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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧延機のロール間クロス角を同定するクロス角同定方法であって、
　前記圧延機は、少なくとも一対の作業ロールと一対の補強ロールとを含む、複数のロー
ルを備える４段以上の圧延機であり、
　非圧延時に、前記作業ロールのロールギャップを開状態とした状態で、上側の前記作業
ロールを含む上ロール系のロール間及び下側の前記作業ロールを含む下ロール系のロール
間に荷重を負荷するようにロールベンディング力を負荷するロールベンディング力負荷ス
テップと、
　上側の前記補強ロールまたは下側の前記補強ロールのうち少なくともいずれか一方の、
作業側及び駆動側の圧下支点位置において圧下方向に作用する圧下方向荷重を検出する荷
重検出ステップと、
　検出した前記作業側の前記圧下方向荷重と前記駆動側の前記圧下方向荷重との荷重差を
演算する荷重差演算ステップと、
　前記荷重差に基づいて、前記ロール間クロス角を同定する同定ステップと、
を含み、
　前記荷重検出ステップでは、前記作業ロールの正転及び逆転を実施して、それぞれの前
記作業ロールの回転状態における作業側及び駆動側の前記圧下方向荷重を検出する、クロ
ス角同定方法。
【請求項２】
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　圧延機のロール間クロス角を同定するクロス角同定方法であって、
　前記圧延機は、少なくとも一対の作業ロールと一対の補強ロールとを含む、複数のロー
ルを備える４段以上の圧延機であり、
　非圧延時に、前記作業ロールのロールギャップを開状態とした状態で、上側の前記作業
ロールを含む上ロール系のロール間及び下側の前記作業ロールを含む下ロール系のロール
間に荷重を負荷するようにロールベンディング力を負荷するロールベンディング力負荷ス
テップと、
　上側の前記補強ロールまたは下側の前記補強ロールのうち少なくともいずれか一方の、
作業側及び駆動側の圧下支点位置において圧下方向に作用する圧下方向荷重を検出する荷
重検出ステップと、
　検出した前記作業側の前記圧下方向荷重と前記駆動側の前記圧下方向荷重との荷重差を
演算する荷重差演算ステップと、
　前記荷重差に基づいて、前記ロール間クロス角を同定する同定ステップと、
を含み、
　前記荷重検出ステップでは、
　前記ロールギャップの開状態において負荷するロールベンディング力を少なくとも２水
準以上設定し、
　前記作業ロールの正転及び逆転あるいは前記作業ロールの回転及び停止のいずれか一方
を実施して、各水準における前記作業ロールの回転状態における作業側及び駆動側の前記
圧下方向荷重を検出し、
　前記同定ステップでは、ロール間摩擦係数、または、前記補強ロールのスラスト反力の
作用点位置をさらに同定する、クロス角同定方法。
【請求項３】
　圧延機のロール間クロス角を同定するクロス角同定方法であって、
　前記圧延機は、少なくとも一対の作業ロールと一対の補強ロールとを含む、複数のロー
ルを備える４段以上の圧延機であり、
　非圧延時に、前記作業ロールのロールギャップを開状態とした状態で、上側の前記作業
ロールを含む上ロール系のロール間及び下側の前記作業ロールを含む下ロール系のロール
間に荷重を負荷するようにロールベンディング力を負荷するロールベンディング力負荷ス
テップと、
　上側の前記補強ロールまたは下側の前記補強ロールのうち少なくともいずれか一方の、
作業側及び駆動側の圧下支点位置において圧下方向に作用する圧下方向荷重を検出する荷
重検出ステップと、
　検出した前記作業側の前記圧下方向荷重と前記駆動側の前記圧下方向荷重との荷重差を
演算する荷重差演算ステップと、
　前記荷重差に基づいて、前記ロール間クロス角を同定する同定ステップと、
を含み、
　前記荷重検出ステップでは、
　前記ロールギャップの開状態において負荷するロールベンディング力を少なくとも３水
準以上設定し、
　前記作業ロールの正転及び逆転あるいは前記作業ロールの回転及び停止のいずれか一方
を実施して、各水準における前記作業ロールの回転状態における作業側及び駆動側の圧下
方向荷重を検出し、
　前記同定ステップでは、ロール間摩擦係数、及び、前記補強ロールのスラスト反力の作
用点位置をさらに同定する、クロス角同定方法。
【請求項４】
　圧延機のロール間クロス角を同定するクロス角同定装置であって、
　前記圧延機は、少なくとも一対の作業ロールと一対の補強ロールとを含む、複数のロー
ルを備える４段以上の圧延機であり、
　前記クロス角同定装置は、
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　上側の前記補強ロールまたは下側の前記補強ロールのうち少なくともいずれか一方の、
作業側及び駆動側の圧下支点位置において圧下方向に作用する圧下方向荷重に基づいて、
前記作業側の前記圧下方向荷重及び前記駆動側の前記圧下方向荷重との荷重差を演算する
差荷重演算部と、
　前記荷重差に基づいて、前記ロール間クロス角を同定する同定処理部と、
を備え、
　前記差荷重演算部に入力される前記作業側の前記圧下方向荷重及び前記駆動側の前記圧
下方向荷重は、
　非圧延時に、前記作業ロールのロールギャップを開状態とし、かつ、上側の前記作業ロ
ールを含む上ロール系のロール間及び下側の前記作業ロールを含む下ロール系のロール間
に荷重を負荷するようにロールベンディング力を負荷した状態で、
　前記作業ロールの正転及び逆転を実施し、それぞれの前記作業ロールの回転状態におい
て検出された値である、クロス角同定装置。
【請求項５】
　圧延機のロール間クロス角を同定するクロス角同定装置であって、
　前記圧延機は、少なくとも一対の作業ロールと一対の補強ロールとを含む、複数のロー
ルを備える４段以上の圧延機であり、
　前記クロス角同定装置は、
　上側の前記補強ロールまたは下側の前記補強ロールのうち少なくともいずれか一方の、
作業側及び駆動側の圧下支点位置において圧下方向に作用する圧下方向荷重に基づいて、
前記作業側の前記圧下方向荷重及び前記駆動側の前記圧下方向荷重との荷重差を演算する
差荷重演算部と、
　前記荷重差に基づいて、前記ロール間クロス角を同定する同定処理部と、
を備え、
　前記差荷重演算部に入力される前記作業側の前記圧下方向荷重及び前記駆動側の前記圧
下方向荷重は、
　非圧延時に、前記作業ロールのロールギャップを開状態とし、かつ、上側の前記作業ロ
ールを含む上ロール系のロール間及び下側の前記作業ロールを含む下ロール系のロール間
に荷重を負荷するようにロールベンディング力を負荷した状態で、
　前記作業ロールの正転及び逆転あるいは前記作業ロールの回転及び停止のいずれか一方
を実施し、それぞれの前記作業ロールの回転状態において検出された値であり、
　前記圧下方向荷重は、前記ロールギャップの開状態において負荷するロールベンディン
グ力を少なくとも２水準以上設定して検出されており、
　各水準において検出された前記圧下方向荷重の前記荷重差に基づいて、ロール間摩擦係
数、または、前記補強ロールのスラスト反力の作用点位置をさらに同定する、クロス角同
定装置。
【請求項６】
　圧延機のロール間クロス角を同定するクロス角同定装置であって、
　前記圧延機は、少なくとも一対の作業ロールと一対の補強ロールとを含む、複数のロー
ルを備える４段以上の圧延機であり、
　前記クロス角同定装置は、
　上側の前記補強ロールまたは下側の前記補強ロールのうち少なくともいずれか一方の、
作業側及び駆動側の圧下支点位置において圧下方向に作用する圧下方向荷重に基づいて、
前記作業側の前記圧下方向荷重及び前記駆動側の前記圧下方向荷重との荷重差を演算する
差荷重演算部と、
　前記荷重差に基づいて、前記ロール間クロス角を同定する同定処理部と、
を備え、
　前記差荷重演算部に入力される前記作業側の前記圧下方向荷重及び前記駆動側の前記圧
下方向荷重は、
　非圧延時に、前記作業ロールのロールギャップを開状態とし、かつ、上側の前記作業ロ
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ールを含む上ロール系のロール間及び下側の前記作業ロールを含む下ロール系のロール間
に荷重を負荷するようにロールベンディング力を負荷した状態で、
　前記作業ロールの正転及び逆転あるいは前記作業ロールの回転及び停止のいずれか一方
を実施し、それぞれの前記作業ロールの回転状態において検出された値であり、
　前記圧下方向荷重は、前記ロールギャップの開状態において負荷するロールベンディン
グ力を少なくとも３水準以上設定して検出されており、
　各水準において検出された前記圧下方向荷重の前記荷重差に基づいて、ロール間摩擦係
数、及び、前記補強ロールのスラスト反力の作用点位置をさらに同定する、クロス角同定
装置。
【請求項７】
　少なくとも一対の作業ロールと一対の補強ロールとを含む、複数のロールを備える４段
以上の圧延機であって、
　前記作業ロールのロールギャップの開状態において上側の前記作業ロールを含む上ロー
ル系のロール間及び下側の前記作業ロールを含む下ロール系のロール間に荷重を負荷する
ようにロールベンディング力を負荷する負荷装置と、
　前記請求項４～６のいずれか１項に記載のクロス角同定装置と、
を備える、圧延機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属板材を圧延する圧延機におけるロール間クロス角を同定するクロス角同
定方法、クロス角同定装置、及びこれを備えた圧延機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱間圧延プロセスにおいて通板トラブルの起因となる現象として、例えば鋼板の蛇行が
ある。鋼板が蛇行する要因の１つに圧延装置のロール間微小クロス（ロールスキューとも
いう。）で発生するスラスト力があるが、スラスト力を直接測定することは困難である。
そこで、従来からロール間で発生するスラスト力（以下、「ロール間スラスト力」ともい
う。）の合計値の反力として検出されるスラスト反力を測定し、あるいは、スラスト力の
発生原因となるロール間クロス角を測定し、当該スラスト反力あるいは当該クロス角に基
づきロール間スラスト力を同定して、鋼板の蛇行制御を行うことが提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ロール胴長方向のスラスト反力と圧下方向の荷重を測定し、
圧下位置零点と圧延機の変形特性のいずれか一方または双方を求め、圧延実行時の圧下位
置設定し圧延制御する板圧延方法が開示されている。また、特許文献２には、圧延機の内
部に設けられた距離センサを用いて測定されたロール間微小クロス角（ロールスキュー角
）に基づきロールに発生するスラスト力を算出し、当該スラスト力に基づき圧下方向の荷
重測定値から蛇行起因の差荷重成分を演算して圧下レベリング制御する、蛇行制御方法が
開示されている。さらに特許文献３には、駆動側と操作側の荷重差を検出し、検出した荷
重差に基づいて駆動側と操作側の圧下位置を独立操作することにより圧延材の蛇行を制御
する際に、圧延中のスラストに起因する差荷重を推定することによって、圧延中の差荷重
を圧延材の蛇行に起因するものとスラストに起因するものとに分離し、これら分離した差
荷重に基づいて駆動側と操作側の圧下位置を操作する圧延機の制御方法が開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３４９９１０７号公報
【特許文献２】特開２０１４－４５９９号公報
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【特許文献３】特許第４９６２３３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記特許文献１に記載の技術では、補強ロール以外のロールのスラスト反力の
測定が必要となるため、スラスト反力を測定する装置がない場合には特許文献１の板圧延
方法を実施することはできない。また、上記特許文献２に記載の技術では、渦流式等の距
離センサにより測定されたロールの水平方向距離からロールスキュー角を求めている。し
かし、ロール胴長部分の偏芯あるいは円筒度等機械加工精度によりロールが水平方向に振
動し、また、圧延開始時の咬み込み時の衝撃等により水平方向のチョック位置が変動する
ため、スラスト力の発生起因となるロールの水平変位を正確に測定することは困難である
。また、ロールの摩擦係数は、圧延本数が増えるにつれてロールの粗度が経時的に変化す
ることから、時々刻々変化する。このため、摩擦係数の同定なしにスラスト力の演算をロ
ールスキュー角測定のみから正確に行うことはできない。
【０００６】
　さらに、上記特許文献３に記載の技術では、圧延に先立ち、上下ロールが接触しない状
態にてロールを駆動しつつベンディング力を付与し、その際に発生する駆動側と作業側の
荷重差から求めたスラスト係数あるいはスキュー量からスラストに起因する差荷重を推定
している。特許文献３では上下ロールの１つの回転状態での測定値のみからスラスト係数
またはスキュー量を同定している。このため、荷重検出装置の零点のずれ、あるいは、ハ
ウジングとロールチョックとの摩擦抵抗の影響が左右で異なる場合、駆動側の測定値と作
業側の測定値とに左右非対称な誤差が生じる可能性がある。特に、ベンディング力の負荷
のように荷重レベルが小さい場合には、かかる誤差は、スラスト係数あるいはスキュー量
の同定において致命的な誤差になり得る。また、特許文献３では、ロール間摩擦係数を与
えなければスラスト係数またはスキュー量を同定することができない。さらに、特許文献
３では、バックアップロールのスラスト反力はロール軸心位置に作用するとしており、ス
ラスト反力の作用点位置の変化を考慮していない。通常、バックアップロールのチョック
は圧下装置等に支持されるため、スラスト反力の作用点位置はロール軸心に位置するとは
限らない。このため、駆動側の圧下方向荷重と作業側の圧下方向荷重との荷重差から求め
るロール間スラスト力に誤差が生し、当該ロール間スラスト力に基づき算出されるスラス
ト係数あるいはスキュー量にも誤差が生じる。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、ロール間クロス角を精度よく同定することが可能な、新規かつ改良されたクロス角同
定方法、クロス角同定装置、及び圧延機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、圧延機のロール間クロス角を
同定するクロス角同定方法であって、圧延機は、少なくとも一対の作業ロールと一対の補
強ロールとを含む、複数のロールを備える４段以上の圧延機であり、非圧延時に、作業ロ
ールのロールギャップを開状態とした状態で、上側の作業ロールを含む上ロール系のロー
ル間及び下側の作業ロールを含む下ロール系のロール間に荷重を負荷するようにロールベ
ンディング力を負荷するロールベンディング力負荷ステップと、上側の補強ロールまたは
下側の補強ロールのうち少なくともいずれか一方の、作業側及び駆動側の圧下支点位置に
おいて圧下方向に作用する圧下方向荷重を検出する荷重検出ステップと、検出した作業側
の圧下方向荷重と駆動側の圧下方向荷重との荷重差を演算する荷重差演算ステップと、荷
重差に基づいて、ロール間クロス角を同定する同定ステップと、を含み、荷重検出ステッ
プでは、作業ロールの正転及び逆転を実施して、それぞれの作業ロールの回転状態におけ
る作業側及び駆動側の圧下方向荷重を検出する、クロス角同定方法が提供される。
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【０００９】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、圧延機のロール間クロ
ス角を同定するクロス角同定方法であって、圧延機は、少なくとも一対の作業ロールと一
対の補強ロールとを含む、複数のロールを備える４段以上の圧延機であり、非圧延時に、
作業ロールのロールギャップを開状態とした状態で、上側の作業ロールを含む上ロール系
のロール間及び下側の作業ロールを含む下ロール系のロール間に荷重を負荷するようにロ
ールベンディング力を負荷するロールベンディング力負荷ステップと、上側の補強ロール
または下側の補強ロールのうち少なくともいずれか一方の、作業側及び駆動側の圧下支点
位置において圧下方向に作用する圧下方向荷重を検出する荷重検出ステップと、検出した
作業側の圧下方向荷重と駆動側の圧下方向荷重との荷重差を演算する荷重差演算ステップ
と、荷重差に基づいて、ロール間クロス角を同定する同定ステップと、を含み、荷重検出
ステップでは、ロールギャップの開状態において負荷するロールベンディング力を少なく
とも２水準以上設定し、作業ロールの正転及び逆転あるいは作業ロールの回転及び停止の
いずれか一方を実施して、各水準における作業ロールの回転状態における作業側及び駆動
側の圧下方向荷重を検出し、同定ステップでは、ロール間摩擦係数、または、補強ロール
のスラスト反力の作用点位置をさらに同定する、クロス角同定方法が提供される。
 
