タングステンである。
【０００７】
　第２の発明に係るロールは、ロール本体と、該ロール本体の両側に突出する支持軸とを
有するロールにおいて、
　ブラスト処理がなされた前記ロール本体の表面に、ショットブラストによって表面粗度
Ｒａを１～１５μｍ（より好ましくは、２．５～８μｍ）の範囲とした耐摩耗性及び防疵
性を備えた溶射皮膜が形成され、
　前記溶射皮膜は、溶射基材ａを７０～９５質量％と、ブレンド材としてのニッケルクロ
ム粉末を５～３０質量％とを含み、
　しかも、前記溶射基材ａは、炭化クロムを１０～３０質量％と、ニッケルを５～１５質
量％とを含み、残部のうちの９５質量％以上が炭化タングステンである。
【０００８】
　第３の発明に係るロールは、ロール本体と、該ロール本体の両側に突出する支持軸とを
有するロールにおいて、
　ブラスト処理がなされた前記ロール本体の表面に、ショットブラストによって表面粗度
Ｒａを１～１５μｍ（より好ましくは、２．５～８μｍ）の範囲とした耐摩耗性及び防疵
性を備えた溶射皮膜が形成され、
　前記溶射皮膜は、コバルトを５～２５質量％含み、残部のうちの９５質量％以上が炭化
タングステンである溶射基材ｂを有する。
【０００９】
　第４の発明に係るロールは、ロール本体と、該ロール本体の両側に突出する支持軸とを
有するロールにおいて、
　ブラスト処理がなされた前記ロール本体の表面に、ショットブラストによって表面粗度
Ｒａを１～１５μｍ（より好ましくは、２．５～８μｍ）の範囲とした耐摩耗性及び防疵
性を備えた溶射皮膜が形成され、
　前記溶射皮膜は、コバルトとクロムを合計で５～２５質量％含み、残部のうちの９５質
量％以上が炭化タングステンである溶射基材ｃを有する。
【００１０】
　第１～第４の発明に係るロールにおいて、前記ショットブラストには、アルミナ、スチ
ール、又は、ガラスビーズを含む投射材が使用され、該投射材の粒度範囲が３８～４２５
μｍの範囲にあることが好ましい。
【００１１】
　前記目的に沿う第１の発明に係るロールの製造方法は、ロール本体と、該ロール本体の
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両側に突出する支持軸とを有するロールの製造方法において、
　前記ロール本体の表面をブラスト処理する第１工程と、
　前記ブラスト処理された前記ロール本体の表面に、溶射基材ａを７０～９５質量％、ブ
レンド材としてのニッケル粉末を５～３０質量％含み、しかも、前記溶射基材ａが、炭化
クロムを１０～３０質量％、ニッケルを５～１５質量％含み、残部のうちの９５質量％以
上が炭化タングステンである、被覆材を溶射する第２工程と、
　前記溶射処理された前記ロール本体の表面をショットブラスト処理して、表面粗度Ｒａ
を１～１５μｍ（より好ましくは、２．５～８μｍ）の範囲とする溶射皮膜を形成する第
３工程とを有し、該第３工程のショットブラスト処理に、アルミナ、スチール、又は、ガ
ラスビーズを含む投射材を使用し、該投射材の粒度範囲が３８～４２５μｍの範囲にある
。
【００１２】
　前記目的に沿う第２の発明に係るロールの製造方法は、ロール本体と、該ロール本体の
両側に突出する支持軸とを有するロールの製造方法において、
　前記ロール本体の表面をブラスト処理する第１工程と、
　前記ブラスト処理された前記ロール本体の表面に、溶射基材ａを７０～９５質量％、ブ
レンド材としてのニッケルクロム粉末を５～３０質量％含み、しかも、前記溶射基材ａが
、炭化クロムを１０～３０質量％、ニッケルを５～１５質量％含み、残部のうちの９５質
量％以上が炭化タングステンである、被覆材を溶射する第２工程と、
　前記溶射処理された前記ロール本体の表面をショットブラスト処理して、表面粗度Ｒａ
を１～１５μｍ（より好ましくは、２．５～８μｍ）の範囲とする溶射皮膜を形成する第
