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(57)【要約】
　少なくとも２つの作業ロールを備えた少なくとも１つ
の圧延機スタンド内で半仕上げ金属製品の熱間圧延法の
パラメータ（α）の少なくとも１つを調節する方法であ
って、該調節方法は以下の工程：以下の式によって前進
スリップ率（ＦＷＳ）を計算する工程であって、

式中、Ｖｅｘｉｔは、それぞれのスタンドの出口での半
仕上げ製品の速度であり、Ｖｓｔａｎｄは作業ロールの
線速度である工程；スタンド内の作業ロールの圧下力（
Ｆ）の測定値および予め計算された前進スリップ率（Ｆ
ＷＳ）の関数として推定摩擦係数（μｒｅａｌ）を計算
する工程；および計算された推定摩擦係数（μｒｅａｌ

）に基づいてパラメータ（α）の少なくとも１つを調節
する工程を含む調節方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの作業ロールを備えた少なくとも１つの圧延機スタンド内で半仕上げ金
属製品の熱間圧延法のパラメータ（α）の少なくとも１つを調節する方法であって、該調
節方法は以下の工程
－　以下の式によって前進スリップ率（ＦＷＳ）を計算する工程であって、
【数１】

式中、Ｖｅｘｉｔは、それぞれのスタンドの出口での半仕上げ製品の速度であり、Ｖｓｔ

ａｎｄは作業ロールの線速度である工程；
－　スタンド内の作業ロールの圧下力（Ｆ）の測定値および予め計算された前進スリップ
率（ＦＷＳ）の関数として推定摩擦係数（μｒｅａｌ）を計算する工程；および
－　計算された推定摩擦係数（μｒｅａｌ）に基づいてパラメータ（α）の少なくとも１
つを調節する工程
を含む該調節方法。
【請求項２】
－　推定摩擦係数（μｒｅａｌ）を計算する工程の間、摩擦係数の目標値（μｔａｒｇｅ

ｔ）が予め決定され、摩擦係数（μｒｅａｌ）がリアルタイムで計算され、
－　調節工程の間、

【数２】

が所定値（Δ）よりも大きい場合、対応する方法パラメータ（α）が
【数３】

が所定値（Δ）以下になるように調節される請求項１に記載の調節方法。
【請求項３】
　前進スリップ率の計算の前に、スタンドからの出口での半仕上げ製品の速度（Ｖｅｘｉ

ｔ）が測定され、（Ｖｅｘｉｔ）の測定と摩擦係数（μｒｅａｌ）の計算の間の時間が１
００ミリ秒以下である請求項１または２に記載の調節方法。
【請求項４】
　Ｖｅｘｉｔの測定とμｒｅａｌの計算の間の時間が５０ミリ秒以下である請求項３に記
載の調節方法。
【請求項５】
　Ｖｅｘｉｔの測定と熱間圧延方法のパラメータ（α）の少なくとも１つの調節の間の時
間が５００ミリ秒以下である請求項１から４のいずれか一項に記載の調節方法。
【請求項６】
　方法のパラメータ（α）の少なくとも１つの調節工程の後に、前進スリップ率（ＦＷＳ
）および摩擦係数（μｒｅａｌ）の計算値の関数として圧下力Ｆを調節することからなる
補正工程を含む請求項１から５のいずれか一項に記載の調節方法。
【請求項７】
　方法のパラメータ（α）の少なくとも１つの調節工程の後に、前進スリップ率（ＦＷＳ
）および摩擦係数（μｒｅａｌ）の計算値の関数としてストリップの入口張力（σｅｎｔ

