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(57)【要約】
【課題】クーラントスプレーを用いた形状制御の実行が
裏目に出る現象が板幅方向の一部の領域で発生した場合
においても、実績形状を目標形状に維持することが可能
なシステムを提供する。
【解決手段】制御装置は、実績形状と目標形状の偏差に
基づいて、複数のノズルによるクーラントの噴射動作を
個別に制御する形状制御を行う。形状制御では、材種区
分および板幅区分に基づいて、噴射動作として基本動作
または反転動作が選択される。基本動作が選択されたノ
ズルに対しては、偏差が閾値よりも小さい場合には当該
ノズルからのクーラントの噴射流量が所定流量に設定さ
れ、そうでない場合には当該噴射流量が最低流量に設定
される。反転動作が選択されたノズルに対しては、偏差
が閾値よりも大きい場合には当該ノズルからのクーラン
トの噴射流量が所定流量に設定され、そうでない場合に
は当該噴射流量が最低流量に設定される。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧延ロールと、
　前記圧延ロールの出側、かつ、前記圧延ロールの胴長方向に分割された複数のゾーンご
とに設けられ、圧延材の実績形状を前記複数のゾーンごとに計測する計測器と、
　前記圧延ロールの入側、かつ、前記複数のゾーンごとに設けられ、前記複数のゾーンに
向けてクーラントをそれぞれ噴射する複数のノズルと、
　前記実績形状と目標形状の偏差に基づいて、前記複数のノズルによるクーラントの噴射
動作を個別に制御する形状制御を行う制御装置と、
　を備え、
　前記制御装置は、前記形状制御において、
　材種区分および板幅区分に基づいて、前記噴射動作として基本動作または反転動作を選
択し、
　前記基本動作が選択されたノズルに対しては、前記偏差が閾値よりも小さい場合には当
該ノズルからのクーラントの噴射流量を所定流量に設定し、前記偏差が前記閾値よりも大
きい場合には当該ノズルからのクーラントの噴射流量を最低流量に設定し、
　前記反転動作が選択されたノズルに対しては、前記偏差が前記閾値よりも大きい場合に
は当該ノズルからのクーラントの噴射流量を前記所定流量に設定し、前記偏差が前記閾値
よりも小さい場合には当該ノズルからのクーラントの噴射流量を前記最低流量に設定する
　ことを特徴とする圧延材の形状制御システム。
【請求項２】
　前記基本動作または反転動作の対象とされるノズルと、前記板幅区分との関係を示すノ
ズルテーブルを有する記憶装置を更に備え、
　前記制御装置は、更に、所定の学習期間における前記偏差に基づいて、前記ノズルテー
ブルにおける前記基本動作または反転動作の対象とされるノズルの情報を更新する反転学
習処理を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載の圧延材の形状制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、金属箔などの圧延材の平坦度を制御する形状制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な圧延材の形状制御では、形状偏差に基づいて制御用アクチュエータの操作量が
設定される。形状偏差は、形状計により得られた圧延材の実績形状と、目標形状の差であ
る。形状計は、圧延ロールの胴長方向に複数に分割されたゾーンごとに設置されている。
つまり、実績形状は、ゾーンごとに得られる。形状偏差の計算および操作量の設定も、ゾ
ーンごとに行われる。制御用アクチュエータとしては、ロールベンダー、レベリングおよ
びクーラントスプレーが例示される。
【０００３】
　ロールベンダーは、圧延ロールの撓みを変更することにより平坦度を制御する。レベリ
ングは、左右のロールギャップ差の操作により平坦度を制御する。クーラントスプレーは
、ゾーンごとにノズルを備える。クーラントスプレーは、これらのノズルから噴射される
クーラントの流量の調整により平坦度を制御する。または、クーラントスプレーは、ノズ
ルのバルブの開閉を切り替えることにより平坦度を制御する。
【０００４】
　圧延機の出側の板厚が１０μｍ程度となるような金属箔の圧延では、板幅方向の両端よ
りも外側において上下の圧延ロールが接触する。そのため、このような金属箔の圧延には
、ロールベンダーやレベリングを用いた形状制御よりも、クーラントスプレーを用いた形
状制御の方が適している。
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【０００５】
　クーラントスプレーを用いた形状制御では、ゾーンごとに計算された形状偏差に基づい
て、クーラントの噴射流量が増減される。または、ノズルの近傍における形状偏差が閾値
を超えるか否かの判定に基づいて、バルブの開閉が切り替えられる。この切り替えは、予
め指定した制御周期における流量率に基づいて行われることもある。流量率は、制御周期
