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まえがき＝冷間タンデム圧延は，焼鈍・めっき工程へ半
製品を供給する中間工程であり，冷延・表面処理鋼板の
製品板厚を造り込むための重要な工程である。冷間タン
デム圧延において，後工程へ半製品を安定供給すること
は最重要事項の一つである。冷間タンデム圧延工程の安
定生産を阻害する要因の一つに，鋼板が圧延機の中心か
らオフセンタした状態で圧延される場合（以下，蛇行と
いう）がある。こうなると，鋼板が部分的に座屈し折り
重なった状態でロールバイトに絞り込み，破断する恐れ
がある。鋼板が破断するとその処置に長時間を要するた
め，大きな機会損失が生じるうえ，歩留り損およびロー
ル損傷による経済的損失も生ずる。このため，蛇行トラ
ブル低減は冷延工場の安定稼働のために対処すべき課題
である。
　板圧延における蛇行の問題は古くから研究がなされて
おり，解析モデルの構築，実験による検証，蛇行制御手
法の開発が行われてきた 1 ）～ 7 ）。これらの研究の多くは，
コイル尾端で張力が解放される「尻抜け」やタンデム圧
延における「スタンド間内での蛇行挙動」を対象として
いた。いっぽうで，タンデム圧延入側の張力はスタンド
間と比べて低く，WS （Work-Side：作業側）とDS（Drive-
Side：駆動側）のミル剛性差，レベル差，熱延板のウェ
ッジ（左右の板厚差），キャンバなど非対称成分の影響
を受け蛇行しやすい場合がある。とくに，圧延荷重の大
きいハイテンでは圧延に非対称が生じた場合の影響もそ
れに対応して大きくなる。
　そこで，圧延機の入側張力が蛇行に及ぼす影響につい
て蛇行解析を実施した。また，ラボおよび実機の圧延実
験により入側張力の影響を評価し，ミル入側張力を増強

することで板蛇行を抑制できることを明らかにした。こ
れらの結果を受けて，加古川製鉄所冷間タンデム圧延機
のミル入側張力を増強し，板蛇行に起因するトラブルを
大幅に低減することができた。本稿ではこれらの取り組
みの概要について報告する。

1 ．圧延中の板の蛇行挙動解析

　これまで提案されてきた圧延中の板蛇行の解析方法
は，圧延機の変形解析，材料の変形解析，入射角や左右
の速度差と蛇行の関係式から構成される。いずれの解析
方法においても，レベル差（圧延機の左右のギャップ差）
などの初期不整があると，蛇行量が徐々に増加していく
という検討結果が得られている 1 ）～ 7 ）。しかし，タンデ
ム圧延機の入側では，張力によって緩やかに板が拘束さ
れており，レベル差などの初期不整があっても蛇行が増
加し続けることはまれである。このように従来の解析方
法では実際の現象を表現できていないところがあった。
　そこで，張力による蛇行の停留メカニズムがあると考
え，図 1 に示すモデルを考案した。図 1 では初期不整と
してレベル差がある場合を例にとっている。圧延材の後
方（図 1 下側）で圧延材が拘束されない場合，従来の解
析方法と同様に，圧延材はロール直下を中心として回転
し，ロールバイトに入射角θS で進入する（図 1（a））。
ところがタンデム圧延機の入側では，圧延材はブライド
ルロールなどによってその位置と進行方向が固定されて
おり，圧延機入側で回転することができない。この拘束
によって圧延機の入側に張力分布σ’E（x）が形成される

