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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横移動プラットホーム（２３）が、横移動プラットホーム（２３）を油圧シリンダ（２
８）によって圧延方向に対して横に延在するロール交換ピット（１０）の両側に平行に配
設されたレール（２６）を介して圧延方向又は圧延方向とは逆に移動可能にする複数の走
行ローラ（２４）を備える、圧延場（１）内のロールスタンド（４）の領域にあるワーク
ロールセット（７，８，２２）の交換をするための横移動プラットホーム（２３）におい
て、
　横移動プラットホーム（２３）が、圧延方向に対して横にロールスタンド（４）から取
り外したワークロールセット（７，８）と新しいワークロールセット（２２）を圧延方向
に平行に並べて配設して収容するように形成されていること、
　横移動プラットホーム（２３）が、一方で、ワークロールセットの交換時には、使用し
たワークロールセット（７，８）をロールスタンド（４）から取り出し、新しいワークロ
ールセット（２２）をロールスタンド（４）内に挿入するために、ロール交換ピット（１
０）を覆ってロール交換ピット（１０）の両側のレール（２６）上に位置し、他方で、バ
ックアップロールセットの交換時には、ロール交換ピット（１０）を解放するために、ロ
ール交換ピット（１０）の一方の側のレール（２６）上だけに位置することができるよう
な長さで一体的に形成され、走行ローラ（２４）が、相応に横移動プラットホームに配設
されていることを特徴とする横移動プラットホーム。
【請求項２】
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　横移動プラットホーム（２３）が、平行に配設された２つのレール（２６）上を移動す
るように形成されていることを特徴とする請求項１に記載の横移動プラットホーム。
【請求項３】
　横移動プラットホーム（２３）が、それぞれ６つの２列の走行ローラ（２４）を有する
ように形成されていることを特徴とする請求項２に記載の横移動プラットホーム。
【請求項４】
　走行ローラ（２４）が、それぞれ２列のスラストベアリングに保持されるように形成さ
れていることを特徴とする請求項３に記載の横移動プラットホーム。
【請求項５】
　横移動プラットホーム（２３）が、スチール構造体として形成されていることを特徴と
する請求項１～４のいずれか１つに記載の横移動プラットホーム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、横移動プラットホームが、横移動プラットホームを油圧シリンダによって圧
延方向に対して横に延在するロール交換ピットの両側に平行に配設されたレールを介して
圧延方向又は圧延方向とは逆に移動可能にする複数の走行ローラを備える、圧延場内のロ
ールスタンドの領域にあるワークロールセットの交換をするための横移動プラットホーム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１から、ロールスタンドのワークロール対及び／又はバックアップロール対の
交換をするための装置が公知であるが、この場合、バックアップロールとワークロールは
、それぞれハウジングフレーム内の昇降可能なチョック内に案内されており、ワークロー
ル対は、チョックに支持された状態でスライド駆動機構によって搬出可能である。バック
アップロール対は、ガイドウエイとホイールに支持された下のバックアップロールと、下
のバックアップロールに支持された、上のバックアップロールを支持するロール交換チェ
アによって搬出又は搬入可能である。この場合、ワークロール対は、ロールスタンドの作
業側が、取外し路又は取付け路のためにストローク長さ内で寸法設定された油圧式のピス
トン－シリンダ駆動機構と連結可能であり、搬出間隔を置いて切離し可能である。更に、
バックアップロール間の高さ位置に入れられたロール交換チェアは、同じピストン－シリ
ンダ駆動機構に連結可能であり、上のバックアップロールとロール交換チェアを下のバッ
クアップロールに支持した後、バックアップロール対が搬出可能又は再び搬入可能である
。相応の方法も、これから公知である。
【０００３】
　特許文献２からは、ロールセットをロール整備場ＷＷに引き込み、そこから再び逆に移
動させる牽引機械が公知である。この牽引機械は、牽引機械の歯車をラックに係合させる
ことによって移動される。
【０００４】
　特許文献３からは、スタンドの操作側に設けられ、それぞれ台車に支持され、ロール軸