に対する開期間の比に１００を乗じた値である。
【０００６】
　形状偏差と閾値の比較の結果に基づいて、バルブの開閉を切り替えられる場合について
述べる。実績形状が目標形状よりもルーズなゾーンがある場合、そのゾーンに対応するバ
ルブが開状態に制御される。そうすると、クーラントによって圧延ロールの熱膨張が局所
的に抑えられ、ルーズな状態が緩和される。反対に、実績形状が目標形状よりもタイトな
ゾーンがある場合、そのゾーンに対応するバルブが閉状態に制御される。そうすると、圧
延ロールの熱膨張が局所的に促され、タイトな状態が緩和される。
【０００７】
　ところで、アルミニウムの箔圧延では、クーラントスプレーを用いた形状制御の実行が
、上述した平坦化効果とは逆の効果を招くことがある。この逆効果に関し、特開２００９
－２７４１０１号公報には、バルブが開状態に制御されているにも関わらず、ルーズな状
態が更に進む現象が示されている。この公報には、また、逆効果に対処するためのバルブ
制御が開示されている。このバルブ制御では、バルブを開状態に制御したときの形状偏差
の度合いと、バルブを閉状態に制御したときのそれとが比較される。そして、より小さな
度合いを示す状態となるように全てのバルブが一律に制御される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－２７４１０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、クーラントスプレーを用いた形状制御の実行が裏目に出る現象は、圧延
材の板幅方向の全域で発生するとは限らない。すなわち、板幅方向の一部の領域のみで逆
効果となることがある。そのため、全てのバルブを一律に開状態または閉状態に制御する
上記公報の技術では、部分的な逆効果がもたらされたときに圧延材の形状を目標形状に制
御することができない。
【００１０】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、クーラントスプレーを用いた形状
制御の実行が裏目に出る現象が板幅方向の一部の領域で発生した場合においても、実績形
状を目標形状に維持することが可能なシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１の発明は、圧延材の形状制御システムであり、次の特徴を有する。
　前記形状制御システムは、圧延ロールと、計測器と、複数のノズルと、制御装置と、を
備える。
　前記計測器は、前記圧延ロールの出側、かつ、前記圧延ロールの胴長方向に分割された
複数のゾーンごとに設けられる。前記計測器は、圧延材の実績形状を前記複数のゾーンご
とに計測する。
　前記複数のノズルは、前記圧延ロールの入側、かつ、前記複数のゾーンごとに設けられ
る。前記複数のノズルは、前記複数のゾーンに向けてクーラントをそれぞれ噴射する。
　前記制御装置は、前記実績形状と目標形状の偏差に基づいて、前記複数のノズルによる
クーラントの噴射動作を個別に制御する形状制御を行う。
　前記制御装置は、前記形状制御において、
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　材種区分および板幅区分に基づいて、前記噴射動作として基本動作または反転動作を選
択し、
　前記基本動作が選択されたノズルに対しては、前記偏差が閾値よりも小さい場合には当
該ノズルからのクーラントの噴射流量を所定流量に設定し、前記偏差が前記閾値よりも大
きい場合には当該ノズルからのクーラントの噴射流量を最低流量に設定し、
　前記反転動作が選択されたノズルに対しては、前記偏差が前記閾値よりも大きい場合に
は当該ノズルからのクーラントの噴射流量を前記所定流量に設定し、前記偏差が前記閾値
よりも小さい場合には当該ノズルからのクーラントの噴射流量を前記最低流量に設定する
。
【００１２】
　第２の発明は、第１の発明において、更に次の特徴を有する。
　前記形状制御システムは、記憶装置を更に備える。
　前記記憶装置は、前記基本動作または反転動作の対象とされるノズルと、前記板幅区分
との関係を示すノズルテーブルを有する。
　前記制御装置は、更に、反転学習処理を行う。
　前記反転学習処理では、所定の学習期間における前記偏差に基づいて、前記ノズルテー
ブルにおける前記基本動作または反転動作の対象とされるノズルの情報が更新される。
【発明の効果】
【００１３】
　第１の発明によれば、実績形状と目標形状の偏差に基づいて、複数のノズルによるクー
ラントの噴射動作を個別に制御する形状制御が行われる。この形状制御では、材種区分お
よび板幅区分に基づいて、複数のノズルによるクーラントの噴射動作として、基本動作ま
たは反転動作が選択される。そして、基本動作が選択されたノズルでは、偏差が閾値より
も小さい場合にはクーラントの噴射流量が所定流量に設定され、偏差が閾値よりも大きい