ｒｙ）および出口張力（σｅｘｉｔ）を調節することからなる補正工程を含む請求項１か
ら６のいずれか一項に記載の調節方法。
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【請求項８】
　少なくとも２つの作業ロールを備えた少なくとも１つの圧延機スタンド内で半仕上げ金
属製品を熱間圧延する方法であって、方法のパラメータ（α）の少なくとも１つが請求項
１から７のいずれか一項に記載の調節方法によって調節される圧延方法。
【請求項９】
　油および水から構成された潤滑エマルジョンが作業ロール間の間隙の位置で噴射され、
方法パラメータαの少なくとも１つが油の噴射流量（Ｑｏｉｌ）である請求項８に記載の
圧延方法。
【請求項１０】
　圧延された金属半仕上げ製品がアルミニウム帯である請求項８または９のいずれか一項
に記載の圧延方法。
【請求項１１】
　圧延された金属半仕上げ製品が鋼帯である請求項８または９のいずれか一項に記載の圧
延方法。
【請求項１２】
　圧延された鋼帯が高強度（Ｖｅｒｙ　Ｈｉｇｈ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ）または超高強度（
Ｕｌｔｒａ　Ｈｉｇｈ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ）鋼帯である請求項１１に記載の圧延方法。
【請求項１３】
　圧延された鋼帯が３ｍｍ以下の圧延終了時の厚さを有する請求項１１または１２に記載
の圧延方法。
【請求項１４】
　請求項８から１１のいずれか１項に記載の圧延方法を実施するための熱間圧延機。
【請求項１５】
　圧延機スタンドからの出口での半仕上げ製品の速度Ｖｅｘｉｔがレーザ速度計によって
測定される請求項１２に記載の熱間圧延機。
【請求項１６】
　ソフトウェア命令を含むコンピュータプログラム製品であって、該ソフトウェア命令は
、該ソフトウェア命令がコンピュータによって実行されるときに、請求項１から７のいず
れか一項に記載の調節方法を実施するコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は冶金製品の熱間圧延に関する。より具体的には、本発明は熱間圧延方法の少な
くとも１つのパラメータを調節する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、他の冶金製品、特にアルミニウムまたはその合金の熱間圧延に適用可能であ
るが、以下では鋼帯の熱間圧延を例にとる。
【０００３】
　熱間圧延鋼帯は、通常、以下の方法に従って製造される：
－　２００から２６０ｍｍの範囲の厚さを有するスラブを連続鋳造し；
－　約１１００から１２００℃の温度までスラブを再加熱し；
－　約３０から５０ｍｍの厚さを有するストリップを得るために、単一の反転可能なスタ
ンドまたは次々に一列に配置された複数の独立したスタンド（例えば、５つ）を備えた粗
圧延機にスラブを通し；
－　ストリップに約１．５から１０ｍｍの厚さを与えるために、その中にストリップが同
時に存在する複数のスタンド（例えば、６つまたは７つ）を備えた仕上げ圧延機にストリ
ップを通し、その後ストリップをらせん状に巻く。
【０００４】
　その後、このようにして得られた熱間圧延帯は、それに最終的な特性を与える熱的また
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は機械的処理を施すことができ、または熱間圧延帯は、最終的な熱的または機械的処理の
実行前に、その厚さをさらに減少させる冷間圧延を受けることができる。
【０００５】
　鋼帯の熱間圧延の間、仕上げラインの各スタンドでは、鋼帯は、作業ロールと、ロール
間の間隙内のストリップとの間の摩擦によって影響される、正確に決定された一連の熱的
および機械的操作（減少、温度）に供される。この一連の操作は、ストリップの品質（表
面外観および冶金特性）に大きな影響を与える。
【０００６】
　従って、ロール隙間内の摩擦を測定および制御することができることが最も重要である
。高すぎる摩擦係数は、過度なエネルギー消費、ロールの急激な劣化およびストリップ上
の表面欠陥をもたらす。逆に、低すぎる摩擦係数は、滑り問題およびストリップの誘導に
関する問題ならびにスタンド内でのストリップのスレッディング（ｔｈｒｅａｄｉｎｇ）
の問題を引き起こす。
【０００７】
　摩擦係数を調整することは、特に潤滑方法によって確実にされる。
【０００８】
　現在、注油は、一般に、間隙の位置でロール上に、水および潤滑流体、通常は油から構
成されたエマルジョンを噴射することにより、圧延機の各スタンドの位置で行われる。例
えば、ＵＳ－Ａ－３６０５４７３号を参照されたい。
【０００９】
　効果的な注油を有する必要性は、新しいＶＨＳ（高強度、一般に４５０から９００ＭＰ
ａの間）またはＵＨＳ（超高強度、一般に９００ｍＰａより大きい）等級の鋼および／ま
たは新しいフォーマット、例えば、３ｍｍ未満のストリップ厚さの圧延に伴ってさらに大
きくなる。ＵＳＩＢＯＲ（Ｒ）または二相鋼のようなこれらの鋼は当然より硬く、より大
きな圧延力の適用を必要とし、そのことは圧延機の容量を低下させる。これらの鋼は、ま
た、より少ないカラミン（通常は最初の潤滑要素として働く）を有する表面組成を有して
いてもよい。
【００１０】
　また、現在の圧延方法では、摩擦係数が高すぎる結果、ロール間隙内のストリップの非
スレッディングのリスクを回避するために、潤滑エマルジョンの噴射は、ストリップの始
まり部分の圧延の間は無効化される。同様に、ロール上の潤滑エマルジョンの存在のため
に次のストリップが適切なスレッディングをし損なうことを防止するため、潤滑エマルジ
ョンの噴射は、前のストリップの最後尾端の圧延の間は無効化される。従って、潤滑剤な
しで圧延されるこれら２つの部分は、それらが必要な厚さを有さないため、廃棄されなけ
ればならず、そのことは数メートルのストリップ（スタンド当たり５から１０メートルの