に対して横に移動可能な複数のサポートプレートと、それぞれスタンドの前に配設された
複数のピットとを有する圧延機が公知であり、サポートプレートは、少なくとも２つの並
列に配設された、ローラ上に支承されたワークロールセットを収容するために設けられた
レール対を備えており、ピットの基礎は、バックアップロールセット用の搬出レールを備
えている。この場合、スタンドとサポートプレートの間のピットは、その長手方向を、そ
の初期位置が固定可能で、バックアップロールの交換をするためにピット外に旋回可能な
フラップによってそれぞれ覆われており、これらフラップは、それぞれ、ワークロールセ
ットの搬出とワークロールセットの移送のために使用される、ワークロールセットに付設
されたそれぞれのサポートプレートの線路対を備えている。
【０００５】
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　特許文献４からは、取り出された古いロールセットを収容し、新しいロールセットへの
交換を可能にする、ロールスタンドに対して横に移動可能なロール交換台車を有する、ス
トリップ圧延機のワークロールとバックアップロールの交換をするための装置が公知であ
る。この装置は、工場のフロア高さに位置不動に配設された交換シリンダと、取出し台車
とから成り、交換シリンダのピストンロッドは、ロールスタンドに対して横に伸縮可能で
あり、取出し台車は、交換シリンダのピストンロッドの前端に配設され、ロール交換台車
上を移動可能であり、取出し台車をロール交換台車と共に交換シリンダによってロールス
タンドに対して横に移動可能にするようにこのロール交換台車に連結可能である。更に、
ロール交換台車には、横移動テーブルが配設されており、この横移動テーブルは、ロール
交換台車に依存した移動シリンダによってロール交換台車の運動方向に対して横に移動可
能であり、交換すべきロールセットを、スタンドセンタと同じ高さの交換位置内もしくは
交換位置外に移動可能にする。更に、これに付属の方法も記載されている。
【０００６】
　特許文献５には、上下に支持し、引き続き、ワークロールセット又はバックアップロー
ルセットの軸方向に操作員側のロール整備場に搬出し、次いで戻し、そして新しいロール
セットを取り付けることによって、それぞれバックアップロールセットとワークロールセ
ットを備える複数のロールスタンドを有する圧延ラインのロールスタンド内のロールセッ
トの交換をするための方法が記載されている。この場合、操作員側のロールスタンドの数
に相当する数の独立した横移動台車によって搬送される摩耗したワークロールセットは、
唯一の接続線路上を連続的に唯一の機関車によってロール整備場に移動され、そこから、
ワークロールセットは、戻され、交換間隔を置いて、ロールスタンド間のそれぞれの横移
動台車に載せられ、操作員側の開放後、横移動台車によって、それぞれ摩耗したワークロ
ールセットを取り外した後、摩耗したバックアップロールセットが搬出され、クレーンに
よってロール整備場に移動され、整備され、逆に搬送され、対応するロールスタンドに再
び取り付けられる。更に、これに付属の装置も記載されている。
【０００７】
　特許文献６からは、圧延場内のロールスタンドの領域にあるワークロールセットの交換
をするための横移動プラットホームが公知である。この横移動プラットホームは、例えば
ボルトを介して互いに結合可能な多数の移動可能な個別プラットホームから成る。個々の
移動プラットホームは、個別又は一体的にロール交換ピットの向き対して横に、即ち圧延
方向又は圧延方向とは逆に、ロール交換ピットの両側に配設されたレールを介して移動可
能である。それぞれ個々の移動プラットホームは、上下のワークロールから成るそれぞれ
１つのワークロールセットだけを収容できるようにするだけの幅である。交換ピットの横
断時に、個々の移動プラットホームは、その一端を、交換ピット内に支持されたプランジ
ャによって支持され、その他端を、交換ピットの一方の側のレール上に位置する。プラン
ジャは、場合によってはその上に支持される移動プラットホームと共にピット内を、即ち
ピットの幅をわたって移動可能である。
【０００８】
　特許文献７は、幅の狭い複数の個別サポートプレートを連結したサポートプレートを開
示する。ワークロールセットを収容するため、個別サポートプレートが連結され、ピット
の全てをカバーするサポートプレートを構成する。バックアップロールセットを交換する
ために、サポートプレート上にワークロールセットは何ら存在しない。ピットの領域では
、隣接する２つの個別サポートプレートが連結を解除され、ピットを解放するために横に
