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特集 製鉄機械

１．はじめに

　厚板工場で生産される圧延鋼板（主として板厚6mm

－150mm、板幅1,000mm－5,400mm、以下、厚板）

の矯正設備は、プレス矯正機と呼ばれる鋼板の曲がりを

矯正する設備の他に、図１に示すように複数本のロール

で繰り返し曲げ戻しを行って、曲がりのみではなく、圧

延歪みに代表される形状不良の矯正や残留応力の低減を

行う効果も兼ね備えたローラ矯正式厚板レベラ（以下、

厚板レベラ）がある。

　日本国内の厚板レベラは、戦後しばらくの間は欧米メー

カの輸入設備またはそのライセンスで製作された設備で

あったが、近年の平坦度や残留応力低減の要求品質の向

上、また生産性の向上の要求等から、日本国内で開発さ

れた新しい厚板レベラが採用されるようになってきた1）。

　当社においても1965（昭和40）年より自社開発の厚

板レベラを納入してきたが、最新鋭の厚板レベラとして、

ダイナミッククラウニング制御という第４世代のたわみ

補正機能を持つ厚板レベラを1998（平成10）年に実用

化した2）。その後、2010（平成22）年末現在12基の設計、

納入実績を通じて、たわみ補正技術とその技術を核とし

て付随する周辺技術も確立してきている。

　本稿では、この第４世代厚板レベラ技術及び付随して

確立してきた周辺技術を中心に紹介する。図１　厚板レベラの構造
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図２　厚板工場における矯正設備と配置
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２．厚板工場内の厚板レベラ

　近年世界で建設された大型の厚板工場においては、一

般的に以下の厚板レベラが設置されている３）。図２に標

準的な厚板工場のレイアウトを示す。

⑴　冷却装置前厚板レベラ（プリレベラ）

　冷却装置の直前に設置し、均一な冷却効果を得るた

めに、大きなそりを熱間で矯正するローラ式矯正機

⑵　熱間厚板レベラ（ホットレベラ）

　熱間圧延や加速冷却装置の後段に設置し、圧延や冷

却で発生した歪みを熱間で矯正するローラ式矯正機

⑶　冷間厚板レベラ（コールドレベラ）

　冷却床の後段またはオフラインに設置し、冷却後に

残った圧延歪み、熱歪み、残留応力を冷間で矯正する

ローラ式矯正機

⑷　熱処理厚板レベラ（ヒートトリートレベラ）

　熱処理設備（焼ならし、焼入れ、焼戻し設備）の後

段に設置し、これらの熱処理で発生した歪みや残留応

力を温間または冷間で矯正するローラ式矯正機

３．たわみ補正機能の進歩

　初期の厚板レベラは、一般的に20MN（約2040tonf）

程度の矯正荷重能力を持つが、このような荷重で厚板を

矯正した場合、レベラ自身にたわみが生じ、厚板に所定

の曲げを与えることができなかったり、幅方向の曲げの

強さが不均一となる等の問題が生じ、結果的に矯正能力

が発揮されない問題があった。

　これらの問題を解決するために、新しいたわみ補正機

能が順次追加されていった。このたわみ補正機能の進歩

に従い、第１世代（たわみ補正機能が全くないレベラ）

から第４世代（最新のたわみ補正機能を有し、矯正中の

曲げ強さが初期設定通りに常時与えられることを保証す

るレベラ）に区分されている。

　図３は厚板レベラの矯正前と矯正中のたわみを示した

ものである。また、表１は世代別のたわみ補正機能をま

とめたものである。

　第４世代の厚板レベラは図４に示すように、ロールギ

ャップ（上下のレベリングロール間の間隔）の設定機能

と縦たわみ（ハウジングの縦伸び）の動的補正機能を持

図３　厚板レベラのたわみ変形

表１　たわみ補正機能の進歩

非矯正時 矯正中 メインシリンダ

入側 出側

クラウニングシリンダ
縦たわみ

横たわみ
＆

圧縮たわみ

圧下形式 ロール曲げ機構 縦たわみ補正 横たわみ補正 圧縮変形補正 矯正中のロール 
ギャップの保証 年代

第１世代 Screw down
（Motor駆動） なし なし なし なし なし 〜1975

第２世代 Screw down
（Motor駆動）

Pre-set
曲げ機構 なし Pre-set補正 なし なし 1975〜1985

第３世代 ARGC
油圧圧下

Pre-set
曲げ機構 動的補正 Pre-set補正 なし なし 1985〜

第３.５世代 ARGC
油圧圧下

動的
曲げ機構 動的補正 動的補正 なし なし 1992〜

第４世代 ARGC
油圧圧下

動的
曲げ機構 動的補正 動的補正 動的補正 可能 1998〜

主要機能
世代

図４　第４世代の厚板レベラ
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つ４個の油圧メインシリンダと、更に横たわみ（上下フ

