
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともワークロールおよびバックアップロール計４本を用いた、圧延板の幅方向板
厚分布を制御できる板圧延機の圧延制御方法において、圧延操業中にバックアップロール
の摩耗量のロール胴長方向分布を圧延量の関数として予測算出して、圧延板の幅方向板厚
分布の制御に反映させ

板圧延機の圧延制御方
法。
【請求項２】
　 記圧延量の関数を、少なくとも、ワークロールとバックアップロール間の線荷重のロ
ール胴長方向分布に比例する関数とすることを特徴とする、 に記載の板圧延機の
圧延制御方法。
【請求項３】
　 記圧延量の関数を、少なくとも、ワークロールとバックアップロール間の線荷重のロ
ール胴長方向分布、圧延後板長さ、およびバックアップロール直径の関数とすることを特
徴とする、 に記載の板圧延機の圧延制御方法。
【請求項４】
　 記圧延量の関数を、ワークロールとバックアップロール間の線荷重のロール胴長方向
分布、圧延後板長さ、およびバックアップロール直径を用いて算出されるロール間負荷に
比例する関数とすることを特徴とする、 記載の板圧延機の圧延制御方法。
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、前記圧延量の関数を、ワークロールとバックアップロール間の線
荷重のロール胴長方向分布に基づく関数とすることを特徴とする、
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【請求項５】
　ワークロールとバックアップロール間の線荷重のロール胴長方向分布、圧延後板長さ、
およびバックアップロール直径を用いて算出される、前記ロール間負荷は、下記式で表さ
れることを特徴とする、 に記載の板圧延機の圧延制御方法。
ＱＢ ’＝Σ（ｐｉ ×Ｌｉ ）／（πＤ）
ＱＢ ’：ロール間負荷
ｐｉ ：ｉパスのワークロールとバックアップロール間の線荷重分布（ｋＮ／ｍｍ）
Ｌｉ ：圧延後板長さ（ｍｍ）
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、板圧延機の圧延制御方法に係り、より詳しくは、バックアップロールの摩耗量
のロール胴長方向分布を予測算出して板圧延機の圧延制御の精度を高める方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より慣用されている、上下にワークロール１とバックアップロール２が計４本ある、
典型的な板圧延機のロール形状の例を、図１では無負荷時の状態で、図２では板圧延時の
状態で、それぞれ模式的に示す。ワークロール１は、通常、図１に示すように、直径がバ
ックアップロール２より小さく、また、幅方向では中央が端部より大きい。また、バック
アップロール２は、直径がワークロール１より大きい。このような圧延ロールで圧延板３
を圧延するとき、図２に示すように、圧延板３の厚みによってワークロール１は上下に撓
み、ワークロール１とバックアップロール２の間の隙間がなくなるように作用する。圧延
荷重が大きくなると、バックアップロール２の撓みも増加する。
【０００３】
このような圧延機で、圧延中の板クラウンを精度よく制御することは、高歩留まりの確保
、板形状の安定等のために極めて重要なことである。そこで、板クラウンを制御するオン
ライン制御モデルが種々開発され、熱間圧延や厚板圧延等において使用されている（例え
ば、非特許文献１参照。）。
【０００４】
これらのモデルでは、板クラウンを制御する場合、バックアップロールの形状は板幅方向
で一定（直線）と仮定するか、または、制御モデルの制度を高めるために、初期バックア
ップロールのクラウン、即ちバックアップロールの研削後の形状をプロフィールメータ等
で実測して、その圧延初期バックアップロール形状（寸法）を初期値として入力している
。
【０００５】
【非特許文献１】
新日鉄技報、第３６５号（１９９７）、第１３～１６頁
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような圧延板の幅方向板厚分布を制御する板圧延機の圧延制御方法に関する従来技
術において、バックアップロールの初期プロフィールだけが考慮されている理由は、バッ
