
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも上下２本のロールを用いることによって所定の板厚とする熱間圧延を実施し、
ワークロールの胴長方向のワークロール摩耗量分布を圧延操業中に予測する際に、圧延材
１本当たりのワークロール摩耗量を、各圧延パスにおける、圧下率ｒ、圧延荷重Ｐ、板幅
ｂ、圧延後板長さＬ、ロール直径Ｄ

特徴とする圧延機のワークロール摩耗量予測方法。

【請求項２】
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、を用いて、下記（１）式で示されたワークロール摩
耗量計算式により予測計算することを
Δｗｊ ＝β・Σ｛ｒｉ ×（Ｐｉ ／ｂ）×Ｌｉ ｝／πＤ　　　（１）
Δｗｊ (mm)：ｊ番目の圧延材でのロール摩耗量
β　　　：比例定数
ｒｉ 　　　：ｉパス目の圧下率
Ｐｉ (ton)：ｉパス目の圧延荷重
ｂ　 (mm)：板幅
Ｌｉ (mm)　：ｉパス目の出側圧延長
Ｄ　 (mm)：ロール直径

リバース圧延における各パス圧延でのワークロールの摩耗によるロールプロフィールを予
測する方法において、ワークロール組替直後から前圧延材までの全圧延パス、および当該
圧延材の当該パスの前パスまでの実績値（圧下率ｒ、圧延荷重Ｐ、板幅ｂ、圧延後板長さ
Ｌ、ロール直径Ｄ）から、当該圧延材の当該パスでのワークロールの摩耗によるロールプ



圧延機のワークロール摩耗量予測方法。
【請求項３】
リバース圧延における各パス圧延でのワークロールの摩耗によるロールプロフィールを計
算する方法において

ワークロール組替直後から前圧延材までの全圧延パス

当該圧延材の当該パ
スでのワークロールの摩耗によるロールプロフィールを予測計算することを特徴とするワ
ークロール摩耗量予測方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、金属製品の圧延操業中に、ワークロールのロール摩耗量を予測する方法に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
圧延中の板クラウンを精度良く制御することは、高歩留の確保、形状の安定等のために、
極めて重要なことである。そのため、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。これらのモデルを用いて板
クラウンを制御する場合、モデル自体の精度は勿論のこと、モデルに入力する入力データ
の精度も非常に重要である。特に、ワークロールプロフィールは、その形状が直接、板に
転写されるために、この値を正確に求めることが板クラウンの制御精度を大きく左右する
ことになる。
【０００３】
ところで、圧延中のロールプロフィールは、これまでの知見から、下記の３つのプロフィ
ールの重ね合わせで求められることが知られている。
▲１▼初期ロールクラウン
▲２▼サーマルクラウン
▲３▼摩耗プロフィール
【０００４】
ここで、初期ロールクラウンとは、ロール研削後のロールプロフィールのことであり、サ
ーマルクラウンとは、圧延によるロール温度上昇（高温の圧延材からの伝熱、圧延材とロ
ールとの摩擦による発熱など）に伴うロール材の熱膨張に起因したロールプロフィール変
化を表している。また、摩耗プロフィールとは、ロールが材料と接し、摩耗することによ
って生じるロールプロフィール変化である。したがって、これらの値を正確に予測するこ
とができれば、正確なロールプロフィールが算出でき、その結果として、クラウンを高精
度に制御することが可能となる。
【０００５】
次に、上記の各プロフィールの予測方法についてであるが、初期ロールクラウンに関して
は、研削後にプロフィールメーター等で測定することにより、正確に値を求めることは容
易である。また、サーマルクラウンに関しても、オンラインの計算モデルが開発されてお
り、高精度にサーマルクラウンを計算することが可能である。また、摩耗プロフィールを
求めるためのロール摩耗量計算式も、各パスの圧延荷重Ｐ、板幅Ｂ、圧延後板長さＬ等を
パラメーターとした式が示されている。
【０００６】
例えば、日本鉄鋼協会講演論文集「材料とプロセス」ＶＯＬ２（１９８９）－４９０には
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ロフィールを請求項１に記載の（１）式で示されたワークロール摩耗量計算式により予測
計算することを特徴とする

、ワークロール摩耗量を計算する式として請求項１に記載の（１）式
を用いて、 における実績値（圧下率
ｒ、圧延荷重Ｐ、板幅ｂ、圧延後板長さＬ、ロール直径Ｄ）から、ワークロールの摩耗に
よるロールプロフィールを計算し、そのロール胴長方向分布を初期値として、ついで当該
圧延材が圧延機を通過する際の各圧延パスにおける、予測計算値（圧下率ｒ、圧延荷重Ｐ
、板幅ｂ、圧延後板長さＬ、ロール直径Ｄ）から、各パスにおけるワークロール摩耗量の
ロール胴長方向分布を推定計算し、前記初期値と当推定計算値から、