移動される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の根本にある課題は、装置技術的に僅かな費用で、圧延場内のロールセットの交
換／搬送をするための柔軟な方法と、この本発明による方法を実施するための装置を提案
することにある。



(4) JP 4988763 B2 2012.8.1

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この課題は、本発明によれば、請求項１の上位概念に記載の横移動プラットホームが、
圧延方向に対して横にロールスタンドから取り外したワークロールセットと新しいワーク
ロールセットを圧延方向に平行に並べて配設して収容するように形成されていること、横
移動プラットホームが、一方で、ワークロールセットの交換時には、使用したワークロー
ルセットをロールスタンドから取り出し、新しいワークロールセットをロールスタンド内
に挿入するために、ロール交換ピットを覆ってロール交換ピットの両側のレール上に位置
し、他方で、バックアップロールセットの交換時には、ロール交換ピットを解放するため
に、ロール交換ピットの一方の側のレール上だけに位置することができるような長さで一
体的に形成され、走行ローラが、相応に横移動プラットホームに配設されていることによ
って解決される。
【００１１】
　装置の更なる形態は、これに関する従属請求項に記載されている。
【００１２】
　ワークロール交換装置は、圧延装置の操作側に存在する。ワークロール交換装置の課題
は、使用したワークロールセットをロールスタンドから取り出し、例えば引き続きロール
整備場まで搬送するか、新しく研磨したワークロールセットをロール整備場からロールス
タンドに搬送することにある。
【００１３】
　サイドシフティングとも言うロールセットの横移動は、圧延場内のロール交換ピットの
領域内に配設されている。横移動の課題は、新しいワークロールセットを圧延中心に位置
決めすることができるまで、ロールスタンドから取り出した使用したワークロールセット
を圧延中心／ロール交換ピットの中心から移動させることにある。
【００１４】
　移動プラットホームは、プラットホームの場合と同じスライドプレートを有するスチー
ル構造体から成る。移動プラットホームは、２つのワークロールセット、即ち使用したロ
ールセットと新しいロールセット、を、その上に位置決めすることができるように構成さ
れている。油圧シリンダは、移動プラットホームを所望の位置に移動させる。移動プラッ
トホーム自体は、レールで結合されており、好ましい構成では、それぞれ２列のスラスト
ベアリングに保持された全部で１２個の走行ローラで走行する。
【００１５】
　移動プラットホームは、本発明によれば、簡単なブリッジから成り、走行ローラがある
ので、油圧シリンダによって、各バックアップロール交換時に、ロール交換ピットの幅全
体を解放するために、ロール交換ピットから横に移動可能である。バックアップロールセ
ットもしくはチョックを有するバックアップロールは、移動プラットホームによる障害を
受けることなく、機関車によって、ロールスタンドから圧延場内のロール交換ピットを通
ってロール整備場に搬送することができる。場内クレーンによる移動プラットホームの昇
降が廃止される。更に、圧延場内に移動プラットホームを保管するための場所が何ら必要
ない。これは、大いに時間の節約をさせる。
【００１６】
　交換台車では、固定材料と調整バネを有するラックが、もはや必要ない。ラックを固定
するための費用のかかる加工や、完全な交換台車のセンタリングが廃止される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の実施例を、非常に概略的な図面を基にして詳細に説明する。
【００１８】
　図１には、左側に圧延方向の圧延場１が図示され、右側にロール整備場２が図示されて
いる。両領域は、壁３によって分離されている。ロールスタンド４には、上及び下のバッ
クアップロール５，６と上及び下のワークロール７，８が配設されている。例えばロール
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を再研磨するために、圧延場１内のロールスタンド４からロール整備場２に搬送するため
、機関車９が使用される。この機関車は、圧延場１とロール整備場２を結ぶロール交換ピ
ット１０内に存在する。レール等のような全ての装置が、１つの基礎もしくは複数の基礎
１１上に構成されている。従って、機関車９は、ロール交換ピット１０の右側の端部の整
