
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被圧延板の板クラウン比率に関連してスタンドのロールギャップ を調節することに
より、被圧延板の板幅を制御する板幅制御方法において、
　前記被圧延板の圧延前後の板幅変化及び板クラウン比率変化の関係を圧延速度に応じて
記憶するステップと、
　前記記憶された関係に基づき、前記圧延速度に応じて前記板幅変化を同一にする板クラ
ウン比率変化を算出するステップと、
　前記算出した板クラウン比率変化に基づき前記ロールギャップ を調節するステップ
と
　を備えることを特徴とする板幅制御方法。
【請求項２】
　被圧延板の板クラウン比率に関連してロールギャップ を調 したスタンドで、被圧
延板を冷間圧延する冷延金属板製造方法において、
　前記被圧延板の圧延前後の板幅変化及び板クラウン比率変化の関係を圧延速度に応じて
記憶するステップと、
　前記記憶された関係に基づき、前記圧延速度に応じて前記板幅変化を同一にする板クラ
ウン比率変化を算出するステップと、
　前記算出した板クラウン比率変化に基づき前記ロールギャップ を調節するステップ
と
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　を備えることを特徴とする冷延金属板製造方法。
【請求項３】
　被圧延板の板クラウン比率に関連してスタンドのロールギャップ を調節することに
より、板幅を制御して被圧延板を冷間圧延する冷間圧延装置において、
　前記被圧延板の圧延前後の板幅変化及び板クラウン比率変化の関係を圧延速度に応じて
記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段が記憶した関係に基づき、前記圧延速度に応じて前記板幅変化を同一にす
る板クラウン比率変化を算出する算出手段と、
　該算出手段が算出した板クラウン比率変化に基づき前記ロールギャップ を調節する
手段と
　を備えることを特徴とする冷間圧延装置。
【請求項４】
　前記関係は、
　ΔＷ＝ａ（Ｖ）・Δγ＋ｂ（Ｖ）
　（但し、ΔＷは板幅変化、Ｖは圧延速度、ａ（Ｖ）は圧延速度に応じた第１関数、Δγ
は板クラウン比率変化、ｂ（Ｖ）は圧延速度に応じた第２関数）
　である請求項３に記載の冷間圧延装置。
【請求項５】
　前記第１関数ａ（Ｖ）は、
　ａ（Ｖ）＝ｃ・（Ｖ－Ｖ０） 2  ＋ｄ　　　（Ｖ＜Ｖ０のとき）
　ａ（Ｖ）＝ｄ　　　　　　　　　　　　　（Ｖ≧Ｖ０のとき）
であり、
　前記第２関数ｂ（Ｖ）は、
　ｂ（Ｖ）＝ｅ・（Ｖ－Ｖ０） 2  ＋ｆ　　　（Ｖ＜Ｖ０のとき）
　ｂ（Ｖ）＝ｆ　　　　　　　　　　　　　（Ｖ≧Ｖ０のとき）
　（但し、Ｖ０は前記板幅変化及び板クラウン比率変化の関係に対する境界圧延速度、ｃ
、ｄ、ｅ、ｆは被圧延板の種類及び圧延寸法に応じた係数）
　である請求項４に記載の冷間圧延装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被圧延板の板幅に関係する制御を行うものであり、特に、圧延速度に応じて所
要の制御を行うことで、圧延された被圧延板の板幅の変動を抑制する板幅制御方法、冷延
金属板製造方法、及び、冷間圧延装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近時、鋼板に要求される品質精度、生産性及び歩留まり等の向上に対応するため板厚精度
及び平坦形状等に係る各種制御方式が冷間圧延に適用されており、これら各種制御の中で
、板幅変化に対する制御は歩留まりと密接に関連することから特に重要視されている。圧
延による板幅の変化は圧延条件の変化に影響を受けることが判明しており、例えば、コイ
ルを溶接しながら連続圧延する場合、コイル先端部及び後端部を低速で圧延し、コイルの
板長さ方向の中間部を生産性向上のため高速で圧延するため、低速時と高速時で圧延条件
が変わり圧延後の板長さ方向において板幅の変動が生じる。
【０００３】
冷間圧延の板幅制御方法に関しては、特開平１０－２９６３１２号において、タンデム圧
延機の各スタンドのワークロールの撓み形状を制御することで板幅を目標値に調節する制
御方法が開示されている。この制御方法は、圧延前後の板クラウン比率の変化及び板幅変
化の関係が比例関係にあると云う前提に基づき、圧延速度の変化に伴う圧延荷重の変動に
対して板クラウン比率の変化を一定に維持するワークロールの撓み量を算出し、この算出
した撓み量に合致するようにワークロールを調節するものである。
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【０００４】
このようにワークロールを調節することにより、図８（ａ）に示す圧延後の鋼板Ｗ（被圧
延板）で圧延速度の変更箇所Ｘの前後で板幅がＴ１からＴ２に変動していたものを、図８
（ｂ）に示す圧延後の鋼板Ｗのように、圧延速度の変更箇所Ｘの前後でも板幅をＴ１に維
持して、板長さ方向における板幅の変動の抑制を図っている。なお、制御の前提となる比
例関係における板幅変化とは、図９（ａ）（ｂ）に示すように、圧延機による圧延の前後
において、圧延前の鋼板Ｗの板幅Ｔ１０と、圧延後の鋼板Ｗの板幅Ｔ１１との差を意味す
る。
【０００５】
　また、板クラウン比率の変化（以下、板クラウン比率変化と称す）とは、被圧延板の幅