（図 1（b））。この入側張力は，板を平面内で曲げ戻すこ
とによって発生し，ロールギャップの狭い側の張力が低
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くロールギャップの広い側の張力が高い分布となる。こ
のような張力分布により，ロールギャップの狭い側の荷
重が上がり，逆にロールギャップの広い側の荷重は下が
り，レベル差が解消される方向に向かう。圧延をさらに
続けて板がさらに蛇行すると左右の張力差も増し，初期
にあった左右のレベル差が完全になくなる。これによ
り，圧延材が入射角 0 で圧延機に進入するようになり，
蛇行が停留する（図 1（c））。
　以上のような考え方にしたがって蛇行を解析する数値
計算法を図 2 に示す。まずレベル差，ウェッジ，初期の
蛇行量などの初期不整を仮定する。つぎに，タンデム圧
延機入側のブライドルロールを固定支持としてブライド
ルロールと先頭スタンド間の板の変形を計算したうえ
で，先頭スタンド入側の張力分布を計算する。この入側
張力分布を用いて，圧延機の変形，圧延荷重分布，出側
板厚分布，左右の圧下率差を計算する。左右の圧下率差
から入射角θS を求め，微小時間Δtの間の蛇行増分ΔyS を
初期値あるいは前回の計算で得られている蛇行量に加算
する。更新された蛇行量に対して入側張力分布を計算
し，同様に荷重分布，板厚分布，圧下率差，蛇行量増分
を繰り返し計算して板の蛇行挙動を計算する。なお，入

射角θS と蛇行増分ΔyS は以下の幾何学式を使って計算し
た。ここで，vs は圧延機入側の板速である。

　　ΔyS ＝vs ・tanθS・Δt  ……………………………（ 1 ）

　板の蛇行量と圧延機入側における板幅方向の張力分布
の計算例を図 3 に示す。計算条件は図中に示した。後述
するラボ圧延時の実験結果との比較を行う際の素材の入
手性を考慮し，ここでの素材はアルミニウムとした。図
3 では，板が圧延機の入側で蛇行すると，平面内の板の
曲げにより曲げの内側に圧縮，外側に引張りの応力が形
成され初期の負荷張力に加算される。蛇行量が大きくな
ると負荷張力を加算した後も曲げの内側（図 3 では各グ
ラフの左側）の応力が圧縮になる（図 3（b））。小さな
圧縮応力が作用では板に座屈は生じないが，一定以上の
圧縮応力が作用すると，局所座屈により板の面外変形が
生じる。板厚や板幅によって局所座屈が生じない圧縮応
力の大きさ（許容圧縮応力）は異なると予想されるため，
本解析では実験等で決定する調整パラメータとした。
　さらに，図 2 のフローにしたがって板厚分布，荷重分
布，張力分布，蛇行量を逐次計算した。表 1 に解析条件
を示す。非対称要因としてここではレベル差を取り挙げ
た。レベル差を50μmとしたときの解析結果を図 4 ，レ

図 1  タンデム圧延機入側における板の蛇行のモデル化
Fig. 1  Analytical model of strip meandering at the entry side of 

tandem cold mill

図 3  板の蛇行と圧延機入側に形成される張力分布の計算例
Fig. 3  Calculation examples of tensile distribution caused between off-center value of rolled strip and entry side of rolling mill

図 2  タンデム圧延機入側における板の蛇行挙動の数値計算法 8 ）

Fig. 2  Calculation method of strip meandering at the entry side of 
cold strip mill 8 ）
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ベル差を250μmとしたときの解析結果を図 5 ，レベル
差を250μmとし入側張力を100 MPaとしたときの解析
結果を図 6 に示す。いずれの場合においてもレベル差が
あるため，逐次計算の初め（図 4 - 6（a）：圧延時間＝
0 s）では左右に板厚差が形成される。計算を繰り返す
と，板はギャップの広い側へ徐々に蛇行するとともに

（図 4 - 6（d）），左右の張力差が大きくなる（圧延時間＝
50 s）。その結果，板が蛇行した側の圧延荷重は下がり

（図 4 - 6（c）），左右の板厚差が徐々に小さくなることが
分かる（図 4 - 6（a）：圧延時間＝1,000, 260, 400 s）。こ
のようなプロセスにより，与えたレベル差の小さい場合