【００１０】
　さらに、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、圧延機のロール間ク
ロス角を同定するクロス角同定方法であって、圧延機は、少なくとも一対の作業ロールと
一対の補強ロールとを含む、複数のロールを備える４段以上の圧延機であり、非圧延時に
、作業ロールのロールギャップを開状態とした状態で、上側の作業ロールを含む上ロール
系のロール間及び下側の作業ロールを含む下ロール系のロール間に荷重を負荷するように
ロールベンディング力を負荷するロールベンディング力負荷ステップと、上側の補強ロー
ルまたは下側の補強ロールのうち少なくともいずれか一方の、作業側及び駆動側の圧下支
点位置において圧下方向に作用する圧下方向荷重を検出する荷重検出ステップと、検出し
た作業側の圧下方向荷重と駆動側の圧下方向荷重との荷重差を演算する荷重差演算ステッ
プと、荷重差に基づいて、ロール間クロス角を同定する同定ステップと、を含み、荷重検
出ステップでは、ロールギャップの開状態において負荷するロールベンディング力を少な
くとも３水準以上設定し、作業ロールの正転及び逆転あるいは作業ロールの回転及び停止
のいずれか一方を実施して、各水準における作業ロールの回転状態における作業側及び駆
動側の圧下方向荷重を検出し、同定ステップでは、ロール間摩擦係数、及び、補強ロール
のスラスト反力の作用点位置をさらに同定する、クロス角同定方法が提供される。
 
【００１１】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、圧延機のロール間クロ
ス角を同定するクロス角同定装置であって、圧延機は、少なくとも一対の作業ロールと一
対の補強ロールとを含む、複数のロールを備える４段以上の圧延機であり、クロス角同定
装置は、上側の補強ロールまたは下側の補強ロールのうち少なくともいずれか一方の、作
業側及び駆動側の圧下支点位置において圧下方向に作用する圧下方向荷重に基づいて、作
業側の圧下方向荷重及び駆動側の圧下方向荷重との荷重差を演算する差荷重演算部と、荷
重差に基づいて、ロール間クロス角を同定する同定処理部と、を備え、差荷重演算部に入
力される作業側の圧下方向荷重及び駆動側の圧下方向荷重は、非圧延時に、作業ロールの
ロールギャップを開状態とし、かつ、上側の作業ロールを含む上ロール系のロール間及び
下側の作業ロールを含む下ロール系のロール間に荷重を負荷するようにロールベンディン
グ力を負荷した状態で、作業ロールの正転及び逆転を実施し、それぞれの作業ロールの回
転状態において検出された値である、クロス角同定装置が提供される。
 
【００１２】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、圧延機のロール間クロ
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ス角を同定するクロス角同定装置であって、圧延機は、少なくとも一対の作業ロールと一
対の補強ロールとを含む、複数のロールを備える４段以上の圧延機であり、クロス角同定
装置は、上側の補強ロールまたは下側の補強ロールのうち少なくともいずれか一方の、作
業側及び駆動側の圧下支点位置において圧下方向に作用する圧下方向荷重に基づいて、作
業側の圧下方向荷重及び駆動側の圧下方向荷重との荷重差を演算する差荷重演算部と、荷
重差に基づいて、ロール間クロス角を同定する同定処理部と、を備え、差荷重演算部に入
力される作業側の圧下方向荷重及び駆動側の圧下方向荷重は、非圧延時に、作業ロールの
ロールギャップを開状態とし、かつ、上側の作業ロールを含む上ロール系のロール間及び
下側の作業ロールを含む下ロール系のロール間に荷重を負荷するようにロールベンディン
グ力を負荷した状態で、作業ロールの正転及び逆転あるいはロールの回転及び停止のいず
れか一方を実施し、それぞれの作業ロールの回転状態において検出された値であり、圧下
方向荷重は、ロールギャップの開状態において負荷するロールベンディング力を少なくと
も２水準以上設定して検出されており、各水準において検出された圧下方向荷重の荷重差
に基づいて、ロール間摩擦係数、または、補強ロールのスラスト反力の作用点位置をさら
に同定する、クロス角同定装置が提供される。
 