３工程とを有し、該第３工程のショットブラスト処理に、アルミナ、スチール、又は、ガ
ラスビーズを含む投射材を使用し、該投射材の粒度範囲が３８～４２５μｍの範囲にある
。
【００１３】
　第３の発明に係るロールの製造方法は、ロール本体と、該ロール本体の両側に突出する
支持軸とを有するロールの製造方法において、
　前記ロール本体の表面をブラスト処理する第１工程と、
　前記ブラスト処理された前記ロール本体の表面に、コバルトを５～２５質量％含み、残
部のうちの９５質量％以上が炭化タングステンである、溶射基材ｂを溶射する第２工程と
、
　前記溶射処理された前記ロール本体の表面をショットブラスト処理して、表面粗度Ｒａ
を１～１５μｍ（より好ましくは、２．５～８μｍ）の範囲とする溶射皮膜を形成する第
３工程とを有する。
【００１４】
　第４の発明に係るロールの製造方法は、ロール本体と、該ロール本体の両側に突出する
支持軸とを有するロールの製造方法において、
　前記ロール本体の表面をブラスト処理する第１工程と、
　前記ブラスト処理された前記ロール本体の表面に、コバルトとクロムを合計で５～２５
質量％含み、残部のうちの９５質量％以上が炭化タングステンである、溶射基材ｃを溶射
する第２工程と、
　前記溶射処理された前記ロール本体の表面をショットブラスト処理して、表面粗度Ｒａ
を１～１５μｍ（より好ましくは、２．５～８μｍ）の範囲とする溶射皮膜を形成する第
３工程とを有する。
【００１５】
　第３、第４の発明に係るロールの製造方法において、前記ショットブラスト処理には、
アルミナ、スチール、又は、ガラスビーズを含む投射材が使用され、該投射材の粒度範囲
が３８～４２５μｍの範囲にあることが好ましい。
　以上の発明においては、ロール本体は金属製であることが好ましいが、例えば、ＣＦＲ
Ｐ等の非金属製であっても本発明は適用される。
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【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係るロールの製造方法は、ブラスト処理がなされたロール本体の表面に、ショ
ットブラストによって表面粗度Ｒａを１～１５μｍ（より好ましくは、２．５～８μｍ）
の範囲とした、上記した各組成の溶射皮膜を形成するので、耐摩耗性の向上によって従来
よりも長寿命化が図れると共に、ロールに接する対象物に疵が発生することを抑制、更に
は防止できる。
【００１７】
　なお、ショットブラスト処理に、アルミナ、スチール、又は、ガラスビーズを含む投射
材を使用し、この投射材の粒度範囲を３８～４２５μｍの範囲にする場合、溶射皮膜の表
面粗度Ｒａを、上記した１～１５μｍ（より好ましくは、２．５～８μｍ）の範囲に容易
に調整できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施例に係るロールの製造方法で製造されたロールの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　続いて、添付した図面を参照しつつ、本発明を具体化した実施例につき説明し、本発明
の理解に供する。
　図１に示すように、本発明の一実施例に係るロールの製造方法で製造されたロール（以
下、単にロールともいう）１０は、例えば、金属製のロール本体１１と、このロール本体
１１の軸方向両側に突出する支持軸１２、１３とを有するものであり、耐摩耗性の向上に
よって従来よりも長寿命化が図れると共に、鋼板（ロールに接する対象物、ここでは搬送
物の一例）に疵が発生することを抑制、更には防止可能なものである。以下、詳しく説明
する。
【００２０】
　ロール１０は、冷間圧延設備に設置され、鋼板を搬送するものである。なお、ロールの
使用用途は、鋼板の搬送に限定されるものではなく、例えば、他の金属板（例えば、非鉄
