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(57)【要約】
【課題】鋼板の長手方向に均一なクラウンを実現する。
【解決手段】鋼板の圧延に先立ったセットアップ計算で
ベンダーの設定値を算出するセットアップ手段102と、
クラウン計171から検出したクラウン量から特徴量を抽
出し、この値にしたがった演算でベンダーの先後端を、
先後端の過渡領域を最小化する方向に補正する。このた
め次回の鋼板に適用する鋼板先後端におけるベンダーの
補正仕様を算出する先後端補正仕様調整手段104と、算
出したベンダーの補正仕様と鋼板の圧延部位の情報から
鋼板圧延中にベンダーの補正値を算出する先後端補正手
段105と、ベンダーの設定値とベンダーの補正値とから
ベンダー指令値を算出して熱間圧延ミルに出力する操作
量算出手段130を備えた。この結果、鋼板長手方向の定
常クラウンの領域を最大化し、長手方向のクラウンの均
一度が高まる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クラウンを検出するクラウン計と、クラウンを制御するための操作端として少なくとも
ベンダーを有する熱間圧延ミルにおいて、
　鋼板の圧延に先立ったセットアップ計算でベンダーの設定値を算出するセットアップ手
段と、クラウン計から取り込んだ鋼板のクラウンデータを蓄積するクラウン蓄積手段と、
蓄積されたクラウンデータを用いて、次回の鋼板に適用する鋼板先後端におけるベンダー
の補正仕様を算出する先後端補正調整手段と、先後端補正調整手段が算出したベンダーの
補正仕様と鋼板の圧延部位の情報から鋼板圧延中にベンダーの補正値を算出する先後端補
正手段と、前記ベンダーの設定値と前記ベンダーの補正値とからベンダー指令値を算出し
て熱間圧延ミルに出力する操作量算出手段を備えたことを特徴とする熱間圧延ミルのクラ
ウン制御装置。
【請求項２】
　前記先後端補正調整手段は、クラウン蓄積手段からクラウンデータを取り込み、あらか
じめ定められた演算により、鋼板先端部と後端部のそれぞれで、アンダーシュート量と過
渡状態部の長さを抽出する、ベンダー調整指針抽出手段を備えたことを特徴とする請求項
１記載の熱間圧延ミルのクラウン制御装置。
【請求項３】
　前記先後端補正調整手段は、ベンダー調整指針抽出手段の出力を取り込み、クラウンが
鋼板先端部でアンダーシュートしているかどうかを判定し、アンダーシュートしている場
合には、アンダーシュート量に応じて鋼板先端部のベンダー補正量を小さくし、アンダー
シュートしていない場合には、鋼板先端過渡状態部の長さに応じて鋼板先端部のベンダー
補正量を大きくする先端補正量算出手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の熱間圧
延ミルのクラウン制御装置。
【請求項４】
　前記先後端補正調整手段は、ベンダー調整指針抽出手段の出力を取り込み、クラウンが
鋼板先端部でアンダーシュートしているかどうかを判定し、アンダーシュートしている場
合には、アンダーシュート量に応じて鋼板先端部のベンダー補正距離を小さくし、アンダ
ーシュートしていない場合には、鋼板先端過渡状態部の長さに応じて鋼板先端部のベンダ
ー補正距離を大きくする先端補正距離算出手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の
熱間圧延ミルのクラウン制御装置。
【請求項５】
　前記先後端補正調整手段は、ベンダー調整指針抽出手段の出力を取り込み、クラウンが
鋼板後端部でアンダーシュートしているかどうかを判定し、アンダーシュートしている場
合には、アンダーシュート量に応じて鋼板後端部のベンダー補正量を小さくし、アンダー
シュートしていない場合には、鋼板後端過渡状態部の長さに応じて鋼板後端部のベンダー
補正量を大きくする後端補正量算出手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の熱間圧
延ミルのクラウン制御装置。
【請求項６】
　前記先後端補正調整手段は、ベンダー調整指針抽出手段の出力を取り込み、クラウンが
鋼板後端部でアンダーシュートしているかどうかを判定し、アンダーシュートしている場
合には、アンダーシュート量に応じて鋼板後端部のベンダー補正距離を小さくし、アンダ
ーシュートしていない場合には、鋼板後端過渡状態部の長さに応じて鋼板後端部のベンダ
ー補正距離を大きくする後端補正距離算出手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の
熱間圧延ミルのクラウン制御装置。
【請求項７】
　前記クラウン蓄積手段から取り込んだクラウンデータに対して、移動平均値、移動分散
値、鋼板中央付近の平均値を算出し、移動平均値と鋼板中央付近の平均値が一定以下で、
かつ移動分散値が一定以下になった部位の鋼板先端からの距離で、鋼板先端の過渡状態部
の長さを抽出し、鋼板先端の過渡状態部で移動平均値から鋼板中央付近の平均値を減じた
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値の最小値を抽出して鋼板先端部のアンダーシュート量とし、移動平均値と鋼板中央付近
の平均値が一定以上で、かつ移動分散値が一定以上になった部位の鋼板後端からの距離で
、鋼板後端の過渡状態部の長さを抽出し、鋼板後端の過渡状態部で移動平均値から鋼板中
央付近の平均値を減じた値の最小値を抽出して鋼板後端のアンダーシュート量とするベン
ダー調整指針抽出手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の熱間圧延ミルのクラウン
制御装置。
【請求項８】
　前記先後端補正調整手段は、最近圧延された鋼板から抽出された鋼板先端部と後端部の
アンダーシュート量と過渡状態部の長さを、あらかじめ定められた層別毎に複数蓄積する
調整指針格納手段を備え、先端補正量算出手段、先端補正距離手段、後端補正量算出手段
および後端補正距離算出手段は、次回圧延される鋼板に対応して蓄積されている鋼板先端
部と後端部のアンダーシュート量と過渡状態部の長さを用いて、先端補正量、先端補正距
離、後端補正量、後端補正距離をそれぞれ算出することを特徴とする請求項１記載の熱間
圧延ミルのクラウン制御装置。
【請求項９】