クアップロールはワークロールと比べて直径が大きく、しかも圧延板と直接に接触しない
ので板クラウンに対する影響が小さくワークロールのプロフィールや撓みと比べて無視で
きると考えられていたからである。
【０００７】
しかしながら、本発明者らは、圧延における板クラウンの制御を高精度にすべく検討する
うちに、バックアップロールのプロフィールは、初期形状のみならず、バックアップロー
ルの形状や摩耗量分布も考慮しないと、板クラウンの制御の精度を上げることが難しいと
の考えに到った。
【０００８】
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同様に、本願出願人は、先に、バックアップロールの形状や摩耗量分布も板クラウンに影
響するとの考えから、特願２００１－２８８１９９号（特開２００２－１７２４０７号公
報参照。）に、圧延機で圧延された板のクラウンを測定して、その板クラウンの測定値か
らモデルを介してバックアップロールの摩耗量分布を求める方法を開示している。
【０００９】
このように、板クラウンの測定値からモデルを介してバックアップロールの摩耗量分布を
求めるという間接的な方法を採用する理由は、バックアップロールを一旦圧延機に取り付
けて圧延を開始した後はバックアップロール形状を測定することが困難であるからである
。
【００１０】
しかし、この方法では、実測する板クラウンの測定精度が非常に重要であるが、この板ク
ラウンの測定は高温である熱間圧延中の板を非接触で測定する必要があるために、しばし
ば精度が低下することがある。その場合、算出されたバックアップロールの摩耗量分布は
実体と大きく異なることになり、板クラウン精度も大きく低下するという問題を含んでい
る。
【００１１】
そこで、本発明は、上記のような問題点を有利に解決して、バックアップロールの摩耗量
分布を正確に反映することで板クラウンの予測精度を著しく改善し、圧延製品の形状を大
幅に向上させることのできる、板圧延機の圧延制御方法を提供することを目的とするもの
である。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記の目的を達成するために鋭意検討した結果、バックアップロールの摩
耗量分布が圧延条件に応じて一定の相関関係で進行する事実を突き止めた。そして、その
バックアップロールの摩耗量分布と圧延条件との相関関係に基づいてバックアップロール
の摩耗量分布を予測算出すれば、板クラウンの圧延制御の精度を顕著に高めることができ
ることを見出し、本発明を完成した。本発明の要旨は次のとおりである
【００１３】

【００１４】
Ｑ B’＝Σ（ｐ i×Ｌ i）／（πＤ）
Ｑ B’：ロール間負荷
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（１）　少なくともワークロールおよびバックアップロール計４本を用いた、圧延板の幅
方向板厚分布を制御できる板圧延機の圧延制御方法において、圧延操業中にバックアップ
ロールの摩耗量のロール胴長方向分布を圧延量の関数として予測算出して、圧延板の幅方
向板厚分布の制御に反映させ、前記圧延量の関数を、ワークロールとバックアップロール
間の線荷重のロール胴長方向分布に基づく関数とすることを特徴とする、板圧延機の圧延
制御方法。
（２）　前記圧延量の関数を、少なくとも、ワークロールとバックアップロール間の線荷
重のロール胴長方向分布に比例する関数とすることを特徴とする、前記（１）に記載の板
圧延機の圧延制御方法。
（３）　前記圧延量の関数を、少なくとも、ワークロールとバックアップロール間の線荷
重のロール胴長方向分布、圧延後板長さ、およびバックアップロール直径の関数とするこ
とを特徴とする、前記（１）に記載の板圧延機の圧延制御方法。
（４）　前記圧延量の関数を、ワークロールとバックアップロール間の線荷重のロール胴
長方向分布、圧延後板長さ、およびバックアップロール直径を用いて算出されるロール間
負荷に比例する関数とすることを特徴とする、前記（１）に記載の板圧延機の圧延制御方
法。
（５）　ワークロールとバックアップロール間の線荷重のロール胴長方向分布、圧延後板
長さ、およびバックアップロール直径を用いて算出される、前記ロール間負荷は、下記式
で表されることを特徴とする、（４）に記載の板圧延機の圧延制御方法。