【００１３】
　さらに、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、圧延機のロール間ク
ロス角を同定するクロス角同定装置であって、圧延機は、少なくとも一対の作業ロールと
一対の補強ロールとを含む、複数のロールを備える４段以上の圧延機であり、クロス角同
定装置は、上側の補強ロールまたは下側の補強ロールのうち少なくともいずれか一方の、
作業側及び駆動側の圧下支点位置において圧下方向に作用する圧下方向荷重に基づいて、
作業側の圧下方向荷重及び駆動側の圧下方向荷重との荷重差を演算する差荷重演算部と、
荷重差に基づいて、ロール間クロス角を同定する同定処理部と、を備え、差荷重演算部に
入力される作業側の圧下方向荷重及び駆動側の圧下方向荷重は、非圧延時に、作業ロール
のロールギャップを開状態とし、かつ、上側の作業ロールを含む上ロール系のロール間及
び下側の作業ロールを含む下ロール系のロール間に荷重を負荷するようにロールベンディ
ング力を負荷した状態で、作業ロールの正転及び逆転あるいはロールの回転及び停止のい
ずれか一方を実施し、それぞれの作業ロールの回転状態において検出された値であり、圧
下方向荷重は、ロールギャップの開状態において負荷するロールベンディング力を少なく
とも３水準以上設定して検出されており、各水準において検出された圧下方向荷重の荷重
差に基づいて、ロール間摩擦係数、及び、補強ロールのスラスト反力の作用点位置をさら
に同定する、クロス角同定装置が提供される。
【００１４】
　さらに、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、少なくとも一対の作
業ロールと一対の補強ロールとを含む、複数のロールを備える４段以上の圧延機であって
、作業ロールのロールギャップの開状態において上側の作業ロールを含む上ロール系のロ
ール間及び下側の作業ロールを含む下ロール系のロール間に荷重を負荷するようにロール
ベンディング力を負荷する負荷装置と、上記のクロス角同定装置と、を備える、圧延機が
提供される。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように本発明によれば、ロール間クロス角を精度よく同定することで、例
えばロール間スラスト力を低減して、被圧延材の蛇行及びキャンバーの発生を抑制するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】圧延時において圧延機のロール間に発生するスラスト力及びスラスト反力を説明
するための、圧延機の概略側面図及び概略正面図である。
【図２】キスロール状態の圧延機においてロール間に発生するスラスト力及びスラスト反
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力を説明するための、圧延機の概略側面図及び概略正面図を示す。
【図３Ａ】ロール間クロス角同定時の圧延機の状態の駆動状態の一例を示す概略側面図及
び概略正面図であって、ロール正転時の状態を示す。
【図３Ｂ】ロール間クロス角同定時の圧延機の状態の駆動状態の一例を示す概略側面図及
び概略正面図であって、ロール逆転時の状態を示す。
【図４】図３Ａ及び図３Ｂの状態の圧延機において、下側のロールを正転させた場合と逆
転させた場合とで取得された圧下方向荷重の差を示す説明図である。
【図５】ロール間クロス角同定時の圧延機の状態の駆動状態の他の一例を示す概略側面図
及び概略正面図である。
【図６】図５の状態の圧延機において、下側のロールを停止させた場合と回転させた場合
とで取得された圧下方向荷重の差を示す説明図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る圧延機と、当該圧延機を制御するための装置との
構成を示す説明図である。
【図８】同実施形態に係るロール間クロス角同定処理を示すフローチャートである。
【図９】下ロール系へのインクリースベンディング力負荷時に発生するロール間スラスト
力を説明する説明図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係るロール間クロス角同定処理を示すフローチャー
トである。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係る同定処理を示すフローチャートである。
【図１２】６段圧延機の構成を示す概略正面図である。
【図１３】中間ロールと補強ロールとのロール間クロス角同定時の圧延機の状態の駆動状
態の一例を示す概略側面図及び概略正面図であって、中間ロールのベンディング装置を使
用し、作業ロールの正転逆転に伴う中間ロール正転逆転による同定時の状態を示す。
【図１４】中間ロールと補強ロールとのロール間クロス角同定時の圧延機の状態の駆動状
態の一例を示す概略側面図及び概略正面図であって、中間ロールのベンディング装置を使
用し、全てのロールの停止状態と、作業ロールの回転に伴う中間ロール回転による同定時
の状態を示す。
【図１５】作業ロールと中間ロールとのロール間クロス角同定時の圧延機の状態の駆動状
態の一例を示す概略側面図及び概略正面図であって、作業ロールのベンディング装置を使
用し、作業ロール正転逆転による同定時の状態を示す。
【図１６】作業ロールと中間ロールとのロール間クロス角同定時の圧延機の状態の駆動状
態の一例を示す概略側面図及び概略正面図であって、作業ロールのベンディング装置を使
用し、作業ロール停止回転による同定時の状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１８】
　＜１．目的＞
　本発明の実施形態に係るクロス角同定装置について詳細に説明するにあたり、まず、図
１～図７に基づいて、ロール間クロス角を同定する目的を説明する。
【００１９】
　本発明は、圧延機による被圧延材の圧延において、ロール間に生じるロール間クロス角
を同定し、同定結果に基づいてロール間クロス角を調整することで、ロール間に発生する
スラスト力をなくし、蛇行及びキャンバーのない、あるいは蛇行及びキャンバーが極めて
軽微な製品を安定して製造することを目的とする。本発明では、一対の作業ロールと、各
作業ロールをそれぞれ支持する一対の補強ロールとを少なくとも有する、４段以上の圧延
機を対象とする。４段圧延機の場合は、互いに接触する作業ロールと補強ロールとの間に
ロール間スラスト力が生じないようにするために、ロール間クロス角が同定される。６段
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圧延機の場合は、互いに接触する作業ロールと中間ロールとの間、及び、中間ロールと補
強ロール間にロール間スラスト力が生じないようにするために、ロール間クロス角が同定
される。
【００２０】
　ロール間スラスト力は、ロールに余分なモーメントを発生させ、非対称なロール変形が
起因で圧延を不安定な状態にする一因であり、例えば蛇行あるいはキャンバーを引き起こ
す。このロール間スラスト力は、例えば４段圧延機の場合、作業ロールと補強ロールとに
おいてロール胴長方向にずれが生じることにより発生する。そこで、本発明では、ロール
間スラスト力を発生させるロール間クロス角を同定し、ロール間クロス角がゼロとなるよ
うにロール位置を調整して、ロール間スラスト力を発生させないようにする。
【００２１】
　ここで、ロール間クロス角は直接測定することが困難である。このため、本発明では、
荷重検出装置を用いてロールに対する圧下方向の荷重（以下、「圧下方向荷重」ともいう
。）を検出し、圧下方向荷重の変化からロール間クロス角を同定する。ロール間クロス角
がゼロでないときには、ロールの作業側の圧下方向荷重と駆動側の圧下方向荷重との差荷
重が発生する。したがって、圧下方向荷重の差荷重よりロール間クロス角を同定すること
ができる。この際、作業ロールのロールギャップを開状態にして検出した圧下方向荷重に
基づき、ロール間クロス角を同定する。その理由は以下の通りである。
【００２２】
（圧延時の圧下方向荷重の差荷重）
　まず、圧延時に発生するスラスト力と圧下方向荷重の差荷重とについて説明すると、圧
延中のロール間スラスト力により生じる圧下方向荷重の差荷重は、上ロール系及び下ロー
ル系のうち、ロール間クロス角が生じている側でのみ発生し、ロール間クロス角が発生し
ていない側ではほぼ発生しない。
【００２３】
　図１に、被圧延材Ｓの圧延時において圧延機のロール間に発生するスラスト力及びスラ
スト反力を説明するための、圧延機の概略側面図及び概略正面図を示す。なお、図１に示
すように、以下では、ロール胴長方向の作業側をＷＳ（Ｗｏｒｋ　Ｓｉｄｅ）、駆動側を
ＤＳ（Ｄｒｉｖｅ　Ｓｉｄｅ）と表す。
【００２４】
　図１に示す圧延機は、上作業ロール１及び下作業ロール２とからなる一対の作業ロール
と、圧下方向（Ｚ方向）において上作業ロール１を支持する上補強ロール３及び下作業ロ
ール２を支持する下補強ロール４とからなる一対の補強ロールとを有する。圧延機を構成
する複数のロールを本発明ではロール群ともいう。図１に示す４段圧延機の場合には、ロ
ール群は、上作業ロール１、下作業ロール２、上補強ロール３及び下補強ロール４の４つ
のロールからなる。圧延機は、作業ロール間に被圧延材Ｓを通し圧延することで、被圧延
材Ｓの板厚を所定の厚さにする。圧延機には、圧下方向（Ｚ方向）において、被圧延材Ｓ
の上面側に配置された上作業ロール１及び上補強ロール３からなる（すなわち、ロール群
の上側の作業ロールを含む上側のロール系である）上ロール系に係る圧下方向荷重を検出
する上荷重検出装置９ａ、９ｂが設けられている。同様に、圧延機には、被圧延材Ｓの下
面側に配置された下作業ロール２及び下補強ロール４からなる（すなわち、ロール群の下
側の作業ロールを含む下側のロール系である）下ロール系に係る圧下方向荷重を検出する
下荷重検出装置１０ａ、１０ｂが設けられている。上荷重検出装置９ａ及び下荷重検出装
置１０ａは、作業側における圧下方向荷重を検出し、上荷重検出装置９ｂ及び下荷重検出
装置１０ｂは、駆動側における圧下方向荷重を検出する。
【００２５】
　上作業ロール１、下作業ロール２、上補強ロール３及び下補強ロール４は、被圧延材Ｓ
の搬送方向に対して直交するように、各ロールの胴長方向を平行にして配置される。しか
し、圧下方向に平行な軸（Ｚ軸）まわりにロールが僅かに回転し、上作業ロール１と上補
強ロール３、あるいは、下作業ロール２と下補強ロール４に胴長方向のずれが生じると、
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作業ロールと補強ロールとの間に、ロールの胴長方向に作用するスラスト力が発生する。
例えば、図１に示すように、下作業ロール２と下補強ロール４との間に胴長方向のずれが
生じ、ロール間クロス角が発生しているとする。このとき、下作業ロール２と下補強ロー
ル４との間にはスラスト力が発生し、その結果、下補強ロール４にモーメントが発生する
。当該モーメントにより下作業ロール２と下補強ロール４との間の荷重分布が変化し、ハ
ウジング（図示せず。）側から反力を受けることによって均衡する。この結果、駆動側の
下荷重検出装置１０ｂにかかる荷重が、作業側の下荷重検出装置１０ａにかかる荷重より
も大きくなり、差荷重が生じる。
【００２６】
　一方、下ロール系のスラスト力を受けて、下作業ロール２と被圧延材Ｓとの間にもスラ
スト力（以下、「ロール‐材料間スラスト力」ともいう。）が作用する。しかし、このロ
ール‐材料間スラスト力は微小なロールクロスによって生じるものであり、例えばクロス
ミルのように積極的にロール‐材料間にクロス角を設定する場合と異なり、このロール‐
材料間スラスト力はロールバイト内での先進域および後進域の存在により緩和される。し
たがって、下ロール系のロール間クロス角により発生したロール間スラスト力は、上荷重
検出装置９ａ、９ｂにより検出される上ロール系の圧下方向荷重にはほぼ影響しない。こ
のように、圧延中のロール間スラスト力により生じる圧下方向荷重の差荷重は、上ロール
系及び下ロール系のうち、ロール間クロス角が生じている側でのみ発生し、ロール間クロ
ス角が発生していない側ではほぼ発生しない。
【００２７】
（キスロール状態での圧下方向荷重の差荷重）
　次に、一対の作業ロールを接触させたキスロール状態において発生するスラスト力と圧
下方向荷重の差荷重とについて説明する。キスロール状態では、圧延時と異なり、上ロー
ル系及び下ロール系のうち、ロール間クロス角が生じている側で発生したロール間スラス
ト力は、上下の作業ロール間を介して、ロール間クロス角が発生していない側へ伝達され
る。
【００２８】
　図２に、キスロール状態の圧延機においてロール間に発生するスラスト力及びスラスト
反力を説明するための、圧延機の概略側面図及び概略正面図を示す。例えば、図２に示す
ように、下作業ロール２と下補強ロール４との間にロール間クロス角が発生しているとす
る。このとき、下作業ロール２と下補強ロール４との間にはスラスト力が発生し、その結
果、下補強ロール４にモーメントが発生する。当該モーメントにより、駆動側の下荷重検
出装置１０ｂにかかる荷重が、作業側の下荷重検出装置１０ａにかかる荷重よりも大きく
なり、差荷重が生じる。一方、下作業ロール２と上作業ロール１とは接触しており、下ロ
ール系において発生したロール間スラスト力は、弾性体同士の接触によるものであるため
、下作業ロール２と上作業ロール１との間にも作用し、上下の作業ロール間のスラスト力
を発生させる。これにより、上作業ロール１にもモーメントが発生し、当該モーメントに
より、作業側の上荷重検出装置９ａにかかる荷重が、駆動側の上荷重検出装置９ｂにかか
る荷重よりも大きくなり、差荷重が生じる。
【００２９】
　このように、キスロール状態では、ロール間クロス角が生じている側で発生したロール
間スラスト力は、上下の作業ロール間を介して、ロール間クロス角が発生していない側へ
伝達されてしまい、圧延中の挙動とは異なる。このため、キスロール状態では、荷重検出
装置の検出結果から、ロール間に生じているロール間クロス角を定量的に特定することは
困難である。
【００３０】
（ロールギャップ開状態での圧下方向荷重の差荷重）
　以上のように、圧延中及びキスロール状態において、ロール間クロス角を圧下方向荷重
の変化から同定することは困難である。そこで、発明者らは、これらとは異なる方法を検
討するため、小型圧延機を用いた実験的な検討を行い、以下の新しい知見を見出した。す
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なわち、本発明では、上述のキスロール状態のようにロール間クロス角が生じている側の
ロール間スラスト力が他側で検出される圧下方向荷重に影響を与えないようにするため、
上ロール系と下ロール系とをそれぞれ独立して同定する。このため、上作業ロール１と下
作業ロール２とを離隔し、ロールギャップを開状態として、ロール間クロス角を検出する
。これにより、例えば、上ロール系においてロール間クロス角があり、ロール間スラスト
力が発生してモーメントが発生した場合にも、上作業ロール１と下作業ロール２とは接触
していないので、上ロール系で発生したロール間スラスト力は下ロール系へ伝達されない
。したがって、下荷重検出装置により検出される圧下方向荷重は、上ロール系のロール間
スラスト力による影響が排除された値となる。