　前記熱間圧延ミルから圧延中の荷重を取り込み、セットアップ計算時の想定荷重からの
変動がクラウンに与える影響を相殺するベンダー補正量を算出し、第１のベンダー補正量
として出力する荷重補正手段を備え、前記先後端補正手段が出力した第２のベンダー補正
量と、前記セットアップ手段が出力したベンダー設定値とから、ベンダー指令値を算出し
て熱間圧延ミルに出力する操作量算出手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の熱間
圧延ミルのクラウン制御装置。
【請求項１０】
　前記熱間圧延ミルから圧延中の鋼板温度を取り込み、セットアップ計算時の想定鋼板温
度からの変動がクラウンに与える影響を相殺するベンダー補正量を算出し、第１のベンダ
ー補正量として出力する板温補正手段を備え、前記先後端補正手段が出力した第２のベン
ダー補正量と、前記セットアップ手段が出力したベンダー設定値とから、ベンダー指令値
を算出して熱間圧延ミルに出力する操作量算出手段を備えたことを特徴とする請求項１記
載の熱間圧延ミルのクラウン制御装置。
【請求項１１】
　ミルの出側にクラウン計を備え、クラウンを制御するための操作端として少なくともベ
ンダーを有する熱間圧延ミルにおいて、
　鋼板の圧延に先立ったセットアップ計算で該ベンダーの設定値を算出するセットアップ
手段と、クラウン計から取り込んだ鋼板のクラウンデータを蓄積するクラウン蓄積手段と
、蓄積されたクラウンデータを用いて、次回の鋼板に適用する鋼板先後端におけるベンダ
ーの補正仕様を算出する先後端補正調整手段と、先後端補正調整手段が算出したベンダー
の補正仕様と鋼板の圧延部位の情報から鋼板圧延中にベンダーの補正値を算出する先後端
補正手段と、
　鋼板の先端からあらかじめ定められた距離におけるクラウンの値を記憶して出力する出
側クラウンロックオン手段と、該記憶後、出側クラウンロックオン手段の出力とクラウン
計の検出値の偏差を取り込み、該偏差が小さくなるようにベンダー等の操作量を修正する
出側長手方向クラウン制御手段と、
　前記ベンダーの設定値とベンダーの補正値と前記出側長手方向クラウン制御手段の出力
とからベンダー指令値を算出して熱間圧延ミルに出力する操作量算出手段を備えたことを
特徴とする請求項１記載の熱間圧延ミルの制御装置。
【請求項１２】
　ミルの入側と出側にクラウン計を備え、クラウンを制御するための操作端として少なく
ともベンダーを有する熱間圧延ミルにおいて、
　鋼板の圧延に先立ったセットアップ計算で該ベンダーの設定値を算出するセットアップ
手段と、クラウン計から取り込んだ鋼板のクラウンデータを蓄積するクラウン蓄積手段と
、蓄積されたクラウンデータを用いて、次回の鋼板に適用する鋼板先後端におけるベンダ
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ーの補正仕様を算出する先後端補正調整手段と、先後端補正調整手段が算出したベンダー
の補正仕様と鋼板の圧延部位の情報から鋼板圧延中にベンダーの補正値を算出する先後端
補正手段と、
　鋼板の先端からあらかじめ定められた距離におけるクラウンの値を記憶して出力する入
側クラウンロックオン手段と、該記憶後、入側クラウンロックオン手段の出力とクラウン
計の検出値の偏差を取り込み、該偏差が小さくなるようにベンダー等の操作量を修正する
入側長手方向クラウン制御手段と、
　鋼板の先端からあらかじめ定められた距離におけるクラウンの値を記憶して出力する出
側クラウンロックオン手段と、該記憶後、出側クラウンロックオン手段の出力とクラウン
計の検出値の偏差を取り込み、該偏差が小さくなるようにベンダー等の操作量を修正する
出側長手方向クラウン制御手段と、
　前記ベンダーの設定値とベンダーの補正値と前記入側長手方向クラウン制御手段の出力
と前記出側長手方向クラウン制御手段の出力とからベンダー指令値を算出して熱間圧延ミ
ルに出力する操作量算出手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の熱間圧延ミルの制
御装置。
【請求項１３】
　クラウンを検出するクラウン計と、クラウンを制御するための操作端として少なくとも
ベンダーを有する熱間圧延ミルのクラウン制御方法において、
　鋼板の圧延に先立ったセットアップ計算で該ベンダーの設定値を算出し、クラウン計か
ら取り込んだ鋼板のクラウンデータを蓄積し、蓄積されたクラウンデータを用いて、次回
の鋼板に適用する鋼板先後端におけるベンダーの補正仕様を算出し、ベンダーの補正仕様
と鋼板の圧延部位の情報から鋼板圧延中にベンダーの補正値を算出し、ベンダーの設定値
とベンダーの補正値とからベンダー指令値を算出して熱間圧延ミルに出力することを特徴
とする熱間圧延ミルのクラウン制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱間圧延ミルのクラウン制御装置および方法に係り、クラウンを鋼板の長手
方向に均一化するのに好適な制御方式に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のクラウンを鋼板の長手方向に均一化する手法には特許文献１、２がある。特許文
献１には、圧延中に得られた検出クラウンを適当なタイミングでロックオンし、ロックオ
ン値を目標値として鋼板長手方向にＦＦ／ＦＢ制御することで、クラウンを鋼板の長手方
向に均一化する手法が示されている。
【０００３】
　特許文献２には、上記でロックオンするタイミングを、クラウン偏差、圧延荷重、圧延
速度等の変化に着目して最適化し、クラウンの長手方向均一化の度合いを高める手法が示
されている。
【０００４】
【特許文献１】特開2006－021243号公報
【特許文献２】特開2006－231387号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の手法は、圧延中のクラウン検出性が良いほど有効であり、ステッケルミル
で、各パスもしくは奇パスのクラウンが十分な精度で測定できる場合や、タンデムミルで
スタンド間にクラウン計を設置し、その測定結果を利用できる場合には有効な手法である
。しかしながら、タンデムミルで最終スタンド出側にしかクラウン計が設置されておらず
、このため最終的な圧延結果としてのクラウンしか計測できない場合や、圧延中のクラウ