ｐ i：ｉパスのワークロールとバックアップロール間の線荷重分布（ｋＮ／ｍｍ）
Ｌ i：圧延後板長さ（ｍｍ）
π：円周率
Ｄ：バックアップロール直径（ｍｍ）
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明者らの検討によれば、バックアップロールの摩耗が板クラウンの圧延制御の精度に
影響していること、バックアップロールの摩耗挙動は、圧延板や圧延条件にもよるが基本
的に類似し一定のプロフィールで摩耗してゆくこと、従って、圧延操作からバックアップ
ロールの摩耗量分布を予測計算することができること、その予測計算されたバックアップ
ロールの摩耗量分布を圧延制御モデルに使用すれば板クラウン制御の精度を顕著に向上さ
せることができることが見出された。本発明は、これらの知見に基づきなされたものであ
る。
【００１６】
以下、バックアップロールの摩耗挙動の例を用いて、本発明を詳細に説明する。
【００１７】
図３は、バックアップロール組替え後、１１日後、２６日後、４０日後のバックアップロ
ールの摩耗量分布を示すものである。本発明では、このようなバックアップロールの摩耗
挙動を検証することにより、バックアップロールの摩耗量分布を予測計算することができ
ることを確認した。図３によると、このバックアップロールの摩耗量分布は、圧延量にか
かわらず、左右対称で、滑らかな曲線であることが認められる。また、図３を参照すると
、胴長方向の中心（ｘ＝０）での摩耗量ｗ cが最も大きく、胴長端部（ｘ＝±１）での摩
耗量ｗ Eが最も少ないことも分かる。さらに、本発明者らが詳細を検討した結果、胴長方
向の中心での摩耗量ｗ cと胴長端部での摩耗量ｗ Eの比が、いずれの日数後の分布において
も、等しいことも判明した。
【００１８】
したがって、ロールの摩耗量分布が、詳細を後述する圧延負荷Ｑ Bに比例するとすると、
比例定数ζを用いて、バックアップロール半径分の摩耗量分布ｙは、下記の式（１）で表
すことができる。
【００１９】
ｙ＝ζ・ｆ（ｘ）・Ｑ B　・・・・（１）
ここで、ｆ（ｘ）は図３に示すバックアップロール摩耗量分布の曲線を表すｘの関数であ
る。ｆ（ｘ）は、実際のバックアップロール摩耗量分布に応じた任意の関数を用いれば良
いが、ここでは、一例として、二次曲線でモデル化することを考える。その場合、バック
アップロール半径分の摩耗量分布ｙは、例えば、下記の式（２）で表すことができる。
【００２０】
ｙ＝ζ・（ｗ C－ｗ E）｛－ｘ 2＋ｗ C／（ｗ C－ｗ E）｝・Ｑ B　・・・・（２）
したがって、所定のスラブ本数を圧延した後の、バックアップロール胴長方向の中心での
摩耗量ｗ Cと胴長端部での摩耗量ｗ Eを測定し、圧延負荷Ｑ Bを求めれば、式（２）より、
ζを求めることができる。ここで求めたζは、ロール材質が変更されない限り、一定と考
えられるので、一度このζを求めておけば、次回の圧延からは、式（２）に基づき、各ス
ラブ毎の摩耗量を累積することにより、任意のスラブ圧延におけるバックアップロール摩
耗量分布を求めることができる。必要であれば、ロール材質に応じてバックアップロール
の摩耗量分布を求めておくことができる。
【００２１】
ところで、上記のロジックでバックアップロール摩耗量分布を求めるためには、圧延負荷
Ｑ Bをモデル化しておくことが望ましい。
【００２２】
そこで、本発明者らは、圧延条件がロール摩耗量に及ぼす影響を詳細に調べた結果、ロー
ル材質が同一である限り、式（２）におけるＱ Bのパラメータとして、各圧延パスにおけ
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る、圧延荷重Ｐ、圧延後板長さＬ、バックアップロールの胴長Ｌ B、ロール直径Ｄを用い
れば、簡便かつ高精度にロール摩耗が予測できることを見出した。以下、その詳細を説明
する。
【００２３】
本発明者らは、まず、圧延条件がロール摩耗に及ぼす影響を把握した上で、下記の要因が
、バックアップロール胴長方向の中心での摩耗量ｗ Cと胴長端部での摩耗量ｗ Eに関与する
こと、および、その要因を数式化した各項に摩耗量ｗ C、ｗ Eが比例することを見出した。
【００２４】
・面圧　　　　　　　　　　：Ｐ／（Ｌ B×ｓ）
・接触長（詳細は下記）　　：ｓ
・圧延後長さ　　　　　　　：Ｌ
