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近年，CO2 削減を目的として，エンジン車の燃費向上及びハイブリッドカーや電気自動車のモ

ータへの負荷軽減のため，車体の軽量化が強く望まれており，高い引張り強度を持つハイテン材

（高張力鋼板）の採用が急速に進んでいる。同時に，車載されるモータそのものの高効率化や小

型化のニーズも増々高まっており，硬質・薄物の電磁鋼板の需要が大きく伸びている。このような

社会の要求に対して，各製鉄会社では，硬質の材料をより薄く，より効率良く生産できる圧延機が

必要となっている。Primetals Technologies では，このような要望に応えるため，これまで冷延の世

界をリードしてきた UC-MILL（UC ミル：６段圧延機）より更に 20～30％作業ロールを小径化した

HYPER UC-MILL※（ハイパーUC ミル：６段圧延機）を開発した。このミルは高い形状制御性と低

いロール負荷を実現しつつ，小径ながら従来の UC-MILL を上回る強圧下で作業ロールを駆動

するという大きな特長も持っている。HYPER UC-MILL はこれまでに７件の受注実績を持ち，その

うち３件は既に稼働中，他の４件は現在設計及び製作中であり，硬質・薄物材（ハイテン材や高級

電磁鋼板）の生産に大きく寄与している。本報では，HYPER UC-MILL の特長や適用効果など

を，2020 年１月に受注した遷安電工鋼(中国)の高級電磁鋼板生産用タンデムミルへの適用事例

も含めて紹介する。 

※HYPER UC-MILL は，Primetals Technologies Japan, Ltd.の登録商標です。 

|1. HYPER UC-MILL の特長 

1.1 UC-MILL のコア技術を継承 

HYPER UC-MILLは，これまで冷延で圧倒的な納入実績を誇るUC-MILLのコア技術を継承し

ている。UC-MILL の最大の特長は，4H-MILL（４段圧延機）に比べ圧延荷重による作業ロールの

撓みを飛躍的に小さくできることである。 

図１に UC-MILL の特長を 4H-MILL と比較して示す。UC-MILL は，作業ロールと補強ロール

の間に中間ロールを適用することにより，4H-MILL において圧延材の外側に存在する作業ロー

ルと補強ロールとの接触部（有害接触部）を排除するという画期的な技術革新であった。この

UC-MILL のコア技術による具体的な効果は次のとおりである。 

① 作業ロールの撓みを小さくできるため小径化が可能で，硬質材や薄物材の圧延が可能。

② 作業ロールと中間ロールのベンディング効果が大きく，形状制御範囲が広い。 

③ 撓みを補償するための作業ロールクラウンが不要なためロール保有数が少なくて済む。 

UC-MILL はこれらの特長が高く評価され，その開発以来世界中で 430 台以上の稼働実績を

持つ。 
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 図１ UC-MILL の特長 

  

1.2 更なる作業ロールの小径化（20～30％） 

HYPER UC-MILL は，上述従来の標準型 UC-MILL に比べ更に 20～30％の作業ロール小径

化を実現した。 

図２に HYPER UC-MILL と標準型 UC-MILL の比較を示す。この図に示すとおり，作業ロール

径を小径化する一方，中間ロール径は標準型よりも大径化した。このロール径の組合せにより次

の大きなメリットが得られる。 

 

 図２ HYPER UC-MILL と標準型 UC-MILL の比較 

  

① 作業ロールの小径化により，更なる高強度材，薄物材を圧延が可能。 

② 小径作業ロールと大径中間ロールの組合せにより，形状制御能力向上が可能。 

③ 大径中間ロールの採用により，補強ロールとの接触圧力を軽減可能。 

また，図３に作業ロール径と板幅の関係をミルタイプごとに典型的な例として比較した。かつて

主流であった 4H-MILL に対して UC-MILL の開発により大幅に作業ロールの小径化が進み，

HYPER UC-MILL の開発によって同程度の更なる小径化を実現した。 
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 図３ 作業ロール径と板幅の関係 

  

|2. HYPER UC-MILL の適用効果 

HYPER UC-MILL の適用効果を２つの改造例を用いて紹介する。 

まず図４は，2018 年に馬鞍山鋼鉄（中国）のリバースミルにおいて標準型 UC-MILL を HYPER 

UC-MILL へ改造した例である。このミルは電磁鋼板生産の専用機で，改造後はより高強度，より

薄物の製品を生産可能となり高い評価を得ている。 

図４に示すとおり，改造前後の圧延データから，同鋼種，同入出側板厚の材料を圧延した場合

は，パス回数を低減でき，かつ各パスでの圧延荷重を低減できるという大きな効果が確認された。

 

