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１．はじめに
近

阿部

敬三

２．第３世代厚板レベラの限界から第４世代厚板レベラへ

年、TMCP（Thermo Mechanical Control

第３世代厚板レベラは、図１に示す上フレーム分割型

Process）鋼板や焼入れ鋼板等の矯正では、その矯正反

方式（特に欧州メーカの実績が多い）と、図２に示す機

力の増大に伴い、従来のレベラ（以下、第３世代厚板レ

械的ウェッジ調整型方式（特に日本での実績が多い）が

べラ）では、本体の変形が増大し、安定した平坦度不良

ある。両方式共に、矯正中の厚板レベラの上下フレーム

矯正効果が得られなくなってきた。

の横たわみ、そしてロールギャップの板幅方向偏差を補

この理由として、レベラ本体の変形原因のひとつであ

正することが目的である。この補正方式は、矯正対象材

る横たわみを補正するための方式が、
プリセット方式（矯

の仕様から、矯正反力を計算し、その上下フレームのた

正作業を開始する前に事前に補正量を設定する方式）を

わみを想定して、厚板レベラに矯正対象材が入ってくる

採用していることが挙げられる。これにより、①事前の
荷重予測の精度限界、②変動荷重への追従性不良、③先
端及び尾端部での形状不良、④バックアップロールの短
時間での破損、といった問題が生じた。
本稿では、矯正作業を実施している際に、実際に発生
しているたわみを検出し、その検出値を使用してたわみ
の補正を行うことで、平坦度や残留応力低減効果を大幅
に改善することを可能にした、動的制御機能を有する厚
板レベラ（以下、第４世代厚板レべラ）の特徴である、
剛性無限大制御について紹介する。特に、１号機の確立
までの経緯について、詳細に説明する。

32

INDUSTRIAL MACHINERY 2014.2

図１ 第３世代厚板レベラ
（上フレーム分割型）

特集：製鉄機械

主圧下シリンダ

クラウニングシリンダ

図２ 第３世代厚板レベラ
（機械的ウェッジ調整型）

図３ 第４世代厚板レベラ

前に補正量を設定する。そのため、ロールクラウニング

側のロールギャップ目標降伏率に相当する値に対して、

プリセット方式
（以下、
プリセット方式）
と呼ばれている。

±0.2mm以下の変動に抑えられる、②板出側のロール

第３世代厚板レベラは、矯正中のロールクラウンの調

ギャップも設定した値（通常は板厚と同じ値）に対して

整ができないため、下記に示す問題点があった。
① 高強度の材料の場合、正確な降伏応力情報が与え
られないため、
予測荷重の誤差が大きい場合がある。

±0.2mm以下の変動に抑えられる、③板幅方向のロー
ルギャップの偏差が0.2mm以下となることとした。
上記①〜③の事項は、図４※に示す代表的な矯正対象

そのため、ロールギャップ偏差の補正が完全にでき

材（板厚：42mm、降伏応力：450MPa）で80％の降伏

ない。

率を設定した場合に、降伏率が全長、全幅で±１％以内

② 降伏応力が板の長手方向に変動する場合、それに

であり、幅方向の降伏率偏差は１％以下であることを意

伴い矯正反力も変動する。しかし、プリセット方式

味する。なお、達成保証値はその２倍の±0.4mmのロ

では、矯正中の変動荷重に対応できない。

ールギャップ設定値と、0.4mmの幅方向偏差とした。

③ 板の先端と尾端の矯正反力は、板の進入時は０か
ら増加し、
排出時は再び０へと減少していく。
しかし、
ロールクラウニングがその変化に対応せず、一定の

※矯正中のロール配置と圧下量の定義の簡単な図も併せて示す。なお、矯正中のレ
ベラのロール配置は、
板入側で矯正対象材に強い曲げを与え、
板出側に向うに従い、
曲げの度合いを小さくし、板を矯正するためのものである。

値となっているため、先端、尾端の平坦度の改善が
できないばかりか、
むしろ悪化することもある。
また、
残留応力も増加する場合がある。特に、先端、尾端
から1.2m前後の範囲でこの問題が顕著に現れる。