レーム曲げたわみ）と圧縮たわみ（矯正ロールやロール

サポート等の部品の圧縮変形）の動的補正機能を持つ合

計14個（進行方向２列、幅方向７列が上部フレーム下面

に取り付けられている）のクラウニングシリンダにより、

矯正中の荷重が変化してもロールギャップを一定に保持

できる能力を持っている。この能力を持ち合わせること

により、第４世代は剛性無限大制御機能を持った厚板レ

ベラとも呼ばれている。ちなみに矯正中のロールギャッ

プの初期設定値からの変化は概ね0.2mmから0.3mm以

下に抑えられており、同じ荷重条件では当社の第３世代

の厚板レベラに比べて1/5以下に抑えられている。実際

の矯正荷重とメインシリンダとクラウニングシリンダに

よるたわみ補正量の関係の一例を図５に示す。

４．矯正能力の向上

　第４世代の厚板レベラは従来の第３世代以前の厚板レ

ベラに比べて大幅に矯正効果を向上している。これは厚

板の全長・全幅に対して、矯正中の矯正荷重が変化して

も均一な繰り返し曲げ戻しが与えられることが大きく寄

与している。第３世代以前の厚板レベラに比べると下記

の改善が確認できた。

⑴　平坦度の向上

　これまでの第３世代の厚板レベラに比べて、特に矯

正荷重が高くなる、比較的板厚が厚いまたは降伏応力

が高い厚板での平坦度が大幅に向上している。更に、

幅反りと呼ばれる板幅方向の反りに対して高い効果が

得られており、適正な曲げを与えられる領域の材料に

対して、高張力鋼板を含めてJIS規格（G3193）に規定

されている平坦度の1/4以下の平坦度を達成している。

　従来の第３世代までの平坦度が不安定であった理由

は、第３世代までは荷重予測に基づいてたわみ補正量

を事前設定する方式（プリセット方式）を取っており、

その予想荷重が実際の矯正荷重と合っていないと形状

図５　メインシリンダ、クラウニングシリンダの補正量の例
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矯正効果が得られず、矯正結果がばらつくことが多か