【００３１】
　本発明に係るロール間クロス角同定方法の具体例を図３Ａ～図６に示す。図３Ａは、本
発明の一具体例を示すロール間クロス角同定時の圧延機の状態の駆動状態を示す概略側面
図及び概略正面図であって、ロール正転時の状態を示す。図３Ｂは、ロール間クロス角同
定時の圧延機の状態の駆動状態の一例を示す概略側面図及び概略正面図であって、ロール
逆転時の状態を示す。図４は、図３Ａ及び図３Ｂの状態の圧延機において、下側のロール
を正転させた場合と逆転させた場合とで取得された圧下方向荷重の差を示す説明図である
。図５は、本発明の他の具体例を示すロール間クロス角同定時の圧延機の状態の駆動状態
を示す概略側面図及び概略正面図である。図６は、図５の状態の圧延機において、下側の
ロールを停止させた場合と回転させた場合とで取得された圧下方向荷重の差を示す説明図
である。
【００３２】
（ａ）ロール正転逆転によるロール間クロス角同定
　本発明に係るロール間クロス角同定方法の一例として、作業ロールのロールギャップを
開状態として、ロールを正転させた場合と逆転させた場合との圧下方向荷重を検出し、そ
の差荷重に基づきロール間クロス角を同定する方法がある。対象とする作業ロール及び補
強ロールにおいて、ロール間クロス角がゼロであれば、駆動側で検出される圧下方向荷重
と作業側で検出される圧下方向荷重との差荷重はゼロとなる。一方、ロール間クロス角が
ゼロでない場合には、ロールにモーメントが発生して、駆動側と作業側とで検出される圧
下方向荷重に差が生じる。また、ロール正転時とロール逆転時とでは、ロールに発生する
モーメントの向きが反対となるため、駆動側と作業側とで検出される圧下方向荷重の大き
さも反対となる。そこで、ロール正転時とロール逆転時との差荷重に基づき、ロール間ク
ロス角を同定する。
【００３３】
　例えば図３Ａ及び図３Ｂに示すように、一対の作業ロール１、２と、これを支持する一
対の補強ロール３、４とを有する圧延機において、上作業ロール１と下作業ロール２とを
離隔して、作業ロール１、２間のロールギャップを開状態とする。なお、上作業ロール１
は、作業側が上作業ロールチョック５ａ、駆動側が上作業ロールチョック５ｂにより支持
されており、下作業ロール２は、作業側が下作業ロールチョック６ａ、駆動側が下作業ロ
ールチョック６ｂにより支持されている。また、上補強ロール３は、作業側が上補強ロー
ルチョック７ａ、駆動側が上補強ロールチョック７ｂにより支持されており、下補強ロー
ル４は、作業側が下補強ロールチョック８ａ、駆動側が下補強ロールチョック８ｂにより
支持されている。上作業ロールチョック５ａ、５ｂ及び下作業ロールチョック６ａ、６ｂ
には、作業ロール１、２が互いに離隔された状態で、インクリースベンディング装置（図
示せず。）によりインクリースベンディング力が付与される。
【００３４】
　図３Ａ及び図３Ｂに示すように、下作業ロール２と下補強ロール４との間にロール間ク
ロス角が発生している状態で各ロールを回転させると、下作業ロール２と下補強ロール４
との間にはスラスト力が発生し、下補強ロール４にモーメントが発生する。ここで、本例
では、ロールを正転させた場合（図３Ａ）と逆転させた場合（図３Ｂ）とにおいて圧下方
向荷重を検出する。例えば、ロール正転時及びロール逆転時それぞれにおいて、所定のク
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ロス角変更区間だけ下作業ロールを圧下方向に平行な軸（Ｚ軸）まわりに回転させ、ロー
ル間クロス角を変化させたときの圧下方向荷重を検出した結果を図４に示す。図４は、作
業ロール径８０ｍｍの小型圧延機において、下作業ロールのロール間クロス角を駆動側の
出側に向くように０．１°変更したときのロール正転時とロール逆転時との圧下方向荷重
の差荷重の変化を検出した一測定結果である。各作業ロールチョックに負荷するインクリ
ースベンディング力は０．５ｔｏｎｆ／ｃｈｏｃｋとした。
【００３５】
　その検出結果をみると、ロール正転時に取得された駆動側の圧下方向荷重と作業側の圧
下方向荷重との差荷重は、ロール間クロス角変更前と比較して、負の方向に大きくなる。
一方、ロール逆転時に取得された駆動側の圧下方向荷重と作業側の圧下方向荷重との差荷
重は、ロール間クロス角変更前と比較して、正の方向に大きくなる。このように、ロール
正転時とロール逆転時とでは差荷重の現れ方が反対となる。
【００３６】
　本発明では、ロール正転時とロール逆転時の差荷重に基づいて、当該差荷重が発生して
いるときに生じているロール間クロス角を同定する。そして、同定したロール間クロス角
がゼロとなるように調整することで、ロール間スラスト力の発生なくし、蛇行及びキャン
バーのない、あるいは極めて軽微な製品を安定して製造することが可能となる。なお、図
４に示す例ではロール間クロス角の変更前から差荷重が現れている。これは、荷重検出装
置の零点等のずれ、あるいは、ハウジング‐チョック間の摩擦抵抗等の影響により、荷重
検出装置によって検出される値に左右非対称な誤差が入るためと考えられる。ハウジング
‐チョック間の摩擦抵抗に関しては、摩擦抵抗は、圧下位置の開閉方向に対して反対に作
用し荷重検出装置の検出結果に影響し、摩擦係数に左右差がある場合には圧下方向荷重の
差荷重の誤差となり得る。このような誤差は、特に、ベンディング力の負荷のように荷重
レベルが小さいときは、ロール間クロス角の同定において致命的となり得る。本発明に係
る方法では、ロール正転時とロール逆転時とを比較してロール間クロス角を同定すること
で、この外乱の影響を除外することが可能となり、かつ、差荷重の変化量が２倍となるた
め同定精度が向上することが期待できる。
【００３７】
（ｂ）ロール回転停止とロール回転とによるロール間クロス角同定
　本発明に係るロール間クロス角同定方法の他の一例として、作業ロールのロールギャッ
プを開状態として、ロールが停止している場合と回転している場合との圧下方向荷重を検
出し、その差荷重に基づきロール間クロス角を同定する方法がある。上述の例では、圧延
機はロールを正転及び逆転させることが可能に構成されている必要であるが、本例に示す
方法は、圧延機がロールを一方向にのみ回転可能である場合にも適用可能である。
【００３８】
　ロールが回転していない場合、すなわちロールが停止している場合では、ロール間にロ
ール胴長方向の速度成分による駆動力が生じていないため、ロール間スラスト力は発生し
ない。したがって、ロールを停止させた状態で検出した圧下方向荷重の差荷重と、ロール
を回転させて検出した圧下方向荷重の差荷重とを比較することで、ロール間スラスト力に
より発生するロール間クロス角を同定することができる。
【００３９】
　例えば図５に示すように、図３Ａ及び図３Ｂと同様の構成の圧延機において、上作業ロ
ール１と下作業ロール２とを離隔して、作業ロール１、２間のロールギャップを開状態と
する。上作業ロールチョック５ａ、５ｂ及び下作業ロールチョック６ａ、６ｂには、作業
ロール１、２が互いに離隔された状態で、インクリースベンディング装置（図示せず。）
によりインクリースベンディング力が付与される。
【００４０】
　下作業ロール２と下補強ロール４との間にロール間クロス角が発生しているとして、下
作業ロール２及び下補強ロール４を回転させると、図５に示すように、下作業ロール２と
下補強ロール４との間にはスラスト力が発生し、下補強ロール４にモーメントが発生する
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。当該モーメントにより、駆動側の下荷重検出装置１０ｂにかかる荷重が、作業側の下荷
重検出装置１０ａにかかる荷重よりも大きくなり、差荷重が生じる。一方、ロールを停止
させた状態では、下作業ロール２と下補強ロール４との間にロール胴長方向の相対すべり
は生じないため、ロール間スラスト力は発生しない。したがって、下荷重検出装置１０ａ
、１０ｂでは、ロール間スラスト力の影響を受けない圧下方向荷重が検出される。
【００４１】
　図６に、ロール停止時とロール回転時とにおいて、駆動側及び作業側で検出した圧下方
向荷重の差荷重の変化を示す。本例では、下作業ロール２と下補強ロール４との間に所定
のロール間クロス角を設け、ロールを停止させた状態での圧下方向荷重を検出し、その後
ロールを回転させて圧下方向荷重を検出した。図６は、作業ロール径８０ｍｍの小型圧延
機において、下作業ロールのロール間クロス角を駆動側の出側に向くように０．１°変更
したときのロール正転時とロール逆転時との圧下方向荷重の差荷重の変化を検出した一測
定結果である。各作業ロールチョックに負荷するインクリースベンディング力は０．５ｔ
ｏｎｆ／ｃｈｏｃｋとした。図６に示すように、ロールを回転させたときの差荷重は、ロ
ール停止時の差荷重よりも負の方向に大きくなる。このように、ロール停止時とロール回
転時とでは差荷重が相違する。
【００４２】
　本発明では、ロール停止時とロール回転時との差荷重に基づいて、ロール間クロス角を
同定する。そして、同定したロール間クロス角がゼロとなるように調整することで、ロー
ル間スラスト力の発生なくし、蛇行及びキャンバーのない、あるいは極めて軽微な製品を
安定して製造することが可能となる。なお、図６に示す例ではロール停止時に差荷重が現
れている。これは、図４と同様、荷重検出装置の零点等のずれ、あるいは、ハウジング‐
チョック間の摩擦抵抗等の影響により、荷重検出装置によって検出される値に左右非対称
な誤差が入るためと考えられる。このような誤差は、特に、ベンディング力の負荷のよう
に荷重レベルが小さいときは、ロール間クロス角の同定において致命的となり得る。本発
明に係る方法では、ロール停止時とロール回転時とを比較してロール間クロス角を同定す
ることで、この外乱の影響を除外することが可能となる。
【００４３】
　なお、上記（ａ）、（ｂ）のいずれの場合にも、作業ロール１、２間にロールギャップ
を開状態にして圧下方向荷重を検出するため、上ロール系と下ロール系とそれぞれのロー
ル間クロス角を独立して同定することができる。同定処理は、上ロール系、下ロール系に
ついて順次実行してもよく、上ロール系と下ロール系とについて同時に実行してもよい。
【００４４】
　以上説明したように、本発明によれば、作業ロール間のロールギャップを開状態として
、作業ロールと補強ロールとのロール間クロス角を検出する。これにより、一方にロール
間クロス角があり、作業ロールと補強ロールとの間にスラスト力が発生してモーメントが
発生した場合にも、上作業ロールと下作業ロールとは接触していないため、ロール間スラ
スト力は他方へは伝達されない。このように、一方で生じたロール間スラスト力による影
響を排除した圧下方向荷重に基づき差荷重を算出し、ロール間クロス角を同定することで
、より正確にロール間クロス角を同定することができる。そして、同定したロール間クロ
ス角がゼロとなるように調整することで、圧延時のロール間クロス角によるロール間スラ
スト力の発生なくすことができ、蛇行及びキャンバーのない、あるいは極めて軽微な製品
を安定して製造することが可能となる。以下、上記（ａ）、（ｂ）のケースに関する本発
明の実施形態を説明する。
【００４５】
　＜２．第１の実施形態＞
　図７～図９に基づいて、本発明の第１の実施形態に係る圧延機及び当該圧延機を制御す
るための装置の構成と、ロール間クロス角同定方法について説明する。第１の実施形態は
、上記（ａ）に示した、ロール正転逆転によるロール間クロス角の同定方法に関するもの
である。
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【００４６】
　［２－１．圧延機の構成］
　まず、図７に基づいて、本実施形態に係る圧延機と、当該圧延機を制御するための装置
とを説明する。図７は、本実施形態に係る圧延機と、当該圧延機を制御するための装置と
の構成を示す説明図である。なお、図７に示す圧延機は、ロール胴長方向の作業側から見
た状態を示しているとする。
【００４７】
　図７に示す圧延機は、一対の作業ロール１、２と、これを支持する一対の補強ロール３
、４とを有する４段の圧延機である。上作業ロール１は上作業ロールチョック５により支
持されており、下作業ロール２は下作業ロールチョック６により支持されている。なお、
上作業ロールチョック５及び下作業ロールチョック６は、図７紙面奥側（駆動側）にも同
様に設けられており、それぞれ上作業ロール１、下作業ロール２を支持している。上作業
ロール１及び下作業ロール２は、駆動用電動機１６により回転駆動される。また、上補強
ロール３は上補強ロールチョック７により支持されており、下補強ロール４は下補強ロー
ルチョック８により支持されている。上補強ロールチョック７及び下補強ロールチョック
８も、図７紙面奥側（駆動側）にも同様に設けられており、それぞれ上補強ロール３、下
補強ロール５を支持している。上作業ロールチョック５、下作業ロールチョック６、上補
強ロールチョック７、及び下補強ロールチョック８は、ハウジング１１により保持されて
いる。
【００４８】
　圧下方向において、上補強ロールチョック７とハウジング１１との間の圧下支点位置３
０ａには、上圧下方向荷重検出装置９及び圧下装置１８が設けられ、下補強ロールチョッ
ク８とハウジング１１との間の圧下支点位置３０ｂには、下圧下方向荷重検出装置１０が
設けられている。上圧下方向荷重検出装置９及び下圧下方向荷重検出装置１０は、図７紙
面奥側（駆動側）にも同様に設けられている。また、上作業ロールチョック５とハウジン
グ１１との間のプロジェクトブロックには、入側上インクリースベンディング装置１３ａ
及び出側上インクリースベンディング装置１３ｂが設けられており、下作業ロールチョッ
ク６とハウジング１１との間には、入側下インクリースベンディング装置１４ａ及び出側
下インクリースベンディング装置１４ｂが設けられている。入側上インクリースベンディ
ング装置１３ａ、出側上インクリースベンディング装置１３ｂ、入側下インクリースベン
ディング装置１４ａ、及び出側下インクリースベンディング装置１４ｂは、図７紙面奥側
（駆動側）にも同様に設けられている。
【００４９】
　各インクリースベンディング装置は、作業ロールと補強ロールとの間の接触荷重を上げ
るためのインクリースベンディング力を作業ロールチョックに付与する。また、圧延機は
、作業ロールと補強ロールとの間の接触荷重を下げるためのディクリースベンディング力
を作業ロールチョックに付与するディクリースベンディング装置２３ａ、２３ｂ、２４ａ
、２４ｂを備えていてもよい。
【００５０】
　圧延機は、圧延機を制御するための装置として、例えば図７に示すように、インクリー
スベンディング制御装置１５と、駆動用電動機制御装置１７と、ロール間クロス角同定装
置２１とを有する。
【００５１】
　インクリースベンディング制御装置１５は、入側上インクリースベンディング装置１３
ａ、出側上インクリースベンディング装置１３ｂ、入側下インクリースベンディング装置
１４ａ、及び出側下インクリースベンディング装置１４ｂを制御する装置である。本実施
形態に係るインクリースベンディング制御装置１５は、後述するロール間クロス角同定装
置２１からの指示に基づき、作業ロールチョックに対してインクリースベンディング力を
与えるように、インクリースベンディング装置を制御する。なお、インクリースベンディ
ング制御装置１５は、本実施形態に係るロール間クロス角同定処理を実行する場合以外に