板）や条鋼等、更には、樹脂製の板材（フィルムも含む）や棒材等の搬送に使用してもよ
いし、前述した搬送用以外のロールであってもよい。
　ロール１０は、ロール本体１１（胴部）の軸方向の長さが、例えば、１０００～１７０
０ｍｍ程度、直径が、例えば、２００～７００ｍｍ程度、支持軸１２、１３も含めた軸方
向の全長が、例えば、１５００～２５００ｍｍ程度、のものである。なお、ロールの寸法
は、使用用途によって種々変更可能であり、特に限定されるものではない。
【００２１】
　ロール本体１１は、中空状のものであるが、中実状のものでもよい。
　また、ロール本体１１への支持軸１２、１３の取付けは、焼きばめによって行っている
が、これに限定されるものではなく、ロール本体と支持軸とを一体的に金属塊から削り出
すこともできる。
　ロール本体１１を構成する金属としては、耐摩耗性を備えた軸受鋼（記号：ＳＵＪ）等
の鋼材を使用できるが、使用用途によって種々変更可能であり、例えば、高硬度鋼や低炭
素鋼等を使用することもでき、また、Ａｌ（アルミニウム）やＡｌ合金、Ｃｕ（銅）やＣ
ｕ合金等を使用することもでき、場合によっては、表面に金属被覆加工等を行ったＣＦＲ
Ｐロールであってもよい。
【００２２】
　ロール本体１１の表面には、ブラスト処理（粗面化処理）がなされている。
　このブラスト処理は、ロール本体１１と、その表面に形成される溶射皮膜１４との密着
性を高めるために行う処理であり、例えば、塊状の金属や砂等を用いたサンドブラストに
より実施できる。
　なお、ブラスト処理によるロール本体１１の表面粗度Ｒａは、特に限定されるものでは
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なく、ロール本体１１と溶射皮膜１４との密着性を考慮して、適宜設定できる。
【００２３】
　ブラスト処理がなされたロール本体１１の表面には、表面粗度Ｒａが１～１５μｍ（よ
り好ましくは、２．５～８μｍ）の範囲にある溶射皮膜１４が形成されている。
　この溶射皮膜１４の厚み（膜厚）は、特に限定しないが、例えば、２０～１００μｍの
範囲で、密に（充填率が９０％以上、更には９５％以上）形成されていることが好ましい
。
　ここで、溶射皮膜の厚みが２０μｍ未満の場合、溶射皮膜の厚みが薄過ぎて、ロールの
長寿命化が図れないおそれがある。一方、溶射皮膜の厚みが１００μｍを超える場合、溶
射皮膜が厚過ぎて、溶射皮膜がロール本体の表面から剥がれ易くなる。
　従って、形成する溶射皮膜１４の厚みは、２０～１００μｍとすることが好ましいが、
下限を４０μｍ、更には６０μｍ、上限を８０μｍとするのが、更に好ましい。
【００２４】
　溶射皮膜１４（溶射皮膜Ａ～Ｄ）の成分組成は、以下の（１）～（４）に示す通りであ
る。
（１）溶射皮膜Ａは、溶射基材ａを７０～９５質量％と、ブレンド材としてのニッケル粉
末（Ｎｉ粉末）を５～３０質量％とを含み、しかも、溶射基材ａは、炭化クロム（Ｃｒ３

Ｃ２）を１０～３０質量％と、ニッケル（Ｎｉ）を５～１５質量％とを含み、残部が炭化
タングステン（ＷＣ）である。
（２）溶射皮膜Ｂは、溶射基材ａを７０～９５質量％と、ブレンド材としてのニッケルク
ロム粉末（Ｎｉ－Ｃｒ粉末）を５～３０質量％とを含み、しかも、溶射基材ａは、炭化ク
ロム（Ｃｒ３Ｃ２）を１０～３０質量％と、ニッケル（Ｎｉ）を５～１５質量％とを含み
、残部が炭化タングステン（ＷＣ）である。
（３）溶射皮膜Ｃは、コバルト（Ｃｏ）を５～２５質量％含み、残部が炭化タングステン
（ＷＣ）である溶射基材ｂを有する。
（４）溶射皮膜Ｄは、コバルト（Ｃｏ）とクロム（Ｃｒ）を合計で５～２５質量％含み、
残部が炭化タングステン（ＷＣ）である溶射基材ｃを有する。
【００２５】
　まず、上記した（１）の溶射皮膜Ａについて説明する。