入側圧下量

出側圧下量

④ 板幅方向に適正なロールギャップが維持できない
場合は、一部のバックアップロールに集中荷重がか

板厚

かり、破損することが多い。

入側インターメッシュ
６

ウニングシリンダ（油圧駆動）でフレームの横たわみに

５

合わせてロールクラウニングを調整できる、ダイナミッ
ククラウン機能を適用することにした。

３．剛性無限大制御の精度目標の設定
剛性無限大制御の精度目標を、最大矯正反力（１号機
の場合は5,000トン）以下のいかなる荷重でも、①板入

入側圧下量
（mm）

これらの問題点を解決するために、図３に示す、クラ

±１％以下
±0.2mm

４
３
２
１
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（％）

80

85

図４ 剛性無限大制御の達成目標
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４．初期の剛性無限大制御と発生した問題

δ1 = k （
・δS …式⑵
1 W）

板矯正中に厚板レベラには、自身の矯正反力により縦

：上・下部フレーム剛性比率、δ１：
ただし、k （
1 W）

たわみと横たわみ（横たわみ、圧縮変形）の２つのたわ

たわみ補正量、W ：板幅、δs ：たわみセンサ検出値

みが生じる（図５参照）
。

である。

以下、縦たわみと横たわみの補正を行うための初期の

⑶

初期の剛性無限大制御で発生した問題点

剛性無限大制御の方法について述べ、その結果、発生し

⑴、⑵にて述べた制御方法を適用して、矯正作業を

た問題について述べる。

行った結果、下記の問題が発生した。

⑴

①

縦たわみ補正

80％以上の高い降伏率を与えた場合、長手方向

縦たわみ補正は、式⑴のように、ハウジングの縦た

反りが不安定で、場合により２パス目の矯正ができ

わみミル定数K に、矯正反力（主圧下シリンダの総和

ないくらいの反りが発生する。また、上反り、下反

荷重）F totalを乗じ、更に、後段ロールへの過度の補正

りの制御もできない。補正ゲインを上げると発散す

を避けるために設定した弱め定数γにて補正し、レベ

ることがあり、厚板レベラ内で大きな曲がりを発生

ラが備えている全ての主圧下シリンダに同量の補正量

させることもある。
②

を与えていた。これは第３世代厚板レベラと同様の制

先端及び尾端の反りが不安定になる（制御をかけ
ない方が良い場合もある）。

御を適用したものであった。
δ=

F total
・K・α・γ …式⑴
4

③

板幅方向の反りが発生する。

④

残留応力低減効果があまりない。

５.新たに確立した剛性無限大制御とその制御結果

ただし、δ：主圧下シリンダの補正量、F total：矯正
反力（主圧下シリンダの総和荷重）
、K ：ハウジングの

第４章にて述べたように、初期の剛性無限大制御では、

縦たわみミル定数、α：機械寸法による定数、γ：弱

第３世代厚板レベラと比較して、矯正効果が向上してい

め係数である。

ない結果となった。そのため、根本的に制御方法を見直

⑵

横たわみ補正

すことにした。ここで解決すべき課題は、合計18台（主

図６に初期のダイナミッククラウニング制御の概念

圧下シリンダ４台、クラウニングシリンダ14台）のアク

図を示す。下部フレーム内の入側、出側それぞれに設

チュエータの制御方法である。課題解決のため悪戦苦闘

置された、たわみセンサを使用して、レベラ入側、出

した結果、実際の矯正中のロールギャップを確認するこ

側のたわみ量を測定し、
式⑵にて横たわみを計算した。

とが必須であると考え、まずはその測定方法を確立する

縦たわみ 変形

横たわみ＆圧縮 変形

圧縮変形

ロードセル
荷重：FC
横たわみ

位置検出器
圧下制御盤

荷重あり
圧縮変形

荷重なし

油圧
クラウニング
シリンダ
サーボ
バルブ

圧縮変形

横たわみ

フレームたわみセンサ

図５ 厚板レベラに生じるたわみ
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図６ 初期のダイナミッククラウニング制御の概念図