場合にはクーラントの噴射流量が最低流量に設定される。一方、反転動作が選択されたノ
ズルでは、偏差が閾値よりも大きい場合にはクーラントの噴射流量が所定流量に設定され
、偏差が閾値よりも小さい場合にはクーラントの噴射流量が最低流量に設定される。
【００１４】
　基本動作と反転動作とでは、偏差と閾値の大小関係の比較の結果に対するクーラントの
噴射の態様が正反対である。そのため、材種区分および板幅区分と、基本動作および反転
動作との関係が正しく設定されることで、平坦化効果が得られるゾーンと、その逆効果が
もたらされるゾーンとに対して、的確にクーラントを噴射することが可能となる。従って
、圧延材の一部の領域と他の領域とでクーラントの噴射により得られる効果が逆転してい
ても、実績形状を目標形状に維持することが可能となる。従って、圧延材の製品品質を向
上することが可能となる。
【００１５】
　第２の発明よれば、反転学習処理が行われる。反転学習処理によれば、基本動作または
反転動作による平坦化効果が得られるか否かを定期的に検証することが可能となる。従っ
て、圧延材の圧延の最中に圧延ロールに対して行われた微調整や、圧延条件の変更に起因
する製品品質のばらつきの発生を抑えることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態１に係る形状制御システムの構成例を示す図である。
【図２】図１に示すクーラントスプレーおよび形状計測器が適用される圧延ラインの要部
の概略図である。
【図３】ノズルの基本動作を説明する図である。
【図４】ノズルの基本動作の第１の問題点を説明する図である。
【図５】ノズルの基本動作の第２の問題点を説明する図である。
【図６】反転スイッチテーブルの一例を示す図である。
【図７】反転ノズルテーブルの一例を示す図である。
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【図８】形状制御が行われる場合の処理の流れを説明するフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態２に係る形状制御システムの構成例を示す図である。
【図１０】反転学習処理の第１の例を示すタイミングチャートである。
【図１１】反転学習処理の第２の例を示すタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００１８】
１．実施の形態１
　まず、図１～８を参照しながら実施の形態１を説明する。
【００１９】
１－１．システム構成の説明
　図１は、実施の形態１に係る形状制御システム（以下、単に「システム」とも称す。）
の構成を説明する図である。図１に示されるように、システム１００は、クーラントスプ
レー１０と、設定計算装置２０と、形状制御装置３０と、記憶装置４０と、スプレー制御
装置５０と、形状計測器６０と、を備えている。
【００２０】
　クーラントスプレー１０および形状計測器６０について、図２を参照して説明する。図
２は、クーラントスプレー１０および形状計測器６０が適用される圧延ラインの要部の概
略図である。図２に示される圧延ライン７０は、シングルスタンド形式の圧延機７２によ
り、圧延材７１を１０μｍ程度まで圧延（箔圧延）する。なお、図２においては圧延機７
２が４段式であるが、圧延機７２の段数は特に限定されず、２段式でも６段式でもよい。
【００２１】
　クーラントスプレー１０は、上スプレー１１と、下スプレー１２と、を備えている。上
スプレー１１は、圧延機７２と向かい合う面に複数のノズル１１ａ～１１ｊを備えている
。これらのノズルからは、クーラントが噴射される。クーラントが噴射されると、圧延機
７２の上圧延ロール７３が冷やされる。下スプレー１２は、上スプレー１１が有するノズ
ルと同数のノズルを備えている。これらのノズルからは、クーラントが噴射される。クー
ラントが噴射されると、圧延機７２の下圧延ロール７４が冷やされる。
【００２２】
　形状計測器６０は、圧延機７２の出側に設置されている。形状計測器６０は、その胴長
方向に分割されたゾーン６０ａ～６０ｊを有している。形状計測器６０は、圧延材７１の
板幅方向における荷重をゾーン６０ａ～６０ｊごとに計測して張力を計算する。以下、ゾ
ーン６０ａ～６０ｊごとに計算された張力を、「実績形状ＳＡ」とも称す。圧延材７１の
板幅方向における平坦度は、実績形状ＳＡの平均値からのずれとして表される。実績形状
ＳＡが均一であるほど平坦度が小さくなる。
【００２３】
　ゾーン６０ａ～６０ｊの数と、ノズル１１ａ～１１ｊの数は一致する。つまり、上スプ
レー１１は、形状計測器６０と同じように分割されている。また、ノズル１１ａ～１１ｊ
は、ゾーン６０ａ～６０ｊのそれぞれに対応している。この対応関係は、下スプレー１２
と形状計測器６０の間でも成立する。１つのゾーンに対して２つ以上のノズルが割り当て
られてもよい。この場合、上スプレー１１または下スプレー１２が有するノズルの総数は