(5) JP 2009-6373 A 2009.1.15

10

20

30

40

50

ンが計測できても精度が十分確保できない場合には、有効性が低下する問題があった。
【０００６】
　また特許文献２では、ロックオンタイミングを最適化する手法は示されているが、ロッ
クオンタイミングを早めることで、鋼板長手方向で、クラウンをさらに均一化する方法に
ついては、示されていなかった。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、クラウン制御の操作端であるベンダーを、鋼板の先
端と後端で適切に補正して制御することで、先後端でクラウンが非定常な領域を最小化し
、鋼板長手方向の広い範囲で、クラウンを均一化することにある。この結果、ロックオン
タイミングを早めることにある。さらに次鋼板以降のベンダーの補正量や補正タイミング
を、最終的な圧延結果として計測されたクラウンデータのみを用いて算定することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題を解決するために本願発明では、鋼板先後端のクラウン補正の操作量を、先端
補正量、先端補正距離、後端補正量、後端補正距離の４つに分解して算出することとし、
圧延終了時に検出された鋼板長手方向のクラウンを蓄積するクラウンデータ蓄積手段と、
クラウンのチャートデータから、特徴抽出を行うベンダー調整指針抽出手段と、４つのク
ラウン補正の操作量を記憶する調整量格納手段と、抽出された調整指針と記憶されている
操作量から、先端補正量、先端補正距離、後端補正量、後端補正距離をそれぞれ算出する
、先端補正量算出手段、先端補正距離算出手段、後端補正量算出手段及び後端補正距離算
出手段を設けた。さらにこれら４つの算出手段の出力から、鋼板長手方向のベンダー補正
量を算出して出力する先後端補正量手段、プリセット制御で決定されたベンダー値と合わ
せて、鋼板長手方向の各部位に対応したベンダー操作量を最終的に算出する操作量算出手
段を備えた。
【０００９】
　本発明の作用を説明する。クラウンデータ蓄積手段には、製品として巻き取られた鋼板
のクラウンが、鋼板先端からの距離に紐付いて蓄積されている。ベンダー調整指針抽出手
段は、クラウンのチャートデータから、先端クラウンのアンダーシュート量、先端クラウ
ンが定常状態になるまでの鋼板先端からの距離、後端クラウンのアンダーシュート量、定
常状態終了部から鋼板後端までの距離の４つの特徴量を、ベンダー調整指針として抽出す
る。先端補正量算出手段、先端補正距離算出手段、後端補正量算出手段、後端補正距離算
出手段は、調整量格納手段から各算出手段が出力した前回値を取り込み、抽出した特徴量
を用いた所定の演算で、次回の鋼板へ適用する４つのクラウン補正の操作量を算出する。
さらに先後端補正手段はこれらを総合し、鋼板長手方向の各部位に対応したベンダー補正
量を算出し、操作量算出手段はセットアップで決定されたベンダーの操作量と、先後端補
正手段の出力を合成して、鋼板長手方向の各部位に対応したベンダー操作量を算出する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、鋼板先後端のクラウン非定常部（過渡状態部）においても、適切な補
正により相対的に目標値に近いクラウンが得られるとともに、鋼板先端部のより早いタイ
ミングで定常クラウンが得られるため、ロックオンタイミングを早めることができる。
【００１１】
　さらにベンダー補正量を、圧延中のクラウン情報を使用せず、圧延後の最終的なクラウ
ンデータにしたがって行うため、最終的な圧延結果としてのクラウンしか計測できない場
合や、圧延中のクラウンが計測できても、種々の理由で精度が十分確保できない場合にも
適用可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の実施形態では、先後端を含む長手方向に、目標値に近い値のクラウンが均一に
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分布する鋼板を生産する。さらにクラウンを高精度化したことで、鋼板の形状（幅方向の
伸び率のばらつき）の均一化も実現でき、結果として高品質な製品が生産できる。以下、
本発明の実施例１～実施例６を図面に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１３】
　図１は本発明の実施例１によるクラウン制御装置の構成図を示す。クラウン制御装置10
0は制御対象150から種々の信号を受信し、制御信号を制御対象150に出力する。まず制御
対象150の構成を説明する。
【００１４】
　本実施例の制御対象150は熱間圧延のステッケルミルであり、前工程である粗圧延機で
生産された厚さ30mm程度の粗材152をミル151で３回～７回程度往復圧延し、2mm～10mm程
度の鋼板153を生産する。以下、各圧延をパスと呼ぶ。圧延中の鋼板は入側コイラ162と出
側コイラ163に巻き取られつつ往復圧延されることで、粗板の状態から徐々に薄くされる
。本実施例ではミル151の出側に、鋼板のクラウン量を測定するクラウン計171が備えられ
ている。
【００１５】
　図２はクラウンの定義を示した説明図である。クラウンＣとは板の中央の厚みｈｃと、
エッジから一定距離部の厚みｈe1、ｈe2との差であり、数１で表される。
【００１６】
【数１】