特集：製鉄機械

ことにした。

正をかける。実際には、ロールの前段部と後段部

⑴

の反力は大きく異なるため、１つのパラメータで

実際のロールギャップの測定方法
①

入側、出側ロールギャップの測定方法

は補正できない。よって入側、出側の縦たわみ補

厚板レベラの降伏率を決定するパラメータは、入

正量を個別に行うため、下式⑶、⑷にて計算する。

側のロールギャップである。図７に示すように、テ
ーパゲージを製作し、矯正対象材のエッジのすぐ横

δce =

｛Fe・
（2α2−2α+1）+Fd・
（α+β−2αβ）｝
（K 1 / 2）

に差し込んで、ロールギャップを測定することを考
案した。具体的には、制御を生かした状態で、矯正
速度を０とし、矯正対象材の矯正中のロールギャッ

δcd =

プを測定する。なお、ロールギャップ測定精度は
0.03mmである。

+

Fe
…式⑶
K2

｛Fe・
（α+β−2αβ）+Fd・
（2β2−2β+1）｝
Fd
+
…式⑷
（K 1 / 2）
K2

ただし、δ ce：入側縦たわみ補正量、δ cd：出

板幅方向のロールギャップ偏差の測定方法

側縦たわみ補正量、F e：入側矯正反力（ロール駆

板幅方向のロールギャップ偏差の測定は、板幅方

動側と被駆動側の合計荷重）、
F d：出側矯正反力（ロ

向に歪ゲージを貼って測定する方法を採った。この

ール駆動側と被駆動側の合計荷重）、K 1：ハウジ

結果から、幅方向各点での曲率を求め、降伏率に変

ングのミル定数、K 2：入側、出側の主圧下シリ

換し、更にロールギャップを逆算して求めた。この

ンダのミル定数、α及びβ：機械寸法による定数

②

精度も80％の降伏率の場合、100μstの偏差が
0.02％の降伏率偏差となる。歪ゲージを取り付け

10,000mm

たテスト板を図８に示す。
⑵

矯正方向
（駆動側）

初期の剛性無限大制御の制御精度
⑴にて確立した測定方法にてロールギャップを測定

2,015mm

し、制御精度の確認を行った。その結果、初期の剛性
無限大制御では、最大矯正反力時に、入側ロールギャ

（操作側）

※◎印ゲージ貼り付け部

ブリッジBOX

ップで＋0.5mmから－1.0mm、板幅方向ロールギャ
ップ偏差が最大1.5mmと、降伏率偏差で10％近い偏
差が生じていることが分かった（エッジ部：80％、中
央部：70％程度）
。
⑶

新しく確立した剛性無限大制御
①

動ひずみ計
AS1302

データレコーダ
XR7000

記録計
RT2108A

たわみ補正の新制御とその限界
ⅰ）縦たわみ補正

図８ 歪ゲージを取り付けた測定テスト板

縦たわみ補正を完全に行うため、図９に示すよ
うに、主圧下シリンダの上部フレーム加圧点が矯
正中でも変化しないように、主圧下シリンダで補
Taper gauge

図７ 矯正中のロールギャップ測定方法

図９ 縦たわみ補正の新制御
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たわみ補正の新制御により、高精度で鋼板の矯
正を行うことが可能になった。しかし、矯正反力
LOADCELL