・ロールの円周の逆数　　　：１／πＤ
ここで、Ｌ Bはバックアップロールの胴長、ｓはワークロールとバックアップロールの接
触面における、圧延方向の接触面長さを表す。
【００２５】
したがって、摩耗量分布ｙは、式（３）で表すことができ、その結果として、式（２）に
おける１パス分のＱ Bは、式（４）で数式化できることになる。
【００２６】
　
　
　
　
　
以上をまとめると、圧延負荷Ｑ Bに対するバックアップロール摩耗量分布ｙは、式（５）
で求められるので、バックアップロール組替後から、各パス毎に対応するＱ Bから算出さ
れるｙを累積していけば、任意のスラブ圧延時におけるバックアップロール摩耗プロフィ
ールｙを求めることができることになる。
【００２７】
ｙ＝ζ・（ｗ C－ｗ E）｛－ｘ 2＋ｗ C／（ｗ C－ｗ E）｝・Ｑ B　・・・（５）
ここで、
Ｑ B＝Σ｛（Ｐｉ／Ｌ B）×Ｌｉ｝／（πＤ）
Ｐｉ（ｋＮ）：ｉパスの圧延荷重
Ｌ B　（ｍｍ）　：バックアップロールの胴長
Ｌｉ（ｍｍ）　：ｉパス出側圧延長
π　　　　　：円周率
Ｄ　（ｍｍ）　：バックアップロールの直径
ここでは、ロール摩耗量分布を表現する関数として、二次曲線を用いたが、無論、二次関
数に限る必要はなく、実際の摩耗量分布が高精度にモデル化できるように、任意の関数（
例えば、三角関数、指数関数、対数関数、べき関数、あるいはそれらを和、差、積、商で
組み合わせた関数など）を用いればよい。さらに言えば、連続曲線であればよい。
【００２８】
一方、圧延条件が非常に多岐にわたる場合には、バックアップロール端部の摩耗量が中央
部より大きくなることや、関数の組み合わせでは表現できないような複雑な摩耗分布を示
すことがある。
【００２９】
そのような条件の場合についても、本発明者らは、圧延条件がロール摩耗量におよぼす影
響を詳細に調べた。その結果、ロール材質が同一である限り、ｉパスのワークロールとバ
ックアップロール間の線荷重ｐ i、圧延後板長さＬ i 、 バックアップロール直径Ｄを用いれ
ば、簡便かつ高精度にロール摩耗が予測できることを見出した。以下、その詳細を説明す
る。
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【００３０】
本発明者らは、再度、バックアップロールの摩耗が複雑な分布を示す場合について、圧延
条件がロール摩耗に及ぼす影響を調査した結果、下記の要因が、各胴長方向の任意の位置
での摩耗量に関与すること、および、その要因を数式化した各項に摩耗量が比例すること
を見出した。
【００３１】
・ワークロールとバックアップロール間の線荷重　：ｐ i

・圧延後板長さ（ｍｍ）　　：Ｌ i

・ロールの円周の逆数　　　：１／πＤ
したがって、各ｘ座標における摩耗量ｙは、式（６）で求められ、ロール間負荷は、式（
７）で表すことができる。
【００３２】
ｙ∝Σ（ｐ i×Ｌ i）／（πＤ）＝ξ・Σ（ｐ i×Ｌ i）／（πＤ）　・・（６）
Ｑ B’＝（ｐ i×Ｌ i）／（πＤ）　・・・・・（７）
図５は、式（７）によって求めた、バックアップロール研削前のロール間負荷Ｑ B’の分
布を示している。また、図６に、そのＱ B’から求めた摩耗量と実際の測定値との比較を
示す。この圧延ロットでは、鋼種、板厚、圧下率が非常に多岐に亘ったために、摩耗分布
は複雑となったが、計算値と実測値は良く一致し、本発明によって、このような場合にお
いても、バックアップロールの摩耗分布が高精度に予測できることが分かる。
【００３３】
以上、ロール間負荷による予測算出方法をまとめると、各パスにおける、各ｘ座標での摩
耗量ｙは、式（６）で求められるので、バックアップロール組替後から、各パス毎に対応
するＱ B’から算出されるｙを、各ｘ座標毎に累積していけば、任意のスラブ圧延時にお
けるバックアップロール摩耗プロフィールｙを求めることができることになる。
【００３４】
なお、ワークロールとバックアップロール間の線荷重ｐ iの求め方は、オンラインモデル
がｐ iを計算するモデルであれば、その値を用いれば良い。また、オンラインモデルにそ
の機能がなければ、予め、オフラインで計算を行い、重回帰式や計算テーブルを作成し、
オンライン計算時に使用すれば良い。また、ｘ座標に対するｐ iは、連続曲線を用いても
良いし、ロールを胴長方向に分割し、代表点の値を用いても良い。