ストリップ）の無駄、そのため生産性についての重大な損失を表す。
【００１１】
　効果的な注油を確保し、その結果として摩擦係数を調節し、滑りまたはストリップが適
切なスレッディングをし損なうことのような圧延事故を回避するために多くの解決策が提
案されている。
【００１２】
　ＪＰ－Ａ－２００８２６４８２８号は、摩擦係数の特定の値を確保するために、作業ロ
ールが特定の組成を有するコーティングによって被覆された熱間圧延方法を記載する。
【００１３】
　ＪＰ－Ａ－２００５１４６０９４号は、特別な組成を有する潤滑油を使用することによ
って、ストリップが滑ることを防止する熱間圧延方法を記載する。
【００１４】
　しかし、これらの解決策は、圧延時の摩擦係数を連続的に調整することを可能にはしな
い。摩擦係数は、とりわけ、圧延されるストリップを構成する材料の種類、作業ロールの
条件（粗さ、劣化、スケール等）、圧延速度および達成されるべき減少率の関数である。
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また、注油の有効性はランの最初と終わりの間で、さらにはあるラインから別のラインヘ
、および同じライン上のあるスタンドから別のスタンドへ非常に異なる場合がある。しか
し、提案された解決策は、これらのパラメータのばらつきを工程中に考慮に入れることを
可能にしない。
【００１５】
　ＪＰＨ－Ａ－１１５６４１０号は、圧延機のロールによって加えられた絞り力がセンサ
ーによって測定され、その後噴射された潤滑油の量が、測定された圧延力が目標値と等し
くなるように調整される方法を記載する。
【００１６】
　この解決策の目的は工程中、摩擦係数を調整することであるが、摩擦係数を支配するパ
ラメータの全てを考慮していない。この解決策はあまり効果的ではない。また、必要な力
を達成するために大量の潤滑剤が添加されるべき場合、この解決策は速度またはけん引力
のばらつきのような圧延工程中の不安定性の重大なリスクを伴う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】米国特許第３６０５４７３号明細書
【特許文献２】特開２００８－２６４８２８号公報
【特許文献３】特開２００５－１４６０９４号公報
【特許文献４】特開平１０－１５６４１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　従って、本発明の目的は、圧延事故を防止し、最適な生産量を達成するために、摩擦係
数が製造中に確実かつ効果的に調節される圧延方法を提供することである。本発明の目的
は、また、好ましくは、圧延方法の不安定性を低減し、ストリップにその全長にわたり潤
滑油を塗ることを可能にする方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　この目的を達成するために、本発明の第一の目的は、請求項１に記載の調節方法である
。
【００２０】
　この調節方法は、単独でまたは組み合わせて考慮される請求項２から７に記載された特
徴を含むことができる。
【００２１】
　本発明の追加の目的は請求項８に記載の圧延方法である。
【００２２】
　この圧延方法は、単独でまたは組み合わせて考慮される請求項９から１３の特徴を含む
ことができる。
【００２３】
　本発明の追加の目的は請求項１４に記載の熱間圧延機である。
【００２４】
　この圧延機は、また、請求項１５の特徴を含むことができる。
【００２５】
　本発明の追加の目的は請求項１６に記載のコンピュータプログラムである。
【００２６】
　本発明の他の特徴および利点は以下の説明を読むことから明らかになるであろう。
【００２７】
　本発明を例示するために、試験が行われ、非限定的実施例によって、特に添付の図面を
参照しながら説明される。
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【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係る調節装置の一実施形態を備えた２つのスタンドを有する圧延機を示
す。
【図２】本発明の調節方法の一実施形態で使用される異なる変形例を示す。
【図３】本発明の第１の実施形態による制御図を示す。
【図４】本発明の第２の実施形態による制御図を示す。
【図５】本発明に係る調節方法を利用する試験中の時間の関数としての油の噴射開始およ
びモータートルクを示す。
【図６】本発明に係る調節方法を利用する試験中の時間の関数としてのスタンドからの出
口における圧延ストリップの厚さを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１は、その中でストリップＢが、例えば、鋼帯の熱間圧延のための仕上げ圧延機に同
時に従事される２つのスタンド１、２を備える圧延機で圧延中の金属ストリップＢを示す
。この種の圧延機は、一般に、５つ、６つまたは７つのスタンドを含む。スタンド１、２
の各々は、慣習的に、２つの作業ロール１ａ、１ａ’および２ａ、２ａ’ならびに２つの
バックアップロール１ｂ、１ｂ’および２ｂ、２ｂ’を含む。各スタンドは、１対のモー
ターＣ１、Ｃ２（図示せず）によって活性化される。２つの作業ロール、それぞれ１ａ－
１ａ’および２ａ－２ａ’の間の距離は間隙Ｓ（図示せず）と呼ばれ、圧下機構７によっ
て調節される。
【００３０】
　ロールには、例えば、油および水のエマルジョンを噴霧することを可能にする噴霧ノズ
ルのような噴射装置３によってスタンドの各々の位置で潤滑油が塗られる。
【００３１】
　本発明の一実施形態によれば、速度測定装置４はストリップの走行方向において最初の
スタンドからの出口に配置され、この装置４はストリップがスタンドを出るときのストリ
ップの速度Ｖｅｘｉｔを測定することを可能にする。この装置は、一例として、レーザ速
度計等の光学測定装置とすることができる。この速度測定は、以下の式に基づいて、リア
ルタイムでＦＷＳ（前進スリップ率）を計算することを可能にする。
【００３２】
【数１】

