
JP 5376330 B2 2013.12.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱間圧延機を構成する複数の圧延スタンドのうち、最下流圧延スタンドに被圧延材の形
状を修正するための形状制御アクチュエータを設置し、前記熱間圧延機の出側に被圧延材
の形状を測定する形状計を設置して、予め設定した目標形状が得られるように、前記形状
計で測定した被圧延材の形状に基づき前記形状制御アクチュエータを制御することで、熱
延板の形状を制御する方法であって、
　少なくとも被圧延材の先端が前記熱間圧延機の下流に設置された巻取り機に巻き取られ
るまでは、前記形状制御アクチュエータを第１の制御ゲインで閉ループ制御し、
　被圧延材の先端が前記巻取り機に巻き取られてから、前記形状計によって被圧延材の形
状不良が検出されるまでの間の所定のタイミングで、前記第１の制御ゲインをこれよりも
大きな第２の制御ゲインに切り替え、
　前記所定のタイミング以降は、前記形状制御アクチュエータを前記第２の制御ゲインで
閉ループ制御することを特徴とする熱延板の形状制御方法。
【請求項２】
　前記第１の制御ゲインを前記第２の制御ゲインに切り替えるタイミングを、被圧延材の
後端が前記熱間圧延機を構成する最上流圧延スタンドを通過する以前に設定することを特
徴とする請求項１に記載の熱延板の形状制御方法。
【請求項３】
　前記形状計によって被圧延材の後端部における形状不良が検出され始めるのは、被圧延
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材の後端が前記熱間圧延機の何れの圧延スタンドを通過した以降であるのかを、過去の被
圧延材の圧延実績に基づき予め求めておき、
　前記第１の制御ゲインを前記第２の制御ゲインに切り替えるタイミングを、被圧延材の
後端が前記熱間圧延機を構成する最上流圧延スタンドを通過してから、前記予め求めた圧
延スタンドを通過するまでの間に設定することを特徴とする請求項１に記載の熱延板の形
状制御方法。
【請求項４】
　熱間圧延機を構成する複数の圧延スタンドのうち、最下流圧延スタンドに被圧延材の形
状を修正するための形状制御アクチュエータを設置し、前記熱間圧延機の出側に被圧延材
の形状を測定する形状計を設置して、予め設定した目標形状が得られるように、前記形状
計で測定した被圧延材の形状に基づき前記形状制御アクチュエータを制御することで、熱
延板の形状を制御する方法であって、
　前記形状計によって被圧延材の後端部における形状不良が検出され始めるのは、被圧延
材の後端が前記熱間圧延機の何れの圧延スタンドを通過した以降であるのかを、過去の被
圧延材の圧延実績に基づき予め求めておき、
　被圧延材の後端が前記予め求めた圧延スタンドの上流に位置する圧延スタンドを通過す
るまでは、前記形状制御アクチュエータを第１の制御ゲインで閉ループ制御し、
　被圧延材の後端が前記上流に位置する圧延スタンドを通過した後には、前記形状制御ア
クチュエータを第３の制御ゲインで開ループ制御することを特徴とする熱延板の形状制御
方法。
【請求項５】
　被圧延材の後端が前記上流に位置する圧延スタンドを通過した後、前記形状制御アクチ
ュエータを第３の制御ゲインで開ループ制御している際に、前記形状計で測定した被圧延
材の形状と予め設定した目標形状との差が所定値以上の場合には、前記形状制御アクチュ
エータを第３の制御ゲインで開ループ制御することに代えて、前記形状制御アクチュエー
タを前記第１の制御ゲインよりも大きな第２の制御ゲインで閉ループ制御することを特徴
とする請求項４に記載の熱延板の形状制御方法。
【請求項６】
　前記形状計が、非接触式の形状計であることを特徴とする請求項１から５の何れかに記
載の熱延板の形状制御方法。
【請求項７】
　前記形状計が、線状パターンを被圧延材の表面に投影する投影機と、前記投影された線
状パターンを撮像する撮像装置とを備え、前記撮像装置で撮像した線状パターンの歪みに
基づいて前記被圧延材の形状を測定する構成であって、前記線状パターンの歪みを算出す
る領域が、検出した前記被圧延材の幅方向エッジに基づいて、前記被圧延材の幅方向の一
定位置に設定されるものであることを特徴とする請求項６に記載の熱延板の形状制御方法
。
【請求項８】
　請求項１から７の何れかに記載の形状制御方法を用いて熱延板を製造することを特徴と
する熱延板の製造方法。
【請求項９】
　複数の圧延スタンドを備えた熱間圧延機と、
　前記複数の圧延スタンドのうち最下流圧延スタンドに設置され、被圧延材の形状を修正
するための形状制御アクチュエータと、
　前記熱間圧延機の出側に設置され、被圧延材の形状を測定する形状計と、
　前記形状制御アクチュエータを制御する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、前記形状計で測定した被圧延材の形状に基づき前記形状制御アクチュ
エータを制御することで、請求項１から７の何れかに記載の形状制御方法を実行すること
を特徴とする熱延板の製造装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱間圧延機を構成する複数の圧延スタンドのうち、最下流圧延スタンドに被
圧延材の形状を修正するための形状制御アクチュエータを設置し、前記熱間圧延機の出側
に被圧延材の形状を測定する形状計を設置して、予め設定した目標形状が得られるように
、前記形状計で測定した被圧延材の形状に基づき前記形状制御アクチュエータを制御する
ことで、熱延板の形状を制御する方法、並びにこの方法を用いた熱延板の製造方法及び製
造装置に関する。特に、本発明は、形状制御アクチュエータの制御方法を工夫することで
、被圧延材の後端部の形状不良を効果的に低減することができる熱延板の形状制御方法、
製造方法及び製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱延鋼板の熱間圧延ラインでは、加熱炉で加熱されたスラブが粗圧延機で粗圧延されて
粗圧延材とされる。粗圧延材は、粗圧延機から仕上圧延機までを搬送テーブルにより所定
の搬送パターンで搬送され、仕上圧延機で所定の寸法に圧延されて熱延鋼板とされる。こ
の熱延鋼板は、ランナウトテーブルにおいて冷却された後、巻取り機によってコイル状に
巻き取られる。巻き取られた熱延鋼板は、熱間圧延ラインよりも下工程にある処理ライン
で払い出されて各種の処理が施される（例えば、スキンパスラインで形状が矯正されたり
、スリッターラインで切断されたり、酸洗ラインで表面のスケールが除去される）。
【０００３】
　上記のような製造工程で製造される熱延鋼板の形状（圧延方向の伸び率の幅方向分布）
は、熱延鋼板の平坦性そのものだけでなく、熱延鋼板の品質全般に対して与える影響が大
きい重要な因子である。つまり、熱延鋼板の形状は、ランナウトテーブルにおける冷却温
度の制御性や、巻取り機によってコイル状に巻き取られた熱延鋼板コイルの状態や、熱間
圧延ラインよりも下工程にあり熱延鋼板コイルから熱延鋼板を払い出す処理ラインでの表
面欠陥（スリ傷など）の発生などにも影響を及ぼす。
【０００４】
　より具体的に説明すると、熱延鋼板の形状不良が引き起こす問題としては、下記のよう
なものが挙げられる。
【０００５】
　（１）機械特性の不良や破断の発生
　熱間圧延ラインの仕上圧延機を出た熱延鋼板の形状が不良であると、ランナウトテーブ
ルでの冷却の際に熱延鋼板表面の凹部に水が溜まって過冷却が生じ、均一な機械特性を得
ることができない場合がある。また、過冷却の程度が酷いと、下工程の処理ラインでの搬
送中に熱延鋼板が破断し、復旧まで処理ラインを長時間休止させる必要が生じたり、処理
ラインに設置された設備を破損してしまうこともある。
【０００６】
　（２）巻き不良によるエッジの折れ曲がりやスリ傷の発生
　熱延鋼板の形状が不良であると、巻取り機で巻き取られた熱延鋼板のエッジが不揃いに
なったり、熱延鋼板の巻き緩みが生じるといった、熱延鋼板コイルの巻き不良が発生し易
い。熱延鋼板のエッジが不揃いの場合、熱延鋼板コイルを倒した際やクレーン搬送する際
に、熱延鋼板のエッジが折れ曲がってしまうおそれがある。熱延鋼板の巻き緩みが生じて
いる場合も、熱延鋼板コイルのクレーン搬送中に、熱延鋼板のエッジが飛び出てクレーン
に接触し、折れ曲がってしまうことがある。また、熱延鋼板コイルのクレーン搬送中や下
工程の処理ラインでの熱延鋼板の払い出しの際に、巻き緩みが発生している箇所で熱延鋼
板同士が擦れて、スリ傷が発生してしまうこともある。