方向における板中央部と板端部との板厚の差である板クラウン量に対する板中央部の板厚
の比を示す板クラウン比率において、圧延前後の差を意味する。具体的には、圧延前の板
クラウン をＣｒｉ、圧延前の被圧延板の幅方向の板中央部の板厚をＨ、圧延後の板クラ
ウン をＣｒｏ、圧延後の被圧延板の幅方向の板中央部の板厚をｈとした場合、板クラウ
ン比率変化Δγは以下の数式で求めることができる。
　Δγ＝Ｃｒｏ／ｈ－Ｃｒｉ／Ｈ　　　・・・（１）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本出願人は冷間圧延に係る板幅制御に関して更に鋭意研究を継続した結果、上述した従来
の制御方法では圧延速度が変化した場合、板長さ方向における板幅の変動を抑制すること
が困難な場合があることを突き止めた。即ち、圧延速度が変化しても、板クラウン比率変
化及び板幅変化は比例関係を維持するが、比例関係を示す直線の傾きが変化することを本
出願人は解明し、各直線に対する板クラウン比率変化の数値によっては、圧延速度が変化
した場合、板幅の変動の抑制に対応できないと云う問題に直面した。
【０００７】
図１０に示すように、直線Ｌ１０は圧延速度がＶ１０の場合の板クラウン比率変化及び板
幅変化の比例関係を示しており、直線Ｌ１０と傾きが相違する直線Ｌ１１は圧延速度がＶ
１１の場合の比例関係は示している。直線Ｌ１０において板クラウン比率変化がΔγ１０
のときの板幅変化はΔＷ１０であるが、直線Ｌ１１において板クラウン比率変化がΔγ１
０のときの板幅変化はΔＷ１１である。よって、圧延速度がＶ１０からＶ１１に変化した
場合に、従来の制御方法で板クラウン比率変化をΔγ１０に維持する制御を行うと、板幅
変化がΔＷ１０からΔＷ１１へと縮み側に変化し、圧延速度の変更前後で板幅変化を一定
にできず、板長さ方向における圧延後の板幅に変動が生じる問題がある。
【０００８】
なお、圧延条件によっては、圧延速度が変化した場合に板クラウン比率変化を一定に維持
する制御を行うことで板幅の変動を抑制できる場合もある。例えば、直線Ｌ１０と直線Ｌ
１１が交わる点では、圧延速度がＶ１０からＶ１１に変化した場合、板クラウン比率変化
をΔγ１１に維持する制御を行っても板幅変化がΔＷ１２に維持され、その結果、板長さ
方向における圧延後の板幅にも変動が生じない。
【０００９】
このように従来の制御方法では、圧延条件により板幅変化を一定にできない場合が生じる
のは、圧延速度の変化に伴いワークロールと被圧延板との間の潤滑状態における摩擦係数
変化、及び、被圧延材の歪速度変化による硬度変化である変形抵抗の変動に伴う圧延荷重
変化の計２点のみを考慮するに留まり、これらの変化にのみ基づいて板クラウン比率変化
を抑制する方向に制御していることが挙げられる。
【００１０】
しかし、実際には、摩擦係数変化により幅方向にもメタルフローが変化しており、このこ
とも考慮する必要がある。さらに、従来の制御方法は幅方向の板厚分布の変化を示す指標
として、板中央部と板端部との板厚の差である板クラウン量を用いているが、板クラウン
量が変化しない場合でも幅方向の板厚分布が変化して板幅が変化することもあり、このよ
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うな場合に従来の制御方法では対応できないことも要因として考えられる。
【００１１】
なお、圧延速度の変化により板クラウン比率変化及び板幅変化の比例関係の状態が変化す
る現象は、以下の２点の圧延現象の要因に挙げられる。
【００１２】
１点目は、圧延速度に応じてワークロールと被圧延板との間の潤滑状態が変化し、圧延速
度が低速になるに従い摩擦係数が増大し、これにより幅方向の摩擦応力が増加して板幅が
変化しにくくなることである。
【００１３】
２点目は以下の内容である。即ち、低速圧延は、高速圧延に比べて摩擦係数の増大に伴い
圧延荷重が増加する一方、変形抵抗が小さくなることにより圧延荷重が減少して相反する
２つの現象が同時に生じるが、差し引きすると、摩擦係数の増大による影響の方が大きく
、図１１に示すように圧延速度が低速になるにつれて圧延荷重が増加する。このように圧
延荷重を変化させる圧延速度に応じて幅方向の板厚分布を調べると、幅方向の板端部近傍
の板クラウン評価位置において、板クラウン比率変化を一定に維持しても、低速圧延時は
高速圧延時に比べて板クラウン評価位置から中央部側の部分での板厚が厚くなり、端部側
で板厚が相対的に薄くなる。
【００１４】
詳細は図１２に示すように、板クラウン評価位置から中央部側で低速圧延時の板形状（図
中、破線で示す）と高速圧延時の板形状（図中、実線で示す）で囲まれた面積Ｓ１と、板
クラウン評価位置から端部側で各速度における板形状で囲まれた面積Ｓ２との関係がＳ１
＜Ｓ２となり、低速圧延時の板形状の端部は、高速圧延時の板端部から突出して板幅が広
がり、このことが２点目の要因になる。
【００１５】
本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、圧延速度の変化により幅方向のメタ
ルフロー変化、及び、全幅に亘る板厚分布の変化に対応して、圧延後の板幅の変動を抑制
できる板幅制御方法、冷延金属板製造方法、及び、冷間圧延装置を提供することを目的と