式中、
－　Ｖｅｘｉｔは、例えば、装置４を用いて測定された、スタンドからの出口におけるス
トリップの速度である。
－　Ｖｓｔａｎｄは、以下の式に従って計算された作業ロールの線速度である：
　　　　　　　Ｖｓｔａｎｄ＝ωＲ　　　　　　　　（式２）
式中、Ｒは作業ロールの半径であり、ωは、例えば、パルス発生器によって測定された作
業ロールの角速度である）
【００３３】
　速度ＶｅｘｉｔおよびＶｓｔａｎｄは、速度のあらゆる単位で表すことができるが、そ
れらは両方ともこの同じ単位で表されなければならない。同様に、角速度ωが表される単
位はＶｓｔａｎｄが表される単位と一致しなければならない。
【００３４】
　さらに、本発明の一実施形態によれば、リアルタイムで作業ロールの圧下力Ｆを測定す
ることを可能にする力測定装置５も、各スタンドの位置に設けられる。これらの装置は当
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業者には周知であり、例えば、スタンドの支柱上または圧下機構７の下に設置された歪ゲ
ージとすることができる。
【００３５】
　圧下力Ｆおよび出口でのストリップの速度Ｖｅｘｉｔの測定データは、例えば、潤滑剤
エマルション噴射ノズル３または圧下機構７に、その後、これらの測定値および他の予め
記録されたパラメータの関数として、設定値を送信することができる処理装置６に送信さ
れる。
【００３６】
　本発明の調節方法の１つの実施形態を実現することを可能にする処理装置６を、図３を
参照して以下に説明する。
【００３７】
　スタンドからの出口でのストリップの速度Ｖｅｘｉｔおよび作業ロールの角速度ωは、
一列に測定され、それらの値は第１のコンピュータ８に送られる。この第１のコンピュー
タ８は作業ロールの半径Ｒの値を記憶する少なくとも１つの内部メモリを含み、それによ
り作業ロールの線速度Ｖｓｔａｎｄ、その後式１に従って前進スリップ率ＦＷＳの値を算
出することが可能となる。
【００３８】
　計算値ＦＷＳは、その後、入力データとして、センサー５によりリアルタイムで測定さ
れた圧下力Ｆの値も受信する第２のコンピュータ９に送られる。この第２のコンピュータ
はパラメータＰ１を記憶する少なくとも１つの内部メモリを含む。これらのパラメータＰ