 

 図４ リバースミルにおける HYPER UC-MILL への改造例とその効果 

  

次は，HYPER UC-MILL をタンデムミルへ適用した例である。既設５スタンドタンデムミルにお

いて，4H-MILL を HYPER UC-MILL へ改造することにより当該スタンドの圧下率を飛躍的に向上

させることができ，その結果，高強度材をより薄く圧延することが可能となった。 

|3. 電磁鋼板生産用 TCM への適用 

表１に HYPER UC-MILL の受注実績を紹介する。タイプ別としては，リバースミルが３件，タン

デムミルが４件，適用形態別としては，改造が４件，新設が３件となっている。いずれもハイテンや

電磁鋼板などの高強度材，薄物材の生産能力向上を目的としている。 
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 表１ HYPER UC-MILL の受注実績表 

 納 入 先 適 用 形 態 概  容 

 

馬鞍山鋼鉄，中国 

No.3 RCM 

【稼働中】 

リバースミル：新設 タイプ 

稼働 

製品 

シングルリバースミル 

2013 年 

電磁鋼板  

 

馬鞍山鋼鉄，中国 

No.1 RCM 

【稼働中】 

リバースミル：改造 

標準型 UC-MILL を 

HYPER UC-MILL へ改造 

タイプ 

稼働 

製品 

シングルリバースミル 

2018 年 

電磁鋼板  

 

Ａ社 

【設計製作中】 

タンデムミル：改造 

標準型 UC-MILL を 

HYPER UC-MILL へ改造 

タイプ 

稼働 

製品 

４スタンドタンデムミル

2020 年予定 

電磁鋼板，ハイテン 

   #3 

 

 

Ｂ社 

【稼働中】 

タンデムミル：改造 

既設 4H-MILL を 

HYPER UC-MILL へ改造 

タイプ 

 

製品 

５スタンドタンデムミル

 

高強度材 

 

 

Ｃ社 

【設計製作中】 

タンデムミル：改造 

既設５スタンドタンデムミルへ

HYPER-UCM を増設 

タイプ 

稼働 

製品 

６スタンドタンデムミル

2021 年予定 

ハイテン 

   #4 

 

 

Ｄ社 

【設計製作中】 

リバースミル：新設 タイプ 

稼働 

製品 

シングルリバースミル 

2021 年予定 

低炭素鋼（0.2mm）  

 

遷安電工鋼,中国 

【設計製作中】 

タンデムミル：新設 

全スタンド作業ロールシフト 

HYPER UC-MILL 

タイプ 

稼働 

製品 

６スタンドタンデムミル

2022 年予定 

電磁鋼板，ハイテン  

      

ここで注目すべき点として，遷安電工鋼(中国)の電磁鋼板生産用タンデムミルへの適用例が挙

げられる。図５に電磁鋼板用タンデムミルに要求される技術を示す。電磁鋼板では，高効率化・小

型化を目的とした硬質・薄物への要求が一段と高まっているため①小径作業ロールミルであるこ

と，高品質・高生産性が求められるため②連続ミルであること，電磁鋼板特有の品質要求として板

幅方向の厳格な板厚精度（エッジドロップ低減）が必要なため③作業ロールシフトミルであること

が求められる。そこで Primetals Technologies は，図６に示すような作業ロールシフト機能を持つ

HYPER UCMW（HYPER UC-MILL with Work Roll Shifting Function）を開発，エッジドロップ制御

を可能とし，電磁鋼板用タンデムミルへの①～③の要求全てに応える。 

 

 

 図５ 電磁鋼板生産用タンデムミルに要求される技術 
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 図６ 作業ロールシフト機能を有する HYPER UC-MILL 

  

|4. 今後の展開 

HYPER UC-MILL は，ハイテンや電磁鋼板などの高強度材，薄物材の安定圧延が可能であ

り，更なる技術向上に努め低炭素社会実現に貢献していく。特に，作業ロール小径化に対するお

客様のニーズは依然高いものがあり，これに応えるべく開発を進めていく。 

 

  