する。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　第１発明に係る板幅制御方法は、被圧延板の板クラウン比率に関連してスタンドのロー
ルギャップ を調節することにより、被圧延板の板幅を制御する板幅制御方法において
、前記被圧延板の圧延前後の板幅変化及び板クラウン比率変化の関係を圧延速度に応じて
記憶するステップと、前記記憶された関係に基づき、前記圧延速度に応じて前記板幅変化
を同一にする板クラウン比率変化を算出するステップと、前記算出した板クラウン比率変
化に基づき前記ロールギャップ を調節するステップとを備えることを特徴とする。
【００１７】
　第２発明に係る冷延金属板製造方法は、被圧延板の板クラウン比率に関連してロールギ
ャップ を調 したスタンドで、被圧延板を冷間圧延する冷延金属板製造方法において
、前記被圧延板の圧延前後の板幅変化及び板クラウン比率変化の関係を圧延速度に応じて
記憶するステップと、前記記憶された関係に基づき、前記圧延速度に応じて前記板幅変化
を同一にする板クラウン比率変化を算出するステップと、前記算出した板クラウン比率変
化に基づき前記ロールギャップ を調節するステップとを備えることを特徴とする。
【００１８】
　第３発明に係る冷間圧延装置は、被圧延板の板クラウン比率に関連してスタンドのロー
ルギャップ を調節することにより、板幅を制御して被圧延板を冷間圧延する冷間圧延
装置において、前記被圧延板の圧延前後の板幅変化及び板クラウン比率変化の関係を圧延
速度に応じて記憶する記憶手段と、前記記憶手段が記憶した関係に基づき、前記圧延速度
に応じて前記板幅変化を同一にする板クラウン比率変化を算出する算出手段と、該算出手
段が算出した板クラウン比率変化に基づき前記ロールギャップ を調節する手段とを備
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えることを特徴とする。
【００１９】
第４発明に係る冷間圧延装置は、前記関係が、
ΔＷ＝ａ（Ｖ）・Δγ＋ｂ（Ｖ）　　　・・・（２）
（但し、ΔＷは板幅変化、Ｖは圧延速度、ａ（Ｖ）は圧延速度に応じた第１関数、Δγは
板クラウン比率変化、ｂ（Ｖ）は圧延速度に応じた第２関数）
であることを特徴とする。
【００２０】
第５発明に係る冷間圧延装置は、前記第１関数ａ（Ｖ）が、
ａ（Ｖ）＝ｃ・（Ｖ－Ｖ０） 2  ＋ｄ　　　（Ｖ＜Ｖ０のとき）・・・（３）
ａ（Ｖ）＝ｄ　　　　　　　　　　　　　（Ｖ≧Ｖ０のとき）・・・（４）
であり、
前記第２関数ｂ（Ｖ）は、
ｂ（Ｖ）＝ｅ・（Ｖ－Ｖ０） 2  ＋ｆ　　　（Ｖ＜Ｖ０のとき）・・・（５）
ｂ（Ｖ）＝ｆ　　　　　　　　　　　　　（Ｖ≧Ｖ０のとき）・・・（６）
（但し、Ｖ０は前記板幅変化及び板クラウン比率変化の関係に対する境界圧延速度、ｃ、
ｄ、ｅ、ｆは被圧延板の種類及び圧延寸法に応じた係数）
であることを特徴とする。
【００２１】
　第１発明、第２発明及び第３発明にあっては、圧延速度に応じて板クラウン比率変化に
対する板幅変化との比例関係は変動すると云う前提に基づいて制御を行うことで、板幅変
化を一定の範囲に維持できる。詳しくは、種々の圧延速度に応じて板幅変化を一定に維持
する様々な数値の板クラウン比率変化を算出し、この算出した板クラウン比率変化に対応
するようにワークロールのロールギャップ を調節することで板幅変化を一定にでき、
その結果、圧延後の板長さ方向における板幅の変動を抑制することができる。
【００２２】
　即ち、板クラウン比率の変化の基になる板クラウン量は、ワークロールのロールギャッ
プの分布に影響を受けるため、ロールギャップ を圧延速度に応じた板クラウン比率変
化に対応したものに調節することで、板幅変化を抑えることができる。なお、ワークロー
ルのロールギャップ を調節するには種々の制御方法があり、例えば、ワークロールの
ベンド力の修正量を制御することで対応できる。
【００２３】
　また、被圧延板が複数のスタンドを順次通過することで圧延を行う場合は、各スタンド
のワークロールのロールギャップ を上述したように調節することで、板幅の変動を抑
制できるが、ロールギャップ の調節は、必ずしも全てのスタンドで同一にする必要は
ない。例えば、被圧延板の種類、圧延する寸法、及び、圧延条件等に応じて被圧延板の通
過順の上流側に位置するスタンドと下流側に位置するスタンドでは、ロールギャップ
の調節に対して重み付けを施して、それぞれのスタンドで差を設けるようにしてもよい。
【００２４】
さらに、複数のスタンドの全てに対して本発明に係る制御を行う必要はなく、例えば、下
流側の最終のスタンドは、圧延された製品形状を良好に維持するため本発明に係る制御方
法と相違するワークロールベンディングの形状を制御する方法等を適用してもよい。
【００２５】
　第４発明にあっては、圧延速度の変化の前後における板幅変化を一定にして板幅の変動
を抑制するため、上述した数式（２）に基づいて、板クラウン比率変化及び板幅変化を規
定することにより、圧延速度に応じて板幅変化を一定にする板クラウン比率変化を確実に
算出することができる。また、このように算出した板クラウン比率変化に合致するように
ワークロールのロールギャップ を調節することで、板幅変化を一定にでき、板幅の変
動を抑えることができる。
【００２６】