が大きくなるに従って、矯正結果が安定しなくな
る傾向が見られた。そのため、圧延機等で用いら

14pcs

Top cross beam

れている圧縮たわみの考え方を取り入れ、ロール
キャリッジ内に発生するレベリングロール、バッ
クアップロール等の圧縮たわみを下式⑹、⑺にて

CYLINDER
STROKE
SENSOR

計算することにした。ただし、厚板レベラの圧縮
たわみは板幅には均等であると仮定した。

14pcs

δ2 =

DISTANCE
SENSOR

Bottom cross beam

図10 横たわみ検出センサ位置

である。
ここで、α、βの決定は、実際に矯正荷重をか

k（
Fc 6
Fc 5
2 F c,W ）
=a
+b
+c
（W+W 0）
W
W
Fc 3
Fc 2
+d
+e
+f
W
W

Fc 4
W
…式⑺
Fc
+g
W

ただし、δ2：圧縮たわみ、W ：板幅、W 0：板
幅 補 正 係 数、F c： た わ み 計 算 の 基 準 荷 重、k 2

正確な値を求めた。また、主圧下シリンダの圧縮

（F c,W ）：圧縮変形ミル定数、a 〜g ：荷重係数で

ⅱ）横たわみ補正

ある。
ⅱ）圧縮たわみ計算の補正

横たわみ補正を完全に行うために、上下フレー

理論的には、各々の要素の荷重を計算し、正確

ムのクラウニングシリンダ位置での横たわみ変形

にたわみを合算していけば、圧縮たわみが計算で

量をすべて測定する。そこで、
図10に示すように、

きる。しかし、制御目標値である0.2mmに収束

14台のクラウニングシリンダ位置における、上

することができなかった。

フレーム横たわみ、下フレーム横たわみを検出す

そこで、圧縮たわみはクラウニングシリンダが

るセンサを取り付けて、横たわみを測定した。こ

適正な補正をし、剛性無限大を達成するという前

の測定データを使って、横たわみ成分を正確に補

提に立ち、その補正すべき量から横たわみを引い

正する制御方法を確立した。

た値を圧縮たわみとして整理した。式⑻にそれを

ⅲ）たわみ補正の新制御の限界
縦たわみ、横たわみの補正を限界まで正確に行
ったが、5,000トンレベルの反力で、0.8mm程
度のロールギャップ設定量及び幅方向偏差誤差
（５％程度の降伏率偏差）が残る結果となった。
第３の変形成分－圧縮たわみ
ⅰ）圧縮たわみの導入と計算

示す。
（圧縮たわみ）＝
（理想的クラウニング シリンダ補正量）
－（上横たわみセンサ検出量）
－（下横たわみセンサ検出量）…式⑻
この作業は非常に根気が必要で、テスト板材を
矯正しながら、板入側、出側のロールギャップ及

当時の技術では、縦たわみと横たわみという概

びロールギャップの板幅方向偏差を測定し、整理

念しかなかったが、前述した事項を説明するため

する。この計算を14個のクラウニングシリンダ

には、第３の変形成分－圧縮たわみの存在を考慮

位置において整理し、最終的に式⑻に回帰させた。

しないと説明ができない。

36

…式⑹

けて、主圧下シリンダの位置での変位を測定し、
ひずみは、有限要素法による計算で求めた。

②

・F
（W + W 0）
k（
F
,
W
）
2
c
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⑷

⑸

新しく確立した剛性無限大制御の制御結果

新しく確立した剛性無限大制御での目標値達成
様々な問題はあったが、１つずつ変形要素を整理し、

圧延機の場合は、生じるたわみがすべて、垂直方向
と板幅方向のみであるが、レベラの場合は更に板長手

補正制御を加え、最終的に目標とする剛性無限大制御

方向にも考慮する必要がある。即ち、圧延機は２次元

の目標精度に到達した。
図12に板厚38.2mm、板幅4,035mm、降伏応力

問題であるのに対し、レベラは３次元問題を考える必
要があった。
更に、主圧下シリンダとクラウニングシリンダの合
計18台を制御するための油圧サーボ系が相互に関係
し合うこと、14台のクラウニングシリンダが同一フ
レーム上に設置され、同一のロールフレームを押すた
め、各々が独立した制御でなく、１軸を変化させると
必ずその周りの制御軸に影響を与えること、といった
技術的な難題があり、制御目標値への達成は困難を極
めた。
図11に新しく確立した剛性無限大制御を適用した
矯正作業の一例を示す。

図11 剛性無限大制御を適用した矯正作業の一例
4.5

目標値
横たわみ制御なし
横たわみ制御あり

4

圧下量
（mm）

3.5

板厚
板幅
降伏応力
矯正反力

3
2.5
2

38.2mm
4,035mm
437MPa
4,766トン

1.5
1
0.5
0
0

1,000

2,000

3,000

板幅方向計測点
（mm）

4,000

4.5

目標値
横たわみ制御あり

4

板厚
板幅
降伏応力
矯正反力

圧下量
（mm）

3.5
3
2.5

40mm
3,250mm
432MPa
4,378トン

2
1.5
1
0.5
0
0

1,000

2,000

板幅方向計測点
（mm）

3,000

横たわみ補正量
（メインシリンダ）
横たわみ補正
（板幅中央クラウニングシリンダ）
圧縮たわみ補正量
（板幅中央クラウニングシリンダ）

入側
（mm）出側
（mm）
3.73
3.06
2.75
2.35
1.53
1.37

図12 剛性無限大制御における制御実績
（上：板厚38.2mm、板幅4,035mm、降伏応力437MPaの鋼板、下：板厚40mm、板幅3,250mm、降伏応力432MPaの鋼板
（表は実際の補正値）
）
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Test plate
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◎：Strain gauge
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Date
Recorder