１は、摩擦係数μｒｅａｌの計算のために選択されたモデルの関数である。
【００３９】
　異なる簡略化したモデルを、前進スリップ率ＦＷＳおよび圧下力Ｆの値から摩擦係数μ

ｒｅａｌの計算値を得るために適合させることができる。これらのモデルはそれらの概要
が知られているが、本発明に記載されたそれらの特定の用途においては知られていない。
【００４０】
　一例として、我々は、ＳＩＭＳ又はブランド＆フォードモデルのような、当業者に知ら
れている他のモデルと同様に、オロワンモデルの本発明の目的のための利用を以下に説明
する。これら３つのモデルの各々の一般的な理論は、例えば、オロワンモデルに対し「Ｔ
ｈｅ　ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｒｏｌｌ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｉｎ　ｈｏｔ　ａ
ｎｄ　ｃｏｌｄ　ｆｌａｔ　ｒｏｌｌｉｎｇ」、Ｅ．　Ｏｒｏｗａｎ、機械学会の議事録
、１９４３年６月、１５０巻、Ｎｏ．１、１４０から１６７頁、シムズモデルに対し「Ｔ
ｈｅ　ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｒｏｌｌ　ｆｏｒｃｅ　ａｎｄ　ｔｏｒｑｕｅ　
ｉｎ　ｈｏｔ　ｒｏｌｌｉｎｇ　ｍｉｌｌｓ」、Ｒ．Ｂ．　Ｓｉｍｓ、機械学会の議事録
、１９５４年６月、１６８巻、Ｎｏ．１、１９１から２００頁、ブランド＆フォードモデ
ルに対し「Ｔｈｅ　Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｒｏｌｌ　Ｆｏｒｃｅ　ａｎｄ　Ｔ
ｏｒｑｕｅ　ｉｎ　Ｃｏｌｄ　Ｓｔｒｉｐ　Ｒｏｌｌｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ｔｅｎｓｉｏｎ
ｓ」、Ｄ．Ｒ．　ＢｌａｎｄおよびＨ．　Ｆｏｒｄ、機械学会の議事録、１９４８年６月
、１４９巻、１４４頁に記載されている。
【００４１】
　オロワンモデルを使用してリアルタイムで摩擦係数μｒｅａｌを計算するために、パラ
メータＰ１は、ストリップの入口厚さｅｅｎｔｒｙおよび出口厚さｅｅｘｉｔ、ストリッ
プの入口張力σｅｎｔｒｙおよび出口張力σｅｘｉｔであり、この例ではこれらのパラメ
ータは圧延の開始時に設定されるだけでなく、推定またはリアルタイムで測定することも
できる。これらのパラメータは図２に示される。
【００４２】
　このデータに基づいて、第２のコンピュータ９は摩擦係数μｒｅａｌを計算し、そのデ
ータはプロセッサ１０に送信される。μｒｅａｌの計算時間は１００ミリ秒以下であり、
好ましくは５０ミリ秒以下である。
【００４３】
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　プロセッサ１０の入力データはμｒｅａｌ、圧延ストリップの鋼の等級の関数として、
チャートまたはモデリングに基づいて決定された摩擦係数の目標値μｔａｒｇｅｔ、検討
中の設備上で圧延されたストリップのキロメートル数、ロールの摩耗、使用された油の種
類等、およびパラメータα０である。このパラメータは、摩擦係数μｒｅａｌを調節する
ために使用されるであろう方法パラメータαの初期値である。
【００４４】
　このパラメータは、一例として、潤滑油の噴射流量Ｑｏｉｌとすることができる。初期
値は、例えば、チャートによってまたはモデリングによって決定することができる。
【００４５】
　次いで、摩擦係数μｒｅａｌの値は摩擦係数の目標値μｔａｒｇｅｔと比較される。こ
れらの２つの値の差の絶対値
【００４６】
【数２】