、ゾーンの総数のｋ倍（ただし、ｋは２以上の整数）で表される。
【００２４】
　図１に戻り、システム１００の構成の説明をする。設定計算装置２０は、少なくともプ
ロセッサと、メモリと、入出力インターフェースと、を有するコンピュータである。設定
計算装置２０は、圧延ラインにおける各種設備の設定値を計算する。各種設備には、熱間
圧延設備、冷間圧延設備、箔圧延設備などが含まれる。圧延機７２は、箔圧延設備に該当
する。
【００２５】
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　設定値には、各種設備の出側における圧延材の各種目標値が含まれる。各種目標値には
、板厚および板幅の目標値が含まれる。箔圧延設備の出側における目標値には、ゾーン６
０ａ～６０ｊごとの張力の目標値が含まれる。以下、ゾーン６０ａ～６０ｊごとの張力の
目標値を、「目標形状ＳＴ」とも称す。設定計算装置２０は、圧延情報を形状制御装置３
０に送信する。圧延情報には、設定値に関する情報が含まれる。
【００２６】
　形状制御装置３０は、少なくともプロセッサと、メモリと、入出力インターフェースと
を、有するコンピュータである。形状制御装置３０は、プロセッサの機能として、形状偏
差計算機能３１と、操作量計算機能３２と、反転判定機能３３と、を備えている。
【００２７】
　形状偏差計算機能３１は、形状計測器６０からの実績形状ＳＡと、設定計算装置２０か
らの目標形状ＳＴとの偏差（以下、「形状偏差ＳＤ」とも称す。）を、ゾーン６０ａ～６
０ｊごとに計算する。形状偏差ＳＤの計算は、所定の制御周期ごとに行われる。形状偏差
ＳＤの情報は、操作量計算機能３２に送信される。
【００２８】
　操作量計算機能３２は、形状偏差ＳＤと閾値ＴＨ（≦０）との比較の結果に基づいて、
クーラントスプレー１０の各ノズルの操作量を計算する。例えば、目標形状ＳＴよりも実
績形状ＳＡの方が小さい値を示すゾーン（つまり、ルーズなゾーン）がある場合、そのゾ
ーンの形状偏差ＳＤ（＝ＳＡ－ＳＴ）の符号はマイナスになる。ゾーンの形状偏差ＳＤが
閾値ＴＨよりも小さい値を示す場合、操作量計算機能３２は、このゾーンに対応するノズ
ルの操作量を両者の偏差の絶対値ＡＶ（＝｜ＳＤ－ＴＨ｜）に応じて設定する。一方、ゾ
ーンの形状偏差ＳＤが閾値ＴＨよりも大きい値を示す場合、操作量計算機能３２は、この
ゾーンに対応するノズルの操作量を最低値に設定する。「最低値」とは、クーラントの噴
射流量を最低流量（例えば、ゼロ、または、ゼロに近い流量）にするためのノズルの操作
量である。
【００２９】
　別の例として、目標形状ＳＴよりも実績形状ＳＡの方が大きい値を示すゾーン（つまり
、タイトなゾーン）がある場合、そのゾーンの形状偏差ＳＤの符号はプラスになる。閾値
ＴＨの符号はマイナスであることから、このゾーンの形状偏差ＳＤは、閾値ＴＨよりも大
きくなる。従って、この場合、操作量計算機能３２は、このゾーンに対応するノズルの操
作量を最低値に設定する。
【００３０】
　バルブの開閉によりクーラントの噴射を行うノズルの場合、操作量計算機能３２は、形
状偏差ＳＤと閾値ＴＨの比較の結果に基づいてバルブの開閉状態を切り替える。例えば、
目標形状ＳＴよりも実績形状ＳＡの方が小さい値を示すゾーンがある場合、そのゾーンの
形状偏差ＳＤの符号はマイナスになる。ゾーンの形状偏差ＳＤが閾値ＴＨよりも小さい値
を示す場合、操作量計算機能３２は、このゾーンに対応するノズルのバルブを開状態に設
定する。一方、ゾーンの形状偏差ＳＤが閾値ＴＨよりも大きい値を示す場合、操作量計算
機能３２は、このゾーンに対応するノズルのバルブを閉状態に設定する。
【００３１】
　別の例として、目標形状ＳＴよりも実績形状ＳＡの方が大きい値を示すゾーンがある場
合、そのゾーンの形状偏差ＳＤの符号はプラスになる。閾値ＴＨの符号はマイナスである
ことから、このゾーンの形状偏差ＳＤは閾値ＴＨよりも大きくなる。従って、この場合、
操作量計算機能３２は、このゾーンに対応するノズルのバルブを閉状態に設定する。
【００３２】
　操作量計算機能３２は、ノズルの操作量を操作量情報としてスプレー制御装置５０に送
信する。反転判定機能３３からの反転判定情報を受信した場合、操作量計算機能３２は、
スプレー制御装置５０に操作量情報を送る前に、反転判定情報に基づいて操作量情報を変
更する。例えば、絶対値ＡＶに応じた操作量が設定されている場合、操作量計算機能３２
は、この操作量を最低値に変更する。反対に、操作量が最低値に設定されている場合、操
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作量計算機能３２は、形状偏差ＳＤと閾値ＴＨの偏差に応じた操作量に変更する。操作量
計算機能３２は、変更後の操作量情報をスプレー制御装置５０に送信する。
【００３３】
　別の例として、操作量計算機能３２は、バルブの開閉状態を操作量情報としてスプレー
制御装置５０に送信する。反転判定機能３３からの反転判定情報を受信した場合、操作量