備位置１２からロールスタンド４に向かって移動することができる。図１ａ及び１ｂには
、横断面図で、どのように機関車９がロール交換ピット１０内に配設されているかが図示
されている。明らかなように、ロール交換ピット１０は、幅の狭い下の領域１６と幅の広
い上の領域１７に区分されている。幅の狭い下の領域１６は、機関車９よりも少しだけ幅
が広い。幅の広い上の領域１７は、その両周縁部１８，１９にプラットホーム２０を備え
る。これらプラットホームは、ワークロールセット７，８の取出しもしくは搬送時に、下
方に倒され、その上面に、その上をワークロールセット７，８が移動可能なガイドレール
２１を備える。プラットホーム２０は、機関車９の上面１３に取り付けられた連結装置１
４の通過を可能にする間隔を備える。直径が大きいバックアップロールセット５，６を搬
送するため、プラットホーム２０は、持ち上げられ、従って通路が拡大される。
【００１９】
　取り外したワークロールセット７，８は、新しいワークロールセットと置き換えられる
。これは、ロールスタンドの停止時間を最小化するために、できるだけ迅速に行なわれる
。従って、新しいワークロールセットが圧延場１内に既に準備されている。図２には、こ
のような装置が図示されている。サイドシフティングとも呼ばれるこの装置では、ワーク
ロール７，８から成る取り外したワークロールセットと新しいワークロールセット２２は
、横移動プラットホーム２３上に平行に並べて配設することができる。図２ａでは、取り
外したワークロールセットが左側に存在する。この場合、移動プラットホーム２３は、ロ
ール交換ピット１０の右側と左側の周縁部上に位置する。移動のため、例えばスラストロ
ッド２５を有する油圧シリンダ２８が使用される。移動プラットホーム２３は、複数の走
行ローラ２４によってレール２６上を移動される。図２ｂには、新しいワークロールセッ
ト２２をロールスタンド４内に挿入することができる移動プラットホーム２３の位置が図
示されている。
【００２０】
　機関車９によって、引き続きバックアップロール５，６から成るバックアップロールセ
ットをロールスタンド４から取り出すため、ロール交換ピット１０は、解放しなければな
らない。このため、前記のように、プラットホーム２０が持ち上げられる。更に、移動プ
ラットホーム２３は、横移動プラットホーム２３の左側の周縁部２７がロール交換ピット
１０を完全に解放するまで右方に移動される（図３ａ，３ｂ参照）。複数の走行ローラ２
４と相応の長さを有する移動プラットホーム２３の形成により、移動プラットホームは、
移行領域内では一方の側に位置する。
【００２１】
　図４は、移動プラットホーム２３がロール交換ピット１０を覆う状況を平面図で示す。
図５では、移動プラットホーム２３が、バックアップロールセット５，６を取り出すため
にロール交換ピット１０を解放する位置に存在する。このため、レールを有するプラット
ホーム２０は、また持ち上げなければならない。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】ロールスタンドと壁によってこのロールスタンドから分離されたロール整備場を
有する圧延場を横断面図で示す。
【図２】圧延場内の移動プラットホームを詳細図で示す。
【図３】ピットを開放した移動プラットホームを示す。
【図４】ワークロールセットを取り出す際の移動プラットホームを平面図で示す。
【図５】バックアップロールセットを取り出すために右側の位置にある移動プラットホー
ムを平面図で示す。
【符号の説明】
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【００２３】
　　１　　　圧延場
　　２　　　ロール整備場
　　３　　　壁
　　４　　　ロールスタンド
　　５　　　下のバックアップロール
　　６　　　上のバックアップロール
　　７　　　下のワークロール
　　８　　　上のワークロール
　　９　　　機関車
　　１０　　ロール交換ピット
　　１１　　基礎
　　１２　　整備位置
　　１３　　上面
　　１４　　連結装置
　　１５　　スライドロッド
　　１６　　幅の狭い領域
　　１７　　幅の広い領域
　　１８　　周縁部
　　１９　　周縁部
　　２０　　プラットホーム
　　２１　　ガイドレール
　　２２　　ワークロールセット
　　２３　　移動プラットホーム
　　２４　　走行ローラ
　　２５　　スラストロッド
　　２６　　レール
　　２７　　左側の周縁部
　　２８　　油圧シリンダ
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