(15) JP 6481215 B2 2019.3.13

10

20

30

40

50

おいても、例えば被圧延材のクラウン制御あるいは形状制御を行う際にも、インクリース
ベンディング装置を制御してもよい。
【００５２】
　駆動用電動機制御装置１７は、上作業ロール１及び下作業ロール２を回転駆動する駆動
用電動機１６を制御する。本実施形態に係る駆動用電動機制御装置１７は、後述するロー
ル間クロス角同定装置２１からの指示に基づき、上作業ロール１及び下作業ロール２の駆
動を制御する。具体的には、駆動用電動機制御装置１７は、上作業ロール１及び下作業ロ
ール２について、回転状態と停止状態との切替制御、回転方向及び回転速度の回転駆動制
御等を行う。なお、駆動用電動機制御装置１７は、本実施形態に係るロール間クロス角同
定処理を実行する場合以外においても、上作業ロール１及び下作業ロール２を制御しても
よい。
【００５３】
　ロール間クロス角同定装置２１は、非圧延時に、作業側及び駆動側にそれぞれ設けられ
た上圧下方向荷重検出装置９または下圧下方向荷重検出装置１０の検出結果に基づいて、
圧下方向荷重を検出した側の作業ロールと補強ロールとの間に存在しているロール間クロ
ス角を同定する。ロール間クロス角同定装置２１は、上作業ロール１及び上補強ロールか
らなる上ロール系と、下作業ロール２及び下補強ロール４からなる下ロール系とについて
、それぞれ作業ロールと補強ロールとの間に生じているロール間クロス角を独立して同定
する。
【００５４】
　ロール間クロス角同定装置２１は、同定対象とする側の圧下方向荷重検出装置によって
検出された作業側及び駆動側の圧下方向荷重の差荷重を算出する上側差荷重演算部１９及
び下側差荷重演算部２０と、ロール間クロス角を同定する同定処理部２２とを有する。圧
下方向荷重の取得の際、ロール間クロス角同定装置２１は、インクリースベンディング制
御装置１５に対して、作業ロールと補強ロール間に所定の荷重が作用するように所定のイ
ンクリースベンディング力を負荷する指示を行う。また、ロール間クロス角同定装置２１
は、圧下装置１８に対して、ロールギャップを開状態とするために上作業ロール１と下作
業ロール２との間隔を調整するよう指示する。さらに、ロール間クロス角同定装置２１は
、圧下方向荷重を検出するときの作業ロールの駆動状態を駆動用電動機制御装置１７に対
して指示し、作業ロールの駆動状態を制御させる。例えば、本実施形態においては、作業
ロールの正転時と逆転時とに圧下方向荷重を検出するため、ロール間クロス角同定装置２
１は駆動用電動機制御装置１７に対して作業ロールを正転、逆転させる指示を出力する。
このロールベンディング力負荷処理は、同定処理部２２により行われる。
【００５５】
　圧下方向荷重検出装置によって作業側及び駆動側の圧下方向荷重が検出されると、上ロ
ール系については上側差荷重演算部１９、下ロール系については下側差荷重演算部２０に
より差荷重が演算される。同定処理部２２は、上側差荷重演算部１９または下側差荷重演
算部２０から入力された差荷重に基づき、ロール間クロス角を同定する。ロール間クロス
角同定装置２１は、ロール間クロス角がゼロでない場合には、同定されたロール間クロス
角をゼロとするように、作業ロールチョックまたはハウジング側のシム、ライナー等の調
整を行う。あるいは、ロールクロス角調整装置等を有する場合は、同定されたロール間ク
ロス角がゼロとなるように、ロールクロス角調整装置等による角度調整を制御装置に対し
て指示する。なお、ロール間クロス角同定処理の詳細な説明は後述する。
【００５６】
　［２－２．ロール間クロス角同定処理］
　図８及び図９に基づき、本実施形態に係るロール間クロス角同定処理を説明する。なお
、図８は、本実施形態に係るロール間クロス角同定処理を示すフローチャートである。図
９は、下ロール系へのインクリースベンディング力の負荷時に発生するロール間スラスト
力を説明する説明図である。なお、以下では、下ロール系のロール間クロス角を同定する
場合について説明するが、上ロール系のロール間クロス角を同定する場合も同様である。
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【００５７】
（初期設定：Ｓ１００～Ｓ１０２）
　ロール間クロス角同定処理を行うにあたり、まず、ロール間クロス角同定装置２１は、
インクリースベンディング制御装置１５に対して、インクリースベンディング装置により
所定のインクリースベンディング力を作業ロールチョックに負荷するように指示する（Ｓ
１００）。インクリースベンディング制御装置１５は、当該指示に基づき各インクリース
ベンディング装置を制御し、所定のインクリースベンディング力を作業ロールチョックに
負荷する。
【００５８】
　また、ロール間クロス角同定装置２１は、圧下装置１８に対して、作業ロール間のロー
ルギャップが開状態となるように、上作業ロール１と下作業ロール２との間隔を調整する
よう指示する（Ｓ１０２）。これにより、圧下方向荷重を検出可能な状態となる。なお、
ステップＳ１００とステップＳ１０２とは、どちらを先に実行してもよい。
【００５９】
（圧下方向荷重取得と差荷重演算：Ｓ１０４～Ｓ１１４）
　次いで、ロール間クロス角を同定するために必要な圧下方向荷重の取得とその差荷重を
演算する。本実施形態では、ロール正転時とロール逆転時とにおいて、作業側及び駆動側
の圧下方向荷重を検出する。ここで、ロールの回転状態を表す係数ｎについて、ロール正
転時を１、ロール逆転時を２とする。
【００６０】
　まず、ロール正転時における圧下方向荷重を検出する。ロール間クロス角同定装置２１
は、係数ｎを１とし（Ｓ１０４）、ロール回転条件として作業ロールの回転速度及び回転
方向を設定する（Ｓ１０６）。そして、ロール間クロス角同定装置２１は、駆動用電動機
制御装置１７に対して、設定した作業ロールの回転速度及び回転方向を出力し、このロー
ル回転条件で作業ロールを回転させる（Ｓ１０８）。作業ロールが回転されると、荷重検
出装置により同定対象であるロール系の作業側及び駆動側の圧下方向荷重を検出し、差荷
重演算部によってその差荷重を演算する（Ｓ１１０）。取得されたロール正転時の差荷重
は、ロール間クロス角同定装置２１へ入力される。そして、係数ｎに１が加算される（Ｓ
１１２）。
【００６１】
　次いで、ロール間クロス角同定装置２１は、係数ｎが２であるか否かを判定する（Ｓ１
１４）。係数ｎが２である場合とは、ロール逆転時における圧下方向荷重を検出する場合
である。すなわち、ステップＳ１１４では、ロール逆転時の圧下方向荷重を検出する処理
を実行するか否かを判定している。係数ｎが２のとき、ロール間クロス角同定装置２１は
、ステップＳ１０６に戻り、ロール逆転時について、ステップＳ１０６～Ｓ１１０の処理
を実行する。なお、かかる処理はロール正転時と同一であるため、説明を省略する。そし
て、ロール逆転時の差荷重が取得され、ロール間クロス角同定装置２１へ入力されると、
係数ｎにさらに１が加算される（Ｓ１１２）。したがって、ロール正転時及びロール逆転
時の差荷重が取得されたとき、係数ｎは３となっている。
【００６２】
　そして、ステップＳ１１４での係数ｎの判定において、係数ｎが２でないと判定された
とき、すなわち、ロール正転時及びロール逆転時の差荷重が取得されたとき、ロール間ク
ロス角同定装置２１は、ステップＳ１１６の処理を実行する。
【００６３】
（ロール間クロス角同定：Ｓ１１６）
　ロール間クロス角同定装置２１は、ロール正転時及びロール逆転時の差荷重に基づき、
ロール間クロス角を同定する（Ｓ１１６）。以下、図９に基づき、ロール間クロス角の同
定について説明する。ここでは、下ロール系のロール間クロス角を同定する場合について
説明する。なお、上ロール系のロール間クロス角の同定も同様に行えばよい。
【００６４】
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（Ａ）圧下方向荷重の差荷重とロール間スラスト力との関係取得
　図９に、下ロール系において作業ロールチョックにインクリースベンディング力を負荷
させたときに発生するロール間スラスト力の関係図を示す。下ロール系における作業ロー
ル－補強ロールのロール間スラスト力ＴWB

Bと、圧下方向の荷重差Ｐdf
Bとの関係は、下記

式（１）で表せる。ここで、ＤW
Bは下作業ロール直径、ＤB

Bは下補強ロール直径、ｈB
Bは

下補強ロールのスラスト反力の作用点位置、ａB
Bは下ロール系の支点間距離である。下記

式（１）は、特許文献１に記載されているように、下記式（１－１）、式（１－２）で表
される下作業ロールと下補強ロールのモーメントの平衡条件式より導出される。このとき
、上作業ロールと下作業ロールとの間に作用するスラスト力ＴＷＷ、上作業ロールと下作
業ロールとの接触領域のロール胴長方向長さｌＷＷ、上下作業ロール間の線荷重分布の作
業側と駆動側の差ｐｄｆ

ＷＷは、作業ロール間のロールギャップが開状態となっているこ
とからゼロとなる。そして、未知数である下作業ロールと下補強ロール間の線荷重分の作
業側と駆動側の差ｐｄｆ

ＷＢ
Ｂ及び下作業ロールと下補強ロール間との接触領域のロール

胴長方向長さｌＷＢ
Ｂを式（１－１）及び式（１－２）から消去することにより、下記式

（１）が得られる。
【００６５】
【数１】

 
【００６６】
　なお、下補強ロールのスラスト反力の作用点位置ｈB

B は、図９に示す通り、下ロール
系の補強ロールに作用するスラスト反力を集中荷重と見なした場合の作用点位置であり、
鉛直方向において被圧延材から離れる向きを正としたときの、補強ロールの軸心からの距
離として定義する。ここでまた、下作業ロールと下補強ロールとの間に作用するスラスト
力ＴＢ