計算機能３２は、スプレー制御装置５０に操作量情報を送る前に、反転判定情報に基づい
て操作量情報を変更する。例えば、バルブが開状態に設定されている場合、操作量計算機
能３２は、設定状態を開状態（ＯＮ）から閉状態（ＯＦＦ）に切り替える。バルブが閉状
態に設定されている場合、操作量計算機能３２は、設定状態を閉状態（ＯＦＦ）から開状
態（ＯＮ）に切り替える。
【００３４】
　反転判定機能３３は、記憶装置４０に格納された反転スイッチテーブル４１に基づいて
、形状制御の実行が逆効果をもたらすかを判定する。反転判定機能３３は、また、記憶装
置４０に格納された反転ノズルテーブル４２に基づいて、ノズルによるクーラントの噴射
動作を反転させるか否かをノズルごとに判定する。反転判定機能３３は、これらの判定結
果を示す情報を反転判定情報として、操作量計算機能３２に送信する。反転スイッチテー
ブル４１、反転ノズルテーブル４２、形状制御、平坦化効果および逆効果の詳細について
は、後述される。
【００３５】
　スプレー制御装置５０は、操作量計算機能３２からの操作量情報に基づいて、クーラン
トスプレー１０の各ノズルによるクーラントの噴射動作を個別に制御する。
【００３６】
１－２．形状制御
　実施の形態１において、設定計算装置２０、形状制御装置３０およびスプレー制御装置
５０は、圧延材の形状制御を実行する本発明の「制御装置」に該当する。以下、バルブの
設定状態をＯＮとＯＦＦの間で切り替えることにより行われるクーラントスプレー１０の
構成を前提とする形状制御について説明する。
【００３７】
１－２－１．基本動作
　操作量計算機能３２の説明で述べたとおり、形状制御では、形状偏差ＳＤと閾値ＴＨと
の比較の結果に基づいて、ノズルによるクーラントの噴射動作が決定される。形状偏差Ｓ
Ｄが閾値ＴＨよりも小さい値を示す場合に絶対値ＡＶに応じてクーラントを噴射し、形状
偏差ＳＤが閾値ＴＨよりも大きい値を示す場合にクーラントを最低流量で噴射するノズル
動作を、以下、「基本動作」とも称す。
【００３８】
　図３は、基本動作を説明する図である。図３には、形状制御の実行前後における形状偏
差ＳＤの第１の分布例が示されている。図３の縦方向は、形状偏差ＳＤを示している。図
３の横方向は、圧延材の板幅方向の位置を示している。板幅方向に並んだ形状偏差ＳＤの
各データは、形状計測器６０のゾーンごとに計算されたものである。
【００３９】
　図３の上段は、形状制御の実行前の形状偏差ＳＤを示している。この上段では、圧延材
の両端部の幾つかのゾーンの形状偏差ＳＤが閾値ＴＨよりも小さい値を示す。一方、圧延
材の中央部の幾つかのゾーンの形状偏差ＳＤが閾値ＴＨよりも大きい値を示す。
【００４０】
　形状制御が実行されると、両端部のゾーンに対応するノズルのバルブが開状態に設定さ
れる。一方、中央部のゾーンに対応するノズルのバルブ閉状態に設定される。これにより
、両端部のゾーンに対応するノズルからのクーラントの噴射が所定流量にて行われ、中央
部のゾーンに対応するノズルからのクーラントの噴射が最低流量にて行われる。なお、所
定流量は、最低流量よりも多いクーラントの噴射流量として予め設定されている。
【００４１】
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　図３の下段は、形状制御の実行後の形状偏差ＳＤを示している。この下段では、両端部
の形状偏差ＳＤが縮小し、一部の形状偏差ＳＤは閾値ＴＨよりも大きな値を示す。この理
由は、両端部のゾーンに対応するノズルからのクーラントの噴射が所定流量にて行われる
ことで、これらのゾーンに対応する圧延ロールのゾーンがクーラントにより冷やされて熱
膨張が局所的に抑えられるためでる。
【００４２】
　図３の下段の例では、両端部の形状偏差ＳＤ同様、中央部の形状偏差ＳＤも縮小する。
ただし、一部の形状偏差ＳＤは、ゼロよりも小さい値を示す。また、一部の形状偏差ＳＤ
は、閾値ＴＨよりも小さい値を示す。この理由は、中央部のゾーンに対応するノズルから
のクーラントの噴射が最低流量にて行われることで、これらのゾーンに対応する圧延ロー
ルのゾーンの熱膨張が局所的に促されるためである。
【００４３】
１－２－２．基本動作の第１の問題点
　図４は、形状制御の実行前後における形状偏差ＳＤの第２の分布例を示す図である。図
４の上段に示される分布例は、図３の上段に示した分布例と同じである。そのため、図３
で説明した形状制御と同じ内容の形状制御を実行すれば、図３の下段に示した分布例と同
じ分布例が図４の下段に示されるはずである。
【００４４】
　ところが、図４の下段に示されるように、両端部の形状偏差ＳＤは減少せず、むしろ拡
大する。中央部の形状偏差ＳＤも両端部のそれと同様の傾向を示す。つまり、図３の下段
で説明した平坦化効果とは逆の効果がもたらされる。
【００４５】
１－２－３．基本動作の第２の問題点
　図５は、形状制御の実行前後における形状偏差ＳＤの第３の分布例を示す図である。図