【０００７】
　（３）下工程の処理ラインに設置された設備との接触等によるスリ傷の発生
　熱間圧延ラインにおける熱延鋼板の後端側は、下工程の処理ラインで熱延鋼板コイルか
ら払い出す際には、先端側になる。従って、熱間圧延ラインにおける熱延鋼板の後端側の
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形状が不良である（湾曲した部分を有する）と、処理ラインでは、熱延鋼板の先端側に湾
曲した部分を有することになる。処理ラインにおいて熱延鋼板の先端は拘束されることな
く搬送されるため、当該先端側の湾曲した部分が処理ラインに設置されたパスラインロー
ルやガイドなどの設備に接触し、スリ傷が発生し易くなる。また、熱延鋼板の先端がパス
ラインロールの上に載らずに下に潜り込んだり、ガイドに衝突した場合、熱延鋼板が曲が
って激しく設備に衝突して酷いスリ傷が生じたり、熱延鋼板の払い出し装置において熱延
鋼板コイルの巻き緩みが発生して熱延鋼板同士が擦れてスリ傷が発生してしまうこともあ
る。
【０００８】
　（４）許容範囲外の形状の発生
　熱延鋼板の形状不良部の形状が、需要家の指定する許容範囲外となる場合がある。　
【０００９】
　従来、熱延鋼板等の熱延板の形状を制御する方法としては、予め設定した目標形状が得
られるように、仕上圧延機の出側で測定した被圧延材の形状に基づき、仕上圧延機に設置
された形状制御アクチュエータ（ワークロールベンダー、レベリングなど）を制御する方
法が一般的に知られている。
【００１０】
　例えば、特許文献１には、仕上圧延機に設置されたベンダーによって熱延鋼板の形状を
目標値にするＦＢＫ形状制御方法であって、熱延鋼板が平坦度計をオンしてから巻取機を
オンするまでの間に、最終スタンドで、あるゲインＫＦで熱延鋼板の先端から尾端までＮ
本圧延を行った後、最終スタンド毎にＮ本でオンライン回帰分析を行い、ベンダーの平坦
度感度を求め、得られた平坦度感度をオンラインデータとして層別値である平坦度感度を
更新して、平坦度精度を上げて行くようにしたことを特徴とする形状制御方法が提案され
ている（特許文献１の請求項３等）。
【００１１】
　また、特許文献２には、圧延機の下流側に離れて設置した形状検出器の検出信号をフィ
ードバックして自動的に圧延材の形状制御を行う圧延機において、圧延速度を検出し、制
御系の比例ゲイン及び積分時間を該圧延速度に応じて設定することを特徴とする圧延機の
自動形状制御方法が提案されている（特許文献２の特許請求の範囲等）。
【００１２】
　さらに、特許文献３には、連続圧延機に通板される板の長手方向端の形状そのものを光
学的手段によって流れ方向の複数位置において検出し、第１位置から第２の位置までの間
における左右部それぞれの長手方向伸びを演算し、左右の伸びの差に基づいて蛇行を修正
すべく（片伸びを修正すべく）１以上のスタンドにおいて左右の圧下量を制御することを
特徴とする圧延時における板の蛇行修正制御方法が提案されている（特許文献３の特許請
求の範囲等）。
【００１３】
　なお、形状計（平坦度計）としては、例えば、特許文献４に記載のものが知られている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開平１１－１７９４１３号公報
【特許文献２】特開昭６２－２９２２１２号公報
【特許文献３】特開昭６０－１９９５１３号公報
【特許文献４】特開２００８－５８０３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　上記のように、従来の熱延板の形状制御方法としては、被圧延材の材質等の層別に応じ
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て制御ゲインを最適化する方法（特許文献１）や、被圧延材の圧延速度に応じて制御ゲイ
ンを最適化する方法（特許文献２）が提案されている。また、被圧延材の形状の幅方向に
非対称な成分（片伸び等）については、左右の圧下量を制御する方法（特許文献３）が提
案されている。
【００１６】
　しかしながら、実際の被圧延材の形状変化の挙動は、被圧延材の材質や圧延速度に応じ
て相違するのみならず、被圧延材の先端部（被圧延材の先端が熱間圧延機の最下流圧延ス
タンドで圧延され始めてから、被圧延材の先端が巻取り機に巻き取られるまでの間の、張
力が付与されていない状態で圧延された部分）と、後端部（被圧延材の後端が仕上圧延機
の最上流圧延スタンドを通過して以降に圧延された部分）とでも相違する。このため、特
許文献１～３に記載のような従来の形状制御方法を用いて被圧延材先端部の形状不良を低
減できたとしても、被圧延材先端部と同じ形状制御方法を用いたのでは、被圧延材後端部
の形状不良を効果的に低減することができないという問題がある。
【００１７】
　本発明は、斯かる従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、被圧延材の
後端部の形状不良を効果的に低減することができる熱延板の形状制御方法、製造方法及び
製造装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　前記課題を解決するため、本発明者らは鋭意検討を行った。
　前述のように、被圧延材の形状の修正は、予め設定した目標形状が得られるように、仕
上圧延機に設置された形状制御アクチュエータ（ワークロールベンダー、レベリングなど
）を制御することによって行われる。
　被圧延材の先端部（被圧延材の先端が熱間圧延機の最下流圧延スタンドで圧延され始め
てから、被圧延材の先端が巻取り機に巻き取られるまでの間の、張力が付与されていない
状態で圧延された部分）の長さは、仕上圧延機と巻取り機との間にあるランナウトテーブ
ルの長さに略等しい。このため、被圧延材の先端部においては、ランナウトテーブルの長
さに応じて、比較的緩やかに形状が変化し、この先端部の形状を修正するための制御時間
を比較的長く確保することができる。
　一方、被圧延材の先端が巻取り機に巻き取られた後は、被圧延材に一定の張力が付与さ
れるため、被圧延材の形状は比較的安定する。しかしながら、被圧延材の後端部（被圧延
材の後端が仕上圧延機の最上流圧延スタンドを通過して以降に圧延された部分）では、ル
ーパが下降したり、各圧延スタンドから被圧延材が抜ける際の影響により、張力変動や荷
重変動が大きくなって、形状が変化しやすい。そして、被圧延材の後端部においては、先
端部に比べて急激に形状が変化し、この後端部の形状を修正するための制御時間は先端部
に比べて短時間に制限される。
【００１９】
　つまり、被圧延材の先端部及び後端部の形状変化及び制御時間を比較すると、下記の表
１のようになる。
【表１】

【００２０】
　被圧延材の後端部の形状のように、修正するための制御時間が短く、且つ、急激な変化
に対応する場合、形状制御アクチュエータの制御ゲインを大きくすることが有効であると
考えられる。一方、被圧延材の先端部については、必要以上に制御ゲインを大きくすると
、制御のオーバーシュートが生じたり、それに伴う形状制御アクチュエータの過剰な使用
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により被圧延材に穴あきが生じたり、仕上圧延機内での被圧延材のバタツキにより被圧延
材の噛み込み不良が生じるといった圧延トラブルが発生するおそれがある。このため、従
来の形状制御においては、制御時間の長い被圧延材の先端部に合わせて制御ゲインを調整
する場合が多く、その結果、被圧延材の後端部では十分に形状を修正できていない。
【００２１】
　本発明者らは、被圧延材の後端部の形状を改善するには、先端部用の制御ゲインとは別
に、後端部用の制御ゲインを形状制御アクチュエータに設定し、その後端部用の制御ゲイ
ンを少なくとも先端部用の制御ゲインよりも大きくすることが有効ではないかと考えた。
そして、本発明者らは、上記の着想に基づき、被圧延材の先端部と後端部とで形状制御ア
クチュエータの制御ゲインを切り替えることにより、被圧延材の後端部の形状不良を効果
的に低減できることを見出した。
【００２２】
　本発明は、上記の本発明者の知見に基づき完成されたものである。
　すなわち、前記課題を解決するため、本発明は、熱間圧延機を構成する複数の圧延スタ
ンドのうち、最下流圧延スタンドに被圧延材の形状を修正するための形状制御アクチュエ
ータを設置し、前記熱間圧延機の出側に被圧延材の形状を測定する形状計を設置して、予