　ｈe1、ｈe2の測定点であるエッジからの距離は40mmで定義されることが多いが、25mmや
70mmの場合もある。クラウン計171は、図２のように板幅方向に複数の測定ポイント201を
有しており、板幅方向の板厚分布を検出した上で、クラウン量を算出する。本実施例で板
幅方向の厚み分布は、主としてワークロール160に与えられる鋼板幅方向の曲げ力で制御
される場合を例に説明するが、上下のロールをクロスさせ、クロス角で制御する場合にも
、本発明を同様に適用できる。以下曲げ力をベンディング力と称する。
【００１７】
　制御装置100からミル151に出力される操作量はベンディング力の設定値である。またク
ラウン計171は制御の結果得られたクラウンを検出し、計測値としてクラウン制御装置100
に出力する。実際には多くの信号がやり取りされるが、必要なものに限って説明する。
【００１８】
　次にクラウン制御装置100の構成を説明する。クラウン制御装置100は、目標の鋼板クラ
ウンが生産されるように往復圧延の各パス毎の目標クラウンを決定し、制御モデル103を
参照して目標クラウンを実現するベンダー指令B0を算出するセットアップ手段102を持つ
。また、クラウン計171の計測結果を受信するクラウン受信手段110、受信したクラウンデ
ータを鋼板先端からの距離に紐付けて蓄積するクラウンデータ蓄積手段111、蓄積された
クラウンデータから以後に圧延される鋼板に対して、鋼板先後端に適用するベンダー補正
仕様を算出して出力する先後端補正調整手段104を持つ。さらに、先後端補正調整手段104
の出力であるベンダー補正仕様にしたがって先後端の補正量を鋼板先端からの距離にした
がって具体的に算出し、ΔB1として出力する先後端補正手段105を持つ。そして、セット
アップ手段102と先後端補正手段105の出力を合成してワークロール160に出力するベンダ
ー設定値Brefを出力する操作量算出手段130とから構成される。
【００１９】
　さらに先後端補正手段104は、クラウンデータ蓄積手段111に蓄えられている鋼板一本分
のクラウンデータから、ベンダーの先後端補正仕様を決定するための特徴量を抽出するベ
ンダー調整指針抽出手段112、現在の先後端補正の調整量を蓄積している調整量格納手段1
13を持つ。また、ベンダー調整指針抽出手段112が抽出した特徴量と調整量格納手段113の
内容から、鋼板先端のベンダーの補正量を算出する先端補正量算出手段114、先端補正を
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施す範囲を鋼板先端からの距離として算出する先端補正距離算出手段115、鋼板後端のベ
ンダーの補正量を算出する後端補正量算出手段116、後端補正を施す範囲を鋼板後端から
の距離として算出する後端補正距離算出手段117を持つ。
【００２０】
　以下、各部の処理を詳細に説明する。制御モデル103は圧延後のクラウン量（鋼板出側
クラウン量）を推定するための数式である。クラウンは主として、ベンディング力に加え
、圧延前のクラウン量（鋼板入側クラウン量）、圧延荷重、ワークロールの幅方向のロー
ル径プロファイル形状（ワークロールクラウン）により決定され、一例として数２～数４
のような代数式となる。クラウンを板厚で除した値をクラウン比率と言い、代数式中でε
Hは圧延前のクラウン比率、εhは圧延後のクラウン比率を示している。
【００２１】
【数２】