10

20

30

40

50

(5) JP 3664151 B2 2005.6.22

分布

分布

分布

分布
分布

分布

分布



なお、数式（２）に基づいて圧延速度の変化後の板クラウン比率変化を算出するには、先
ず、圧延速度の変化前の速度の数値を数式（２）に代入した式を設けると共に、圧延速度
の変化後の速度の数値を数式（２）に代入した式を設け、これら２つの式において板幅変
化が同一の条件であることから連立方程式を立てることで求解できる。
【００２７】
　また、板クラウン比率変化Δγと、ワークロールのロールギャップ の調節に係る制
御量ΔＦとの関係は、以下の数式に基づくことが知られている。
　ΔＦ＝（Δγ－ｋ・ΔＰ）／ｇ　　　・・・（７）
　但し、ΔＰは圧延速度の変更前後の圧延荷重の変化であり、ｇ、ｋは夫々被圧延板の種
類及び圧延寸法等の圧延条件毎に、実際の圧延機による試験結果又はＦＥＭ解析結果等に
より求められる係数である。
【００２８】
　よって、数式（２）に係る連立方程式で求めた板クラウン比率変化の数値を、数式（７
）に代入することにより制御量ΔＦを求めることができ、この求めた制御量ΔＦに基づき
ワークロールのロールギャップ を調節することで、圧延速度が様々に変化する場合で
も板幅変化を一定にできる。
【００２９】
　なお、複数のスタンドを有するタンデム圧延装置により各スタンドで順番に圧延する場
合は、上流側からｉ番目のスタンドのロールギャップ の調節に係る制御量ΔＦｉに対
して、前記ｉ番目のスタンドでの圧延前後の板クラウン比率変化Δγｉを上述したように
予め求めておくことで、前記タンデム圧延装置全体による圧延前後の板クラウン比率変化
Δγは、以下の数式で算出できる。
　Δγ＝Σ（Δγｉ）　　　・・・（８）
【００３０】
　よって、数式（７）（８）より下記の数式を導くことができる。
　Σ（ｇｉ・ΔＦｉ）＝Δγ－Σ（ｋｉ・ΔＰｉ）　　　・・・（９）
　この数式（９）に、上述した連立方程式により求めた圧延速度の変化後の板クラウン比
率変化、及び、圧延速度の変化に伴う圧延荷重の変化値を代入することで、各スタンドに
おけるロールギャップ に係る制御量ΔＦｉを算出できる。なお、ｇｉ、ｋｉは上流側
からｉ番目のスタンドの係数である。
【００３１】
また、ΔＦｉの組合せは複数存在するため、各スタンドでのｇｉ・ΔＦｉに重み付けした
値を均一すると云う制約条件、又は、各スタンドでのΔγｉに重み付けした値を均一にす
ると云う制約条件を設けることでΔＦｉを求めることができる。
【００３２】
第５発明にあっては、数式（２）に対して、被圧延板の種類及び圧延寸法等の圧延条件に
応じて数式（３）～（６）を代入することで、圧延条件に応じた板クラウン比率変化等を
求めることができる。
【００３３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて説明する。
図１は、本発明の実施形態に係る冷間圧延装置であるタンデム圧延装置１０の全体構成図
を示している。タンデム圧延装置１０は、計５機のスタンド１１～１５を間隔を隔ててタ
ンデムに配置している。各スタンド１１～１５は、一対のバックアップロール１１ａ、１
１ｂ～１５ａ、１５ｂの間に、一対のワークロール１１ｃ、１１ｄ～１５ｃ、１５ｄを夫
々設けており、これら一対のワークロール１１ｃ、１１ｄ～１５ｃ、１５ｄの間に被圧延
板である金属板の鋼板Ｗを通過させて冷間圧延を行っている。
【００３４】
各スタンド１１～１５の圧延速度及びワークロール１１ｃ、１１ｄ～１５ｃ、１５ｄの間
隙（ロールギャップ）の分布は、制御装置１６から信号線２５ａ～２５ｅを通じて制御信