め設定した目標形状が得られるように、前記形状計で測定した被圧延材の形状に基づき前
記形状制御アクチュエータを制御することで、熱延板の形状を制御する方法であって、
　少なくとも被圧延材の先端が前記熱間圧延機の下流に設置された巻取り機に巻き取られ
るまでは、前記形状制御アクチュエータを第１の制御ゲインで閉ループ制御し、被圧延材
の先端が前記巻取り機に巻き取られてから、前記形状計によって被圧延材の形状不良が検
出され始めるまでの間の所定のタイミングで、前記第１の制御ゲインをこれよりも大きな
第２の制御ゲインに切り替え、前記所定のタイミング以降は、前記形状制御アクチュエー
タを前記第２の制御ゲインで閉ループ制御することを特徴とする熱延板の形状制御方法を
提供する。
【００２３】
　本発明によれば、少なくとも被圧延材の先端が前記熱間圧延機の下流に設置された巻取
り機に巻き取られるまでは、最下流圧延スタンドの形状制御アクチュエータは、第１の制
御ゲインで閉ループ制御される。つまり、少なくとも被圧延材の先端部（被圧延材の先端
が熱間圧延機の最下流圧延スタンドで圧延され始めてから、被圧延材の先端が巻取り機に
巻き取られるまでの間の部分）を最下流圧延スタンドで圧延する際には、形状制御アクチ
ュエータは、第１の制御ゲインで閉ループ制御される。
　次に、本発明によれば、被圧延材の先端が巻取り機に巻き取られてから、形状計によっ
て被圧延材の形状不良が検出され始める（形状制御アクチュエータを制御しない場合に被
圧延材の形状不良が検出され始める）までの間の所定のタイミングで、第１の制御ゲイン
が第２の制御ゲインに切り替えられ、前記所定のタイミング以降は、形状制御アクチュエ
ータは、第２の制御ゲインで閉ループ制御される。そして、この第２の制御ゲインは、第
１の制御ゲインよりも大きくされる。つまり、最下流圧延スタンドで被圧延材の先端部を
圧延し終えた後、被圧延材の形状不良が検出され始める（形状計で測定した被圧延材の形
状と目標形状との差が所定値以上に大きくなる）までの間の所定のタイミング以降では、
形状制御アクチュエータは、第１の制御ゲインよりも大きな第２の制御ゲインで閉ループ
制御されることになる。被圧延材の先端部を圧延し終えた後（被圧延材の先端が巻取り機
に巻き取られた後）は、被圧延材の後端部を除き、被圧延材に一定の張力が付与され被圧
延材の形状は比較的安定するため、被圧延材の先端部以降で被圧延材の形状不良が検出さ
れ始めるのは、被圧延材の後端部内であると考えられる。このため、被圧延材の形状不良
が検出され始めるまでに第２の制御ゲインに切り替えれば、少なくとも被圧延材の後端部
の形状不良箇所を最下流圧延スタンドで圧延する際には、形状制御アクチュエータは第２
の制御ゲインで閉ループ制御されることになる。
　以上のように、本発明によれば、被圧延材の先端部を最下流圧延スタンドで圧延する際
には、形状制御アクチュエータは第１の制御ゲインで閉ループ制御され、被圧延材の後端
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部（少なくとも後端部の形状不良箇所）を最下流圧延スタンドで圧延する際には、形状制
御アクチュエータは第１の制御ゲインよりも大きな第２の制御ゲインで閉ループ制御され
る。これにより、被圧延材の先端部については圧延トラブルが発生するおそれを回避しな
がら、被圧延材の後端部の形状不良を効果的に低減可能である。
　なお、本発明において、「形状」とは、被圧延材の圧延方向の伸び率の幅方向分布を意
味する。
　また、第２の制御ゲインは、第１の制御ゲインの３～５倍の値に設定することが好まし
い。
【００２４】
　具体的には、前記第１の制御ゲインを前記第２の制御ゲインに切り替えるタイミングを
、被圧延材の後端が前記熱間圧延機を構成する最上流圧延スタンドを通過する以前に設定
することが可能である。換言すれば、第１の制御ゲインから第２の制御ゲインへの切り替
えタイミングを、被圧延材の後端部の開始点（後端部の先端）が最下流圧延スタンドで圧
延される以前に設定することが可能である。
【００２５】
　斯かる好ましい方法によれば、被圧延材の後端部内の何れに形状不良箇所が存在するの
かに関わらず、被圧延材の後端部全体に対して、形状制御アクチュエータが第２の制御ゲ
インで閉ループ制御されることになる。
　なお、前述のように、被圧延材の先端部を圧延し終えた後は、被圧延材の後端部を除き
、被圧延材に一定の張力が付与され被圧延材の形状は比較的安定する。また、被圧延材の
平坦な箇所に対して形状制御アクチュエータの制御ゲインを高く設定し過ぎると、小さな
形状変化に対しても過剰に反応してしまい、かえって形状が悪化するおそれもある。さら
には、形状計の測定誤差の影響を考慮すれば、長期に亘って制御ゲインを高く設定するの
は好ましくない。以上の理由より、第１の制御ゲインから第２の制御ゲインへの切り替え
タイミングを、被圧延材の後端が最上流圧延スタンドを通過するよりもかなり前ではなく
、最上流圧延スタンドを通過する直前に設定することがより一層好ましい。
【００２６】
　あるいは、過去の被圧延材の圧延実績（形状制御アクチュエータを制御しない場合の形
状計による複数の被圧延材の形状測定結果）に基づき、被圧延材の後端部内の何れに形状
不良箇所が存在し易いのかを求めることができる（形状計によって被圧延材の後端部にお
ける形状不良が検出され始めるのは、被圧延材の後端が何れの圧延スタンド（以下、適宜
、圧延スタンドＦｉという）を通過した以降であるのかを、過去の被圧延材の圧延実績に
基づき求めることができる）のであれば、第１の制御ゲインを第２の制御ゲインに切り替
えるタイミングを、被圧延材の後端が最上流圧延スタンドを通過してから、被圧延材の後
端が圧延スタンドＦｉを通過するまでの間に設定しても良い。
　すなわち、前記形状計によって被圧延材の後端部における形状不良が検出され始めるの
は、被圧延材の後端が前記熱間圧延機の何れの圧延スタンドＦｉを通過した以降であるの
かを、過去の被圧延材の圧延実績に基づき予め求めておき、前記第１の制御ゲインを前記
第２の制御ゲインに切り替えるタイミングを、被圧延材の後端が前記熱間圧延機を構成す
る最上流圧延スタンドを通過してから、前記予め求めた圧延スタンドＦｉを通過するまで
の間に設定することが可能である。
【００２７】
　斯かる好ましい方法によれば、被圧延材の後端部全体ではなく、被圧延材の後端部内の
形状不良箇所に対してのみ、形状制御アクチュエータが第２の制御ゲインで閉ループ制御
される可能性が高まる。このため、形状不良が生じていない平坦な箇所に対して形状制御
アクチュエータの制御ゲインを高く設定し過ぎることによる形状悪化のおそれ等を低減可
能である。
　なお、第１の制御ゲインから第２の制御ゲインへの切り替えタイミングを、被圧延材の
後端が圧延スタンドＦｉを通過するよりもかなり前ではなく、圧延スタンドＦｉを通過す
る直前に設定することがより一層好ましい。ここで、被圧延材の後端が圧延スタンドＦｉ
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を通過する直前とは、被圧延材の後端が圧延スタンドＦｉよりも一つだけ上流に位置する
圧延スタンドＦｉ－１と圧延スタンドＦｉとの間に位置することを意味し、好ましくは、
圧延スタンドＦｉ寄りの位置とされる。
【００２８】
　ここで、被圧延材の材質や寸法に応じて、被圧延材の後端部における形状変化があまり
にも急激であるため、以上に述べたように閉ループ制御される形状制御アクチュエータの
制御ゲインを高く設定（第２の制御ゲインに設定）したとしても、閉ループ制御では制御
が追いつかず、形状修正がうまくできない場合がある。この場合には、被圧延材の後端が
通過した以降に、形状計によって被圧延材の後端部における形状不良が検出され始める圧
延スタンドＦｉの上流に位置する圧延スタンド（以下、適宜、圧延スタンドＦｊという）
を通過するタイミングで（つまり、形状計によって被圧延材の後端部における形状不良が
検出され始める前に）閉ループ制御から開ループ制御に切り替えることが好ましい。
【００２９】
　すなわち、前記課題を解決するため、本発明は、熱間圧延機を構成する複数の圧延スタ
ンドのうち、最下流圧延スタンドに被圧延材の形状を修正するための形状制御アクチュエ
ータを設置し、前記熱間圧延機の出側に被圧延材の形状を測定する形状計を設置して、予
め設定した目標形状が得られるように、前記形状計で測定した被圧延材の形状に基づき前
記形状制御アクチュエータを制御することで、熱延板の形状を制御する方法であって、前
記形状計によって被圧延材の後端部における形状不良が検出され始めるのは、被圧延材の