【００２２】

【数３】

【００２３】
【数４】

　ただし，CH：鋼板入側クラウン量（圧延前クラウン量）、Ch：鋼板出側クラウン量（圧
延後クラウン量）、Hc：入側板厚、hc：出側板厚、B：ベンディング量、P：圧延荷重、CR
W：ワークロールクラウン、A1～A5：板厚、板幅、鋼種等により決定される係数。
【００２４】
　セットアップ手段102は、目標板厚を得るために決定された各パスの圧延荷重、板の温
度等から、最終パスで目標クラウンが得られるような各パスの目標クラウンを決定する。
その後、入側クラウン、入側板厚、出側板厚、圧延荷重、およびワークロールクラウン量
の推定値を入力値とし、数２～数４で与えられる入力値と鋼板出側クラウン量の関係から
、各パスの目標クラウンを実現するベンディング力B0を各パス毎に算出し、出力する。ま
た、ワークロールクラウンの推定は、圧延中の熱膨張量、ワークロール160交換後の磨耗
によるロール径の減衰効果、ワークロール160の鋼板幅方向のシフト量を考慮した演算で
、決定される。
【００２５】
　図３に鋼板先端から後端までの一般的なクラウン分布を、模式的に示す。鋼板先端301
から後端302までの検出クラウンＣ(ｌ)が、鋼板長(ｌ)に対して描かれている。ステッケ
ルミルで圧延された鋼板におけるクラウンは、温度低下のため、鋼板先後端で図のように
大きな値となる。
【００２６】
　したがって鋼板全体のクラウン分布は大きく、先端過渡状態部303、定常部304、後端過
渡状態部305の分けられる。鋼板長手方向に良好なクラウン制御結果を得るためには、定
常部304のクラウンを目標値に近づけることに加えて、先端過渡状態部303と後端過渡状態
部305の範囲をできるだけ狭め、定常部304を鋼板長手方向のより広い範囲で確保すること
が必要となる。一般に定常部304のクラウン精度はセットアップ手段102の計算結果の良好
性で決定される。一方、本願で提供するベンダーの先後端補正方法は、定常部の範囲を広
げることを目的としている。
【００２７】
　図４にクラウンデータ蓄積手段111の構成を示す。クラウンデータ蓄積手段111はクラウ
ン受信手段110が受信した測定クラウンを取り込み、鋼板先端からの距離に紐付けて蓄積
する。図４では鋼板先端から後端まで100mm単位で、クラウンの測定値が格納された例を
示している。
【００２８】
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　以下、先後端補正仕様調整手段104の構成を示す。図５にベンダー調整指針抽出手段112
が抽出する特徴量を模式的に示す。ベンダー調整指針抽出手段112はクラウンの波形から
、先後端の補正仕様を調整するための特徴量として、先端過渡状態部303の長さＬt、先端
過渡状態部303におけるクラウンのアンダーシュート量Ｕt、後端過渡状態部305の長さＬb
、後端過渡状態部305におけるクラウンのアンダーシュート量Ｕbを抽出する。ここでＵt
、Ｕbは、アンダーシュートしている場合に負の値をとるものとする。検出クラウン401の
うち、Ｌt、Ｕtは鋼板先端部クラウン404と定常部クラウン405を用いて、またＬb、Ｕbは
定常部クラウン405と鋼板後端部クラウン406を用いて、以下のように算出する。
【００２９】
　図６にＬt、Ｕt、Ｌb、Ｕbの４つの特徴量を抽出するためのアルゴリズムを示す。まず
Ｓ6－1で100mm毎の検出クラウンＣ(ｌ)について、移動平均Ca(ｌ)を算出する。移動平均C
a(ｌ)は、数５で算出できる。
【００３０】
【数５】

　ｎはクラウンデータのバラツキ具合に依存して決める値であるが、実際には２～５程度
の値が選択される場合が多い。次に各ｌに対応した移動分散を算出する。移動分散Cv(ｌ)
は数６で算出できる。
【００３１】

【数６】

　次に定常部クラウンの平均値に相当する値を算出する。鋼板長をＬとし、ＭからＬ－Ｍ
の間のＣ(ｌ)の平均値CAを算出する。平均値CAは数７で算出される。
【００３２】

【数７】

　Ｍは定常クラウンが十分に実現されている範囲を特定するためのパラメータで、例えば
Ｌの１／３に設定すれば良い。この場合、鋼板の中央１／３のクラウンデータで平均値を
算出したことになる。
【００３３】
　次に、Ｓ6－2でCa(ｌ)とＣＡとの差が一定値以下、かつCv(ｌ)が一定値以下を満足する
ｌの最小値ｌｍｉｎを抽出する。ｌｍｉｎは、鋼板先端から、クラウンが定常部の値に漸
近し、かつ、ばらつきが一定値以下に落ち着くまでの長さを示している。すなわち先端過
渡状態部の長さを定量化したことになる。
【００３４】
　Ｓ6－3では、鋼板先端からの距離ｌがｌｍｉｎより小さい範囲で、Ca(ｌ)－ＣＡの最小
値Ctｍｉｎを抽出する。Ctｍｉｎが負のときクラウンが鋼板先端近傍でアンダーシュート
したことを示しており、Ctｍｉｎが大きいほどアンダーシュート量が大きいことと対応し
ている。
【００３５】
　Ｓ6－4では、Ca(ｌ)とＣＡとの差が一定値以下、かつCv(ｌ)が一定値以下を満足するｌ
の最大値ｌｍａｘを抽出する。ｌｍａｘは、鋼板後端から先端に向けて遡ったときに、ク
ラウンが定常部の値に漸近し、かつばらつきが一定値以下に落ち着くまでの長さを示して
いる。すなわち後端過渡状態部の長さを定量化したことになる。
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　Ｓ6－5では、鋼板後端からの距離ｌがｌｍａｘより大きい範囲で、Ca(ｌ)－ＣＡの最小
値Cbｍｉｎを抽出する。Cbｍｉｎが負のときクラウンが鋼板後端近傍でアンダーシュート
したことを示しており、Cbｍｉｎが大きいほどアンダーシュート量が大きいことと対応し
ている。
【００３７】
　Ｓ6－6では、ｌｍｉｎを代入することでLtを、Ctｍｉｎを代入することでUt、Ｌ－ｌｍ