、各圧延パスにおける、圧延荷重Ｐ、板幅ｂ、圧延後板長さＬ、ロール直径Ｄからから導
かれた式とロール摩耗量との関係が示されている。この関係は、数式化すると下記の式（
２）で表すことができる。
スラブ毎（ｊ 　 ）のロール摩耗量Δｗｊ 　

Δｗｊ 　 ＝α・Σ［｛（Ｐｉ 　 ／ｂ）×Ｌｉ 　 ｝／（π・Ｄ）］　・・・・（２）
α　　　　　　：定数
Ｐｉ 　 　（ｔｏｎ）　　：ｉパスの圧延荷重
ｂ　　（ｍｍ）　　：板幅
Ｌｉ 　 　（ｍｍ）　　：ｉパス出側圧延長
Ｄ　　（ｍｍ）　　：ロール直径
さらに、日本塑性加工学会最新塑性加工要覧Ｐ１４９には、ロール摩耗予測式として、上
記のパラメータの他に、投影接触弧長と先進率をパラメータに加えた式が示されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
前述の日本鉄鋼協会講演論文集「材料とプロセス」ＶＯＬ２（１９８９）－４９０の式で
は、材料とロールとの相対滑りがロール摩耗量に及ぼす影響を考慮していないので、圧延
チャンスによって相対滑り率が変化する場合には、高精度にロール摩耗を予測することが
困難であるという問題があった。
また、日本塑性加工学会最新塑性加工要覧Ｐ１４９の式には、先進率をパラメーターとし
て、材料とロールとの相対滑りを考慮しているが、オンラインで各パスの先進率を算出す
ることは、非常に困難であるという問題があった。
【０００８】
本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、熱間圧延操業中におけるワ
ークロールの胴長方向のワークロール摩耗量分布の予測を高精度に可能にする圧延機のワ
ークロール摩耗量予測方法を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は、かかる課題を解決するために、各圧延パスにおける、圧下率ｒ、圧延荷重Ｐ、
板幅ｂ、圧延後板長さＬ、ロール直径Ｄをパラメーターとする式でロール摩耗量を予測す
ることを特徴とする。
【００１０】
すなわち、本発明の趣旨とするところは、以下の通りである。
少なくとも上下２本のロールを用いることによって所定の板厚とする熱間圧延を実施し、
ワークロールの胴長方向のワークロール摩耗量分布を圧延操業中に予測する際に、圧延材
１本当たりのワークロール摩耗量を、各圧延パスにおける、圧下率ｒ、圧延荷重Ｐ、板幅
ｂ、圧延後板長さＬ、ロール直径Ｄを用いて予測計算することを特徴とする圧延機のワー
クロール摩耗量予測方法であり、 ワークロール摩耗量を計算する式が、下記式
（１）を満足することを特徴とする圧延機のワークロール摩耗量予測方法である。
Δｗｊ ＝β・Σ｛ｒｉ ×（Ｐｉ ／ｂ）×Ｌｉ ｝／πＤ　　・・・・（１）
Δｗｊ (mm)：ｊ 圧延材でのロール摩耗量
β　　　：比例定数
ｒｉ 　　　：ｉパス の圧下率
Ｐｉ (ton)：ｉパス の圧延荷重
ｂ　 (mm)：板幅
Ｌｉ (mm)　：ｉパス 出側圧延長
Ｄ　 (mm)：ロール直径
【００１１】

における各パス圧延でのワークロールの摩耗によるロールプロフィー
ルを予測する方法において、ワークロール組替直後から前圧延材までの全圧延パス、およ
び当該圧延材の当該パスの前パスまでの実績値（圧下率ｒ、圧延荷重Ｐ、板幅ｂ、圧延後
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板長さＬ、ロール直径Ｄ）から、当該圧延材の当該パスでのワークロールの摩耗によるロ
ールプロフィールを予測計算することを特徴とする圧延機のワークロール摩耗量予測方法
であり、 、ワークロール摩耗量を計算する式が、（１）式を満足することを特徴
とする圧延機のワークロール摩耗量予測方法である。
【００１２】