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号を出力することで制御されている。また、各スタンド１１～１５の圧延荷重の値は入力
線２６ａ～２６ｅを通じて制御装置１６に入力されている。さらに、制御装置１６は、入
力部１７及び板速度計１８と接続しており、入力部１７で設定される鋼板Ｗの板厚、板幅
、鋼種等、及び、板速度計１８で検出された実際の圧延速度値の入力を夫々受け付けるよ
うにしている。
【００３５】
図２は、制御装置１６の内部構成を示しており、制御装置１６は内部にＣＰＵ２０及びメ
モリ２１を設けると共に、各スタンド１１～１５との接続インタフェースとなるスタンド
接続部２２ａ～２２ｅ、入力部１７に対する接続部２３及び、板速度計１８が検出した圧
延速度値の入力を行う速度入力部２４を夫々設けている。
【００３６】
　なお、スタンド接続部２２ａ～２２ｅは、後述するようにＣＰＵ２０で求められたロー
ルギャップ に各ワークロール１１ｃ、１１ｄ～１５ｃ、１５ｄを調節するように、ロ
ールギャップ の調節に係る制御量としてワークロールベンド力の修正量の制御信号を
出力すると共に、各ワークロール１１ｃ、１１ｄ～１５ｃ、１５ｄの圧延荷重の値の入力
を受け付けている。
【００３７】
メモリ２１は記憶手段であり、圧延速度を変数とする鋼板Ｗの圧延前後の板幅変化及び板
クラウン比率変化の関係式、及び、板クラウン比率変化及びワークロール１１ｃ、１１ｄ
～１５ｃ、１５ｄのベンド力の修正量に係る関係式等の各種数式を記憶している。また、
メモリ２１は数式以外にも、入力部１７で設定された鋼板Ｗの板厚、板幅及び鋼種、及び
、板速度計１８で検出されて入力された圧延速度値等を夫々記憶している。
【００３８】
メモリ２１が記憶する鋼板Ｗの圧延前後の板幅変化及び板クラウン比率変化の関係式は、
ΔＷ＝ａ（Ｖ）・Δγ＋ｂ（Ｖ）　　　・・・（２）
（但し、ΔＷは板幅変化、Ｖは圧延速度、ａ（Ｖ）は圧延速度に応じた第１関数、Δγは
板クラウン比率変化、ｂ（Ｖ）は圧延速度に応じた第２関数）
である。なお、板クラウン比率変化Δγは下記の数式（１）で算出され、この数式（１）
もメモリ２１に記憶されている。
Δγ＝Ｃｒｏ／ｈ－Ｃｒｉ／Ｈ　　　・・・（１）
（但し、Ｃｒｏ／ｈは圧延後の板クラウン比率、Ｃｒｉ／Ｈは圧延前の板クラウン比率）
また、各数式おける圧延速度Ｖは、板速度計１８で検出されて制御装置１６に入力される
圧延速度値が該当する。
【００３９】
さらに、本実施形態では、実際の圧延に対する実験結果及び有限要素法等による数値演算
結果に基づき前記第１関数ａ（Ｖ）及び第２関数ｂ（Ｖ）を圧延速度Ｖに応じて以下の数
式（３）（４）（５）（６）のように設定し、設定された各数式をメモリ２１に記憶して
いる。
ａ（Ｖ）＝ｃ・（Ｖ－Ｖ０） 2  ＋ｄ　　　（Ｖ＜Ｖ０のとき）・・・（３）
ａ（Ｖ）＝ｄ　　　　　　　　　　　　　（Ｖ≧Ｖ０のとき）・・・（４）
ｂ（Ｖ）＝ｅ・（Ｖ－Ｖ０） 2  ＋ｆ　　　（Ｖ＜Ｖ０のとき）・・・（５）
ｂ（Ｖ）＝ｆ　　　　　　　　　　　　　（Ｖ≧Ｖ０のとき）・・・（６）
【００４０】
なお、Ｖ０は前記板幅変化及び板クラウン比率変化の関係が圧延速度に依存しなくなる境
界圧延速度であり、具体的には、図１１の圧延速度及び圧延荷重の関係を示すグラフにお
いて、圧延速度の増加に対して、圧延荷重が変化せずに一定となる境界の速度を意味する
。この境界圧延速度Ｖ０は、被圧延板の種類、圧延寸法、及び、圧延条件等に応じて制御
装置１６で自動的に算出され、通常、３００～５００（ｍ／ｍｉｎ）程度の数値になる。
【００４１】
また、数式（３）（４）（５）（６）におけるｃ、ｄ、ｅ、ｆは係数であり、入力部１７