５の上段に示される分布例は、図３の上段に示した分布例と同じである。そのため、図３
で説明した形状制御と同じ内容の形状制御を実行すれば、図３の下段に示した分布例と同
じ分布例が図５の下段に示されるはずである。
【００４６】
　ところが、図５の下段に示されるように、両端部の形状偏差ＳＤは減少せず、むしろ拡
大する。一方、中央部の形状偏差ＳＤは縮小する。つまり、中央部では図３の下段で説明
した平坦化効果が得られ、両端部ではそれとは逆の効果がもたらされる。
【００４７】
１－３．形状制御の改良点
　そこで、実施の形態１の形状制御では、圧延材の材種区分と、反転動作との関係を規定
した反転スイッチテーブルが設定される。反転動作とは、クーラントの噴射動作を基本動
作から反転させたノズル動作である。反転スイッチテーブルは、例えば、材種区分を変え
た圧延を別途行い、逆効果がもたらされるゾーンを特定することにより作成される。平坦
化効果が得られるゾーンを特定することにより、反転スイッチテーブルを作成してもよい
。
【００４８】
　図６は、反転スイッチテーブルの一例を示した図である。図６に示されるように、反転
スイッチテーブル４１は、材種区分（ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ、・・・）ごとに反
転スイッチ（ＯＮまたＯＦＦ）を規定したテーブルである。反転スイッチテーブル４１に
よれば、反転スイッチがＯＦＦを示す場合、基本動作が選択される。反転スイッチがＯＮ
を示す場合、反転動作が選択される。選択されたノズル動作を示す情報は、上述した反転
判定情報に含まれる。
【００４９】
　別の例では、反転スイッチテーブル４１の代わりに、基本スイッチテーブルが設定され
る。基本スイッチテーブルは、材種区分（ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ、・・・）ごと
に基本スイッチ（ＯＮまたＯＦＦ）を規定したテーブルである。基本スイッチテーブルに
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よれば、基本スイッチがＯＮを示す場合、基本動作が選択される。基本スイッチがＯＦＦ
を示す場合、反転動作が選択される。反転スイッチテーブル４１または基本スイッチテー
ブルは、本発明の「スイッチテーブル」に該当する。
【００５０】
　また、実施の形態１の形状制御では、圧延材の板幅区分と、反転動作を行うノズルとの
関係を規定した反転ノズルテーブルが設定される。反転ノズルテーブルは、形状制御によ
る平坦化効果が得られないゾーンがある圧延材の板幅区分を変えた圧延を別途行い、形状
制御による平坦化効果が得られないゾーンを特定することにより作成される。
【００５１】
　図７は、反転ノズルテーブルの一例を示した図である。図７に示されるように、反転ノ
ズルテーブル４２は、板幅区分（１、２、３、４、５、・・・）ごとに反転動作を行うノ
ズルを規定したテーブルである。反転ノズルテーブル４２によれば、反転スイッチがＯＮ
を示す場合において、反転動作の対象とされるノズルが特定される。特定されたノズルを
示す情報は、上述した反転判定情報に含まれる。なお、反転ノズルテーブル４２において
特定されたノズル以外のノズルは、基本動作の対象とされる。
【００５２】
　別の例では、反転ノズルテーブル４２の代わりに、基本ノズルテーブルが設定される。
基本ノズルテーブルは、板幅区分（１、２、３、４、５、・・・）ごとに基本動作を行う
ノズルを規定したテーブルである。基本ノズルテーブルによれば、基本スイッチがＯＦＦ
を示す場合において、基本動作の対象とされるノズルが特定される。特定されたノズルを
示す情報は、上述した反転判定情報に含まれる。なお、基本ノズルテーブルにおいて特定
されたノズル以外のノズルは、反転動作の対象とされる。
【００５３】
１－４．具体的処理
　図８は、実施の形態１の形状制御を形状制御装置３０のプロセッサが行う場合の処理の
流れを説明するフローチャートである。図８に示すルーチンは、所定の制御周期で繰り返
し実行される。図８に示すルーチンは、クーラントスプレー１０のノズルごとに独立して
実行される。
【００５４】
　図８に示されるルーチンでは、まず、反転スイッチがＯＮであるか否かが判定される（
ステップＳ１）。ステップＳ１の処理は、現在圧延中の圧延材の材種区分を用いた反転ス
イッチテーブル４１の参照により行われる。反転スイッチテーブル４１の代わりに、基本
スイッチテーブルが用いられてもよい。なお、材種区分に関する情報は、設定計算装置２
０からの圧延情報に含まれている。
【００５５】
　ステップＳ１の判定結果が肯定的な場合、本ルーチンが着目するノズルが反転動作の対
象であるか否かが判定される（ステップＳ２）。ステップＳ２の処理は、現在圧延中の圧
延材の板幅区分を用いた反転ノズルテーブル４２の参照により行われる。反転ノズルテー