　溶射皮膜Ａは、粒状の溶射基材ａ、Ｎｉ粉末、及び、不可避的不純物からなり、７０～
９５質量％の量の溶射基材ａと、この量に対応した３０～５質量％の量のＮｉ粉末とを混
合し、この混合した被覆材（溶射粒子）を、ロール本体１１の表面に溶射することで形成
される。なお、被覆材中の溶射基材ａとＮｉ粉末の各量が、上記した割合を満足すれば、
他の元素が含まれてもよい。
　上記した溶射皮膜Ａは、粒状の溶射基材ａの粒界に、Ｎｉが存在するため、溶射皮膜の
脆さを低減でき、靱性の向上が図れる。
【００２６】
　即ち、被覆材中のＮｉ粉末の量が５質量％未満の場合、溶射基材ａの粒界に存在するＮ
ｉの量が少な過ぎて、靱性の改善効果が得られなくなる。一方、被覆材中のＮｉ粉末の量
が３０質量％を超える場合、溶射皮膜中に含まれる溶射基材ａの量が少な過ぎて、溶射皮
膜の耐摩耗性の低下を招く。なお、Ｎｉは、溶射基材ａの全ての粒界に存在することが好
ましいが、部分的であってもよい。
　従って、被覆材中のＮｉ粉末の量を５～３０質量％としたが、下限を８質量％、更には
１０質量％、上限を２５質量％、更には２０質量％とすることが好ましい。
【００２７】
　溶射基材ａは、前記したように、Ｃｒ３Ｃ２を１０～３０質量％（好ましくは、下限を
１３質量％、更には１５質量％、上限を２７質量％、更には２５質量％）と、Ｎｉを５～
１５質量％（好ましくは、下限を６質量％、上限を１２質量％、更には９質量％）とを含
み、残部ＷＣで構成されている。なお、ＷＣは、溶射基材ａから、Ｃｒ３Ｃ２とＮｉを除
いた残部のうち、その９５質量％以上含まれていればよく、例えば、鉄（Ｆｅ）等の不可
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避的不純物が含まれてもよい。
　溶射基材ａを、上記した構成にすることで、従来使用されていたロール、即ち高硬質ク
ロムめっきが施されたロールと比較して、長寿命化が図れる。
【００２８】
　次に、上記した（２）の溶射皮膜Ｂについて説明する。
　なお、（２）の溶射皮膜Ｂは、上記した（１）の溶射皮膜Ａとは、ブレンド材の種類の
みが異なるため、ブレンド材について説明する。
　溶射皮膜Ｂは、溶射皮膜Ａを構成するＮｉと同様、粒状の溶射基材ａの粒界に、Ｎｉ－
Ｃｒが存在することで、溶射皮膜の脆さを低減でき、靱性の向上が図れる。このため、被
覆材（溶射粒子）中のＮｉ－Ｃｒ粉末の配合割合も、溶射皮膜ＡのＮｉ粉末と同様（５～
３０質量％：好ましくは、下限を８質量％、更には１０質量％、上限を２５質量％、更に
は２０質量％）である。
【００２９】
　続いて、上記した（３）の溶射皮膜Ｃについて説明する。
　溶射皮膜Ｃは、粒状の溶射基材ｂ、及び、不可避的不純物からなり、この溶射基材ｂ（
溶射粒子）を、ロール本体１１の表面に溶射することで形成される。
　この溶射基材ｂは、前記したように、Ｃｏを５～２５質量％（好ましくは、下限を７質
量％、更には９質量％、上限を２０質量％、更には１５質量％）と、ＷＣとからなる。な
お、ＷＣは、溶射基材ｂからＣｏを除いた残部のうち、その９５質量％以上含まれていれ
ばよく、例えば、鉄（Ｆｅ）等の不可避的不純物が含まれてもよい。
【００３０】
　溶射基材ｂを、上記した構成にすることで、前記した高硬質クロムめっきが施されたロ
ールと比較して、長寿命化が図れる。
　なお、溶射皮膜Ｃには、上記した溶射皮膜Ａや溶射皮膜Ｂのように、ブレンド材は含ま
れておらず（粒状の溶射基材ｂの粒界に、ＮｉやＮｉ－Ｃｒが存在せず）、溶射皮膜Ａや
溶射皮膜Ｂと比較して、溶射皮膜の脆さに起因して寿命が短くなるが、前記した高硬質ク
ロムめっきが施されたロールよりも、長寿命化が図れる。
【００３１】
　最後に、上記した（４）の溶射皮膜Ｄについて説明する。
　溶射皮膜Ｄは、粒状の溶射基材ｃ、及び、不可避的不純物からなり、この溶射基材ｃ（