【００３５】
比例定数のξは、ロール組替時に測定できる摩耗量とＱ B’とから、求めて置けばよい。
【００３６】
本発明に従いバックアップロールの摩耗量分布を予測算出した後は、圧延制御プログラム
中にバックアップロールのプロフィールを使用すること自体は公知であるので（例えば、
特公平３－７２３６４号公報）、そのようなプログラムに本発明に従い予測算出したバッ
クアップロールのプロフィールを使用すればよい。
【００３７】
【実施例】
（実施例１）
ワークロール径１０００ｍｍ、バックアップロール径２０００ｍｍ、バックアップロール
胴長４５００ｍｍのリバース圧延機を用いて、鋼の熱間圧延を実施した。まずは、予備実
験を行い、圧延量とバックアップロールの摩耗挙動を調べた。その結果、式（５）におけ
る圧延負荷Ｑ B＝５２９３７２３であり、摩耗量の幅方向分布は放物線で高度に近似でき
ることが分かった。また、バックアップロール胴長方向の中心での摩耗量ｗ Cと胴長端部
での摩耗量ｗ Eは、それぞれｗ C＝２８０μｍ、ｗ E＝８０μｍであった。以上のデータを
用いて、式（５）によりζ＝１．５１１×１０ - 5を求めた。このζを用いて、新しく組み
替えたバックアップロールの摩耗量分布をスラブ圧延毎に計算し、その結果に基づいて、
圧延毎のバックアップロールプロフィールを算出して板クラウンを予測計算しながら、板
厚５～５０ｍｍ、板幅１８００～４２００ｍｍのスラブを１６０００本、バックアップロ
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ールの交換無しに、圧延した（４０日間）。その際に、板クラウンの実測値とクラウン予
測モデルの計算値との比較を行った。なお、板クラウンは、精度を高めるために、圧延・
冷却後に測定した。
【００３８】
比較例１として、バックアップロールの初期プロフィールを用い、再度、本実施例（実施
例１）と同一の圧延データ（１６０００本、４０日間の圧延）における板クラウンを予測
計算（シミューレーション）した。すなわち、比較のために、摩耗によるバックアップロ
ールプロフィール以外のモデルの入力条件は、全て本実施例と同一の値を使用し、クラウ
ン予測モデルも本実施例と同一のモデルを使用した。
【００３９】
比較例２として、ワークロール組替直後に圧延された板のクラウンを測定し（通常の鋼の
熱間圧延で用いられる、熱間オンラインの放射線板厚計を使用した。）、その結果からバ
ックアップロール摩耗量分布をモデルを介して逆算して求めた。この時のワークロールの
組替頻度は１回／日程度であった。さらに、その結果から算出したバックアップロールプ
ロフィールを用いて、本実施例と同一の圧延データ（１６０００本、４０日間の圧延）に
おける板クラウンを予測計算（シミュレーション）した。なお、この場合も、比較のため
に、摩耗によるバックアップロールプロフィール以外のモデルの入力条件は、全て本実施
例と同一の値を使用し、クラウン予測モデルも本実施例と同一のモデルを使用した。
【００４０】
図４に、バックアップロール摩耗量予測の実施例１と比較例２とを示す。ここでは、比較
を容易にするために、摩耗量分布の代表値として、バックアップロールの摩耗クラウンＣ

B（胴長中心摩耗量－胴端部摩耗量）を用いた。実施例１では、圧延されたスラブ量が増
加するにつれて（圧延負荷Ｑ Bが増加するにつれて）、Ｃ Bが一様に増加し、バックアップ
ロールの摩耗量分布が安定して、予測されていることが分かる。一方、比較例２では、板
クラウンの測定誤差が起因で、バックアップロールの摩耗量が大きく変動する場合が見ら
れる。
【００４１】
表１に、実施例１と比較例１、２のクラウン予測誤差の標準偏差σ（計算値－実測値）を
示す。ロール摩耗分布が高精度に予測できた実施例１では、誤差の標準偏差が非常に小さ
いことが分かる。したがって、想定したクラウンを有する板を圧延することができ、良好
な形状の板が得られた。一方、比較例１、２では、大きな予測誤差を示したので、比較例
１，２の方法を用いて、実操業を行えば、板の形状は大幅に悪化することになる。
【００４２】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４３】
（実施例２）
ワークロール径９８０ｍｍ、バックアップロール径１９７０ｍｍ、バックアップロール胴