Ｂと前述のスラスト反力ＴＷＢ
Ｂの軸方向の力とは釣り合うので、ＴＢ

Ｂ＝ＴＷＢ
Ｂが成り立つ。補強ロールチョックは圧下方向の荷重が作用しているとき圧下装置等（以
下、「圧下系」ともいう。）により支持されているので、補強ロールに作用するスラスト
反力は、補強ロールの軸心だけでなく圧下系でも支持される可能性が高い。本発明では、
垂直方向における、補強ロールに作用するスラスト反力が作用する位置と補強ロールの軸
心の位置との距離を、補強ロールのスラスト反力の作用点位置として定義する。これによ
り、圧下方向の荷重差からロール間スラスト力を精度良く算出することができ、その結果
、ロール間クロス角を正確に同定することができる。上ロール系の補強ロールのスラスト
反力の作用点位置についても、下ロール系の補強ロールのスラスト反力の作用点位置と同
様に定義することができる。
【００６７】
　また、一般に、作業ロールと補強ロールとのロール間クロス角によって生じるスラスト
力ＴWBは、下記式（２）で表される。
【００６８】

【数２】
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【００６９】
　ここで、Ｐは作業ロールと補強ロールとの間に作用する圧下方向荷重、μTはスラスト
係数である。スラスト係数μTは、荷重に対するロール間スラスト力の発生比率を表す係
数で、例えば、上記特許文献２の式（２）に示される通り、作業ロールと補強ロールとの
間の相対的なクロス角φ、ロール間摩擦係数μ、ロール間線荷重ｐ、ロールのポアソン比
ν、縦弾性係数Ｇ、作業ロール径ＤW、補強ロール径ＤBの関数として表せる。ここでは、
上記式（２）を下記式（３）のように標記することとする。
【００７０】
【数３】

【００７１】
　本実施形態では、上作業ロールと下作業ロールとのロールギャップを開状態とし、イン
クリースベンディング力を負荷した場合に発生するロール間スラスト力の発生について考
えている。したがって、圧下方向荷重Ｐは、作業ロールチョックあたりに作用するインク
リースベンディング力ＦBの２倍（Ｐ=２ＦB）となる。これより、上記式（２）は下記式
（４）で表される。
【００７２】
【数４】

【００７３】
　そして、下ロール系のロール正転時における圧下方向の荷重差をＰdf1

B、作業ロールと
補強ロールとのロール間クロス角によって生じるロール間スラスト力をＴWB1

B、インクリ
ースベンディング力をＦB1すると、上記式（１）～（４）より、下記式（５）で表される
圧下方向荷重の差荷重とロール間スラスト力との関係式が得られる。
【００７４】

【数５】

 
【００７５】
　ここで、ｐ１＝２ＦB１／ＬWB

Bであり、ＬWB
Bは下作業ロールと下補強ロールとの間の

接触長を示す。式（５）において、Ｐdf1
B、ＦB1を測定値、μ、ＬWB

B、ν、G、ＤW
B、Ｄ

B
B、ｈB

Bを既知の値とすると、未知数であるロール間クロス角φを求めることができる。
なお、μ、ν、Gについては、上ロール系及び下ロール系で共通として与えているが、作
業ロールと補強ロールで特性が異なる場合、あるいは、上下のロール系で特性が異なる場
合は、個別に与えてもよい。
【００７６】
（Ｂ）ロール間クロス角の同定
　本実施形態では、ロール正転時とロール逆転時の差荷重の値を比較し、ロール間クロス
を同定する。上記式（５）では、ロール正転時における圧下方向荷重の差荷重とロール間
スラスト力との関係を表したが、同様に、ロール逆転時における圧下方向荷重の差荷重と
ロール間スラスト力との関係式は、下記式（６）のようになる。なお、ロール逆転時にお
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ける下ロール系の圧下方向の荷重差をＰdf2
B、作業ロールと補強ロールとのロール間クロ

ス角によって生じるロール間スラスト力をＴWB2
B、インクリースベンディング力をＦB2と

する。
【００７７】
【数６】

【００７８】
　ここで、ロール回転時とロール逆転時とにおけるインクリースベンディング力が同じ値
であるとすると、ロール間スラスト力は、ロール回転時とロール逆転時とで大きさが同じ
で符号が異なる値となる。これより、下記式（７）が得られる。
【００７９】

【数７】

【００８０】
　そして、上記式（５）、式（６）の差を取り、上記式（７）へ代入すると、下記式（８
）が得られる。
【００８１】

【数８】

【００８２】
　以上のように、ロール正転時とロール逆転時とにおける差荷重の値を比較することによ
り、作業ロールと補強ロールとのロール間クロス角の同定が可能となる。ロール正転時と
ロール逆転時との差荷重の相対的な変化を利用してロール間クロス角を同定するため、荷
重測定値の零点がずれている等の外乱の影響を排除可能であり、また、差荷重の変化も大
きくなるため、インクリースベンディング力が小さい場合において有効である。
【００８３】
　図８の説明に戻り、ステップＳ１１６にて上記演算によりロール間クロス角が同定され
ると、ロール間クロス角同定装置２１は、ロール間クロスの同定結果に基づいて、ロール
間クロス角がゼロになるように、作業ロールチョックまたはハウジング側のシム、ライナ
ー等の調整を行う。あるいは、ロールクロス角調整装置等を有する場合は、ロール間クロ
ス角同定装置２１は、同定されたロール間クロス角がゼロとなるように、ロールクロス角
調整装置等に対して角度調整を実施する指示を出力する。これにより、ロール間クロス角
をなくし、ロール間スラスト力による左右非対称変形を排除できる。その結果、蛇行及び
キャンバーのない、あるいは蛇行及びキャンバーの極めて軽微な製品を安定して製造する
ことができる。
【００８４】
　＜３．第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態に係るロール間クロス角同定方法について説明する。第
２の実施形態は、上記（ｂ）に示した、ロール回転停止時とロール回転時との荷重差を用
いたロール間クロス角の同定方法に関するものである。なお、本実施形態に係る圧延機及
び当該圧延機を制御するための装置は、図７に示した第１の実施形態の構成と同一である
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ため、ここでは説明を省略する。
【００８５】
　図１０に基づき、本実施形態に係るロール間クロス角同定処理を説明する。図１０は、
本実施形態に係るロール間クロス角同定処理を示すフローチャートである。本実施形態に
おいても、以下では下ロール系のロール間クロス角を同定する場合について説明するが、
上ロール系のロール間クロス角を同定する場合も同様である。
【００８６】
（初期設定：Ｓ２００～Ｓ２０２）
　ロール間クロス角同定処理を行うにあたり、まず、ロール間クロス角同定装置２１は、
インクリースベンディング制御装置１５に対して、インクリースベンディング装置により
所定のインクリースベンディング力を作業ロールチョックに負荷するように指示する（Ｓ
２００）。インクリースベンディング制御装置１５は、当該指示に基づき各インクリース
ベンディング装置を制御し、所定のインクリースベンディング力を作業ロールチョックに
負荷する。
【００８７】
　また、ロール間クロス角同定装置２１は、圧下装置１８に対して、作業ロール間のロー
ルギャップが開状態となるように、上作業ロール１と下作業ロール２との間隔を調整する
よう指示する（Ｓ２０２）。これにより、圧下方向荷重を検出可能な状態となる。なお、
ステップＳ２００とステップＳ２０２とは、どちらを先に実行してもよい。このように、
ステップＳ２００、Ｓ２０２の処理は、第１の実施形態のロール間クロス角同定処理にお
けるステップＳ１００、１０２と同様に行われる。
【００８８】
（圧下方向荷重取得と差荷重演算：Ｓ２０４～Ｓ２１４）
　次いで、ロール間クロス角を同定するために必要な圧下方向荷重の取得とその差荷重を
演算する。本実施形態では、ロール停止時とロール回転時とにおいて、作業側及び駆動側
の圧下方向荷重を検出する。ここで、ロールの回転状態を表す係数ｎについて、ロール停
止時を０、ロール回転時を１とする。
【００８９】
　まず、ロール回転時における圧下方向荷重を検出する。ロール間クロス角同定装置２１
は、係数ｎを１とし（Ｓ２０４）、ロール回転条件として作業ロールの回転速度を設定す
る（Ｓ２０６）。そして、ロール間クロス角同定装置２１は、駆動用電動機制御装置１７
に対して、設定した作業ロールの回転速度を出力し、このロール回転条件で作業ロールを
回転させる（Ｓ２０８）。作業ロールが回転されると、荷重検出装置により同定対象であ
るロール系の作業側及び駆動側の圧下方向荷重を検出し、差荷重演算部によってその差荷
重が演算される（Ｓ２１０）。取得されたロール回転時の差荷重は、ロール間クロス角同
定装置２１へ入力される。そして、係数ｎから１が減じられる（Ｓ２１２）。
【００９０】
　次いで、ロール間クロス角同定装置２１は、係数ｎが０であるか否かを判定する（Ｓ２
１４）。係数ｎが０である場合とは、ロール停止時における圧下方向荷重を検出する場合
である。すなわち、ステップＳ２１４では、ロール停止時の圧下方向荷重を検出する処理
を実行するか否かを判定している。係数ｎが０のとき、ロール間クロス角同定装置２１は
、ステップＳ２０６に戻り、ロール停止時について、ステップＳ２０６～Ｓ２１０の処理
を実行する。ロール停止時の圧下方向荷重の検出においては、ステップＳ２０６で設定さ
れる作業ロールの回転速度はゼロである。したがって、ステップＳ２０８において作業ロ
ールは回転されない。このような状態で、ステップＳ２１０では作業側と駆動側との圧下
方向荷重が検出され、差荷重が演算される。そして、ロール停止時の差荷重が取得され、
ロール間クロス角同定装置２１へ入力されると、係数ｎからさらに１が減じられる（Ｓ２
１２）。したがって、ロール回転時及びロール停止時の差荷重が取得されたとき、係数ｎ
は－１となっている。
【００９１】



(21) JP 6481215 B2 2019.3.13

10

20

30

40

50

　そして、ステップＳ２１４での係数ｎの判定において、係数ｎが０でないと判定された
とき、すなわち、ロール回転時及びロール停止時の差荷重が取得されたとき、ロール間ク
ロス角同定装置２１は、ステップＳ２１６の処理を実行する。
【００９２】
（ロール間クロス角同定：Ｓ２１６）
　ロール間クロス角同定装置２１は、ロール回転時及びロール停止時の差荷重に基づき、
ロール間クロス角を同定する（Ｓ２１６）。ここで、図９に基づき、ロール間クロス角の
同定について説明する。ここでは、下ロール系のロール間クロス角を同定する場合につい
て説明する。なお、上ロール系のロール間クロス角の同定も同様に行えばよい。
【００９３】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様、まず、圧下方向荷重の差荷重とロール
間スラスト力との関係が取得される。この演算処理は、第１の実施形態の「（Ａ）圧下方
向荷重の差荷重とロール間スラスト力との関係取得」で説明した演算処理と同一であるた
め、ここでは説明を省略する。
【００９４】
　ロール回転時の圧下方向荷重の差荷重とロール間スラスト力との関係は、上記式（５）
で表された圧下方向荷重の差荷重とロール間スラスト力との関係により表される。一方、
ロール停止時においては、ロール間クロス角が存在したしてもロール間スラスト力は発生
しない。これより、下記式（９）の関係が成り立つ。
【００９５】
【数９】

【００９６】
　そして、ロール停止時とロール回転時とにおけるインクリースベンディング力が同じ値
であるとすると、ロール停止時における圧下方向荷重の差荷重とロール間スラスト力との
関係式は、上記式（１）、式（５）、式（９）より、下記式（１０）のようになる。なお
、下ロール系のロール停止時における圧下方向荷重差をＰdf0