溶射粒子）を、ロール本体１１の表面に溶射することで形成される。
　この溶射基材ｃは、前記したように、ＣｏとＣｒを合計で５～２５質量％（好ましくは
、下限を８質量％、更には１０質量％、上限を２０質量％、更には１５質量％）と、ＷＣ
とからなる。ここで、Ｃｏを４～１５質量％（好ましくは、下限を８質量％、上限を１０
．５質量％）、Ｃｒを１～１０質量％（好ましくは、下限を２質量％、上限を４．５質量
％）とするのがよい。
【００３２】
　なお、ＷＣは、溶射基材ｃからＣｏとＣｒを除いた残部のうち、その９５質量％以上含
まれていればよく、例えば、鉄（Ｆｅ）等の不可避的不純物が含まれてもよい。
　溶射基材ｃを、上記した構成にすることで、前記した高硬質クロムめっきが施されたロ
ールと比較して、長寿命化が図れる。
　なお、溶射皮膜Ｄも、上記した溶射皮膜Ｃのように、ブレンド材は含まれていないが、
前記した高硬質クロムめっきが施されたロールよりも、長寿命化が図れる。
【００３３】
　以上に示した溶射皮膜Ａ～Ｄのいずれかからなる溶射皮膜１４は、火炎溶射機で溶射粒
子を溶射して形成される。
　この火炎溶射機は、溶射粒子の速度を６００ｍ／秒（好ましくは７００ｍ／秒）以上に
する高速火炎溶射機であるが、通常使用されている火炎溶射機を使用することもできる。
なお、高速火炎溶射機を用いた場合には、溶射皮膜１４のロール本体１１への密着力を更
に高めることもできる。
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　上記した理由により、溶射粒子の速度の上限については規定していないが、現実的には
、例えば、１０００ｍ／秒程度である。
【００３４】
　溶射皮膜１４の表面粗度Ｒａは、１～１５μｍ（より好ましくは、２．５～８μｍ）の
範囲である。なお、表面粗度Ｒａは、ＪＩＳ　Ｂ　０６０１（１９９４）における算術平
均粗さで規定する。
　ここで、溶射皮膜の表面粗度Ｒａが２．５μｍ未満の場合、特に１μｍ未満の場合、溶
射皮膜に形成された凹凸が小さ過ぎるため、ロールの使用の際に短期間で凹凸がなくなり
（鋼板に対するグリップ力がなくなり）、ロールの長寿命化が図れない。一方、溶射皮膜
の表面粗度Ｒａが８μｍを超える場合、特に１５μｍを超える場合、溶射皮膜に形成され
た凹凸が大き過ぎるため、鋼板に疵を発生させるおそれがある。
　従って、溶射皮膜１４の表面粗度Ｒａは、１～１５μｍ（より好ましくは、２．５～８
μｍ）の範囲としたが、下限を３．０μｍ、上限を７μｍとすることが好ましい。
【００３５】
　なお、上記した溶射皮膜１４の表面粗度Ｒａは、溶射粒子が溶射された（溶射処理され
た）ロール本体１１の表面をショットブラスト処理することで得られる。
　このショットブラスト処理は、耐摩耗性と防疵性（搬送物への疵の発生を防止）を備え
た溶射皮膜１４を形成するための処理であり、この処理には、アルミナ、スチール、又は
、ガラスビーズを含む投射材が使用され、この投射材の粒度範囲が３８～４２５μｍの範
囲にあることが好ましい。
　ここで、投射材にガラスビーズ（例えば、ＳｉＯ２を主成分とする球状のガラス粒子：
硬度モース５．５）を使用する場合の投射条件と、これによって形成される表面粗度Ｒａ
について、具体的に説明する。
【００３６】
　粒度範囲が３８～１５０μｍ（呼び番号：１００～３２０）のガラスビーズを、ブラス
ト圧力：約０．１～０．６ＭＰａ（１～６ｋｇ／ｃｍ２）で、溶射処理されたロール本体
に投射することで、表面粗度Ｒａを３．５±０．５μｍに調整できる。この表面粗度Ｒａ
は、粒度範囲が６３～１２５μｍ（呼び番号：１２０～１５０）のガラスビーズを使用し
、ブラスト圧力を約０．１～０．３ＭＰａ（１～３ｋｇ／ｃｍ２）にすることで、より確
実に実現できる。
　また、粒度範囲が１２５～４２５μｍ（呼び番号：４６～９０）のガラスビーズを、ブ