が所定の値Δより大きい場合、パラメータαｎの新しい値が計算され、計算された摩擦係
数摩擦μｒｅａｌの値が目標値μｔａｒｇｅｔに近い値になるように適用され、その目的
は、ストリップが適切なスレッディングをし損なうことを防止し、μｒｅａｌ＜μｔａｒ

ｇｅｔの場合スリップを防止することであり、そうでない場合は作業ロールの時期尚早の
摩耗および表面欠陥を防止することである。例えば、潤滑油の噴射流量Ｑｏｉｌを減少ま
たは増加させることができる。ロールの冷却の熱の考慮事項に対しエマルジョン中の水の
流量を一定にし、噴射されたエマルジョンがロールの大部分を覆うことを保証するための
適切な操作を維持することが好ましい。
【００４７】
　ストリップの出口速度Ｖｅｘｉｔの測定と設定αｎの受信の間に経過する時間は、５０
０ミリ秒以下であり、好ましくは１５０ミリ秒以下である。
【００４８】
　測定、計算および調節のこの連続はまた、検討中のストリップの圧延の終了までおよび
圧延ランの終了まで繰り返すことができる。
【００４９】
　図４は、本発明の第２の実施形態による制御図を示す。
【００５０】
　上述され、図３に示される第１の実施形態との違いは、それぞれコンピュータ８および
９によって計算されたＦＷＳの値およびμｒｅａｌの値が第２のプロセッサ１１に送信さ
れることである。従って、この第２のプロセッサの入力データは、ＦＷＳ、μｒｅａｌお
よび一連のパラメータＰ２である。これらのパラメータＰ２は、摩擦係数μｒｅａｌの計
算のために選択されたモデルの関数である。
【００５１】
　前の実施形態のようにオロワンモデルを使用する場合、パラメータＰ２は、ストリップ
の入口厚さｅｅｎｔｒｙおよび出口厚さｅｅｘｉｔ、ストリップの入口張力σｅｎｔｒｙ

および出口張力σｅｘｉｔ、ロールの半径Ｒであり、この例ではこれらのパラメータは圧
延の開始時に設定されるが、推定またはリアルタイムで測定することもできる。Ｐ２は、
検討中の圧延機スタンドの変形係数Ｍも含む。この係数は一般にｔ／ｍｍで表されるが、
圧延力に関連したスタンドの弾性変形を特徴とする。
【００５２】
　このデータに基づいて、プロセッサは、例えば、厚さｅｅｘｉｔを得るために適用され
なければならない圧延力Ｆ’の値を算出する。
【００５３】
　パラメータαの新しい値は他のパラメータに対する変更を引き起こし、そのため、例え
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ば、スタンドからの出口で不十分な厚さのような問題を生じる場合がある。
【００５４】
　噴射された油の流量Ｑｏｉｌが変更される場合、摩擦係数μｒｅａｌが変更され、その
結果としてロールによってストリップに加えられる力Ｆが変更される。図５に示されるよ
うに、それはひいてはスタンドからの出口でのストリップの厚さｅｅｘｉｔの変更によっ
て変換される。従って、スタンドからの出口で不十分な厚さを得ることができる。この問
題が発生する場合、μｒｅａｌを計算するのに使用されたものと同じモデルを使用できる
が、逆方向で使用できる。オロワンモデルのこの場合には、入力厚さｅｅｎｔｒｙ、ｅｅ