（図 4 ），40 mm程度蛇行した後，左右の板厚差が解消
され入射角が 0 になり蛇行が停留している。また，レベ
ル差の大きい条件（図 5 ）では，蛇行量が大きくなると，
板の平面内の曲がりによる圧縮応力が大きくなり，許容
範囲を超える圧縮応力が形成される領域が拡大する。こ
の領域がさらに拡大すると，左右の張力差は拡大でき
ず，左右の荷重差が大きくならない。このため板厚差を
解消するまでに至らず，蛇行の進展が続く（蛇行の発
散）。
　いっぽう，入側張力を大きくすると（図 6 ），板が大
きく蛇行しても，許容範囲を超えた圧縮応力が発生する

表 1  蛇行の解析条件
Table 1  Calculation condition of strip meandering

図 4  蛇行挙動の解析例（ 1 ） レベル差が小さい場合
（a）ロールバイト出側の板厚分布　（b）ロールバイト入側の張力分布　（c）圧延反力の幅方向分布　（d）圧延材の蛇行と入射角

Fig. 4  Analytical result ( 1 ) in case of small initial roll gap leveling.
(a) Thickness of rolled material at the delivery side of roll bite. (b) Tension distribution along the width direction at the entrance of roll bite. 

(c) Roll separating force distribution along the width direction.

図 5  蛇行挙動の解析例（ 2 ） レベル差が大きい場合
（a）ロールバイト出側の板厚分布　（b）ロールバイト入側の張力分布　（c）圧延反力の幅方向分布　（d）圧延材の蛇行と入射角

Fig. 5  Analytical result ( 2 ) in case of large initial roll gap leveling.
(a) Thickness of rolled material at the delivery side of roll bite. (b) Tension distribution along the width direction at the entrance of roll bite.

(c) Roll separating force distribution along the width direction.

図 6  蛇行挙動の解析例（ 3 ） 入側張力を大きくした場合
（a）ロールバイト出側の板厚分布　（b）ロールバイト入側の張力分布　（c）圧延反力の幅方向分布　（d）圧延材の蛇行と入射角

Fig. 6  Analytical result ( 3 ) in case that large tension is applied to the strip at the entry side of roll bite. 
(a) Thickness of rolled material at the delivery side of roll bite. (b) Tension distribution along the width direction at the entrance of roll bite.

(c) Roll separating force distribution along the width direction.
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領域を拡大させることなく，左右の張力差および荷重差
を大きくすることができる。そのため，板厚差が解消さ
れて入射角が 0 度になり，蛇行を停留させることができ
る（図 6 ）。

2 ．試験圧延による蛇行実験方法と実験結果お
よび考察

　蛇行の解析方法の妥当性を確認するため，試験用圧延
機を用いて実験を行った。試験用圧延機の概略と試験条
件を表 2 に示す。圧延機の入側上方に設置したカメラに
より板を撮影し，得られた画像上で板端の位置を読取る
ことにより板の蛇行量を算出した。 
　レベル差を変化させたときの蛇行の挙動の実験結果お
よび解析結果を図 7 に示す。試験用圧延機では，設定し
たレベル差が小さい条件（100μm以下）で蛇行は停留

した。しかし，あるしきい値（100μm～150μmの間）
を超えると蛇行速度（一定長さ圧延したときの蛇行の増
加量）は急激に大きくなり，発散する。蛇行の解析にお
いても，レベル差が50μmのとき蛇行は停留し，レベル
差が150μm以上のときは発散した。しかし，レベル差
がその間の100μmのとき，蛇行速度は徐々に遅くなる
ものの蛇行量は増加し続ける。
　入側張力を変化させたときの蛇行の挙動の実験結果と
解析結果を図 8 に示す。試験圧延機による実験（図 8