長４５００ｍｍで、リバース圧延機を用いて、鋼の熱間圧延を実施した。まずは、予備実
験を行い、圧延量とバックアップロールの摩耗挙動を調べた。その結果、胴長中心におけ
るロール間負荷式Ｑ B’は、式（７）からＱ B’＝４４９２であり、ξ＝８．０８１×１０
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- 2とすれば、摩耗量の幅方向分布をＱ B’の分布を高度に近似できることが分かった（図
６）。このξを用いて、新しく組み替えたバックアップロールの摩耗量分布をスラブ圧延
毎に計算し、その結果に基づいて、圧延毎のバックアップロールプロフィールを算出して
板クラウンを予測計算しながら、板厚４．５～１００ｍｍ、板幅１４００～４２００ｍｍ
の普通鋼から特殊鋼を含めた多鋼種のスラブを１９０００本、バックアップロールの交換
無しに、圧延した（４２日間）。その際に、板クラウンの実測値とクラウン予測モデルの
計算値との比較を行った。なお、板クラウンは、精度を高めるために、圧延・冷却後に測
定した。
【００４４】
比較例３として、バックアップロールの初期プロフィールを用いて、実施例と同一の圧延
データ（１９０００本、４２日間の圧延）における板クラウンを予測計算した。なお、比
較のために、摩耗によるバックアップロールプロフィール以外のモデルの入力条件は、全
て本実施例と同一の値を使用し、クラウン予測モデルも本実施例と同一のモデルを使用し
た。
【００４５】
比較例４として、ワークロール組替直後に圧延された板のクラウンを測定し（通常の鋼の
熱間圧延で用いられる、熱間オンラインの放射線板厚計を使用した。）、その結果からバ
ックアップロール摩耗量分布をモデルを介して逆算して求めた。この時のワークロールの
組替頻度は１回／日程度であった。さらに、その結果から算出したバックアップロールプ
ロフィールを用いて、本実施例と同一の圧延データ（１９０００本、４２日間の圧延）に
おける板クラウンを予測計算した。なお、比較のために、摩耗によるバックアップロール
プロフィール以外のモデルの入力条件は、全て本実施例と同一の値を使用し、クラウン予
測モデルも本実施例と同一のモデルを使用したので、比較例３，４の方法を用いて、実操
業を行えば、板の形状は大幅に悪化することになる。
【００４６】
表２に、実施例２と比較例３、４のクラウン予測誤差の標準偏差σ（計算値－実測値）を
示す。複雑な分布にも関わらず、ロール摩耗分布が高精度に予測できた実施例２では、誤
差の標準偏差が非常に小さいことが分かる。したがって、想定したクラウンを有する板を
圧延することができ、良好な形状の板が得られた。一方、比較例３、４では、大きな予測
誤差を示した。
【００４７】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４８】
【発明の効果】
本発明により、板クラウンの予測制度を著しく改善できることから、圧延製品の形状を大
幅に向上させることが可能になり、圧延コストの低減に大きな効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来より慣用されている、上下にワークロール１とバックアップロール２が計４
本ある、典型的な板圧延機の圧延ロールの、無負荷時の形状を模式的に示す図である。
【図２】従来より慣用されている、上下にワークロール１とバックアップロール２が計４
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本ある、典型的な板圧延機の圧延ロールの、板圧延時の撓み状態を模式的に示す図である
。
【図３】バックアップロール摩耗量の胴長方向分布の時系列変化を示す図である。
【図４】圧延負荷Ｑ Bとバックアップロール摩耗量の胴長方向分布との関係を示す図であ
る。
【図５】ロール間負荷のロール胴長方向分布を示す図である。
【図６】バックアップロール摩耗量の胴長方向分布の計算予測値と実測値を比較した図で
ある。
【符号の説明】
１…ワークロール
２…バックアップロール
３…圧延板
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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