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から入力された鋼板Ｗの板厚、板幅及び鋼種等の圧延条件毎に求められる数値である。な
お、係数ｃ、ｅの単位は、（ｍｉｎ 2  ／ｍ）であり、係数ｄ、ｆの単位は（ｍ）である。
【００４２】
　さらに、また、メモリ２１が記憶する板クラウン比率変化Δγ及びワークロールベンド
力の修正量の関係式は、
　ΔＦ＝（Δγ－ｋ・ΔＰ）／ｇ　　　・・・（７）
　但し、ΔＦはワークロールベンド力の修正量（ワークロールのロールギャップ の調
節に係る制御量）、ΔＰは圧延速度の変更前後の圧延荷重の変化であり、ｇ、ｋは入力部
１７から入力された鋼板Ｗの板厚、板幅及び鋼種等の圧延条件毎に求められる係数である
。なお、係数ｇ、ｋの単位は（１／ｋＮ）である。
【００４３】
また、本実施形態の冷間圧延装置はタンデム圧延装置１０であるので、鋼板Ｗを通過する
上流側からｉ番目のスタンドでの圧延前後の板クラウン比率変化Δγｉとタンデム圧延装
置１０による圧延前後の板クラウン比率変化Δγとの関係を示す下記の数式（８）、及び
、各スタンド１１～１５におけるワークロールのベンディング力修正量ΔＦｉに係る数式
（９）もメモリ２１に記憶している。
【００４４】
Δγ＝Σ（Δγｉ）　　　・・・（８）
Σ（ｇｉ・ΔＦｉ）＝Δγ－Σ（ｋｉ・ΔＰｉ）　　　・・・（９）
なお、数式（８）においてΣ（Δγｉ）はタンデム圧延装置１０の全スタンド１１～１５
における各板クラウン比率変化を合計したものであり、数式（９）におけるｇｉ、ｋｉは
入力部１７から入力された鋼板Ｗの板厚、板幅及び鋼種等の圧延条件毎に求められる係数
である。
【００４５】
　一方、ＣＰＵ２０は、制御装置１６の全般的な制御を行うと共に、境界圧延速度Ｖ０、
係数ｃ、ｄ、ｅ、ｆ等を算出する一方、板クラウン比率変化の算出手段及びロールギャッ
プ を調節する手段等として機能する。ＣＰＵ２０の算出手段は、メモリ２１に記憶さ
れている数式（１）～（９）に基づき、圧延速度の変化に応じて圧延速度の変化の前後で
鋼板Ｗの板幅変化を同一にする板クラウン比率変化を算出するものである。
【００４６】
なお、具体的な算出の内容としては、圧延速度がＶ１からＶ２に変化した場合、数式２に
より算出手段は、以下の２式を導き出す。
ΔＷ１＝ａ（Ｖ１）・Δγ１＋ｂ（Ｖ１）　　　・・・（１０）
ΔＷ２＝ａ（Ｖ２）・Δγ２＋ｂ（Ｖ２）　　　・・・（１１）
但し、ΔＷ１、Δγ１は圧延速度Ｖ１のときの板幅変化、板クラウン比率変化であり、Δ
Ｗ２、Δγ２は圧延速度Ｖ２のときの板幅変化、板クラウン比率変化である。
【００４７】
圧延速度がＶ１からＶ２に変化した場合に板幅変化を同一にするためには、ΔＷ１＝ΔＷ
２の関係が成立することから、数式（１０）（１１）より圧延速度Ｖ２のときの板クラウ
ン比率変化Δγ２を、以下の数式（１２）で算出している。
Δγ２＝｛ａ（Ｖ１）・Δγ１＋ｂ（Ｖ１）－ｂ（Ｖ２）｝／ａ（Ｖ２）　　　・・・（
１２）
この数式（１２）に、圧延速度Ｖ１、Ｖ２と境界圧延速度Ｖ０との大小関係に応じて数式
（３）（４）（５）（６）のいずれかを適宜代入することで、圧延速度が変化した前後で
板幅変化を同一にする板クラウン比率変化を算出する。
【００４８】
なお、上述した数式（１２）で圧延速度Ｖ２に対応する板クラウン比率Δγ２を算出した
経緯を、図３のグラフに従って以下に説明する。直線Ｌ１は圧延速度がＶ１の場合の板ク
ラウン比率変化及び板幅変化の比例関係を示し、直線Ｌ２は圧延速度がＶ２の場合の板ク
ラウン比率変化及び板幅変化の比例関係を示す。直線Ｌ１では、板クラウン比率変化がΔ