における各パス圧延でのワークロールの摩耗によるロールプロフィ
ールを計算する方法において、ワークロール組替直後から前圧延材までの全圧延パスにお
ける実績値（圧下率ｒ、圧延荷重Ｐ、板幅ｂ、圧延後板長さＬ、ロール直径Ｄ）から、ワ
ークロールの摩耗によるロールプロフィールを計算し、そのロール胴長方向分布を初期値
として、ついで当該圧延材が圧延機を通過する際の各圧延パスにおける、予測計算値（圧
下率ｒ、圧延荷重Ｐ、板幅ｂ、圧延後板長さＬ、ロール直径Ｄ）から、各パスにおけるワ
ークロール摩耗量のロール胴長方向分布を推定計算し、前記初期値と当推定計算値から、
当該圧延材の当該パスでのワークロールの摩耗によるロールプロフィールを予測計算する
ことを特徴とする圧延機のワークロール摩耗量予測方法であり、 、ワークロール
摩耗量を計算する式が、（１）式を満足することを特徴とする圧延機のワークロール摩耗
量予測方法である。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図面に基づいて、詳細に説明する。図１は、ワークロール摩耗挙動の一例
として、異なる板幅（ｂ１ 　 、ｂ２ 　 、ｂ３ 　 ）の材料を３本圧延した後の、ワークロー
ル１の摩耗プロフィールを示している。
ここで、ロールの摩耗量ｗが、詳細を後述する圧延負荷Ｓに比例するとすると、比例定数
βを用いて、ロール半径分の摩耗量ｗは下記の式で表すことができる。
ｗ＝β・Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・（３）
図１において、各スラブによるロール摩耗量Δｗ１ 　 、Δｗ２ 　 、Δｗ３ 　 は、
Δｗ１ 　 ＝β・Ｓ１ 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・（４）
Δｗ２ 　 ＝β・Ｓ２ 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・（５）
Δｗ３ 　 ＝β・Ｓ３ 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・（６）
で表現できるので、ロール胴長方向中心におけるロール摩耗量は、
　
　
　
　
　
となる。
【００１４】
したがって、所定のスラブ本数を圧延後（ここでは、便宜上、３本）、ロール組替した際
に、ロール端部のロール半径Ｒ０ 　 とロールの胴長方向中心のロール半径Ｒ３ 　 を測定し
、（Ｓ１ 　 ＋Ｓ２ 　 ＋Ｓ３ 　 ）を算出すれば、式（７）より、βを求めることができる。
ここで求めたβ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β
を求めておけば、次回の圧延からは、式（４）～（６）で示したのと同様に、各スラブに
おける摩耗量Δｗｊ 　 を求め、Δｗｊ 　 が各スラブの板幅に相当するロールを摩耗すると
して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摩耗プロフィ
ールを求めることができる。
【００１５】
ところで、上記のロジックで摩耗プロフィールを求めるためには、圧延負荷Ｓをモデル化
する必要がある。
そこで、発明者らは、圧延条件がロール摩耗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（３）におけるＳのパラメータとして、各圧延パスにおける、圧
下率ｒ、圧延荷重Ｐ、板幅ｂ、圧延後板長さＬ、ロール直径Ｄを用いれば、簡便かつ高精
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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。
【００１６】
発明者らは、まず圧延条件がロール摩耗に及ぼす影響を検討し、下記の要因が、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。
▲１▼圧下率　　　　　　　　　　ｒ
▲２▼面圧　　　　　　　　　　　Ｐ／（ｂ×投影接触弧長）
▲３▼接触弧長　　　　　　　　　投影接触弧長
▲４▼圧延後長さ　　　　　　　　Ｌ
▲５▼ロールの円周の逆数　　　　１／πＤ
【００１７】
したがって、摩耗量ｗは式（８）で表すことができ、その結果として、式（３）における
Ｓは、式（９）で数式化できることになる。
　
　
　
　
　
また、式（９）から分かるように、本発明のパラメータは全て、先進率などとは異なり、
各圧延パスにおいて、容易に求めることができる。
【００１８】
以上をまとめると、スラブ毎のロール摩耗量Δｗｊ 　 は、式（１）で求められ、Δｗｊ 　

が各スラブの板幅に相当する部分のロールを摩耗するとして各スラブ毎の摩耗量を累積し
ていけば、任意のスラブ圧延時におけるワークロールの摩耗プロフィールを求めることが
できることになる。
Δｗｊ 　 ＝β・Σ｛ｒｉ 　 ×（Ｐｉ 　 ／ｂ）×Ｌｉ 　 ｝／πＤ　　　・・・・（１）
β　　　　　　：比例定数
ｒｉ 　 　　　　　：各パスの圧下率
Ｐｉ 　 　（ｔｏｎ）　　：各パスの圧延荷重
ｂ　　（ｍｍ）　　：板幅
Ｌｉ 　 　（ｍｍ）　　：各パス出側圧延長
Ｄ　　（ｍｍ）　　：ロール直径
無論、必要であれば、同様にして、任意のスラブの任意のパスにおける摩耗プロフィール
を算出することも可能である。
【００１９】
また、圧延条件によっては、板幅方向に摩耗量が変動する場合もあるが（例えば、温度低
下による板端の摩耗量の増大）、その場合には、算出したスラブ毎のロール摩耗量Δｗｊ