ａｘを代入することでLbを、Cbｍｉｎを代入することでUbをそれぞれ算出する。
【００３８】
　以上で、図５に示した、４つの特徴量がすべて算出されたことになる。以下、鋼板先後
端のアンダーシュート量と過渡状態の範囲を小さくすることを目的に、鋼板先後端でベン
ダーを適切に補正する方法を示す。
【００３９】
　図７に調整量格納手段113の構成を、図８に鋼板長手方向に対して施されるベンダー補
正量の模式図を示す。ベンダー補正は鋼板の先後端に対して施され、図８に示すように、
鋼板先端の補正範囲（鋼板先端からの補正長さ）をＡ、鋼板先端の補正量をＢ、鋼板後端
の補正範囲（鋼板後端までの補正長さ）をＣ、鋼板後端の補正量をＤとする。ここで先後
端ベンダーの補正仕様の調整は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを適切な値に調整していくことに他なら
ない。
【００４０】
　本実施例で調整量格納手段113は、図７に示すように鋼種、板厚、板幅、パス番号で層
別されており、それぞれの層別に対応して、ベンダー補正のための調整量Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ
が格納されている。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの初期値は、経験的な値等に従って適切な値を入力す
る。図７では鋼種がステンレスのSUS304、板厚が2.0～3.0、板幅が900mm、１パス目のと
き、鋼板先端からベンダー補正を施す長さＡが24ｍ、ベンダー補正量Ｂが150ton、鋼板後
端からのベンダー補正範囲Ｃが14ｍ、補正量Ｄが120tonであることを示している。
【００４１】
　ステンレス圧延を対象にした通常のステッケルミルに習って、パス回数の最大値を７と
したが、高強度材を対象としたミルでは、パス回数の最大値としてもっと大きな値が必要
になる場合がある。このときには、調整量格納手段113のパス回数の層別を、必要なだけ
確保すればよい。
【００４２】
　先端補正量算出手段114、先端補正距離算出手段115、先端補正量算出手段116、先端補
正距離算出手段117は、調整量格納手段113の内容と、直近の圧延で得られたクラウン波形
から抽出した特徴量Lt、Ut、Lb、Ubから、次回の圧延に使用する各パスのＡ'、Ｂ'、Ｃ'
、Ｄ'をパス毎に、それぞれ算出する。
【００４３】
　基本的な算出方策は先後端とも同様で、クラウンのアンダーシュート量に着目して、ア
ンダーシュート量が大きいときはベンダー補正量を小さくし、アンダーシュートしてない
ときは、クラウン過渡状態の範囲を小さくする方向に、ベンダーの補正範囲を調整する。
Ａ'～Ｄ'を算出するために、先端補正量算出手段114、先端補正距離算出手段115、先端補
正量算出手段116、先端補正距離算出手段117が実行する計算式を、数８～数１１に定量的
に示す。
【００４４】
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【数８】

【００４５】
【数９】

【００４６】
【数１０】

【００４７】
【数１１】
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　Ａ'～Ｄ'が求められたことで、鋼板長手方向の部位ｌに対するベンダー補正量ΔＢ1(ｌ
)が一意に決定できる。
【００４８】
　図９に先後端補正手段105が実行する処理手順を示す。Ｓ9－1で先後端補正量調整手段1
04の調整結果Ａ'～Ｄ'を用いて算出される鋼板長(ｌ)に対するベンダー補正量ΔＢ1(ｌ)
に対して、現在の圧延長ｌを取り込み、対応するΔＢ1(ｌ )を算出する。
【００４９】
　Ｓ9－2で、算出結果を操作量算出手段130に出力する。操作量算出手段130はセットアッ
プ手段102から出力されたベンダー値Ｂ0に対して、ΔＢ1(ｌ)を加算した値を、ベンダー
設定値Ｂrefとして制御対象150に出力する。算出されたＡ'～Ｄ'は新たなＡ～Ｄとして、
調整量格納手段113の該当する層別に格納される。
【００５０】
　本実施例では、鋼板先端からの距離に着目してクラウン分布やベンダー操作量を考えた
が、鋼板153がワークロール160に噛み込んでからの圧延時間に着目することも考えられる
。その場合でも本発明を同様の考え方で適用できる。また本実施例では、クラウンを制御
するための操作端としてベンダーを考えたが、操作端としてクロス角とベンダーを併用す
ることも考えられる。この場合でも本発明を同様の考え方で適用できる。
【実施例２】
【００５１】
　次に本発明の実施例２を説明する。鋼板153のミル151への噛み込みと尻抜け時には、荷
重が増加する。荷重が増加すると、これに対応してクラウンが増加するため、荷重の増加
を検出し、ベンダーでこれに伴うクラウン増加分をキャンセルすることが、鋼板長手方法
に均一なクラウンを得る上で有効である。
【００５２】
　図１０は、実施例１で示した先後端補正手段105に加え、荷重補正機能を備えた場合の
構成を示す。本実施例では荷重受信手段1001と荷重補正手段1002を備え、検出した荷重に
したがってベンダーの補正を行う。ただし、図１０では先後端補正手段105のみをしめし
、先後端補正仕様調整手段104やクラウン受信手段110などは省略している。
【００５３】
　図１１に荷重補正手段1002が実行する処理を示す。Ｓ11－1で荷重補正手段1002は、荷
重受信手段1001で受信したミル151のワークロール160の荷重実績値とセットアップで想定
した値を用いて、荷重変動を算出する。Ｓ11－2で、これに対応したベンダーの補正量Δ
Ｂ2を出力する。ΔＢ2は数１２で算出される。
【００５４】
【数１２】