後端が前記熱間圧延機の何れの圧延スタンドＦｉを通過した以降であるのかを、過去の被
圧延材の圧延実績に基づき予め求めておき、被圧延材の後端が前記予め求めた圧延スタン
ドＦｉの上流に位置する圧延スタンドＦｊを通過するまでは、前記形状制御アクチュエー
タを第１の制御ゲインで閉ループ制御し、被圧延材の後端が前記上流に位置する圧延スタ
ンドＦｊを通過した後には、前記形状制御アクチュエータを第３の制御ゲインで開ループ
制御することを特徴とする熱延板の形状制御方法としても提供される。
【００３０】
　本発明によれば、少なくとも被圧延材の先端部（被圧延材の先端が熱間圧延機の最下流
圧延スタンドで圧延され始めてから、被圧延材の先端が巻取り機に巻き取られるまでの間
の部分）と、被圧延材の後端部を除く形状が比較的安定した部分（一定の張力が付与され
る部分）とを最下流圧延スタンドで圧延する際、形状制御アクチュエータは、第１の制御
ゲインで閉ループ制御される。
　次に、本発明によれば、被圧延材の後端が予め求めた圧延スタンドＦｉの上流に位置す
る圧延スタンドＦｊを通過するタイミングで（形状計によって被圧延材の後端部における
形状不良が検出され始める前に）、閉ループ制御が開ループ制御に切り替えられる。この
ため、被圧延材の後端部における形状変化が非常に急激であったとしても、制御が追いつ
き、形状修正をうまく行えることが期待できる。
　以上のように、本発明によれば、被圧延材の先端部を最下流圧延スタンドで圧延する際
には、形状制御アクチュエータは第１の制御ゲインで閉ループ制御され、被圧延材の後端
部（少なくとも後端部の形状不良箇所）を最下流圧延スタンドで圧延する際には、形状制
御アクチュエータは第３の制御ゲインで開ループ制御される。これにより、被圧延材の先
端部については圧延トラブルが発生するおそれを回避しながら、被圧延材の後端部の形状
不良を効果的に低減可能である。
　なお、圧延スタンドＦｊ及び開ループ制御の制御ゲイン（第３の制御ゲイン）は、過去
の被圧延材の圧延実績（形状制御アクチュエータを制御しない場合の形状計による複数の
被圧延材の形状測定結果）に基づいて被圧延材の形状（圧延方向の形状分布）を予測し、
該形状予測値をうまく修正できるように決定すればよい。
【００３１】
　本発明において、第３の制御ゲインで形状制御アクチュエータを開ループ制御すること
によって得られる被圧延材の形状と目標形状との差が大きい場合には、第３の制御ゲイン
で形状制御アクチュエータを開ループ制御するよりもむしろ、前述した第２の制御ゲイン
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で形状制御アクチュエータを閉ループ制御した方が、目標形状との差が小さくなる可能性
がある。従って、第３の制御ゲインで形状制御アクチュエータを開ループ制御することに
よって得られる被圧延材の形状と目標形状との差に応じて、第３の制御ゲインでの開ルー
プ制御を維持するか、或いは、第２の制御ゲインでの閉ループ制御に変更するのかを切り
替えることが好ましい。
　すなわち、被圧延材の後端が前記上流に位置する圧延スタンドＦｊを通過した後、前記
形状制御アクチュエータを第３の制御ゲインで開ループ制御している際に、前記形状計で
測定した被圧延材の形状と予め設定した目標形状との差が所定値以上の場合には、前記形
状制御アクチュエータを第３の制御ゲインで開ループ制御することに代えて、前記形状制
御アクチュエータを前記第１の制御ゲインよりも大きな第２の制御ゲインで閉ループ制御
することが好ましい。
【００３２】
　本発明で用いる形状計としては、非接触式のものが好ましい。接触式の形状計を用いる
と、被圧延材のバタツキ等によって形状計が破損することを回避するために、被圧延材の
先端部や後端部が通過する際に形状計を退避させる必要が生じ、被圧延材の先端部や後端
部の形状を測定できない場合があるからである。
　本発明では、非接触式の形状計の中でも、短時間で急激に形状が変化する被圧延材の後
端部にも適用できるように、応答性や測定精度に優れた形状計を用いることが好ましい。
また、非接触式の形状計の中でも、蛇行が発生し易い被圧延材の先端部や後端部に適用で
きるように、被圧延材の蛇行に追従し、被圧延材の幅方向の一定位置の形状を測定可能な
形状計を用いることが好ましい。これらの観点より、本発明で用いる非接触式の形状計と
しては、被圧延材の蛇行に追従し、高応答で且つ高精度に測定できる、特許文献４に記載
のような線状パターン投影方式を採用することが好ましい。
【００３３】
　すなわち、前記形状計は、線状パターンを被圧延材の表面に投影する投影機と、前記投
影された線状パターンを撮像する撮像装置とを備え、前記撮像装置で撮像した線状パター
ンの歪みに基づいて前記被圧延材の形状を測定する構成であって、前記線状パターンの歪
みを算出する領域が、検出した前記被圧延材の幅方向エッジに基づいて、前記被圧延材の
幅方向の一定位置に設定されるものであることが好ましい。
【００３４】
　また、前記課題を解決するため、本発明は、前述した何れかの形状制御方法を用いて熱
延板を製造することを特徴とする熱延板の製造方法としても提供される。
【００３５】
　さらに、前記課題を解決するため、本発明は、複数の圧延スタンドを備えた熱間圧延機
と、前記複数の圧延スタンドのうち最下流圧延スタンドに設置され、被圧延材の形状を修
正するための形状制御アクチュエータと、前記熱間圧延機の出側に設置され、被圧延材の
形状を測定する形状計と、前記形状制御アクチュエータを制御する制御手段とを備え、前
記制御手段は、前記形状計で測定した被圧延材の形状に基づき前記形状制御アクチュエー
タを制御することで、前述した何れかの形状制御方法を実行することを特徴とする熱延板
の製造装置としても提供される。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、被圧延材の先端部については圧延トラブルが発生するおそれを回避し
ながら、被圧延材の後端部の形状不良を効果的に低減可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る熱延鋼板製造装置の概略構成を示す模式図
である。
【図２】図２は、図１に示す制御手段の具体的構成を概略的に示す模式図である。
【図３】図３は、図１に示す制御手段が実行する制御方法を概略的に示すフロー図である
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。
【図４】図４は、本発明の第２実施形態の制御手段の具体的構成を概略的に示す模式図で
ある。
【図５】図５は、図４に示す制御手段が実行する制御方法を概略的に示すフロー図である
。
【図６】図６は、各種の材質からなる被圧延材について、それらの板厚と、ワークロール
ベンダーを制御せずに被圧延材の圧延方向の適宜の位置で測定した急峻度（被圧延材の先
端が巻取り機に巻き取られた後の急峻度）との関係を示すグラフである。
【図７】図７は、本発明の第３の実施形態の制御手段の具体的構成を概略的に示す模式図
である。
【図８】図８は、図７に示す制御手段が実行する制御方法を概略的に示すフロー図である
。
【図９】図９は、比較例１の圧延結果を示すグラフである。
【図１０】図１０は、比較例２の圧延結果を示すグラフである。
【図１１】図１１は、実施例１の圧延結果を示すグラフである。
【図１２】図１２は、多数の被圧延材について、実施例１及び比較例２と同様の圧延試験
を行い、各被圧延材の後端部について測定した急峻度の分布を評価した結果を示すグラフ
である。
【図１３】図１３は、実施例２の圧延結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、添付図面を適宜参照しつつ、本発明の実施形態について、熱延板が熱延鋼板であ
る場合を例に挙げて説明する。
【００３９】
　＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態に係る熱延鋼板製造装置の概略構成を示す模式図である
。
　図１に示すように、本実施形態に係る熱延鋼板製造装置１００は、熱間圧延機（仕上圧
延機）１と、形状制御アクチュエータ（本実施形態ではワークロールベンダー）２と、形
状計３と、制御手段４とを備えている。また、本実施形態に係る熱延鋼板製造装置１００
は、ランナウトテーブル５と、巻取り機６と、プロセスコンピュータ７とを備えている。
【００４０】
　仕上圧延機１は、図１に白抜き矢符で示す被圧延材Ｍの搬送方向（圧延方向）上流側か