ったためである。

　また、１枚の厚板の中で圧延方向に降伏応力がばら

つく場合や温度がばらつく場合においても、矯正荷重

変化に対応してたわみ補正量を変化させてロールギャ

ップを一定にする第４世代の厚板レベラの矯正効果の

信頼性は大きく向上している。

⑵　厚板先端部と尾端部の平坦度の大幅な向上

　これまでの第３世代以前の厚板レベラは、事前に一

定の矯正荷重を予測し、横たわみや圧縮たわみを事前

補正するため矯正荷重が予測荷重を大きく下回り、更

に大きく変化する厚板先端部と尾端部にはどうしても

均一な曲げを付与できなかった。そのため、矯正効果

を得られなかったばかりか、場合によっては平坦度を

悪化させることもあった。しかし、第４世代の厚板レ

ベラは荷重変化に合わせたたわみ補正をしているた

め、均一な曲げ矯正が可能であり、先端部、尾端部で

も矯正効果が得られている。

⑶　残留応力低減効果の向上

　厚板を最終顧客で小さな部品に切断すると、厚板内

の残留応力の影響で変形することがあり、加速冷却処

理をした材料や焼入れ処理をした材料に多く見られ

る。特に、近年はこのような処理をしている材料が増

えているため、顧客からクレームが出る場合も少なく

ない。この残留応力についても、第４世代の厚板レベ

ラでは全幅・全長にわたる均一な繰り返し曲げ戻し効

果により、第３世代の厚板レベラに比べて大きく残留

応力を低減させている。造船用の厚板や建設機械用の

高抗張力厚板で大きく効果を発揮している４）。

５．矯正範囲の拡大

　第４世代の厚板レベラは全てのバックアップロールが

14個の油圧クラウニングシリンダで支持されているこ

とから、この油圧シリンダが安全弁の働きをして、矯正

荷重の局部集中を防止している。従って、従来に比べて

より大きな荷重を安心して負荷できることとなり、矯正

荷重を大きく取ることが可能となった。現在では最大矯

正荷重が100MN（10,200tonf）クラスまで増大してき

ている。この効果と、当社で開発した高負荷能力を持つ

バックアップロールの効果が相まって、矯正可能な最大

板厚が従来の約1.5倍となった。

　また、レベリングロールの個別駆動化により、従来の

共通駆動方式に比べて約２倍の降伏応力を持つ高抗張力

の厚板が矯正できるようになった。

　更に、最小板厚も従来の噛み込み限界を特殊な自動制

御を採用することで制限をなくし、従来より薄くて高抗

張力の厚板が矯正できるようになった。図６に当社の第

３世代の厚板レベラとの矯正可能範囲の比較を示す。

６．�個別駆動方式の採用による�
高抗張力厚板の矯正能力の向上

　2005（平成17）年以降、個別駆動方式の厚板レベラ

が急速に普及している。これは特に大きな

矯正動力を必要とする高抗張力の厚板を矯

正するのに有効である。今までの１台モー

タによる共通駆動方式では、必要な矯正ト

ルクをはるかに超えるトルクが駆動部に負

荷される、トルク循環と呼ばれる現象が発

生していた。この現象を緩和するために、

駆動モータの数を２台、３台と徐々に増や

してグループ駆動方式にしたが、それでも

２倍以上のトルク循環が発生していた。個

別駆動方式では、そのトルク循環の機能を

完全に除去することができるため、飛躍的

に矯正範囲を広げることができた。

　図７に駆動方式の比較を示す。図６　矯正可能範囲の拡大
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７．生産性の向上とオンライン厚板レベラ

　第４世代の厚板レベラは、平坦度の改善効果を格段に

向上させるだけでなく、矯正作業の信頼性も大きく向上

させた。その結果として、今までの厚板レベラでは３パ

ス以上必要であった矯正作業の多くを１パスで完了する

ことが可能になったため、第４世代の厚板レベラを従来

のオフラインではなく、メイン搬送テーブル上に設置し、

全ての厚板を矯正することが可能となった（従来は全製

品厚板枚数の５％から30％程度のみをオフラインに運

んで矯正していた）。第４世代の冷間厚板レベラを冷却

床の直後に設置し、厚板製品の全てを矯正している例も

ある。熱間厚板レベラに関しては、現在は第３世代以前

の厚板レベラでもオンライン矯正を実施しているが、こ

れは600℃以上の軟質状態の厚板を処理しているため

であり、強力な加速冷却設備やオンラインの焼入れ設備

が設置された場合には、第４世代の熱間厚板レベラがそ

の矯正効果を十分に発揮してくるものと期待している。

８．スケール付厚板の矯正

　厚板レベラは、被矯正材である厚板を強力に繰り返し

曲げ戻すことにより高い矯正効果を発揮するものである

が、スケール付の厚板を矯正する場合には上流側のレベ

リングロールで剥離させたスケールを下流側のレベリン

グロールで押し込んでスケールの押し込み傷を発生させ

ることがあった。また、剥離したスケールが機械装置に

堆積し、機械装置の機能を低下させることもしばしば発

生している。それを回避するため、厚板レベラにかける

全ての厚板を事前にショットブラスト設備でスケールを

除去させてから矯正作業を行うことでその問題を回避し

ている設備メーカもある。

しかしながら、全ての矯正

対象材のスケールを事前に

除去することは無駄な工程

を持つことになり、非効率

である。当社では、レベリ

ングによる遊離スケールが

落下しても問題とならない

よう、第４世代の厚板レベ

ラの全ての機械的な調整装 図７　駆動方式の比較

置を厚板の通過する面より上方に配置すると共に、スケ

ールをレベリングロール間で機外に排出してしまう、ス

ケールブロー装置を開発し実用化した。これによりスケ

ールが付着した状態の厚板のままで矯正作業を行えるこ

とを実現した。

９．おわりに

　1998（平成10）年に第４世代の厚板レベラを実用化

し、その後も引き続き多くの顧客に設備を供給すると共

に、技術的にも改良を重ねてきた。第３世代の厚板レベ

ラは机上の理論と実際の操業データの整合性が取れず、

矯正してみなければ結果が判らない「ファジーな」設備

と呼ばれ、オペレータのスキルも矯正結果に影響するも

のであった。また、同じ矯正対象材料に対し、設備メー

カがそれぞれ多様な仕様を決定していた。しかしながら、

第４世代の厚板レベラでは矯正中のロールギャップが変

動しなくなったことから、矯正反力や矯正動力をはじめ

として、理論と実操業データの関連付けが大きく進み、

矯正効果の信頼性も大きく向上している。平坦度、矯正

範囲、生産性、残留応力低減効果が大幅に向上した第４

世代の厚板レベラは冷間厚板レベラ、熱処理厚板レベラ

共に「世界標準」となりつつある。当社では技術開発を

強力に推し進めており、今後熱間厚板レベラでも採用が

大きく増えてくるものと期待している。
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