10

20

30

40

50

(8) JP 3664151 B2 2005.6.22

分布

分布



γ１のとき板幅変化がΔＷ１であり、直線Ｌ２において板幅変化がΔＷ１と等しいΔＷ２
に対応するΔγ２を数式（１２）で求めている。よって、圧延速度がＶ２に変化しても直
線Ｌ２で板クラウン比率変化をΔγ２にすれば板幅変化がΔＷ２（＝ΔＷ１）となり、圧
延速度の変更前後で板幅変化を同一にでき、その結果、圧延後の板長さ方向における板幅
の変動を抑制できる。
【００４９】
　また、上述したように求めた板クラウン比率変化から、ＣＰＵ２０が各ワークロール１
１ｃ、１１ｄ～１５ｃ、１５ｄのロールギャップ を実際に調節する手段としてワーク
ロールベンド力の修正量ΔＦを求めるには、メモリ２１に記憶されている数式（７）に、
前記算出した板クラウン比率変化、及び、各スタンドから入力される圧延速度がＶ１から
Ｖ２に変化した場合の圧延荷重の変化ΔＰを夫々代入している。
【００５０】
さらに、ＣＰＵ２０がタンデム圧延装置１０における各スタンド毎のベンディング力修正
量ΔＦｉを求める際は、数式（９）を適用している。この場合、数式（９）のΔＦｉの組
合せは複数存在するため、入力部１７で設定された内容に基づき、ＣＰＵ２０は、各スタ
ンド１１～１５のｇｉ・ΔＦｉをスタンド毎に重み付けを行う演算を可能にしている。
【００５１】
次に上述したタンデム圧延装置１０による一連の板幅制御方法及び冷延金属板製造方法に
係る処理を図４のフローチャートに基づいて説明する。
なお、説明を簡略化するため、図４のフローチャートの処理は複数のスタンドにおける１
つのスタンドを対象にしている。
【００５２】
先ず、上述した各数式（１）～（９）を制御装置１６のメモリ２１に記憶する（Ｓ１）。
次に、入力部１７で圧延する鋼板Ｗの板厚、板幅、鋼種等に係る各種数値及び係数を制御
装置１６に入力する（Ｓ２）。このような準備段階を経てからタンデム圧延装置１０は所
要の圧延条件で鋼板Ｗの圧延を開始する（Ｓ３）。
【００５３】
圧延開始後、次に、制御装置１６が圧延速度を変化させたか否かを判断している（Ｓ４）
。制御装置１６が圧延速度を変化させていない場合は、圧延速度を変化させるまで次の処
理を待ってループ状態になる。また、制御装置１６が圧延速度を変化させた場合は、変化
した圧延速度に応じて板幅変化を変化前と同一にする板クラウン比率変化を数式（２）（
３）等でＣＰＵ２０により算出する（Ｓ５）。
【００５４】
　さらに、ＣＰＵ２０は算出した板クラウン比率変化に基づきワークロールベンド力の修
正量を演算し（Ｓ６）、演算したワークロールベンド力の修正量に応じたロールギャップ