　ただし、β1：ゲイン、Ｐset：セットアップ計算で想定した荷重、Ｐact：制御対象150
からその都度取り込んだ実績荷重である。
【００５５】
　数１２により、セットアップ計算時の想定荷重からの偏差の形態で、荷重の変動量が計
算できる。計算の結果、実績荷重が大きいときには、対応してベンダーを大きくすること
で、クラウンの増大を抑制する。操作量算出手段130はＢ0に対し、ΔＢ1(ｌ)に加え、Δ
Ｂ2を加算した値をベンダー設定値Ｂrefとして制御対象150に出力する。
【実施例３】
【００５６】
　次に本発明の実施例３を説明する。ステッケルミルで圧延される鋼板153では、先後端
の鋼板温度が低いため、クラウンが大きな値となる。温度の低下を検出し、ベンダーでこ
れに伴うクラウン増加分をキャンセルすることが、鋼板長手方法に均一なクラウンを得る
上で有効である。
【００５７】
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　図１２は、実施例１で示した先後端補正手段105に加え、板温補正機能を備えた場合の
構成を示す。本実施例では板温検出手段1201と板温補正手段1202を備えている。板温受信
手段1201は温度計1200から検出した鋼板153の温度を受信する。板温補正手段1202は、板
温受信手段1201が受信した板温に基づいて、ベンダーを補正する。
【００５８】
　図１３に板温補正手段1202が実行する処理を示す。Ｓ13－1で板温補正手段1202は、板
温受信手段1201から受信した鋼板温度実績値とセットアップで想定した鋼板温度を用いて
、温度変動を算出する。Ｓ13－2で、これに対応したベンダーの補正量ΔＢ3を出力する。
ΔＢ3は数１３で算出される。
【００５９】
【数１３】

　ただし、γ1：ゲイン、Ｔset：セットアップ計算で想定した荷重、Ｔact：温度計1200
からその都度取り込んだ実績温度である。
【００６０】
　数１３では、セットアップ計算時の想定温度からの偏差の形態で、鋼板温度の変動量を
算出する。そして実績温度が想定温度より小さいときは、その度合いに応じてベンダーを
大きくすることで、クラウンの増大を抑制する。操作量算出手段130はＢ0に対し、ΔＢ３
を加算した値をベンダー設定値Ｂrefとして制御対象150に出力する。
【００６１】
　本実施例では、ベンダーの先後端補正量に温度補正量を加算する構成としたが、荷重補
正量をさらに加算、Ｂ0、ΔＢ1(l )、ΔＢ2を加算して、Ｂrefを算出する構成も考えられ
る。この場合も各ゲインの適切な調整は必要となるが、本発明を同様の考え方で適用でき
る。
【実施例４】
【００６２】
　次に本発明の実施例４を説明する。本実施例では圧延済みのクラウンデータを複数鋼板
について蓄え、これらを総合的に使用してベンダーの補正を行う。
【００６３】
　図１４に実施例４によるクラウン制御装置の構成を示す。実施例１の構成に加えて、ベ
ンダー調整指針抽出手段112の出力を蓄積する、調整指針格納手段1401を備えている。調
整指針格納手段1401はベンダー調整指針抽出手段112の出力を蓄積し、蓄積結果をあらか
じめ定められたタイミングで、先端補正量算出手段114、先端補正距離算出手段115、後端
補正量算出手段116、後端補正距離算出手段117に出力する。
【００６４】
　図１５に調整指針格納手段1401の構成を示す。鋼種、板厚、板幅の各層別に対して、直
近圧延された鋼板（鋼板No.1）からｎ本の鋼板の特徴量Lt(1)～Lt(n)、Ut(1)～Ut(n)、Lb
(1)～Lb(n)、Ub(1)～Ub(n)が蓄えられている。これらを取り込んで、先端補正量算出手段
114、先端補正距離算出手段115、後端補正量算出手段116、後端補正距離算出手段117が実
行する処理は数８～数１１と同様である。なお、使用するLt、Ut、Lb、Ubとしては、数１
４に例を示すように取り込んだ値の単純平均してもよいし、数１５に例を示すように直近
の結果に重きをおいた加重平均としても良い。
【００６５】