ブル４２の代わりに、基本ノズルテーブルが用いられてもよい。なお、板幅区分に関する
情報は、設定計算装置２０からの圧延情報に含まれている。
【００５６】
　ステップＳ１またはＳ２の判定結果が否定的な場合、形状偏差ＳＤが閾値ＴＨよりも小
さいか否かが判定される（ステップＳ３）。ステップＳ１またはＳ２の判定結果が否定的
な場合は、本ルーチンが着目するノズルが基本動作の対象であることを意味する。そこで
、ステップＳ３の判定結果が肯定的な場合、バルブが開状態に設定される（ステップＳ４
）。一方、ステップＳ３の判定結果が否定的な場合、バルブが閉状態に設定される（ステ
ップＳ５）。
【００５７】
　ステップＳ２の判定結果が肯定的な場合、形状偏差ＳＤが閾値ＴＨよりも大きいか否か
が判定される（ステップＳ６）。ステップＳ２の判定結果が肯定的な場合は、本ルーチン
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が着目するノズルが反転動作の対象であることを意味する。ステップＳ６の判定結果が肯
定的な場合、バルブが開状態に設定される（ステップＳ７）。一方、ステップＳ６の判定
結果が否定的な場合、バルブが閉状態に設定される（ステップＳ８）。
【００５８】
１－５．効果
　以上説明した実施の形態１の形状制御によれば、反転スイッチテーブル４１および反転
ノズルテーブル４２の参照により、クーラントの噴射動作がノズルごとに決定される。そ
のため、形状制御による平坦化効果が得られる場合だけでなく、逆効果がもたらされる場
合においても噴射動作を個別に制御して、各ゾーンにおける形状偏差ＳＤをゼロに近づけ
ることが可能となる。従って、圧延材の製品品質を向上することが可能となる。
【００５９】
２．実施の形態２
　次に、図９～１１を参照しながら実施の形態２を説明する。なお、実施の形態１で説明
した内容と重複する内容については適宜省略される。
【００６０】
２－１．システム構成の説明
　図９は、実施の形態２に係るシステムの構成を説明する図である。図９に示されるシス
テム２００の基本的な構成は、図１に示したシステム１００のそれと同じである。システ
ム１００とシステム２００の違いは、形状制御装置３０のプロセッサの機能として、反転
学習機能３４が追加されている点にある。
【００６１】
　反転学習機能３４は、反転学習処理を行う。反転学習処理は、圧延材７１の圧延の最中
に行われてもよいし、圧延材７１の圧延の準備中に行われてもよい。反転学習処理では、
所定の学習期間において形状計測器６０から受信した形状偏差ＳＤを用いて、評価値ＥＳ
Ｄが計算される。この学習期間としては、圧延材７１の速度が安定であり、かつ、反転ス
イッチの切り替えが行われていない期間が例示される。反転学習処理では、また、評価値
ＥＳＤに基づいて、反転ノズルテーブル４２の情報を更新するか否かが判定される。反転
学習処理の対象とされるノズルは、クーラントスプレー１０の全てのノズルである。以下
、反転学習処理について説明する。
【００６２】
２－２．反転学習処理
　図１０は、反転学習処理の第１の例を示すタイミングチャートである。図１１は、反転
学習処理の第２の例を示すタイミングチャートである。なお、図１０および１１に示され
る時刻Ｔ１～Ｔ１０の間は、定常条件下の学習期間に相当する。図１０および１１に示さ
れるように、時刻Ｔ１～Ｔ１０の間、反転スイッチテーブル４１の反転スイッチはＯＮを
示している。
【００６３】
　図１０および１１に示される例では、反転学習処理の対象とされるノズルに対し、反転
動作が選択されている。そして、図１０に示される例では、時刻Ｔ１～Ｔ６の間はバルブ
が開状態に設定され、時刻Ｔ６～Ｔ１０の間はバルブが閉状態に設定される。図１１に示
される例では、時刻Ｔ１～Ｔ４の間はバルブが開状態に設定され、時刻Ｔ４～Ｔ１０の間
はバルブが閉状態に設定される。
【００６４】
　評価値ＥＳＤは、実績形状ＳＡの変化量ΔＳＡに基づいて計算される。変化量ΔＳＡは
、今回時刻Ｔｎにおける実績形状ＳＡ（ｎ）を、前回時刻Ｔｎ－１における実績形状ＳＡ
（ｎ－１）から減算することにより計算される（ただし、２≦ｎ≦１０）。評価値ＥＳＤ
は、変化量ΔＳＡにバルブの設定状態に応じて設定される係数（設定状態がＯＮの場合は
＋１、設定状態がＯＦＦの場合は－１）を乗算した値の総和として表される。
【００６５】
　図１０に示される例では、バルブがＯＮ（開状態）に設定される時刻Ｔ１～Ｔ６の間、
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実績形状ＳＡはルーズ側に変化し続ける。張力が小さくなるほど実績形状ＳＡはよりルー
ズ側の値を示すことから、時刻Ｔ１～Ｔ６の間における変化量ΔＳＡの符号はプラスを示
す。よって、この変化量ΔＳＡに係数（＝＋１）を乗じた値の総和である評価値ＥＳＤは
、時刻Ｔ１～Ｔ６の間増加する。
【００６６】
　一方、実績形状ＳＡは時刻Ｔ７において最もルーズな値を示し、その後はタイト側の値