ｘｉｔ、張力σｅｎｔｒｙ、σｅｘｉｔ、直径Ｄ、目標摩擦係数μｔａｒｇｅｔ、および
計算された前進スリップ率のパラメータが入力され、それによりストリップに適用される
べき力Ｆ’が得られ、以下の式３に従う間隙ΔＳの必要な変化、および間隙を定義する圧
下機構７の位置が結果として変更される。
【００５５】
【数３】

式中、
－　Ｆ’はプロセッサ１１によって計算された圧延力の値である。
－　Ｆはセンサー５によって測定された圧延力の値である。
－　Ｍは検討中のスタンドの変形係数である。
【００５６】
　これらの３つの変数の単位はそれらの間で一致していなければならず、例えば、力Ｆお
よびＦ’にはニュートン、変形係数ＭにはＮ／ｍｍとすることができる。
【００５７】
　逆モデルによるこの同じ計算原理は圧延方法の他のパラメータ、例えば、スタンドの上
流および下流の張力σｅｎｔｒｙ、σｅｘｉｔを制御して圧延からの出口でのストリップ
の速度の乱れを防止するのに使用できる。
【００５８】
　図３および４を参照して上述した処理装置は、計算機またはプロセッサのような異なる
要素を含むが、異なる計算および設定値操作を実行することを可能にする１つの同じプロ
セッサ、または計算および設定値工程を可能にする任意の他の可能な構成を考えることも
できる。
【実施例】
【００５９】
試験
　本発明の熱間圧延方法はＤＷＩ（Ｄｒａｗｎ　ａｎｄ　Ｗａｌｌ　Ｉｒｏｎｅｄ）鋼帯
を用いて実行され、使用された潤滑油は標準の市販油であった。
【００６０】
　結果を図５および６に示す。
【００６１】
　図５に示すように、噴射流量Ｑｏｉｌは、ストリップの先端の圧延の間はゼロである。
この試験は主にストリップの最後尾の注油に向けたものであるため、それは計画的な選択
である。
【００６２】
　他方、油噴射流量Ｑｏｉｌはストリップの圧延が終了するまで調節され、そのことはス
トリップの最後尾端も潤滑剤の存在下で圧延されたことを意味し、これは従来技術ではそ
うではなかった。
【００６３】
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　図６は、圧延時間の関数としてのスタンド出口でのストリップの厚さｅｅｘｉｔを表す
。１０秒後にこの厚さｅｅｘｉｔの低下があることが注目される。この低下は上で説明し
たものに対応する。噴射された油流量Ｑｏｉｌの変更により、適用された力Ｆの変更が生
じ、この場合ストリップがスタンドを出るときにストリップの厚さｅｅｘｉｔの主な低下
が生じる。図４に示した調節のおかげで、新たな圧下力Ｆ’が計算され、その結果間隙Ｓ
が変更されて、顧客の期待に合致する出口厚さｅｅｘｉｔを得る。厚さｅｅｘｉｔの 増
加および維持がこの図６で見られる。
【００６４】
　次のストリップの前進スリップもいかなるミススレッディングもこの試験の間起きず、
そのことは摩擦係数が確実かつ効果的に調節されたことを意味する。また、次のストリッ
プの圧延へのいかなる影響もなく、潤滑剤の存在下でストリップの後端を圧延することが
できた。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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