Strain gauge
Strain gauge

図13 先端、尾端矯正効果確認用テスト板

437MPa の 鋼 板 と、 板 厚 40mm、 板 幅 3,250mm、

10,000
8,000

降伏応力432MPaの鋼板での制御実績を示す。本試

6,000

験の条件では、設定圧下量に対して、±0.2ｍｍ以内
矯正中にクラウニング量が適切に調整可能となった
ため、第３世代厚板レベラでは矯正が難しかった、先

−2,000

た。図13に示すような板に、ひずみゲージを張り付

−6,000
−8,000

けたテスト板を用意して、
検証を行った。テスト材は、

±２％以内には入っていた。
以上に述べたことから、高矯正反力下においても、

先端

Time（sec）
図14 ひずみゲージによるひずみ量の測定結果

の板を使用し、降伏率70％を付加して行った。

ることが確認できた。目標の±１％は超えているが、

尾端

−10,000

板厚30mm、板長さ9,000mm、降伏応力700MPa

様に、テスト材幅方向に同様のひずみを加えられてい

YS700MPa：30.1t×2,950W×9,000L

０

−4,000

測定結果を図14に示す。先端、尾端共に中央部と同

尾端

2,000

端噛み込み時及び尾端尻抜け時の矯正効果を検証し

板の各場所に張り付けたひずみゲージのひずみ量の

中央

4,000

Strain（μst）

の制御精度と、0.2mm以内の幅方向偏差を達成した。

先端

６．剛性無限大制御の効果と新機能の実現
⑴

剛性無限大制御の効果
いかなる矯正反力状態でも必ずロールギャップが設
定通り維持され、幅方向の偏差もないという剛性無限
大制御が確立されたことは、ある意味で厚板レベラに

鋼板の板幅方向に均一な圧下量にて矯正できたことに

革命的な変化をもたらしたといっても過言ではない。

加え、板先端及び尾端においても、長手方向中央と同

それにより得られた効果を下記に示す。

じようにひずみが加えられていることから、レベラに

① 第３世代厚板レベラは、矯正中のロールギャップ

発生するたわみを縦たわみ、横たわみ、圧縮たわみの

が矯正反力により変化していたため、特に板厚の厚

３つの成分に分けて補正することにより、剛性無限大

い領域では、矯正反力及び必要矯正動力を降伏率と

制御を確立したことを実証することができた。

関連付けることが難しく、降伏率と矯正反力、降伏
率と必要矯正動力の関係を理論と比較することがで
きなかった。第４世代厚板レベラの剛性無限大制御
の確立により、正確に理論と対比できることになり、
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設備及び矯正効果の信頼性が大幅に向上した。

方向に温度差がある材料においても、あらかじめそ

② 矯正反力が予測しにくい、または１枚の板の中で

の温度差が分かっていれば、意識的に幅方向にロー

降伏応力が変化しがちな高強度材において、予測矯

ルギャップを変化させることも可能であり、加速冷

正反力と実際の矯正反力が合わなくても、また、１

却装置直後の熱間レベラとしても信頼性の高い矯正

枚の板の中で矯正反力が変化しても、ロールギャッ

ができることが期待される。

プを一定にすることができるため、矯正効果の信頼

②

LP（Longitudinally Profiled）鋼板の矯正
長手方向に板厚の異なるLP鋼板は、板厚が変化

性は大きく向上した。
③ 矯正荷重が急激に変化する板の先端、尾端の平坦

すれば矯正反力も変化するが、どのように矯正中の
反力が変化しても、設定通りのロールギャップを維

度が改善された。
④ 第３世代厚板レベラ（プリセット方式）のような
一部のバックアップロールへの矯正反力の集中がな
くなり、メンテナンス負荷が大幅に向上した。
⑤ 矯正効果の信頼性が向上したため、１パスで矯正