に変わっている。この時刻Ｔ７を現在時刻としたときの前回時刻は時刻Ｔ６であり、この
間はバルブがＯＦＦ（閉状態）に設定されている。そのため、変化量ΔＳＡの符号はプラ
スを示すが、係数（＝－１）を乗じた値の総和である評価値ＥＳＤは時刻Ｔ６～Ｔ７の間
減少する。
【００６７】
　時刻Ｔ７～Ｔ１０の間はバルブがＯＦＦ（閉状態）に設定され、実績形状はタイト側に
変化し続ける。張力が大きくほど実績形状ＳＡはよりタイト側の値を示すことから、時刻
Ｔ７～Ｔ１０の間における変化量ΔＳＡの符号はマイナスを示す。よって、この変化量Δ
ＳＡに係数（＝－１）を乗じた値の総和である評価値ＥＳＤは、時刻Ｔ７～Ｔ１０の間増
加する。
【００６８】
　図１１に示される例では、バルブがＯＮ（開状態）に設定される時刻Ｔ１～Ｔ４の間、
実績形状ＳＡはルーズ側に変化し続ける。張力が小さくなるほど実績形状ＳＡはよりルー
ズ側の値を示すことから、時刻Ｔ１～Ｔ４の間における変化量ΔＳＡの符号はプラスを示
す。よって、この変化量ΔＳＡに係数（＝＋１）を乗じた値の総和である評価値ＥＳＤは
、時刻Ｔ１～Ｔ４の間増加する。
【００６９】
　実績形状ＳＡは、時刻Ｔ４以降もルーズ側に変化し続ける。そのため、時刻Ｔ４以降に
おける変化量ΔＳＡの符号はプラスを示す。ただし、時刻Ｔ４以降はバルブがＯＦＦに設
定されている。そのため、この変化量ΔＳＡに係数（＝－１）を乗じた値の総和である評
価値ＥＳＤは、時刻Ｔ４以降減少し続ける。
【００７０】
　反転学習処理では、学習期間における評価値ＥＳＤの値が許容値ＡＬを上回るか否かの
判定に基づいて、反転ノズルテーブル４２の情報が更新される。評価値ＥＳＤが許容値Ａ
Ｌを上回る場合（つまり、図１０に示した例の場合）は、反転ノズルテーブル４２の情報
が正しく、反転動作による平坦化効果が得られると判断される。そのため、この場合は、
情報は更新されない。
【００７１】
　一方、評価値ＥＳＤが許容値ＡＬを下回る場合（つまり、図１１に示した例の場合）は
、反転ノズルテーブル４２の情報は誤っており、反転動作による平坦化効果が得られない
と判断される。そのため、この場合は、反転ノズルテーブル４２の情報が更新される。具
体的には、反転学習処理の対象とされたノズルの情報が、反転ノズルテーブル４２から削
除される。
【００７２】
　なお、図１０および１１に示した例では、反転動作による平坦化効果が得られるか否か
という観点に基づいて、反転スイッチテーブル４１の情報が更新された。しかしながら、
この観点とは異なる観点に基づいて情報が更新されてもよい。例えば、基本動作による平
坦化効果が得られるか否かという観点に基づいて、反転スイッチテーブル４１の情報が更
新されてもよい。反転スイッチがＯＦＦを示している間に評価値ＥＳＤを計算して許容値
ＡＬと比較すれば、反転動作の対象とすべきノズルの情報を反転ノズルテーブル４２に追
加することが可能となる。
【００７３】
　基本スイッチテーブルを用いて反転学習処理を行う場合は、基本動作による平坦化効果
が得られるか否かという観点に基づいて当該スイッチテーブルの情報が更新されてもよい
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較する。これにより、反転動作の対象とすべきノズルの情報を、基本ノズルテーブルから
削除することが可能となる。反転動作による平坦化効果が得られるか否かという観点に基
づいて、基本スイッチテーブルの情報が更新されてもよい。例えば、基本スイッチがＯＦ
Ｆを示している間に評価値ＥＳＤを計算して許容値ＡＬと比較する。これにより、基本動
作の対象とすべきノズルの情報を、基本ノズルテーブルに追加することが可能となる。
【００７４】
２－３．効果
　以上説明した実施の形態２によれば、反転学習処理が行われる。反転学習処理によれば
、基本動作または反転動作による平坦化効果が得られるか否かを定期的に検証することが
可能となる。そして、この検証結果に応じて、反転学習処理の対象とされたノズルを反転
ノズルテーブル４２（または基本ノズルテーブル）に追加し、または、削除することが可
能となる。従って、圧延材７１の圧延の最中に圧延機７２に対して行われた微調整や、圧
延条件の変更に起因する製品品質のばらつきの発生を抑えることが可能となる。
【符号の説明】
【００７５】
　１０　クーラントスプレー
　１１　上スプレー
　１２　下スプレー
　２０　設定計算装置
　３０　形状制御装置
　３１　形状偏差計算機能
　３２　操作量計算機能
　３３　反転判定機能
　３４　反転学習機能
　４０　記憶装置
　４１　反転スイッチテーブル
　４２　反転ノズルテーブル
　５０　スプレー制御装置
　６０　形状計測器
　６０ａ～６０ｊ　ゾーン
　７０　圧延ライン
　７２　圧延機
　７３　上圧延ロール
　７４　下圧延ロール
　１００，２００　形状制御システム
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