ラスト圧力：約０．１～０．６ＭＰａで、溶射処理されたロール本体に投射することで、
表面粗度Ｒａを６．０±１．０μｍに調整できる。なお、この表面粗度Ｒａは、粒度範囲
が１５０～３００μｍ（呼び番号：６０～８０）のガラスビーズを使用し、ブラスト圧力
を約０．３～０．６ＭＰａにすることで、より確実に実現できる。
【００３７】
　続いて、本発明の一実施例に係るロールの製造方法について、図１を参照しながら説明
する。
　まず、ロール本体１１を準備する。
　このロール本体１１の表面に、ブラスト処理する。
　ここで、ブラスト処理は、前記した、例えば、塊状の金属や砂等を用いたサンドブラス
トにより実施できる（以上、第１工程）。
【００３８】
　ブラスト処理されたロール本体１１の表面に、溶射粒子を溶射する。
　ここで、溶射粒子には、前記した溶射皮膜Ａや溶射皮膜Ｂを形成するための溶射基材ａ
とブレンド材からなる被覆材、溶射皮膜Ｃを形成するための溶射基材ｂ、また、溶射皮膜
Ｄを形成するための溶射基材ｃを使用できる。なお、溶射粒子の粒度は、例えば、５０～
７０μｍ程度である。
　これらの溶射粒子は、ロールの使用用途に応じて適宜選択する。
　これにより、ロール本体１１の表面が溶射処理される（以上、第２工程）。
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【００３９】
　溶射処理されたロール本体１１の表面をショットブラスト処理する。
　ここで、ショットブラスト処理には、前記したアルミナ、スチール、又は、ガラスビー
ズを含む投射材を使用でき、しかも、この投射材の粒度範囲が３８～４２５μｍの範囲に
あるのが好ましい。
　これにより、表面粗度Ｒａを１～１５μｍ（より好ましくは、２．５～８μｍ）の範囲
とした溶射皮膜１４が形成できる（以上、第３工程）。
【００４０】
　得られたロール本体１１の表面に、必要に応じてピークカット処理（突出部分の除去）
を行い、このロール本体１１の両側に、支持軸１２、１３を取付けることで、ロール１０
として使用できる。なお、支持軸１２、１３を予めロール本体１１に取付けた状態で、上
記したブラスト処理、溶射粒子の溶射、及び、ショットブラスト処理を行うこともできる
。
　このブラスト処理、溶射粒子の溶射、及び、ショットブラスト処理は、ロール本体１１
を、その軸心を中心として回転させながら行うことが好ましいが、これに限定されるもの
ではない。
【実験例】
【００４１】
　次に、本発明の作用効果を確認するために行った実験例について説明する。
　ここでは、ロールとして、金属製のロール本体（胴部）の軸方向の長さが１５００ｍｍ
程度、直径が５００ｍｍ程度、支持軸も含めた軸方向の全長が２３００ｍｍ程度で、ロー
ル本体の表面に種々の溶射皮膜を形成したものを使用し、これを冷間圧延設備に設置して
鋼板を搬送し、ロールの寿命を調査した。なお、従来例１、２として、高硬質クロムめっ
きが施されたロールを用いた。
　この溶射皮膜の成分組成と試験結果を、表１、表２にそれぞれ示す。
【００４２】
【表１】

【００４３】
【表２】

【００４４】
　表１は、溶射皮膜（従来例１においては高硬質クロムめっき）の表面粗度Ｒａを３．５
±０．５μｍに設定した場合の結果であり、表２は、溶射皮膜（従来例２においては高硬
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質クロムめっき）の表面粗度Ｒａを６．０±１．０μｍに設定した場合の結果である。こ
の表１、表２に記載の実験例１、５、実験例２、６、実験例３、７、実験例４、８の各溶
射皮膜は、それぞれ同一の成分組成であり、前記した溶射皮膜Ａ～Ｄの代表例である。
　なお、表１に記載の「寿命の延長度合」とは、実験例１～４の「ロール寿命」を従来例
１の「ロール寿命」で除した指数である（表２も同様）。