ら下流側に向けて順に設置された複数の圧延スタンドＦ１～Ｆ７を備えている。
【００４１】
　ワークロールベンダー２は、複数の圧延スタンドＦ１～Ｆ７のうち、最下流の圧延スタ
ンドＦ７に設置され、被圧延材Ｍの形状を修正する。
【００４２】
　形状計３は、仕上圧延機１の出側に設置され、被圧延材Ｍの形状を測定する。本実施形
態では、形状計３として、被圧延材Ｍの蛇行に追従して、被圧延材Ｍの幅方向の一定位置
の形状を測定できる線状パターン投影方式の形状計が用いられている。具体的には、形状
計３は、線状パターンを被圧延材Ｍの表面に投影する投影機と、前記投影された線状パタ
ーンを撮像する撮像装置とを備え、前記撮像装置で撮像した線状パターンの歪みに基づい
て被圧延材Ｍの形状を測定する構成である。形状計３では、前記線状パターンの歪みを算
出する領域が、検出した被圧延材Ｍの幅方向エッジに基づいて、被圧延材Ｍの幅方向の一
定位置に設定されている。形状計３のより具体的な構成は、前述した特許文献４に記載の
構成と同様であるため、ここではその詳細な説明は省略する。
【００４３】
　制御手段４は、プロセスコンピュータ７によって指定された目標形状が得られるように
、形状計３で測定した被圧延材Ｍの形状に基づきワークロールベンダー２を制御する。本
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実施形態の制御手段４は、ワークロールベンダー２を閉ループ制御（ＰＩ制御）する構成
とされている。
【００４４】
　以上の構成を有する熱延鋼板製造装置１００において、被圧延材Ｍは仕上圧延機１で所
定の寸法に圧延されて熱延鋼板とされる。この熱延鋼板は、ランナウトテーブル５におい
て冷却された後、巻取り機６によってコイル状に巻き取られる。　　
【００４５】
　図２は、図１に示す制御手段４の具体的構成を概略的に示す模式図である。図３は、図
１に示す制御手段４が実行する制御方法を概略的に示すフロー図である。
　図２に示すように、本実施形態の制御手段４は、先端部用形状解析部４１Ａと、後端部
用形状解析部４１Ｂと、先端部用形状制御部４２Ａと、後端部用形状制御部４２Ｂと、切
替部４３とを備えている。
【００４６】
　先端部用形状解析部４１Ａ及び後端部用形状解析部４１Ｂのそれぞれには、形状計３で
測定した被圧延材Ｍの形状（具体的には、被圧延材Ｍの長手方向の一定区間における、被
圧延材Ｍの幅方向中央部の伸び率εＣＥＮＴと、被圧延材Ｍの幅方向中央部以外（一般的
には、エッジ近傍）の伸び率εＥＤＧＥ）が入力される。
　先端部用形状解析部４１Ａ及び後端部用形状解析部４１Ｂは、形状計３から入力された
伸び率εＣＥＮＴと伸び率εＥＤＧＥとの差である伸び差率Δε（＝εＣＥＮＴ－εＥＤ

ＧＥ）を算出した後、以下の式（１）で表される急峻度λ（％）を算出する。
【数１】

【００４７】
　先端部用形状制御部４２Ａには、先端部用形状解析部４１Ａで算出された急峻度λが入
力される。また、先端部用形状制御部４２Ａには、プロセスコンピュータ７から被圧延材
Ｍに応じた目標形状（具体的には、目標とする急峻度λ０）が入力される。さらに、先端
部用形状制御部４２Ａには、プロセスコンピュータ７から被圧延材Ｍに応じた第１の制御
ゲインＧ１が入力される。そして、先端部用形状制御部４２Ａは、目標急峻度λ０に対す
る急峻度λの偏差（＝λ－λ０）を算出し、この偏差に第１の制御ゲインＧ１を適用して
、ワークロールベンダー２の操作量を演算する。
　同様に、後端部用形状制御部４２Ｂには、後端部用形状解析部４１Ｂで算出された急峻
度λが入力される。また、後端部用形状制御部４２Ｂには、プロセスコンピュータ７から
被圧延材Ｍに応じた目標形状（具体的には、目標とする急峻度λ０）が入力される。さら
に、後端部用形状制御部４２Ｂには、プロセスコンピュータ７から被圧延材Ｍに応じた第
２の制御ゲインＧ２が入力される。そして、後端部用形状制御部４２Ｂは、目標急峻度λ

０に対する急峻度λの偏差（＝λ－λ０）を算出し、この偏差に第２の制御ゲインＧ２を
適用して、ワークロールベンダー２の操作量を演算する。
【００４８】
　第２の制御ゲインＧ２は、第１の制御ゲインＧ１よりも大きな値に設定されている。本
実施形態では、ワークロールベンダー２を閉ループ制御（ＰＩ制御）するため、第１の制
御ゲインＧ１及び第２の制御ゲインＧ２は、比例ゲイン及び積分ゲインから構成されてい
る。従って、第２の制御ゲインＧ２の比例ゲインは第１の制御ゲインＧ１の比例ゲインよ
りも大きな値に設定され、第２の制御ゲインＧ２の積分ゲインは第１の制御ゲインＧ１の
積分ゲインよりも大きな値に設定されている。
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【００４９】
　切替部４３は、プロセスコンピュータ７から入力される被圧延材Ｍの位置情報（本実施
形態では被圧延材Ｍの後端の位置情報）に基づき、ワークロールベンダー２に先端部用形
状制御部４２Ａ及び後端部用形状制御部４２Ｂの何れを接続するかを切り替える。つまり
、切替部４３は、先端部用形状制御部４２Ａから出力される操作量でワークロールベンダ
ー２を操作するか（ワークロールベンダー２を第１の制御ゲインＧ１で閉ループ制御する
か）、或いは、後端部用形状制御部４２Ｂから出力される操作量でワークロールベンダー
２を操作するか（ワークロールベンダー２を第２の制御ゲインＧ２で閉ループ制御するか
）を切り替えることになる。以下、図３を適宜参照しつつ、切替部４３の切替動作につい
て、より具体的に説明する。
【００５０】
　本実施形態では、過去の被圧延材Ｍの圧延実績（ワークロールベンダー２を制御しない
場合の形状計３による複数の被圧延材の形状測定結果）に基づき、形状計３によって被圧
延材Ｍの後端部における形状不良が検出され始めるのは、被圧延材Ｍの後端が圧延スタン
ドＦｉ（例えば、圧延スタンドＦ４）を通過した以降であることが予め求められ、切替部
４３に設定される。
　切替部４３は、被圧延材Ｍの先端を最下流圧延スタンドＦ７で圧延し始めてから後述す
る所定のタイミングまでは、先端部用形状制御部４２Ａとワークロールベンダー２とを接
続する。これにより、ワークロールベンダー２は、第１の制御ゲインＧ１で閉ループ制御
される（図３のステップＳ１１）。そして、切替部４３は、プロセスコンピュータ７から
入力された被圧延材Ｍの後端の位置情報に基づき、被圧延材Ｍの後端が最上流圧延スタン
ドＦ１を通過してから、被圧延材の後端が予め求めた圧延スタンドＦｉを通過するまでの
間の所定のタイミングで（本実施形態では、好ましい態様として被圧延材の後端が圧延ス
タンドＦｉを通過する直前に）、先端部用形状制御部４２Ａとワークロールベンダー２と
の接続を、後端部用形状制御部４２Ｂとワークロールベンダー２との接続に切り替える（
図３のステップＳ１２）。これにより、前記所定のタイミング以降、ワークロールベンダ
ー２は、第２の制御ゲインＧ２で閉ループ制御される（図３のステップＳ１３）。
【００５１】
　以上に説明した本実施形態に係る熱延鋼板製造装置１００によれば、被圧延材Ｍの先端
部を最下流圧延スタンドＦ７で圧延する際には、ワークロールベンダー２は第１の制御ゲ
インＧ１で閉ループ制御され、被圧延材Ｍの後端部（少なくとも後端部の形状不良箇所）
を最下流圧延スタンドＦ７で圧延する際には、ワークロールベンダー２は第１の制御ゲイ
ンＧ１よりも大きな第２の制御ゲインＧ２で閉ループ制御される。これにより、被圧延材
Ｍの先端部については圧延トラブルが発生するおそれを回避しながら、被圧延材Ｍの後端
部の形状不良を効果的に低減可能である。
【００５２】
　なお、本実施形態では、前述のように、好ましい態様として、切替部４３による切り替
えタイミングを、被圧延材Ｍの後端が圧延スタンドＦｉを通過する直前に設定している。
しかしながら、本発明は、これに限るものではなく、切替部４３による切り替えタイミン
グを、被圧延材Ｍの後端が最上流圧延スタンドＦ１を通過してから、被圧延材Ｍの後端が
予め求めた圧延スタンドＦｉを通過するまでの間の所定のタイミングに設定することが可
能である。或いは、切替部４３による切り替えタイミングを、被圧延材Ｍの後端が最上流
圧延スタンドＦ１を通過する以前（好ましくは、被圧延材Ｍの後端が最上流圧延スタンド
Ｆ１を通過する直前）に設定してもよい。
【００５３】
　＜第２実施形態＞
　本実施形態に係る熱延鋼板製造装置も、図１に示す第１実施形態に係る熱延鋼板製造装
置１００と同様に、熱間圧延機（仕上圧延機）１と、形状制御アクチュエータ（本実施形