【数１４】

【００６６】
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【数１５】

　また、先端補正量算出手段114、先端補正距離算出手段115、後端補正量算出手段116、
後端補正距離算出手段117のそれぞれが演算を実施し、先後端補正調整手段104の出力を更
新するタイミングとしては、鋼板の圧延毎で良い。あるいは、特徴量格納手段1401に鋼板
複数本分のデータが蓄積されたタイミングで先後端補正調整手段104が演算を行い、出力
を更新しても良い。後者の場合、クラウン補正を多くの鋼板データで実施するため、補正
の応答性は低下するが、安定した先後端補正を行うことができる。
【実施例５】
【００６７】
　次に本発明を、特許文献１記載のクラウン制御装置と組み合わせた実施例５を説明する
。図１６は実施例５によるクラウン制御装置の構成を示し、ミル151の入側と出側にクラ
ウン計が取り付けられている。入側クラウン計170により、ミル151に対して入側に位置す
る鋼板153のクラウンを測定することができ、出側クラウン計171により、ミル151に対し
て出側に位置する鋼板153のクラウンを測定することができる。以下、ミル151による往復
圧延において、１回あたりの圧延をパス、往復圧延回数をパス回数と称する。
【００６８】
　本実施例で制御装置100は、目標の鋼板クラウンが生産されるように往復圧延の各パス
毎の目標クラウンを決定し、制御モデル103を参照して目標クラウンを実現するベンダー
指令Bsetを算出するセットアップ手段102、２パス目以降で、前パスで目標を満足できな
かったクラウンの値を後のパスで解消できるように、スケジュールされたクラウン目標値
を修正し、対応するベンダーの指令値を補正した上で補正値B0を出力するパス間フィード
フォワード（FF）制御手段1710を持つ。また、入側クラウン計170の出力を受信する入側
クラウン受信手段1710、各パスのミル入側において、鋼板153の先頭から定められた距離
付近のクラウンを読み込み記憶する入側クラウンロックオン手段1711、ロックオン成立後
、入側クラウンロックオン手段1711の出力と入側クラウン受信手段1710の出力との偏差を
取り込み、鋼板各部位のクラウンがロックオンクラウンと一致するようにベンディング力
を補正するための補正量ΔB4を出力する長手方向クラウン入側制御手段1712を持つ。また
、出側クラウン計171の出力を受信する出側クラウン受信手段1720、各パスのミル出側に
おいて、鋼板153の先頭から定められた距離付近のクラウンを読み込み記憶する出側クラ
ウンロックオン手段1721、ロックオン成立後、出側クラウンロックオン手段1721の出力と
出側クラウン受信手段120の出力との偏差を取り込み、鋼板各部位のクラウンがロックオ
ンクラウンと一致するようにベンディング力を補正するための補正量ΔB5を出力する長手
方向クラウン出側制御手段1722を備えている。
【００６９】
　鋼板153先頭からのクラウン分布において、ロックオンクラウンは本来の目標クラウン
よりも早いタイミングで得られるので、ロックオンクラウンを目標クラウンとした鋼板15
3長手方向の制御により、鋼板153の定常部クラウン405を長くできる。また本来のクラウ
ン目標値との偏差を、パス間フィードフォワード（FF）制御手段1710により後ろのパスで
補償することにより、定常部クラウン405を本来の目標クラウンに近づけることができる
。
【００７０】
　制御装置100は、さらに操作量算出手段1730を備えており、操作量算出手段1730は、 B0
、ΔB4、ΔB5を加算した値と、実施例１で示した先後端補正手段105の出力ΔB1を取り込
み、これらを加算して、鋼板153の圧延における各タイミングで、最終的なベンダー操作
量Brefを出力する。
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【００７１】
　本実施例に示した構成では、特許文献１記載のクラウン制御装置に先後端補正手段105
を付加したことにより、鋼板153の先端部クラウンが速やかに定常状態に漸近するので、
クラウンをロックオンするまでの鋼板153の先頭からの距離を短くできる。あるいは同一
距離でロックオンした場合、ロックオンクラウンを目標値に近づけることができる。いず
れの場合も、鋼板153の定常部クラウン405を長くすることに寄与できる。なお、本実施例
５は実施例２、３、４との組み合せも可能である。
【実施例６】
【００７２】
　実施例６は先後端のベンダー補正仕様のチューニングを、プラントメーカが遠隔からイ
ンターネットを用いたサービスとして行う。
【００７３】
　図１７に実施例６のシステム構成を示す。メーカは鉄鋼会社1501の、制御対象150から
制御装置100が取り込んだLt、Ut、Lb、Ubや、このときの荷重や温度、板速度等の実績デ
ータや、鋼種、板厚、板幅等の制御情報を、ネットワーク1511、サーバ1510、回線網1503
を介して自社のサーバ1504に取り込む。そして調整用データベース1505に格納する。調整
用データベース1505の構成は、調整量格納手段113と同様にすれば良い。
【００７４】
　メーカ1502は先後端補正手段1506を有しており、鉄鋼会社1501からの要求にしたがって
、調整用データベース1505に蓄積されたデータを用いて各層別に対応したＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ
の計算を行い、計算結果を鉄鋼会社1501に送信する。
【００７５】
　モデルチューニング手段1506が実行するアルゴリズムは、先後端補正調整手段104と同
様にすれば良い。モデルチューニングの対価は、チューニング回数に対応付けても良いし
、チューニングの結果向上した制御結果に対応付けた成果報酬でも良い。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　実施例１－４で説明したステッケルミルのクラウン制御以外にも、本発明は圧延後の鋼
板のクラウンに着目した制御方式のため、最終スタンド出側にクラウン計が備えられるタ
ンデムミルのクラウン制御にも、本発明を同じ構成で適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の実施例１によるクラウン制御装置を示す構成図。
【図２】クラウンの定義を示した説明図。
【図３】鋼板長手方向の検出クラウンを示す模式図。
【図４】クラウンデータ蓄積手段の蓄積例を示す説明図。
【図５】鋼板長手方向の検出クラウンに対して、調整のための特徴量を示す模式図。
【図６】ベンダー調整指針抽出手段の処理を示すフロー図。
【図７】調整量格納手段の格納例を示す説明図。
【図８】鋼板長手方向のベンダー補正量を示す模式図。
【図９】先後端補正手段の処理を示すフロー図。
【図１０】実施例２の荷重補正手段を備えたクラウン制御装置の構成図。
【図１１】荷重補正手段の処理を示すフロー図。
【図１２】実施例３の温度補正手段を備えたクラウン制御装置の構成図。
【図１３】温度補正手段の処理を示すフロー図。
【図１４】実施例４の調整指針格納手段を備えたクラウン制御装置の構成図。
【図１５】調整指針格納手段の格納例を示す説明図。
【図１６】実施例５のクラウン制御装置で、ロックオン値を目標値として鋼板長手方向に
ＦＦ／ＦＢ制御する方式と実施例１を組み合せた構成図。
【図１７】ベンダーの先後端補正量の調整を遠隔サービスするシステム構成図。
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【符号の説明】
【００７８】
　100…制御装置、102…セットアップ手段、103…制御モデル、104…先後端補正調整手段
、105…先後端補正手段、112…ベンダー調整指針抽出手段、113…調整量格納手段、114…
端補正量算出手段、115…先端補正距離算出手段、116…後端補正量算出手段、117…後端
補正距離算出手段、130…操作量算出手段、150…制御対象、1002…荷重補正手段、1202…
温度補正手段、1401…調整指針格納手段。
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【図３】



(16) JP 2009-6373 A 2009.1.15

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(17) JP 2009-6373 A 2009.1.15

【図１０】 【図１１】
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