【００４５】
　表１の実験例１～４に示すように、表面粗度Ｒａを３．５±０．５μｍに設定した溶射
皮膜が形成されたロールを使用することで、従来例１の高硬質クロムめっきが施されたロ
ールと比較して、ロールの寿命を２．８倍以上にできることを確認できた。この結果は、
表２においても同様であった（ロールの寿命は３．０倍以上）。
　特に、実験例１、２のように、ブレンド材としてＮｉ粉末やＮｉ－Ｃｒ粉末を用いるこ
とで、実験例３、４のように、ブレンド材を用いない場合と比較して、ロールの更なる長
寿命化を図れることが分かった。この結果は、表２においても同様であった。
　なお、実験例１～４、５～８のいずれも、鋼板の疵の発生はなかった。
【００４６】
　以上のことから、本発明のロールの製造方法を用いることで、従来よりも長寿命化が図
れると共に、搬送物（特に、鋼板）の疵の発生を抑制、更には防止できることを確認でき
た。
【００４７】
　以上、本発明を、実施例を参照して説明してきたが、本発明は何ら上記した実施例に記
載の構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載されている事項の範囲内で考
えられるその他の実施例や変形例も含むものである。例えば、前記したそれぞれの実施例
や変形例の一部又は全部を組合せて本発明のロールの製造方法を構成する場合も本発明の
権利範囲に含まれる。
　また、前記実施例においては、ロール本体の表面の溶射処理に火炎溶射機を用いた場合
について説明したが、ロール本体の表面に溶射処理を行うことができれば、これに限定さ
れるものではなく、密着性と緻密性の観点から、例えば、ＨＶＯＦ（Ｈｉｇｈ　Ｖｅｌｏ
ｃｉｔｙ　Ｏｘｉｇｅｎ　Ｆｕｅｌ）の溶射ガンや、Ｄ－Ｇｕｎ（Ｄｅｔｏｎａｔｉｏｎ
　Ｇｕｎ）、プラズマ溶射等を用いることもできる。
　そして、前記実施例においては、ブラスト処理がなされたロール本体の表面に、溶射粒
子を直接溶射した場合について説明したが、これに限定されるものではなく、ロール本体
の表面に、例えば、下地めっき層（例えば、Ｎｉ、Ｃｏ、若しくは、Ｆｅの単体又は合金
）を介して、溶射粒子を溶射することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　ブラスト処理がなされたロール本体の表面に、ショットブラストによって表面粗度Ｒａ
を１～１５μｍの範囲とした耐摩耗性及び防疵性を備えた各組成の溶射皮膜を形成するの
で、ロール本体に溶射被膜が強固に付着し、耐磨耗性が向上し、ロールに接する対象物へ
の疵の発生が抑制でき、搬送用ロール等各種のロールに適用でき、長寿命化を図ることが
できる。
【符号の説明】
【００４９】
１０：ロール、１１：ロール本体、１２、１３：支持軸、１４：溶射皮膜
【要約】
ロール１０は、両側に支持軸１２、１３が設けられたロール本体１１を有し、ブラスト処
理されたロール本体１１の表面に、ショットブラストによって表面粗度Ｒａを１～１５μ
ｍの範囲とした耐摩耗性及び防疵性を備えた溶射皮膜１４が形成され、溶射皮膜１４は、
溶射基材ａを７０～９５質量％と、ブレンド材としてのニッケル粉末を５～３０質量％を
含み、この溶射基材ａは、炭化クロムを１０～３０質量％と、ニッケルを５～１５質量％
を含み、残部のうちの９５質量％以上が炭化タングステンである。製造方法は、ロール本
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体１１の表面をブラスト処理する第１工程と、この表面に被覆材を溶射する第２工程と、
この表面をショットブラスト処理して表面粗度Ｒａを１～１５μｍとする第３工程を有す
る。

【図１】
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