態ではワークロールベンダー）２と、形状計３と、制御手段４Ａと、ランナウトテーブル
５と、巻取り機６と、プロセスコンピュータ７とを備えている。
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　ただし、本実施形態に係る熱延鋼板製造装置は、制御手段４Ａの具体的構成及び制御手
段４Ａが実行する制御方法が第１実施形態と異なる。
　以下、第１実施形態と共通する点については適宜説明を省略し、主として第１実施形態
と異なる点について説明する。
【００５４】
　図４は、本実施形態の制御手段４Ａの具体的構成を概略的に示す模式図である。図５は
、図４に示す制御手段４Ａが実行する制御方法を概略的に示すフロー図である。
　図４に示すように、本実施形態の制御手段４Ａも、第１実施形態の制御手段４と同様に
、先端部用形状解析部４１Ａと、後端部用形状解析部４１Ｂと、先端部用形状制御部４２
Ａと、第１の後端部用形状制御部４２Ｂと、切替部４３とを備えている。さらに、本実施
形態の制御手段４Ａは、第２の後端部用形状制御部４２Ｃを備えている。
【００５５】
　先端部用形状解析部４１Ａ及び後端部用形状解析部４１Ｂのそれぞれには、第１実施形
態と同様に、形状計３で測定した被圧延材Ｍの形状が入力される。そして、先端部用形状
解析部４１Ａ及び後端部用形状解析部４１Ｂは、第１実施形態と同様に、形状計３から入
力された被圧延材Ｍの形状に基づき、前述した式（１）で表される急峻度λ（％）を算出
する。
【００５６】
　先端部用形状制御部４２Ａは、第１実施形態と同様に、目標急峻度λ０に対する急峻度
λの偏差（＝λ－λ０）を算出し、この偏差に第１の制御ゲインＧ１を適用して、ワーク
ロールベンダー２の操作量を演算する。
　第１の後端部用形状制御部４２Ｂは、第１実施形態の後端部用形状制御部４２Ｂと同様
に、急峻度λ０に対する急峻度λの偏差（＝λ－λ０）を算出し、この偏差に第２の制御
ゲインＧ２を適用して、ワークロールベンダー２の操作量を演算する。
【００５７】
　第２の制御ゲインＧ２は、第１の制御ゲインＧ１よりも大きな値に設定されている。本
実施形態の先端部用形状制御部４２Ａ及び第１の後端部用形状制御部４２Ｂは、ワークロ
ールベンダー２を閉ループ制御（ＰＩ制御）するため、第１の制御ゲインＧ１及び第２の
制御ゲインＧ２は、比例ゲイン及び積分ゲインから構成されている。従って、第２の制御
ゲインＧ２の比例ゲインは第１の制御ゲインＧ１の比例ゲインよりも大きな値に設定され
、第２の制御ゲインＧ２の積分ゲインは第１の制御ゲインＧ１の積分ゲインよりも大きな
値に設定されている。
【００５８】
　第２の後端部形状制御部４２Ｃは、ワークロールベンダー２を開ループ制御する。第２
の後端部用形状制御部４２Ｃには、後端部用形状解析部４１Ｂで算出された急峻度の代表
値λｒ（例えば、被圧延材Ｍの後端が後述する圧延スタンドＦｊを通過する直前に形状計
３で測定された形状から算出された急峻度）が入力される。また、第２の後端部用形状制
御部４２Ｃには、プロセスコンピュータ７から被圧延材Ｍに応じた目標形状（具体的には
、目標とする急峻度λ０）が入力される。さらに、第２の後端部用形状制御部４２Ｃには
、プロセスコンピュータ７から被圧延材Ｍに応じた第３の制御ゲインＧ３及び圧延スタン
ドＦｊの情報（圧延スタンドＦｊが何れの圧延スタンドであるのかという情報）が入力さ
れる。そして、第２の後端部用形状制御部４２Ｃは、目標急峻度λ０に対する急峻度λｒ
の偏差（＝λｒ－λ０）を算出し、この偏差に第３の制御ゲインＧ３を適用して、ワーク
ロールベンダー２の操作量を演算する。
【００５９】
　切替部４３は、プロセスコンピュータ７から入力される被圧延材Ｍの位置情報（本実施
形態では被圧延材Ｍの後端の位置情報）に基づき、ワークロールベンダー２に先端部用形
状制御部４２Ａ、第１の後端部用形状制御部４２Ｂ及び第２の後端部用形状制御部４２Ｃ
の何れを接続するかを切り替える。つまり、切替部４３は、先端部用形状制御部４２Ａか
ら出力される操作量でワークロールベンダー２を操作するか（ワークロールベンダー２を
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第１の制御ゲインＧ１で閉ループ制御するか）、第１の後端部用形状制御部４２Ｂから出
力される操作量でワークロールベンダー２を操作するか（ワークロールベンダー２を第２
の制御ゲインＧ２で閉ループ制御するか）、或いは、第２の後端部用形状制御部４２Ｃか
ら出力される操作量でワークロールベンダー２を操作するか（ワークロールベンダー２を
第３の制御ゲインＧ３で開ループ制御するか）を切り替えることになる。以下、図５を適
宜参照しつつ、切替部４３の切替動作について、より具体的に説明する。
【００６０】
　被圧延材Ｍの材質や寸法に応じて、被圧延材Ｍの後端部における形状変化があまりにも
急激であるため、第１実施形態のように、ワークロールベンダー２を閉ループ制御する際
の制御ゲインを第１の制御ゲインＧ１から第２の制御ゲインＧ２に高めたとしても、閉ル
ープ制御では制御が追いつかず、形状修正がうまくできない場合がある。従って、本実施
形態では、被圧延材Ｍの材質や寸法（板厚、板幅、板クラウンなど）に応じて、被圧延材
Ｍを複数のグループに区分し、後端部における形状変化が急激であるため閉ループ制御で
は形状修正がうまくできないグループ（以下、適宜、第１グループという）に属する被圧
延材Ｍについては、第１の実施形態とは異なる制御方法を適用している。一方、第１グル
ープに属する被圧延材Ｍに比べれば後端部における形状変化が急激でないため閉ループ制
御でも形状修正が可能なグループ（以下、適宜、第２グループという）に属する被圧延材
Ｍについては、第１の実施形態と同じ制御方法を適用している。
【００６１】
　具体的には、切替部４３には、今回圧延する被圧延材Ｍが、後端部における形状変化が
急激である第１グループに属するか否かの情報が、プロセスコンピュータ７から入力され
る（図５のステップＳ２１）。そして、被圧延材Ｍが第１グループに属さない（第２グル
ープに属する）場合、切替部４３は、第１実施形態と同様の動作を実行し、これにより、
第１実施形態と同様の制御方法が実行される（図５のステップＳ２２～Ｓ２４）。
【００６２】
　一方、被圧延材Ｍが第１グループに属する場合、切替部４３は、被圧延材Ｍの先端を最
下流圧延スタンドＦ７で圧延し始めてから、被圧延材Ｍの後端が圧延スタンドＦｉ（前述
のように、過去の被圧延材Ｍの圧延実績に基づき予め求めた圧延スタンド）の上流に位置
する圧延スタンドＦｊ（例えば、圧延スタンドＦ３）を通過するまでは、先端部用形状制
御部４２Ａとワークロールベンダー２とを接続する。これにより、ワークロールベンダー
２は、第１の制御ゲインＧ１で閉ループ制御される（図５のステップＳ２５）。そして、
切替部４３は、プロセスコンピュータ７から入力された被圧延材Ｍの後端の位置情報に基
づき、被圧延材Ｍの後端が圧延スタンドＦｊを通過するタイミングで、先端部用形状制御
部４２Ａとワークロールベンダー２との接続を、第２の後端部用形状制御部４２Ｃとワー
クロールベンダー２との接続に切り替える（図５のステップＳ２６）。これにより、被圧
延材Ｍの後端が圧延スタンドＦｊを通過した後には、ワークロールベンダー２は、第３の
制御ゲインＧ３で開ループ制御される（図３のステップＳ２７）。
【００６３】
　なお、圧延スタンドＦｊ及び第３の制御ゲインＧ３は、過去の被圧延材Ｍの圧延実績（
ワークロールベンダー２を制御しない場合の形状計３による複数の被圧延材の形状測定結
果）に基づいて被圧延材Ｍの形状（圧延方向の形状分布）を予測し、該形状予測値をうま
く修正できるように決定すればよい。　
【００６４】
　図６は、炭素含有量が０．０２重量％未満の極低炭素鋼、炭素含有量が０．１重量％以
上０．２重量％以下の中炭素鋼、引張り強さが６０ｋｇ／ｃｍ２以上の高張力鋼からなる
各被圧延材Ｍについて、それらの板厚と、ワークロールベンダー２を制御せずに被圧延材
Ｍの圧延方向の適宜の位置で測定した急峻度（被圧延材の先端が巻取り機に巻き取られた
後の急峻度）との関係を示すグラフである。図６から分かるように、被圧延材Ｍの材質や
寸法（板厚）に応じて急峻度の変化（圧延方向の形状分布に相当）は傾向が異なり、なお
且つ、その急峻度の変化は被圧延材Ｍの材質や寸法に応じて概ね予測可能である。例えば
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、板厚の小さい方が中伸びの形状不良が発生し易く、その傾向は、特に高張力鋼からなる