B、作業ロールと補強ロール
とのロール間クロス角によって生じるロール間スラスト力をＴWB0

B、インクリースベンデ
ィング力をＦB0とする。
【００９７】
【数１０】

【００９８】
　以上のように、ロール停止時とロール回転時とにおける差荷重の値を比較することによ
り、作業ロールと補強ロールとのロール間クロス角の同定が可能となる。ロール停止時と
ロール回転時との差荷重の相対的な変化を利用してロール間クロス角を同定するため、荷
重測定値の零点がずれている等の外乱の影響を排除することができる。また、第１の実施
形態と比較して、作業ロール回転方向を変更した測定が不要となるため、同定作業の短縮
が可能となる。なお、上記説明においては、ロール回転時にロールは正転しているものと
して説明したが、ロール回転時にロールが逆転している場合であっても同様の効果が得ら
れることは言うまでもない。
【００９９】
　図１０の説明に戻り、ステップＳ２１６にて上記演算によりロール間クロス角が同定さ
れると、ロール間クロス角同定装置２１は、ロール間クロスの同定結果に基づいて、ロー
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ル間クロス角がゼロになるように、作業ロールチョックまたはハウジング側のシム、ライ
ナー等の調整を行う。あるいは、ロールクロス角調整装置等を有する場合は、ロール間ク
ロス角同定装置２１は、同定されたロール間クロス角がゼロとなるように、ロールクロス
角調整装置等に対して角度調整を実施する指示を出力する。これにより、ロール間クロス
角をなくし、ロール間スラスト力による左右非対称変形を排除できる。その結果、蛇行及
びキャンバーのない、あるいは蛇行及びキャンバーの極めて軽微な製品を安定して製造す
ることができる。
【０１００】
　＜４．第３の実施形態＞
　次に、本発明の第３の実施形態に係るロール間クロス角同定方法について説明する。本
実施形態は、ロール間クロス角に加え、さらにロール間摩擦係数、補強ロールのスラスト
反力の作用点位置の同定も可能な方法に関するものである。本実施形態においても、第１
及び第２の実施形態と同様、作業ロール間のロールギャップを開状態にして、作業ロール
チョックにインクリースベンディング力を負荷した状態で、２つのロールの回転状態（例
えば正転と逆転、あるいは回転と停止）における圧下方向荷重の差荷重を取得する。この
とき、インクリースベンディング力を変化させ、複数水準での圧下方向荷重の差荷重を取
得する。これにより、ロール間クロス角だけでなく、他の未知数も同定することが可能と
なる。
【０１０１】
　図１１に基づき、本実施形態に係る同定処理を説明する。図１１は、本実施形態に係る
同定処理を示すフローチャートである。なお、本実施形態に係る圧延機及び当該圧延機を
制御するための装置は、図７に示した第１の実施形態の構成と同一であるため、ここでは
説明を省略する。本実施形態では、下ロール系のロール間クロス角、ロール間摩擦係数、
及び補強ロールのスラスト反力の作用点位置を同定する場合について説明するが、下ロー
ル系に関して同定する場合も同様である。また、本実施形態において、圧下方向荷重の検
出は、第１の実施形態と同様、ロール正転時とロール逆転時とにおいて行うが、本発明は
かかる例に限定されず、第２の実施形態のように、ロール停止時とロール回転時とにおい
て行ってもよい。
【０１０２】
（初期設定：Ｓ３００～Ｓ３０２）
　ロール間クロス角同定処理を行うにあたり、まず、ロール間クロス角同定装置２１は、
圧下装置１８に対して、上作業ロール１と下作業ロール２との間隔を調整するよう指示す
る（Ｓ３００）。また、ロール間クロス角同定装置２１は、水準の数がＭ個のインクリー
スベンディング力を設定し、インクリースベンディング制御装置１５へ出力する（Ｓ３０
２）。インクリースベンディング力の水準の数は、同定する値の数に応じて設定される。
例えば、ロール間クロス角とロール間摩擦係数とを同定する場合、Ｍは２となり、ロール
間クロス角、ロール間摩擦係数、及び補強ロールのスラスト反力の作用点位置を同定する
場合、Ｍは３となる。
【０１０３】
（圧下方向荷重取得と差荷重演算：Ｓ３０４～Ｓ３２２）
　次いで、ロール間クロス角を同定するために必要な圧下方向荷重の取得とその差荷重を
演算する。本実施形態では、作業ロールチョックに負荷するインクリースベンディング力
を複数水準変更させて、ロール正転時とロール逆転時とにおける作業側及び駆動側の圧下
方向荷重を検出する。ここで、ロールの回転状態を表す係数ｎについて、ロール正転時を
１、ロール逆転時を２とする。また、係数ｍは、インクリースベンディング力の水準を表
す正の整数（１～Ｍ）である。本実施形態ではＭは３とする。
【０１０４】
　まず、１水準目のロール正転時における圧下方向荷重を検出する。ロール間クロス角同
定装置２１は、係数ｎを１とし（Ｓ３０４）、係数ｍを１とする（Ｓ３０６）。そして、
インクリースベンディング制御装置１５は、１水準目のインクリースベンディング力ＦＢ
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（１）を作業ロールチョックに負荷する（Ｓ３０８）。これにより、圧下方向荷重を検出
可能な状態となる。さらに、ロール間クロス角同定装置２１は、ロール回転条件として作
業ロールの回転速度及び回転方向を設定し（Ｓ３１０）、駆動用電動機制御装置１７は、
このロール回転条件で作業ロールを回転させる（Ｓ３１２）。作業ロールが回転されると
、荷重検出装置により同定対象であるロール系の作業側及び駆動側の圧下方向荷重を検出
し、差荷重演算部によってその差荷重を演算する（Ｓ３１４）。取得されたロール正転時
の差荷重は、ロール間クロス角同定装置２１へ入力される。そして、係数ｍに１が加算さ
れる（Ｓ３１６）。
【０１０５】
　次いで、ロール間クロス角同定装置２１は、係数ｍがＭより大きいか否かを判定する（
Ｓ３１８）。係数ｍがＭより大きい場合は、ステップＳ３０２にて設定されたＭ水準のイ
ンクリースベンディング力における圧下方向荷重の差荷重が取得された場合である。すな
わち、ステップＳ３１８では、設定されたすべての水準における圧下方向荷重の差荷重が
取得されたか否かを確認している。係数ｍがＭ以下の場合には、ステップＳ３０８に戻り
、インクリースベンディング制御装置１５により、２水準目のインクリースベンディング
力ＦＢ（２）を作業ロールチョックに負荷し（Ｓ３０８）、ロール正転時の圧下方向荷重
の検出とその差荷重の演算が行われる（Ｓ３１４）。
【０１０６】
　その後、係数ｍにさらに１が加算され（Ｓ３１６）、ｍは３となる。ロール間クロス角
同定装置２１は、ステップＳ３１８の判定要件を満たさないことから、ステップＳ３０８
に戻り、インクリースベンディング制御装置１５により、３水準目のインクリースベンデ
ィング力ＦＢ（３）を作業ロールチョックに負荷し（Ｓ３０８）、ロール正転時の圧下方
向荷重の検出とその差荷重の演算が行われる（Ｓ３１４）。そして、係数ｍに１が加算さ
れ（Ｓ３１６）、ｍが４となると、ステップＳ３１８の判定要件を満たすことから、ロー
ル間クロス角同定装置２１は、ステップＳ３２０の処理へ進み、係数ｎに１を加算する（
Ｓ３２０）。そして、ロール間クロス角同定装置２１は、係数ｎが２であるか否かを判定
する（Ｓ３２２）。
【０１０７】
　ステップＳ３２２では、ロール逆転時の圧下方向荷重を検出する処理を実行するか否か
を判定している。係数ｎが２のとき、ロール間クロス角同定装置２１は、ステップＳ３０
６に戻り、係数ｍを１にリセットした後、ロール逆転時について、ステップＳ３０８～Ｓ
３２０の処理を実行する。なお、かかる処理はロール正転時と同一であるため、説明を省
略する。そして、ロール逆転時の差荷重が３水準取得されると、係数ｎにさらに１が加算
される（Ｓ３２０）。したがって、ロール正転時及びロール逆転時の差荷重が取得された
とき、係数ｎは３となっている。
【０１０８】
　そして、ステップＳ３２２での係数ｎの判定において、係数ｎが２でないと判定された
とき、すなわち、ロール正転時及びロール逆転時の差荷重が取得されたとき、ロール間ク
ロス角同定装置２１は、ステップＳ３２４の処理を実行する。
【０１０９】
（ロール間クロス角同定：Ｓ３２４）
　ロール間クロス角同定装置２１は、ロール正転時及びロール逆転時の差荷重に基づき、
ロール間クロス角、ロール間摩擦係数、及び補強ロールのスラスト反力の作用点位置を同
定する（Ｓ３２４）。以下、図９に基づき、ロール間クロス角、ロール間摩擦係数、及び
補強ロールのスラスト反力の作用点位置の同定について説明する。ここでは、下ロール系
の各値を同定する場合について説明するが、上ロール系の各値の同定も同様に行えばよい
。また、図１１の処理フローにおいては、３水準（Ｍ＝３）のインクリースベンディング
力についての差荷重の取得をする場合について示しているが、以下の説明では、より汎用
的に２水準以上（Ｍ≧２）の場合について示している。
【０１１０】
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　本実施形態においても、第１の実施形態と同様、まず、圧下方向荷重の差荷重とロール
間スラスト力との関係が取得される。この演算処理は、第１の実施形態の「（Ａ）圧下方
向荷重の差荷重とロール間スラスト力との関係取得」で説明した演算処理と同一であるた
め、ここでは説明を省略する。そして、ロール正転時及びロール逆転時において負荷され
るＭ水準のインクリースベンディング力をＦB1(1)～ＦB1(M)、ＦB2(1)～ＦB2(M)とすると
、上記式（８）から、インクリースベンディング力の各水準におけるロール正転時とロー
ル逆転時とにおける相対的な変化と、作業ロールと補強ロールとのロール間クロス角によ
って生じるロール間スラスト力との関係式群は、下記式（１１）式のように表せる。
【０１１１】
【数１１】