（a））では，レベル差を変えたときと同様に，張力が高
いときに蛇行は停留する。しかし，張力を徐々に下げて
いくと停留後の蛇行量は徐々に大きくなり，張力がある
閾値（28 MPa）を下回ると急激に蛇行が大きくなり蛇
行は発散する。いっぽう，解析においては，張力が高い
場合に蛇行は停留し，張力が低くなると蛇行量は大きく
なり徐々に蛇行は発散する。しかし，実験結果ほど明瞭
な発散と停留の切り替わりは見られなかった。
　以上の実験結果および解析結果からタンデム圧延機入
側の蛇行挙動について考察する。まず，わずかなレベル
差，ウェッジ，ミル剛性差などの初期不整により，板が
蛇行を開始する（図 9（a））。このような蛇行を誘発する
初期不整が小さい場合，板がわずかに左右に蛇行するこ
とにより発生する入側張力分布が左右の板厚差を解消し
て蛇行が停留する（図 9（b））。通常は，このような状
態で圧延が行われていると考えられる。
　いっぽう初期不整が大きい場合，板の面内曲がりによ
り発生する長手方向の圧縮応力が座屈の限界を超えて，
左右の張力差は増大しなくなる。この結果，左右の圧延
荷重差も大きくならないため左右の板厚差が解消され

表 2  試験用圧延機の概略と試験条件
Table 2  Schematic diagram of experimental rolling mill and 

experimental conditions

図 8  入側張力と蛇行の関係の実験結果（a）および解析結果（b）
Fig. 8  Relation between entry tension σE and strip off-center, (a) experimental result and (b) analytical result

図 7  レベル差と蛇行量の関係の実験結果（a）と解析結果（b）
Fig. 7  Relation between roll gap leveling ΔS and strip off-center, (a) experimental result and (b) analytical result
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ず，蛇行が進展を続ける（蛇行の発散）（図 9（c））。入
側張力を高くすると，左右の張力差を大きくしても圧縮
応力が形成される領域が狭い範囲に限られるため座屈が
起きない。したがって，左右の板厚差が解消されて蛇行
が停留するまで，張力差と荷重差が修正され続ける（図
9（d））。 
　また，実験と解析では蛇行の進展時間が異なっている

（図 7 ，8 ）が，これは次の理由によると考えられる。圧
延条件に初期不整が生じた後，先進率と後進率に左右差
が生じ，入側材料がロールバイト内に進入する長さに左
右差が生じる。実験ではこの左右の入側長さの差が圧延
の進行とともに累積されていくが，解析ではこの長さの
差の累積を考慮できていない。そのため，実験の方が入
側圧縮応力による面外変形が早期に生じて蛇行が進展す
る。また，最終的な張力分布も実験の方が早期に形成さ
れるので，停留に至るまでの時間も，解析より短い。
　蛇行が上記のメカニズムに従うとすれば，以下の事項
が起こると推測される。

（ 1 ）入側板厚が厚い場合，許容される圧縮応力は大きく
座屈しにくいため，蛇行は停留しやすい。

（ 2 ）板幅が広い場合，狭幅材に比べてわずかな蛇行でも
大きな左右の張力差が板面内に形成されるため，蛇
行しにくくなる。

（ 3 ）圧延機とブライドルロールなどの入側拘束ロール間
の距離を近接化しても，蛇行したときの左右の張力
差が大きくなり蛇行は停留しやすくなる。

（ 4 ）原板の平たん度が悪く圧延機の入側で板が波打った
状態で圧延機に進入するような状況では，面内に大
きな張力差を形成できず蛇行は発散しやすい。 

　既存のタンデム圧延機は設備レイアウトの変更が困難
である。しかし，上記から，比較的板厚の厚い圧延機入
側で入側張力を増大させることにより，蛇行を発散させ
ず停留できると考えられる。

3 ．実機タンデム圧延機の入側張力増強による
蛇行抑制

3. 1　冷間タンデム圧延機の設備概要
　当社加古川製鉄所における冷間タンデム圧延機の設備
概要を図10に示す。圧延機は全 5 スタンドで，ミル入
側のブライドルロールにて入側張力を付与している。各
スタンドの入出側には鋼板張力を計測するテンションメ
ータロールが配置されており，あらかじめテーブル入力
された設定張力となるよう制御している。
　張力を付与するモーター出力は，各スタンドが
8,000 kWに対し，ミル入側ブライドルロールは360 kW
となっており，ミル入側張力の付与能力がスタンド間張
力と比較して小さい構成であった。
3. 2　実験方法
　入側張力増大による蛇行の抑制効果を確認するため，
実機冷間タンデム圧延機にてミル入側張力と蛇行量の関
係を調査した。
　冷間タンデム圧延機の実機圧延において，圧延条件が
安定した定常状態とした。つぎに，蛇行が発生するよう
に# 1 スタンドにレベル差を150μm付与して，操作開
始から15秒後まで付与したレベル差を維持し，その間の
圧延材の蛇行量を測定した。タンデム圧延機# 1 スタン
ドと圧延機から最も近い通板ロールであるセンタポジシ