被圧延材Ｍについて顕著であることが分かる。従って、後端部における形状変化が非常に
急激である被圧延材Ｍについては、図６に示すような過去の被圧延材Ｍの圧延実績に基づ
き、被圧延材Ｍの材質や寸法に応じて区分された各グループ毎に被圧延材Ｍの形状（圧延
方向の形状分布）を予測し、該形状予測値をうまく修正できるように、圧延スタンドＦｊ
及び第３の制御ゲインＧ３を決定すればよい。
【００６５】
　以上に説明した本実施形態に係る熱延鋼板製造装置１００によれば、後端部における形
状変化が急激であるため閉ループ制御では形状修正がうまくできない第１グループに属す
る被圧延材Ｍについては、被圧延材Ｍの後端が予め求めた圧延スタンドＦｉの上流に位置
する圧延スタンドＦｊを通過するタイミングで（形状計３によって被圧延材Ｍの後端部に
おける形状不良が検出され始める前に）、閉ループ制御が開ループ制御に切り替えられる
。このため、被圧延材Ｍの後端部における形状変化が非常に急激であったとしても、制御
が追いつき、形状修正をうまく行えることが期待できる。
【００６６】
　＜第３実施形態＞
　本実施形態に係る熱延鋼板製造装置も、図１に示す第１実施形態に係る熱延鋼板製造装
置１００や、第２実施形態に係る熱延鋼板製造装置と同様に、熱間圧延機（仕上圧延機）
１と、形状制御アクチュエータ（本実施形態ではワークロールベンダー）２と、形状計３
と、制御手段４Ｂと、ランナウトテーブル５と、巻取り機６と、プロセスコンピュータ７
とを備えている。
　ただし、本実施形態に係る熱延鋼板製造装置は、制御手段４Ｂの具体的構成及び制御手
段４Ｂが実行する制御方法が、第１実施形態や第２実施形態と異なる。
　以下、第１実施形態や第２実施形態と共通する点については適宜説明を省略し、主とし
て第１実施形態や第２実施形態と異なる点について説明する。
【００６７】
　図７は、本実施形態の制御手段４Ｂの具体的構成を概略的に示す模式図である。図８は
、図７に示す制御手段４Ｂが実行する制御方法を概略的に示すフロー図である。
　図７に示すように、本実施形態の制御手段４Ｂも、第２実施形態の制御手段４Ａと同様
に、先端部用形状解析部４１Ａと、第１の後端部用形状解析部４１Ｂと、先端部用形状制
御部４２Ａと、第１の後端部用形状制御部４２Ｂと、第２の後端部用形状制御部４２Ｃと
、切替部４３とを備えている。さらに、本実施形態の制御手段４Ｂは、第２の後端部用形
状解析部４１Ｃと、切替部制御手段４４とを備えている。
【００６８】
　先端部用形状解析部４１Ａには、第２実施形態と同様に、形状計３で測定した被圧延材
Ｍの形状が入力される。そして、先端部用形状解析部４１Ａは、第２実施形態と同様に、
形状計３から入力された被圧延材Ｍの形状に基づき、前述した式（１）で表される急峻度
λ（％）を算出する。また、第１の後端部用形状解析部４１Ｂには、第２実施形態の後端
部形状解析部４１Ｂと同様に、形状計３で測定した被圧延材Ｍの形状が入力される。そし
て、第１の後端部用形状解析部４１Ｂは、第２実施形態の後端部形状解析部４１Ｂと同様
に、形状計３から入力された被圧延材Ｍの形状に基づき、前述した式（１）で表される急
峻度λ（％）を算出する。さらに、第２の後端部用形状解析部４１Ｃにも、第１の後端部
用形状解析部４１Ｂと同様に、形状計３で測定した被圧延材Ｍの形状が入力される。そし
て、第２の後端部用形状解析部４１Ｃは、第１の後端部用形状解析部４１Ｂと同様に、形
状計３から入力された被圧延材Ｍの形状に基づき、前述した式（１）で表される急峻度λ
（％）を算出する。
【００６９】
　先端部用形状制御部４２Ａは、第２実施形態と同様に、目標急峻度λ０に対する急峻度
λの偏差（＝λ－λ０）を算出し、この偏差に第１の制御ゲインＧ１を適用して、ワーク
ロールベンダー２の操作量を演算する。
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　第１の後端部用形状制御部４２Ｂは、第２実施形態と同様に、急峻度λ０に対する急峻
度λの偏差（＝λ－λ０）を算出し、この偏差に第２の制御ゲインＧ２を適用して、ワー
クロールベンダー２の操作量を演算する。
　切替部制御手段４４には、第２の後端部用形状解析部４１Ｃで算出された急峻度λが入
力される。また、切替部制御手段４４には、プロセスコンピュータ７から被圧延材Ｍに応
じた目標形状（具体的には、目標とする急峻度λ０）が入力される。そして、切替部制御
手段４４は、目標急峻度λ０に対する急峻度λの偏差（＝λ－λ０）を算出し、この偏差
が所定値以上である場合には、切替部４３を制御する。
【００７０】
　第２の制御ゲインＧ２は、第１の制御ゲインＧ１よりも大きな値に設定されている。本
実施形態の先端部用形状制御部４２Ａ及び第１の後端部用形状制御部４２Ｂは、ワークロ
ールベンダー２を閉ループ制御（ＰＩ制御）するため、第１の制御ゲインＧ１及び第２の
制御ゲインＧ２は、比例ゲイン及び積分ゲインから構成されている。従って、第２の制御
ゲインＧ２の比例ゲインは第１の制御ゲインＧ１の比例ゲインよりも大きな値に設定され
、第２の制御ゲインＧ２の積分ゲインは第１の制御ゲインＧ１の積分ゲインよりも大きな
値に設定されている。
【００７１】
　第２の後端部形状制御部４２Ｃは、ワークロールベンダー２を開ループ制御する。第２
の後端部用形状制御部４２Ｃには、第１の後端部用形状解析部４１Ｂで算出された急峻度
の代表値λｒ（例えば、被圧延材Ｍの後端が後述する圧延スタンドＦｊを通過する直前に
形状計３で測定された形状から算出された急峻度）が入力される。また、第２の後端部用
形状制御部４２Ｃには、プロセスコンピュータ７から被圧延材Ｍに応じた目標形状（具体
的には、目標とする急峻度λ０）が入力される。さらに、第２の後端部用形状制御部４２
Ｃには、プロセスコンピュータ７から被圧延材Ｍに応じた第３の制御ゲインＧ３及び圧延
スタンドＦｊの情報（圧延スタンドＦｊが何れの圧延スタンドであるのかという情報）が
入力される。そして、第２の後端部用形状制御部４２Ｃは、目標急峻度λ０に対する急峻
度λｒの偏差（＝λｒ－λ０）を算出し、この偏差に第３の制御ゲインＧ３を適用して、
ワークロールベンダー２の操作量を演算する。
【００７２】
　切替部４３は、プロセスコンピュータ７から入力される被圧延材Ｍの位置情報（本実施
形態では被圧延材Ｍの後端の位置情報）に基づき、ワークロールベンダー２に先端部用形
状制御部４２Ａ、第１の後端部用形状制御部４２Ｂ及び第２の後端部用形状制御部４２Ｃ
の何れを接続するかを切り替える。つまり、切替部４３は、先端部用形状制御部４２Ａか
ら出力される操作量でワークロールベンダー２を操作するか（ワークロールベンダー２を
第１の制御ゲインＧ１で閉ループ制御するか）、第１の後端部用形状制御部４２Ｂから出
力される操作量でワークロールベンダー２を操作するか（ワークロールベンダー２を第２
の制御ゲインＧ２で閉ループ制御するか）、或いは、第２の後端部用形状制御部４２Ｃか
ら出力される操作量でワークロールベンダー２を操作するか（ワークロールベンダー２を
第３の制御ゲインＧ３で開ループ制御するか）を切り替えることになる。
　また、ワークロールベンダー２に第２の後端部用形状制御部４２Ｃが接続されている際
（ワークロールベンダー２を第３の制御ゲインＧ３で開ループ制御している際）に、切替
部制御手段４４で算出した偏差が所定値以上になった場合には、切替部制御手段４４から
切替部４３に制御信号が入力される。この制御信号の入力により、切替部４３は、ワーク
ロールベンダー２に第１の後端部用形状制御部４２Ｂを接続する。これにより、第１の後
端部用形状制御部４２Ｂから出力される操作量でワークロールベンダー２が操作される（
ワークロールベンダー２が第２の制御ゲインＧ２で閉ループ制御される）ことになる。以
下、図８を適宜参照しつつ、切替部４３の切替動作について、より具体的に説明する。
【００７３】
　第２実施形態と同様に、切替部４３には、今回圧延する被圧延材Ｍが、後端部における
形状変化が急激である第１グループに属するか否かの情報が入力される（図８のステップ
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Ｓ３１）。そして、被圧延材Ｍが第１グループに属さない（第２グループに属する）場合
、切替部４３は、第１実施形態と同様の動作を実行し、これにより、第１実施形態と同様
の制御方法が実行される（図８のステップＳ３２～Ｓ３４）。
【００７４】
　一方、被圧延材Ｍが第１グループに属する場合、切替部４３は、第２実施形態と同様に
