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まえがき＝棒鋼製品の圧延では，ミスロールなどの圧延
トラブル，へげ疵（きず）などの表面疵，先尾端の寸法
変動などの不具合を防止するうえで，圧延機スタンド間
張力を適正範囲に維持することが重要である。棒鋼圧延
の場合，圧延中の材料寸法の大小によって，ループ制御
による張力調整機構を適用できるスタンドが限定され
る。このため圧延オペレータは，圧延ロールの回転数を
操作することによって，スタンド間張力が適正な引張／
圧縮状態となるように調整する。オペレータは，圧延材
先端噛（か）み込み時の出側無張力状態から，次スタン
ド噛み込みによる出側張力負荷状態に至る過程での圧延
ロールを駆動する主電動機の電流値の変化から，圧延機
スタンド間の材料の引張／圧縮を判断する。しかし，先
端通材時に電流計に注目しなければならないことや，圧
延速度の速い下流スタンドでは電流値の変化が瞬間的で
あって視認しにくいなどの問題があり，運転経験の少な
いオペレータにとっては容易な作業ではない。
　スタンド間の張力を定量化する方法としては，ロール
チョックに作用する圧延方向力を直接検出する方法 1 ）

や，ロードセルによる圧延荷重から圧延トルクを算出
し，張力を推定する方法 2 ），3 ）が提案されている。しか
しながら，いずれの方法もロードセルが必要であるな
ど，設備構成が複雑化し，センサの健全性維持も必要と
なる。
　そこで当社は，より簡便に張力を監視・把握するシス
テムを開発した。本システムは経験の少ないオペレータ
でも張力を容易に調整することができるうえに，次スタ
ンド噛み込み前後の駆動電流変化を自動で読み取ること
ができるほか，圧延モデルから張力値を推定・表示する

ことができる。オペレータは，これを参照することによ
ってロール回転数の調整が容易になり，スタンド間張力
を安定化させることができた。本稿では，その棒鋼圧延
用張力モニタリングシステムの概要について述べる。

1 ．棒鋼圧延ラインの概略

　当社神戸製鉄所の棒鋼圧延ラインは，加熱炉 1 基，粗
圧延機 8 スタンド，中間圧延機 4 スタンド，仕上圧延機
4 スタンド，ブロックミル 5 スタンドからなる（図 1 ）。
155 mm角または182 mm角のビレットから，φ17 mm
からφ108 mmの棒鋼製品を圧延している。中間圧延機
と仕上圧延機の間にはループ制御機構が導入され，仕上
圧延機入側で無張力圧延を実施している。しかしそれよ
り上流側のスタンドにはループ機構がない。このため，
隣接スタンド間のロール回転数の関係によって，各スタ
ンド間の圧延材には引張力あるいは圧縮力が負荷される
ことがある。
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図 1  神戸製鉄所棒鋼工場のレイアウト
Fig. 1  Layout of bar mill in Kobe Works
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2 ．張力モニタの開発

2. 1　張力モニタのコンセプト
　棒鋼の連続圧延において，圧延材の先端が次のスタン
ドに噛み込んだ瞬間，上流側のスタンドと次（下流側）
スタンドの間で圧延材に張力（引張力または圧縮力）が
負荷される。このスタンド間張力により，上流側のスタ
ンドのロール駆動トルクが変化してロールを駆動するモ
ータ電流に変化（差電流）が生じる（図 2 ）。すなわち，
引張力が発生する場合は上流側スタンドのモータ差電流
がマイナスとなり，圧縮力が発生する場合には差電流が
プラスになる。そのため圧延オペレータは，圧延材先端
が次スタンドに噛み込むまでの間の無張力状態のモータ
電流値を記憶しておき，噛み込み直後のモータ電流の変
化からスタンド間張力の状態を推定してモータ回転数の
調整を行う。しかしながらこの調整方法では，噛み込み
時に電流値の変化を見逃さないように監視し続ける必要
があり，通材状態の監視作業などの妨げとなる。また，
圧延速度の速いスタンド間では次スタンドに至る時間が
瞬間的であり，差電流の視認が困難である。
　そこで当社は，計測困難なスタンド間張力を把握する
ことによって適正な張力となるよう回転数を容易に調整
できるシステムを構築した。本システムでは，自動的に
検出したモータ負荷の変化を，圧延モデルを用いて張力
に換算して見やすく表示することができる。
2. 2　スタンド間張力モデル
　差電流から張力を推定する解析手法として，線材圧延
用の圧延モデルを用いた 4 ）～ 6 ）。無張力状態の圧延荷重
P0，圧延トルクG0を，斎藤らの方法 4 ）に従って矩形換
算法により計算する。