持できるため、LP鋼板の矯正が可能となり、その
矯正信頼性が大きく向上する。
③

噛み込み補正制御
薄くて硬い板は厚板先端のレベラ内への進入が困

完了することができるようになった。そのため、厚

難である。そこで、噛み込み補正制御を適用する。

板工場のインラインに設置することが可能となった

これは、先端部進入時に、軽圧下量として、その後、

（冷却床直後に設置し、生産する全ての板を１パス

正規の圧下量とする制御方法である。この場合も先
端の軽圧下と、正規圧下の反力が異なっても、常に

新機能の実現

設定したロールギャップを板幅方向にも均一に与え

新しく確立した剛性無限大制御では、下記に示す新

ることが可能である（図15参照）。

⑵

で矯正しているレベラもある）
。

しい考え方や機能を実現することができるようになっ
た。
①

熱間及び熱処理レベラの矯正効果の向上
板温度の変化がある厚板は、当然その温度によっ
て矯正反力が変化する。第４世代厚板レベラは、
矯正反力が変化してもロールギャップが変化しない
ため、矯正の信頼性が大きく向上した。また、板幅

図15 噛み込み補正制御概念図

たわみセンサ

レベラ

スキャン式レーザセンサ

たわみセンサ
δU①
δL①

δU② δU③ δU④ δU⑤

δL②
δ②'

δL③ δL④ δL⑤
δ③' δ④'

δL⑥

δU⑦

DS

WS

δL⑦

板幅
出側

δ⑤'

板エッジ

入側

δ⑥'

δ①'
⑦

δU⑥

δ⑦'
⑥

⑤

④

③

②

①

図16 オフセンタレベリング概要
（レーザセンサ）
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④

オフセンタ矯正
剛性無限大制御で通常使用しているセンサに加

７.

おわりに

え、上下フレーム内にクラウニングシリンダに対応

第３世代厚板レベラの問題点を克服するために開発し

する数のたわみセンサを設置し、レベラ前面に設置

た第４世代厚板レベラは圧延機とは異なり、長手方向に

したレーザセンサを使用することで、板のセンタリ

複数のロールを持つ構造のため、剛性無限大制御で設定

ングが必要なくなるオフセンタ矯正が可能になった

すべき各補正パラメータが相互に関係し合い、剛性無限

（図16参照）
。
レベラ矯正前に前面に設置したスキャン式のレー
ザセンサにて矯正板のエッジ位置を検出し、上位の

大制御の確立は困難であった。しかし、様々な工夫と知
恵を出すことで、ようやく完成させることができた。
この結果、板全面にわたり均一な矯正が可能となった。

コンピュータより伝達される板情報と照らし合わせ

また、矯正荷重が変動しても矯正条件が変動しない（即

ることにより、オフセンタ量を測定する。

ち、剛性無限大）レベラとなったため、これまで矯正が

フレームに発生するたわみは上下フレーム内に設

難しかった様々な鋼板に対しても飛躍的に安定した矯正

置された各部のたわみセンサによって計測され、横

効果を与えることが可能になった。更に、剛性無限大制

たわみ補正はオフセンタ量とフレームのたわみ量を

御を応用することにより、今までにない矯正作業が可能

使用して行われる。

となった。

オフセンタ矯正効果の検証は板厚40mm、板幅

１号機の操業開始から15年が経過し、その後14台の

1,950mm、降伏応力356MPaの鋼板を用いて行

納入実績ができている。その間、基本コンセプトは変わ

った。オフセットレベリングを行わない通常制御で

っていないものの、都度改善が行われている。

はオフセット量200mmで0.5mm、オフセット量

今後、確立した剛性無限大制御を更に進歩させ、更な

400mmでは1.3mmの板幅方向のロールギャップ

る矯正機能の向上、矯正範囲の拡大、設置可能場所の拡

偏差があったが、オフセット補正モードを導入する

大等のユーザの要望への対応を図っていきたい。

と0.2mm以下の板幅方向偏差となった。この制御
技術を利用し、鋼板のセンタリング装置の省略によ
るコストメリットや、シャーライン等のラインセン
タ基準ではないライン上にレベラを設置することが
可能となった。

なお、本稿で述べた剛性無限大制御は参考文献の特許
公報に記載されていることを追記しておく。
＜参考文献＞
1 青山亨・山本啓二「特許公報 第3726146号ローラーレベラーのク
ラウニング装置およびロール横たわみ補正方法」
2 青山亨・阿部敬三「特許公報 第3443036号ローラーレベラーのク
ラウニング補正方法およびクラウニング装置」
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