図10  加古川製鉄所冷延タンデム圧延機概要
Fig.10  Overview of tandem cold mill in Kakogawa Works

図 9  圧延機における蛇行の停留と発散のメカニズム
Fig. 9  Mechanism of retention and divergence in strip meandering phenomenon at tandem cold mill
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ョンコントロール装置との中間位置にCCDカメラを固
定し，板を撮像し画像処置装置で板エッジ位置を抽出す
ることで蛇行量を実測した。センタポジションコントロ
ール装置において板のセンタリングを行うため，中間位
置にて測定する板蛇行量は，# 1 スタンド直下の板蛇行
量のおよそ半分の値になっていると考えられる。
　実験条件を表 3 に示す。供試材は980 MPa級ハイテン
で# 1 スタンドの入側板厚2.3 mm，板幅1,250 mmで，
圧延荷重は1,500 t，ミル入側張力を，基準条件と基準条
件の0.7倍の 2 水準とした。
3. 3　実験結果
　各条件でレベル差150μm付与後，操作開始から15秒
後まで通板状態を維持した時の板蛇行の実測結果を図
11に示す。
　入側張力が基準条件の場合は，レベル差を付与して15
秒間，蛇行量はほとんど変化しなかった。いっぽう入側
張力が基準条件の0.7倍の場合は，蛇行量が10 mmを超
えた。このように実機のタンデム圧延機においても，高
張力化することで蛇行が抑制される可能性が示唆された。　
3. 4　実機改善結果
　これらのミル入側張力と圧延蛇行量の試験結果を踏ま

え，加古川製鉄所冷延工場のタンデム圧延機入側張力の
増強を実施した。概要を表 4 に示す。# 1 スタンド入側
で張力を付与するためのブライドルロールの電動機出力
を360 kWから1,410 kWに増強した。
　また構築した蛇行モデルによる解析に基づき，操業上
発生しうる初期不整に対しても蛇行を停留させることが
できる条件を求め，圧延明細ごとに圧延機入側の張力条
件を設定した。
　入側張力増強前後の# 1 スタンドの板蛇行に起因する
不良休止率の比較を図12に示す。入側張力増強後， # 1
スタンドにおける蛇行トラブルの処置にかかる時間は増
強前の 1 / 3 に低減されており，安定生産に大いに寄与
できた。

むすび＝ミル入側の張力分布を考慮して冷間タンデム圧
延機入側の蛇行現象を解析するモデルを構築し，ラボ圧
延にて解析の妥当性を確認した。
　解析結果から，入側張力を増強することにより圧延中
の板の蛇行を停留できることを明らかにし，実機冷間圧
延機において蛇行の停留現象を確認した。
　これらの知見に基づき，加古川製鉄所冷間タンデム圧
延機の入側ブライドルロールに電動機を増強するととも
にミル入側張力を適正化した。その結果，同圧延機にお
ける蛇行トラブルを低減することができた。
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表 3  実機における蛇行実験の条件
Table 3  Conditions of strip meandering experiment with actual mill

図11  実機における蛇行実験の結果
Fig.11  Result of strip meandering experiment with actual mill

　((a)standard tension (b)standard tension ×0.7)

表 4  入側ブライドルロール張力増強概要
Table 4  Reinforcement of tension bridle at entry side of tandem cold mill in Kakogawa Works

図12 ミル入側張力増強による不良休止率の変化
Fig.12 Change of failure stopping time by meandering trouble before 

and after reinforcement of tension bridle