　　P0＝QP・kfm・FD …………………………………（ 1 ）
　　G0＝ 2ξ・ld・P0 ……………………………………（ 2 ）

ここで， QP：圧下力関数， kfm：平均変形抵抗， FD：接触
投影面積， ξ：トルクアーム係数， ld：接触弧長である。
　つぎに張力負荷時の圧延状態は，野口らの方法 5 ），6 ）

に従って計算でき，張力負荷時の圧延荷重Pは，式（ 3 ）

で示される。

　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 3 ）

ここで，P：荷重（張力負荷），P0：荷重（無張力），σF：
前方張力，σB：後方張力，a1，a2：影響係数
である。
　張力負荷時の圧延トルク（駆動トルク）Gは式（ 4 ）
で示される。

　　　　　　　　　　　　　　　……………………（ 4 ）

ここで，G0：トルク（張力負荷），Rm：平均ロール径，
F0：入側材料の断面積，F1：出側材料の断面積である。
　線材圧延では幅方向への材料の流れが大きく，圧延後
に圧下方向と直行する方向の寸法が拡大する（幅広が
り）。圧延条件とこの幅広がりとの関係として式（ 5 ）
がある 5 ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………（ 5 ）

ここで，H，B：入側の材料高さと幅，b0：出側の材料幅（無
張力），h，b：出側の材料高さと幅（張力負荷時）である。
　幅広がりは式（ 6 ）で表される。

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 6 ）

式（ 4 ）はG＝Func（H, B, h, b, kfm , σF , σB）となる。こ
のため，材料が次スタンドに噛み込んだときの上流側ス
タンドにおける圧延トルク変化ΔGは，噛み込み前後で
入側材料寸法および変形抵抗が変化しないとして，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（ 7 ）

となる。
　また熱間圧延では，前方張力変化による後方張力変化
は一般的に小さいため，これがない（ΔσB ＝ 0 ）と仮
定すると，

　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　…………………（ 8 ）

　　 
と表される。
圧延トルクと駆動モータ電流との関係式G＝ηVI/（2πN）
より，式（ 8 ）は式（ 9 ）のように表される。

　　　　　　　　　　　　　　　　…………………（ 9 ）

ここで，V：モータ定格電圧，N：モータ回転数，I：モ
ータ電流，ΔI：差電流，η：効率である。
また，（∂G/∂σF）などの偏微分は，式（10）の例のよう
にトルクモデル式（ 4 ）から数値微分によってあらかじ
め計算しておく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（10）

式（ 9 ）より，材料が次スタンドに噛み込んだときの電
流値の変化ΔI からスタンド間張力ΔσF を推定すること
ができる。
　以上の式を使ってスタンド間張力を計算するモデルの
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図 2  差電流によるスタンド間張力の検出方法
Fig. 2  Method of measuring inter-stand tension using difference of 

motor currents between #i and #i+1
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フローを図 3 に示す。このように，従来提案されている
式を組み合わせ，またミル剛性が大きく，かつ下流側か
ら上流側スタンドへの張力の伝播がないとの仮定を置く
ことによって簡易な式でスタンド間張力が求められる。
2. 3　電流値の処理とスタンド間張力の計算事例
　2.2節で示したスタンド間張力を求める際の事例とし
て，実圧延時の電流データを図 4 に示す。図 4（a）はス
タンド間張力が圧縮の場合である。まず，#iスタンド

（ここではi＝1）に圧延材が噛み込んだときにモータに
負荷がかかり始める。しばらくして圧延材が下流側の#

（i+1）スタンドに噛み込むと，#iスタンドの電流値はス
テップ的に増加しており，#iスタンドのモータ負荷が
増大したことが分かる。無張力状態のモータ電流値（図
4（a）の（A））は，圧延材が#（i+1）スタンドに噛み
込んだ瞬間に取得される。この電流値を IA とする。#

（i+1）スタンドに噛み込み後，一定時間経過後に#（i+1）

スタンド噛み込み後のモータ電流値を取得する（図 4（a）
の（B））。このときの電流値を IB とする。両電流値の差

（ΔI＝ IA － IB）に基づき，前節に示した計算方法により，
スタンド間張力が計算される。なお，IA は#（i+1）スタ
ンド噛み込みのタイミングより遡った数点の平均電流値
とする。同様に IB も#（i+1）スタンド噛み込んだタイミ
ングから後の数点の平均電流値とする。また，IA ，IB の
取得タイミングは，インパクトの瞬間を除いたうえで，
スタンド・線速ごとに適正化を行った。このような処理
により，変動の大きい電流値を使って妥当な張力の推定
を可能にした。
　図 4（b）は#i－#（i+1）スタンド間の張力がほぼ 0 の
場合（この場合はi＝4），（c）は#i－#（i+1）スタンド間
の張力が引張りの場合（この場合はi＝10）を示す。各
図中の（C），（E）は次スタンド噛み込み直前，（D），（F）
は噛み込み後の#4，#10スタンドの電流値とその取得タ
イミングである。いずれの場合も本手法によって適正な
モータ電流値を安定して検出できることを確認した。
　本手法の有効性を確認するため，回転数の調整不良に
よるミスロールが発生した際の張力の推移を調べた（図
5 ）。図 5 中では，12本目で圧延する製品寸法がΦ
25 mmへと変わり，使用されるロールの孔型を変更し
ている（型定め）。型定め後，30本目で#10－#11スタン
ド間で圧縮力が大きくなって座屈を起こし，ミスロール
が発生している。この間の張力の推移を見ると，型定め
後の#10－#11スタンド間の張力が圧縮方向に推移して
いることが分かる。このような圧縮応力状態が継続して
いることを作業者が認知できれば，座屈によるミスロー
ルを回避するアクションをとることが可能であると考え
られる。 