 
【０１１２】
　ここで、Pdf1

B(1)－Pdf2
B(1)～Pdf1

B(M)－Pdf2
B(M)は、各水準（ｍ＝１～Ｍ）のインク

リースベンディング力を負荷したときのロール正転時とロール逆転時との圧下方向荷重の
差荷重、TWB1

B(1)～TWB1
B(M)は、各水準（ｍ＝１～Ｍ）のインクリースベンディング力を

負荷したときのロール間スラスト力、p1(1)～p1(M)は、各水準（ｍ＝１～Ｍ）のインクリ
ースベンディング力を負荷したときのロール間線荷重である。
【０１１３】
　式（１１）より、インクリースベンディング力を２水準（Ｍ＝２）以上設定した場合、
方程式の数は２つ以上となる。したがって、未知数として、ロール間クロス角の他、ロー
ル間摩擦係数または補強ロールのスラスト反力の作用点位置のうち、少なくともいずれか
一方を含めた２つ以上を設定することができる。インクリースベンディング力を３水準（
Ｍ＝３）以上設定した場合、方程式の数は３つ以上となる。したがって、未知数として、
ロール間クロス角の他、ロール間摩擦係数及び補強ロールのスラスト反力の作用点位置を
含めた３つ以上を設定することができる。なお、インクリースベンディング力を３水準よ
り多く設定した場合、未知数の数に比べ方程式の数が上回るが、この場合は最小自乗解を
求めることにより解くことができる。
【０１１４】
　以上のように、本実施形態においては、インクリースベンディング力の負荷水準を増や
し、ロール正転時とロール逆転時における差荷重の値を比較することによって、ロール間
クロス角の同定に加え、ロール間摩擦係数、補強ロールのスラスト反力の作用点位置を同
定することが可能となる。経時的に変化するこれらの値を同定できるので、より高精度な
ロール間クロス角の同定が可能となる。
【０１１５】
　図１１の説明に戻り、ステップＳ３２４では、３水準（Ｍ＝３）のインクリースベンデ
ィング力を設定して取得されたロール正転時とロール逆転時との差荷重の比較により、上
記演算により、ロール間クロス角、ロール間摩擦係数、及び補強ロールのスラスト反力の
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作用点位置を同定する。ロール間クロス角同定装置２１は、ロール間クロスの同定結果に
基づいて、ロール間クロス角がゼロになるように、作業ロールチョックまたはハウジング
側のシム、ライナー等の調整を行う。あるいは、ロールクロス角調整装置等を有する場合
は、ロール間クロス角同定装置２１は、同定されたロール間クロス角がゼロとなるように
、ロールクロス角調整装置等に対して角度調整を実施する指示を出力する。これにより、
ロール間クロス角をなくし、ロール間スラスト力による左右非対称変形を排除できる。そ
の結果、蛇行及びキャンバーのない、あるいは蛇行及びキャンバーの極めて軽微な製品を
安定して製造することができる。
【実施例１】
【０１１６】
　図７に示す構成の熱間仕上圧延機の第５～第７スタンドについて、ロール間クロス角に
よるロール間スラスト力の影響を考慮した圧下レベリング設定に関して、従来法と本発明
の方法との比較を行った。
【０１１７】
　まず、従来法では、定期的にハウジングライナー及びチョックライナーの交換を行い、
ロール間クロス角が生じないように設備管理を行った。その結果、ハウジングライナーの
交換直前の時期において、被圧延材として出側板厚１．２ｍｍ、幅１２００ｍｍの薄物広
幅材を圧延したときに、板厚ウェッジ及びキャンバーが発生するとともに、第６スタンド
において蛇行による絞り込みが発生した。
【０１１８】
　一方、本発明の方法では、非圧延時にロールギャップを開状態として作業ロールチョッ
クにロールベンディング力を負荷し、ロール正転時とロール逆転時とにつき、作業側と駆
動側との圧下方向荷重の差荷重を比較し、ロール間クロス角を同定した。そして、同定結
果に基づき、作業ロールチョック側のライナーと作業ロールチョックとの間にシム等を挿
入し、ロール間クロス角が低減するように調整を行った。その結果、ハウジングライナー
の交換直前の時期においても、従来法で絞り込みが生じた出側板厚１．２ｍｍ、幅１２０
０ｍｍの薄物広幅材を圧延した場合でも、板厚ウェッジ及びキャンバーの発生も少なく、
被圧延材を圧延ラインに真直に通板させることができた。
【０１１９】
　以上のように、本発明の方法では、スラスト反力測定装置を必要とせず、ロール間クロ
ス角を同定することが可能である。また、同定結果に基づいてロール間クロス角を調整す
ることにより、ロール間クロス角に起因して発生するロール間スラスト力による左右非対
称変形を排除できるので、蛇行及びキャンバーのない、あるいは蛇行及びキャンバーが極
めて軽微な金属板材を、安定して製造することができる。
【実施例２】
【０１２０】
　図７に示す構成の熱間厚板圧延機に、ロール間クロス角によるスラスト力の影響を考慮
した圧下レベリング設定に関して、従来法と本発明の方法との比較を行った。
【０１２１】
　まず、従来法では、定期的にハウジングライナー及びチョックライナーの交換を行い、
ロール間クロス角が生じないように設備管理を行った。
【０１２２】
　一方、本発明の方法では、非圧延時にロールギャップを開状態として、２水準のロール
ベンディング力を設定し、ロール停止時とロール回転時とにつき、作業側と駆動側との圧
下方向荷重の差荷重を比較することによって、ロール間クロス角及びロール間摩擦係数を
同定した。そして、同定結果に基づき、作業ロールチョック側のライナーと作業ロールチ
ョックとの間にシム等を挿入し、ロール間クロス角が低減するように調整を行った。
【０１２３】
　表１に、本発明と従来法とについて、代表圧延本数に対するキャンバー発生の実績値を
示す。被圧延材の先端部１ｍあたりのキャンバー実績値のうち、補強ロール組み替え直前
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かつハウジングライナー交換直前の値をみると、本発明の場合、０．１２ｍｍ／ｍと比較
的小さな値に抑えられている。これに対して従来法の場合、補強ロール組み替え直前やハ
ウジングライナー交換直前の時期において、本発明の場合と比較してキャンバー実績値が
大きくなっている。
【０１２４】
　以上のように、本発明の装置では、スラスト反力測定装置を必要とせず、ロール間クロ
ス角を同定すると共に、経時的に変化するロール間摩擦係数の同定も可能であり、同定さ
れた値に基づいてロール間クロス角を調整することにより、ロール間クロス角に起因して
発生するロール間スラスト力による左右非対称変形を排除できるので、蛇行及びキャンバ
ーのない、あるいは蛇行及びキャンバーの極めて軽微な金属板材を、安定して製造するこ
とができる。
【０１２５】
【表１】

【０１２６】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１２７】
　例えば、上記実施形態では、ロール間クロス角の同定を行う際に、インクリースベンデ
ィング装置により作業ロールチョックに対して所定の負荷を与えた状態としていたが、本
発明はかかる例に限定されない。例えば、インクリースベンディング力を一定とし、ディ
クリースベンディング装置により作業ロールと補強ロールとの間に所定の負荷を与えた状
態で、ロール間クロス角の同定を行ってもよい。
【０１２８】
　また、上記実施形態では、圧下方向の荷重検出装置が上下双方に配置されているとして
いたが、本発明はかかる例に限定されない。チョックやハウジングのライナー等の摩耗の
進行によって生じるロール間クロスは、上下ともほぼ同時期に変化することが予想される
。したがって、上下の一方に荷重検出装置が配置された場合においても、配置されている
側のロール間クロス角の同定を行い、その同定結果に基づき、例えば、上下双方の作業ロ
ールチョック側のライナーと作業ロールチョックとの間にシム等を同時期に交換すること
によって、上下双方のロール間クロス角の低減を行うことは可能である。これより、上下
双方に圧下方向の荷重検出装置が配置されている場合と同様、蛇行及びキャンバーのない
、あるいは蛇行及びキャンバーの極めて軽微な金属板材を、安定して製造することができ
る。
【０１２９】
　さらに、上記実施形態では、一対の作業ロールと、一対の補強ロールとを備える４段の
圧延機について説明したが、本発明はかかる例に限定されず、４段以上の圧延機に対して
適用可能である。例えば、図１２に示すように、作業ロール１、２と補強ロール３、４と
の間にそれぞれ中間ロール４１、４２が設けられた６段圧延機への適用も可能である。上
中間ロール４１は、作業側の上中間ロールチョック４３ａ及び駆動側の上中間ロールチョ
ック４３ｂに支持されている。下中間ロール４２は、作業側の上中間ロールチョック４４
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ａ及び駆動側の上中間ロールチョック４４ｂに支持されている。
【０１３０】
　６段圧延機の場合、例えば図１３及び図１４に示すように、作業ロール１と中間ロール
４１とのロールギャップ及び作業ロール２と中間ロール４２とのロールギャップが開状態
において、中間ロール４１、４２のベンディング装置を使用して、中間ロール４１と補強
ロール３との間、及び、中間ロール４２と補強ロール４との間に荷重を負荷する。このと
き、作業ロール１、２のベンディング装置は、作業ロールの自重をキャンセルする程度、
あるいは、作業ロールの回転を中間ロールに伝える程度に負荷して（負荷する力は図示し
ていない。）、作業ロールと中間ロール間に荷重が作用しない状態に調整される。このよ
うな状態で、中間ロール４１と補強ロール３とのロール間クロス角、及び、中間ロール４
２と補強ロール４とのロール間クロス角の同定が行われる。
【０１３１】
　中間ロール４１と補強ロール３とのロール間クロス角、及び、中間ロール４２と補強ロ
ール４とのロール間クロス角の同定は、例えば図１３に示すように、作業ロール１、２を
正転させて中間ロール４１、４２を回転させた場合（図１３上側）と、作業ロール１、２
を逆転させて中間ロール４１、４２を回転させた場合（図１３下側）とについてそれぞれ
圧下方向荷重を検出し、その差荷重に基づき同定してもよい。あるいは、図１４に示すよ
うに、すべてのロールを停止させた場合（図１４上側）と、作業ロール１、２を回転させ
て中間ロール４１、４２を回転させた場合（図１４下側）とについてそれぞれ圧下方向荷
重を検出し、その差荷重に基づきロール間クロス角を同定してもよい。
【０１３２】
　このように、中間ロール４１と補強ロール３とのロール間クロス角、及び、中間ロール
４２と補強ロール４とのロール間クロス角の同定を実施して、中間ロール４１、４２と補
強ロール３、４との調整が行われる。その後、上記実施形態と同様に作業ロール１、２の
ベンディング装置を使用し、作業ロール１と中間ロール４１との間、及び、作業ロール２
と中間ロール４２との間に荷重を負荷し、作業ロールと中間ロールとのロール間クロス角
を同定する。
【０１３３】
　作業ロール１と中間ロール４１とのロール間クロス角、及び、作業ロール２と中間ロー
ル４２とのロール間クロス角の同定は、例えば図１５に示すように、作業ロール１、２を
正転させた場合（図１５上側）と作業ロール１、２を逆転させた場合（図１５下側）とに
ついてそれぞれ圧下方向荷重を検出し、その差荷重に基づき同定してもよい。あるいは、
図１６に示すように、すべてのロールを停止させた場合（図１６上側）と作業ロール１、
２を回転させた場合（図１６下側）とについてそれぞれ圧下方向荷重を検出し、その差荷
重に基づきロール間クロス角を同定してもよい。そして、作業ロール１と中間ロール４１
とのロール間クロス角、及び、作業ロール２と中間ロール４２とのロール間クロス角の同
定を実施した後、作業ロール１、２と中間ロール４１、４２との調整を行えばよい。なお
、ロール間のスラスト力の方向の変化に伴いロール間の荷重分布も変化するが、図１３～
図１６に図示すると図が複雑となるため、ここではその記載を省略している。
【０１３４】
　中間ロールと補強ロールとのロール間クロス角、及び、作業ロールと中間ロールとのロ
ール間クロス角の同定に際しては、具体的には、上述の各実施形態において説明した作業
ロールと補強ロールとに関する各式について、中間ロールと補強ロール、作業ロールと中
間ロールをそれぞれ想定して導出すればよい。このように順番にロール間クロス角の同定
を行うことで、６段圧延機の場合にも４段圧延機の場合と同様に同定されたロール間クロ
ス角に基づき各ロールの調整を行うことができる。その結果、蛇行及びキャンバーのない
、あるいは蛇行及びキャンバーの極めて軽微な金属板材を、安定して製造することができ
る。
【符号の説明】
【０１３５】
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　１　　　　　　　　上作業ロール
　２　　　　　　　　下作業ロール
　３　　　　　　　　上補強ロール
　４　　　　　　　　下補強ロール
　５ａ　　　　　　　上作業ロールチョック（作業側）
　５ｂ　　　　　　　上作業ロールチョック（駆動側）
　６ａ　　　　　　　下作業ロールチョック（作業側）
　６ｂ　　　　　　　下作業ロールチョック（駆動側）
　７ａ　　　　　　　上補強ロールチョック（作業側）
　７ｂ　　　　　　　上補強ロールチョック（駆動側）
　８ａ　　　　　　　下補強ロールチョック（作業側）
　８ｂ　　　　　　　下補強ロールチョック（駆動側）
　９ａ　　　　　　　上荷重測定装置（作業側）
　９ｂ　　　　　　　上荷重測定装置（駆動側）
　１０ａ　　　　　　下荷重測定装置（作業側）
　１０ｂ　　　　　　下荷重測定装置（駆動側）
　１１　　　　　　　ハウジング
　１３ａ　　　　　　入側上インクリースベンディング装置
　１３ｂ　　　　　　出側上インクリースベンディング装置
　１４ａ　　　　　　入側下インクリースベンディング装置
　１４ｂ　　　　　　出側下インクリースベンディング装置
　１５　　　　　　　インクリースベンディング制御装置
　１６　　　　　　　駆動用電動機
　１７　　　　　　　駆動用電動機制御装置
　１８　　　　　　　圧下装置
　１９　　　　　　　上側差荷重演算部［減算器］
　２０　　　　　　　下側差荷重演算部［減算器］
　２１　　　　　　　ロール間クロス角同定装置
　２３　　　　　　　入側上ディクリースベンディング装置
　２３ｂ　　　　　　出側上ディクリースベンディング装置
　２４ａ　　　　　　入側下ディクリースベンディング装置
　２４ｂ　　　　　　出側下ディクリースベンディング装置
　３０ａ、３０ｂ　　圧下支点位置
　４１　　　　　　　上中間ロール
　４２　　　　　　　下中間ロール
　４３ａ　　　　　　上中間ロールチョック（作業側）
　４３ｂ　　　　　　上中間ロールチョック（駆動側）
　４４ａ　　　　　　下中間ロールチョック（作業側）
　４４ｂ　　　　　　下中間ロールチョック（駆動側）
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