、被圧延材Ｍの先端を最下流圧延スタンドＦ７で圧延し始めてから、被圧延材Ｍの後端が
圧延スタンドＦｊを通過するまでは、先端部用形状制御部４２Ａとワークロールベンダー
２とを接続する。これにより、ワークロールベンダー２は、第１の制御ゲインＧ１で閉ル
ープ制御される（図８のステップＳ３５）。そして、切替部４３は、第２実施形態と同様
に、プロセスコンピュータ７から入力された被圧延材Ｍの後端の位置情報に基づき、被圧
延材Ｍの後端が圧延スタンドＦｊを通過するタイミングで、先端部用形状制御部４２Ａと
ワークロールベンダー２との接続を、第２の後端部用形状制御部４２Ｃとワークロールベ
ンダー２との接続に切り替える（図８のステップＳ３６）。これにより、被圧延材Ｍの後
端が圧延スタンドＦｊを通過した後には、ワークロールベンダー２は、第３の制御ゲイン
Ｇ３で開ループ制御される（図８のステップＳ３７）。
【００７５】
　ワークロールベンダー２が第３の制御ゲインＧ３で開ループ制御されている際に、切替
部制御手段４４から切替部４３に制御信号が入力された場合（切替部制御手段４４で算出
した偏差が所定値以上になった場合）、切替部４３は、第２の後端部用形状制御部４２Ｃ
とワークロールベンダー２との接続を、第１の後端部用形状制御部４２Ｂとワークロール
ベンダー２との接続に切り替える（図８のステップＳ３８のＹｅｓ）。これにより、ワー
クロールベンダー２は、第２の制御ゲインＧ２で閉ループ制御される（図８のステップＳ
３９）。
　一方、ワークロールベンダー２が第３の制御ゲインＧ３で開ループ制御されている際に
、切替部制御手段４４から切替部４３に制御信号が入力されなかった場合（切替部制御手
段４４で算出した偏差が所定値未満である場合）、切替部４３は、第２の後端部用形状制
御部４２Ｃとワークロールベンダー２との接続を維持する（図８のステップＳ３８のＮｏ
）。これにより、ワークロールベンダー２は、第３の制御ゲインＧ３で閉ループ制御され
たままとなる（図８のステップＳ４０）。
【００７６】
　以上に説明した本実施形態に係る熱延鋼板製造装置１００によれば、第３の制御ゲイン
Ｇ３でワークロールベンダー２を開ループ制御することによって得られる被圧延材Ｍの形
状（急峻度λ）と目標形状（目標急峻度λ０）との差が大きい場合には、第２の制御ゲイ
ンＧ２でワークロールベンダー２を閉ループ制御することになる。このため、第３の制御
ゲインＧ３でワークロールベンダー２を開ループ制御し続けるよりも、目標形状との差を
小さくできる可能性がある。
【００７７】
　なお、以上に述べた第１～第３実施形態では、熱延板が熱延鋼板である場合を例に挙げ
て説明したが、本発明はこれに限るものではなく、本実施形態と同様の熱間圧延機で製造
される他の熱延板(例えばチタン製の熱延板)に適用することもでき、本実施形態で得られ
たのと同様の効果が得られることが期待できる。
【実施例】
【００７８】
　以下、本発明の実施例及び比較例について説明する。
【００７９】
　＜比較例１＞
　図１に示すものと同様の熱延鋼板製造装置を用いて、板厚３．０ｍｍ、板幅１２００ｍ
ｍで、炭素含有量が０．１重量％の中炭素鋼からなる被圧延材Ｍを圧延した。ただし、制
御手段４を機能させずに（ワークロールベンダー２の位置を一定にした状態で）、被圧延
材Ｍを圧延した。
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【００８０】
　図９は、比較例１の圧延結果を示すグラフである。図９の上側のグラフは、形状計３で
測定した被圧延材Ｍの形状（伸び率差）を示す。図９の下側のグラフは、上側のグラフと
同じ時間軸で表示したワークロールベンダー２の位置を示す。
　図９に示すように、被圧延材Ｍの先端が巻取り機６に巻き取られた後は、被圧延材Ｍに
一定の張力が付与されるため、被圧延材の形状は一旦安定する。しかしながら、被圧延材
Ｍの後端が最下流圧延スタンドＦ７よりも上流に位置する圧延スタンドＦｉ（図９に示す
例では圧延スタンドＦ４）を通過すると、急激に中伸び方向へと形状が変化する。
【００８１】
　＜比較例２＞
　制御手段４により、被圧延材Ｍの全長に対して、ワークロールベンダー２を第１の制御
ゲインＧ１で閉ループ制御（ＰＩ制御）した点を除き、比較例１と同様の条件で被圧延材
Ｍを圧延した。
【００８２】
　図１０は、比較例２の圧延結果を示すグラフである。図１０の上側のグラフは、形状計
３で測定した被圧延材Ｍの形状（伸び率差）を示す。図１０の下側のグラフは、上側のグ
ラフと同じ時間軸で表示したワークロールベンダー２の位置を示す。
　図１０に示すように、ワークロールベンダー２を第１の制御ゲインＧ１で閉ループ制御
することにより、被圧延材Ｍの先端部の形状不良を低減することは可能である。しかしな
がら、被圧延材Ｍの後端部の形状不良（特に、被圧延材Ｍの後端が圧延スタンドＦｉ（図
１０に示す例では圧延スタンドＦ４）を通過した後の形状不良）を低減することはできな
い。
【００８３】
　＜実施例１＞
　制御手段４によって、第１実施形態で説明した形状制御方法（被圧延材Ｍの後端が圧延
スタンドＦｉを通過する直前にワークロールベンダー２の制御ゲインを第１の制御ゲイン
Ｇ１から第２の制御ゲインＧ２に高める）を実行した点を除き、比較例２と同様の条件で
被圧延材Ｍを圧延した。なお、第２の制御ゲインＧ２は、第１の制御ゲインＧ１の５倍に
設定した。
【００８４】
　図１１は、実施例１の圧延結果を示すグラフである。図１１の上側のグラフは、形状計
３で測定した被圧延材Ｍの形状（伸び率差）を示す。図１１の下側のグラフは、上側のグ
ラフと同じ時間軸で表示したワークロールベンダー２の位置を示す。
　図１１に示すように、被圧延材Ｍの後端が圧延スタンドＦｉ（図１１に示す例では圧延
スタンドＦ４）を通過する直前にワークロールベンダー２の制御ゲインを第１の制御ゲイ
ンＧ１から第２の制御ゲインＧ２に高めることにより、被圧延材Ｍの先端部の形状不良の
みならず、後端部の形状不良も低減することが可能である。ただし、被圧延材の後端近傍
については、若干形状不良が残存している。
【００８５】
　図１２は、多数の被圧延材Ｍについて、上記の実施例１及び比較例２と同様の圧延試験
を行い、各被圧延材Ｍの後端部について測定した急峻度の分布を評価した結果を示すグラ
フである。
　図１２に示すように、実施例１では、急峻度の平均値（図１２の急峻度Ｘ）の絶対値及
び急峻度の標準偏差（図１２の急峻度σ）の双方が、比較例２よりも小さくなる。つまり
、実施例１では、比較例２よりも、後端部の形状（急峻度）を平坦に修正できているとい
える。
【００８６】
　＜実施例２＞
　制御手段４によって、第３実施形態で説明した形状制御方法（被圧延材Ｍの後端が圧延
スタンドＦｊを通過するタイミングでワークロールベンダー２の制御を第１の制御ゲイン
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Ｇ１での閉ループ制御から第３の制御ゲインＧ３での開ループ制御に切り替え、さらに目
標形状に対する偏差に応じて、第３の制御ゲインＧ３での開ループ制御から第２の制御ゲ
インＧ２での閉ループ制御に切り替える方法）を実行した点を除き、実施例１と同様の条
件で被圧延材Ｍを圧延した。なお、第２の制御ゲインＧ２は、第１の制御ゲインＧ１の５
倍に設定し、第３の制御ゲインＧ３は、第１の制御ゲインＧ１の３倍に設定した。
【００８７】
　図１３は、実施例２の圧延結果を示すグラフである。図１３の上側のグラフは、形状計
３で測定した被圧延材Ｍの形状（伸び率差）を示す。図１３の下側のグラフは、上側のグ
ラフと同じ時間軸で表示したワークロールベンダー２の位置を示す。
　図１３に示すように、被圧延材Ｍの後端が圧延スタンドＦｉの上流に位置する圧延スタ
ンドＦｊ（図１２に示す例では圧延スタンドＦ３）を通過するタイミングで閉ループ制御
から開ループ制御に切り替え、さらに目標形状に対する偏差に応じて高い制御ゲイン（第
２の制御ゲインＧ２）での閉ループ制御に切り替えるため、被圧延材の後端近傍について
も、形状不良を効果的に低減できる。
【符号の説明】
【００８８】
１・・・熱間圧延機（仕上圧延機）
２・・・形状制御アクチュエータ（ワークロールベンダー）
３・・・形状計
４・・・制御手段
５・・・ランナウトテーブル
６・・・巻取り機
７・・・プロセスコンピュータ
１００・・・熱延板の製造装置（熱延鋼板製造装置）
Ｆ１～Ｆ７・・・圧延スタンド
Ｍ・・・被圧延材
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