　 を各スラブの板幅に相当する部分のロールを摩耗するとして各スラブ毎の摩耗量を累積
する際に、板幅方向に摩耗量の分布を付与すれば良い。
【００２０】
つぎに、実際に式（１）を、リバース圧延に適用する方法について説明する。まずは、パ
ス間において制御を実施する場合を想定し、当該スラブの圧延中に次パスの摩耗によるワ
ークロールプロフィールを予測する方法に関して述べる。すなわち、この場合、ワークロ
ール組替直後から前圧延材までの全圧延パスに加えて、当該圧延材の制御を適用するパス
の前パスまでの圧延実績値（圧下率ｒ、圧延荷重Ｐ、板幅ｂ、圧延後板長さＬ、ロール直
径Ｄ）が把握できるので、これらの値を用いれば、当該圧延材の制御を適用するパスの前
パスまでの摩耗プロフィールが計算可能である。したがって、次パスの圧延においては、
その摩耗プロフィールを用いることにより、板クラウン等を計算すれば良い。
【００２１】
一方、設定制御を実施する場合には、ワークロール組替直後から前圧延材までの全圧延パ
スに関しては、実績値を用いて摩耗量を計算することができるが、当該圧延材の圧延に関
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しては、当然、実績値を用いることができない。したがって、この場合は、ワークロール
組替直後から前圧延材までの全圧延パスにおいては、実績値（圧下率ｒ、圧延荷重Ｐ、板
幅ｂ、圧延後板長さＬ、ロール直径Ｄ）から、ワークロールの摩耗によるロールプロフィ
ールを計算し、そのロール胴長方向分布を初期値として、ついで当該圧延材が圧延機を通
過する際の各圧延パスにおいては、予測計算値（圧下率ｒ、圧延荷重Ｐ、板幅ｂ、圧延後
板長さＬ、ロール直径Ｄ）から、各パスにおけるワークロール摩耗量のロール胴長方向分
布を推定計算し、前記初期値と当推定計算値から、当該圧延材の当該パスでのワークロー
ルの摩耗によるロールプロフィールを予測計算すれば良い。
【００２２】
なお、リバース圧延を実施しない、タンデムミルの場合には、当然、ワークロール組替直
後から前圧延材までの全圧延パスの実績値（圧下率ｒ、圧延荷重Ｐ、板幅ｂ、圧延後板長
さＬ、ロール直径Ｄ）から、次スラブのワークロールの摩耗によるロールプロフィールを
予測計算すれば良い。
【００２３】
【実施例】
ワークロール直径１０００ｍｍのリバース圧延機を用いて、鉄の熱間圧延を実施した。ま
ずは、予め、上下１０組のロールで圧延されたデータを用いて、式（１）によりβ＝４．
７６×１０－ ５ （１／１０００　ｔｏｎ）を求めた。なおβを求める際に、各ロールの直
径に殆ど差がなかったので（最大０．９ｍｍ）、ロール直径の影響は無視できるとして、
ロール円周πＤ＝１として計算した。その結果を図２に示す。この時の相関係数はＲ２ 　

＝０．９８であった。このβを用いて、別途上下１２組のロール（直径１０００ｍｍ、最
大偏差０．８ｍｍ）で圧延する際のワークロールの摩耗プロフィールを各圧延パスで求め
た。さらに、別途、サーマルクラウンも各パス毎に計算した。それらの計算結果を基に、
板クラウン制御モデルを用いて、各圧延材の板クラウンを算出した。
【００２４】
比較例として、上記の実施例と同一の、上下１０組のロールで圧延されたデータを用いて
、圧下率を考慮していない式（２）により、α＝７．４４×１０－ ６ 　　（１／１０００
　ｔｏｎ）を求めた。なおロール円周πＤは、実施例と同様、πＤ＝１とした。その結果
を図３に示す。この時の相関係数はＲ２ 　 ＝０．５１であった。このαを用いて、実施例
と同一の１２組ロールでの圧延における、各パスの摩耗プロフィールを算出し、その結果
を用いて、各圧延材の板クラウンを計算した。なお、比較のために、摩耗プロフィール以
外のモデルの入力条件は、全て実施例と同一の値を使用した。
【００２５】
表１に、上記で求めた、実施例と比較例のクラウン予測の誤差（計算値－実測値）の標準
偏差σを示す。ワークロールの摩耗プロフィールが高精度に予測できた実施例では、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、比較例では、大きな予測誤差を示
した。
【００２６】
【表１】
　
　
　
　
　
　
【００２７】
【発明の効果】
本発明により、板クラウンの予測精度を著しく改善できることから、製品の形状を大幅に
向上させることが可能となり、圧延コストの低減に大きな効果が得られる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】ロールの摩耗挙動を示す図。
【図２】実施例における、圧延負荷と摩耗量の関係を示す図。
【図３】比較例における、圧延負荷と摩耗量の関係を示す図。
【符号の説明】
１　ワークロール

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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