3 ．張力モニタリングシステムの概要

　構築した張力モニタリングシステム構成を図 6 に示す。
Monitor systemは，圧延指令情報をProcess computer
から取得するほか，各スタンドのモータ回転数や電流値
をControllerから取得する。2.3節で述べたスタンド間張
力モデルはMonitor system内に実装され，材料が次ス
タンドに噛み込んだ直後のタイミングで上流側スタンド
の前方張力を演算する。スタンド間張力の一つが更新さ
れると，Monitor systemは張力モニタ画面（図 7 に示
すオペレータ支援画面）に表示する張力の値を最新のも
のに置き換える。支援画面には，現在圧延している材料
のスタンド間張力とともに，直近の20本分の張力を表示

図 3  スタンド間張力の計算フロー
Fig. 3  Flow of calculating inter-stand tension

図 4  差電流の検出事例
（検出応力：（a）圧縮，（b）均衡，（c）引張）

Fig. 4  Example of detection of inter-stand tension
(detected stress of (a) : compression, (b) : neutral, (c) : tension)

図 5  ミスロール時の♯10－♯11スタンド間張力
Fig. 5  Inter-stand tension between #10 and #11 stands in cobbling
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している（画面の下段）。また，同一サイズのスタンド
間張力の過去実績をヒストグラムで表示し（画面の中
段），オペレータが現在の張力状態が妥当かどうか判断
しやすくしている。この張力の過去実績は逐次更新され
る。

4 ．張力モニタリングシステムの実機適用結果

　本張力モデルを組み込み，実績収集機能および画面表
示機能を備えた張力モニタリングシステムを立ち上げ
た。本システム導入後に本システムによって計算され，
適用された張力（実績）のばらつきの推移を図 8 に示す。
対象品種は，圧延量の多いa）軸受鋼Φ30 mmおよびb）
冷間圧造用鋼Φ23～27 mmとした。それぞれの圧延材
に対して，#1～#5における各スタンド間で算出した張
力値の標準偏差を 3 箇月ごとに算出した。このとき，
2012年 1 Qの#2－#3間張力の標準偏差を 1 として規格
化した。
　スタンドによって差はあるが，導入直後の2012年 1 Q
以降，すなわち 2 ～ 4 Qに掛けて張力計測値の標準偏差
が低減していることが分かる。従来は圧延材噛み込み時
の電流値の変化をオペレータが各スタンド通材のタイミ
ングで注視しつつ回転数を調整していた。しかし，張力
モニタリングシステムを導入することによってこの電流
値の変化が張力演算値として一つの画面に集約され，か
つ圧延順のトレンドとして表示されるようになった。そ
れによって複数スタンドの状況をオペレータが任意のタ
イミングに一目で把握することが可能になり，回転数の
調整を容易に判断できるようになり，スタンド間張力の

安定化につながったと考えられる。
　本張力モニタリングシステム導入前後のミスロール発
生頻度を図 9 に示す。発生頻度は 3 箇月ごとに集計し，
最大の発生頻度の値を100％として規格化した。ミスロ
ールは，ロール回転数の調整不備に起因するもの以外に
も存在することが知られているが，本モニタリングシス
テム適用以降は大幅に減少していることが分かる。

むすび＝棒鋼圧延モデルを使って，差電流からスタンド
間張力を算出する計算手法を開発した。本計算手法によ
って計算された張力を表示する張力モニタリングシステ
ムを当社神戸製鉄所の棒鋼工場に導入した。オペレータ
による圧延機モータの回転数調整にこのモニタリングシ
ステムを活用することによって張力設定のばらつきが低
減し，ミスロールの低減に寄与することができた。
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図 6  棒鋼張力モニタリングシステムの構成
Fig. 6  System configuration for monitoring inter-stand tension of 

bar rolling mill

図 7  モニタ画面（オペレータ支援画面）
Fig. 7  Monitor image of inter-stand tension for operator

図 8  スタンド間張力の変化
Fig. 8  Changes of inter-stand tensions

図 9  ミスロールの発生状況
Fig. 9  Changes of number of cobbles in bar mill