にワークロールを調節して圧延を行う（Ｓ７）。このような状態で圧延してから、次
に、圧延を終了するか否かを制御装置１６で判断している（Ｓ８）。圧延を終了しない場
合は、制御装置が圧延速度を変化させたか否かの段階（Ｓ４）に戻り、以降、上述した内
容と同一の処理を行う。また、圧延を終了する場合は、そのまま終了となる。
【００５５】
このように、本発明に係る板幅制御方法及び冷延金属板製造方法によりタンデム圧延装置
１０で製造された冷延板は、従来のものに比べて板長さ方向における板幅の変動する割合
を抑えることができ、板幅精度が向上した仕上がりになっている。
【００５６】
次に、本発明に係る板幅制御方法及び冷延金属板製造方法により、圧延された鋼板の板幅
の変動を確認するために、以下の実施例による検証を行った。
本実施例では、図５に示す４段圧延のスタンドをタンデムに計５スタンド配列したタンデ
ム圧延装置３０を用いた。タンデム圧延装置３０で圧延する鋼板Ｗは、圧延前の板厚が４
．５（ｍｍ）であり、圧延前にエッジトリミングを行うことで全長に至る板幅が１２００
（ｍｍ）で均一な普通鋼を用いた。この普通鋼をタンデム圧延装置３０により板厚１．０
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（ｍｍ）に冷間圧延して冷延鋼板を製造した。なお、圧延油にはエマルションタイプの鉱
油系圧延油を使用した。
【００５７】
タンデム圧延装置３０は、図１のタンデム圧延装置１０に対して鋼板を通過させる最下流
側の第５スタンドのみ制御装置３６でワークロールベンド力の修正量を制御せずに、第５
スタンドで鋼板の形状を良好に仕上げる目的でワークロールのベンド力を独立して制御す
る点が相違しており、その他の入力部３７及び板速度計３８等の構成は同一にした。
【００５８】
タンデム圧延装置３０の第１スタンド３１から第５スタンド３５のワークロール３１ｃ、
３１ｄ～３５ｃ、３５ｄのロール径は４００（ｍｍ）、バックアップロール３１ａ、３１
ｂ～３５ａ、３５ｂのロール径は１４００（ｍｍ）、ワークロール３１ｃ、３１ｄ～３５
ｃ、３５ｄ及びバックアップロール３１ａ、３１ｂ～３５ａ、３５ｂのロール胴長は１８
００（ｍｍ）にした。また、第１スタンド３１から第４スタンド３４の圧下率を３０％、
第５スタンド３５の圧下率を５％に設定すると共に、高速部での圧延速度を８００（ｍ／
ｍｉｎ）、低速部での圧延速度を１００（ｍ／ｍｉｎ）とした。
【００５９】
さらに、タンデム圧延装置３０の制御装置３６のメモリで記憶される数式（３）（５）に
おいて、本実施例では実際の圧延実験及び数値演算の結果から、境界圧延速度Ｖ０を５０
０（ｍ／ｍｉｎ）、係数ｃを－３．９×１０ - 7（ｍｉｎ 2  ／ｍ）、係数ｄを１．８５×１
０ - 3（ｍ）、係数ｅを６．９×１０ - 9（ｍｉｎ 2  ／ｍ）、係数ｆを－１．４×１０ - 3（ｍ
）にした。
【００６０】
また、ワークロール３１ｃ、３１ｄ～３４ｃ、３４ｄのワークロールベンド力の修正量Δ
Ｆｉを算出するに当たり、本実施例では、第１スタンド３１から第４スタンドまでに夫々
相違する数値の重みｗｉを付して、板厚が薄くなる下流側での板形状悪化による不具合発
生を防止するようにした。第１スタンド３１の重みｗ１は０．６、第２スタンド３２の重
みｗ２は０．８、第３スタンド３３の重みｗ３は１．０、第４スタンド３４の重みｗ４は
２．０にした。
【００６１】
また、数式（９）のｇｉ・ΔＦｉのｇｉは、実際に圧延を行う前に予め行った数値演算の
結果より、第１スタンドのｇ１を－５．６７×１０ - 5（１／ｋＮ）、第２スタンドのｇ２
を－４．９２×１０ - 5（１／ｋＮ）、第３スタンドのｇ３を－４．５５×１０ - 5（１／ｋ
Ｎ）、第４スタンドのｇ４を－４．１８×１０ - 5（１／ｋＮ）とした。
【００６２】
　よって、本実施例では、これら重みｗ１～ｗ４をｇｉ・ΔＦｉに掛けた値が第１スタン
ド３１から第４スタンド３４で均一になるように設定して、下記の数式（１３）を立てた
。
　ｗ１・ｇ１・ΔＦ１＝ｗ２・ｇ２・ΔＦ２＝ｗ３・ｇ３・ΔＦ３＝ｗ４・ｇ４・ΔＦ４
　　　・・・（１３）
　この数式（１３）と上述した数式（９）による連立一次方程式を制御装置３６のＣＰＵ
で演算することにより、各スタンド毎のワークロールベンド力の修正量ΔＦｉを求め、こ
のように求めた修正量ΔＦｉでワークロール３１ｃ、３１ｄ～３４ｃ、３４ｄのロールギ
ャップ を調節して圧延を行った。
【００６３】
このような圧延において、圧延速度を１００（ｍ／ｍｉｎ）から８００（ｍ／ｍｉｎ）ま
で加速し、その後、１００（ｍ／ｍｉｎ）まで減速したときの、タンデム圧延装置３０の
出側の板速度、第１スタンド３１から第４スタンド３４に至る各スタンドのワークロール
ベンド力、タンデム圧延装置３０による圧延後となる出側の鋼板の板幅を光学式の板幅計
で測定した測定値を図６に示す。
【００６４】

10

20

30

40

50

(10) JP 3664151 B2 2005.6.22

分布



また、上述した実施例に対する比較例として従来の板幅制御方法及び冷延金属板製造方法
による５スタンドのタンデム圧延装置を用いて、上述した鋼板と同一のものを、圧延速度
を１００（ｍ／ｍｉｎ）から圧延速度８００（ｍ／ｍｉｎ）まで加速し、その後、１００
（ｍ／ｍｉｎ）まで減速して圧延を行った。図７は、この比較例の圧延でのタンデム圧延
装置の出側の板速度、第１スタンドから第４スタンドに至る各スタンドのワークロールベ
ンド力、圧延後の鋼板の板幅の測定値を示している。
【００６５】
　本実施例に係る鋼板の板幅は、図６よりタンデム圧延装置の出側の板速度が加速する場
合及び減速する場合においても、各スタンド３１～３４のワークロールベンド力を適宜修
正してロールギャップ を適性に調節することにより板幅の変動は終始、±約０．３ｍ
ｍの範囲に収まっており、板幅の変動を抑制することができた。
【００６６】
一方、比較例に係る鋼板の板幅測定値は、図７よりタンデム圧延装置の出側の板速度が加
速する場合、ワークロールのベンド力の修正が適性でないため板幅が縮む方向に変化して
おり、また、板速度が減速する場合もワークロールのベンド力の修正が適性でないため板
幅が広がる方向に変化した。
【００６７】
このように板幅の変動の程度が相違する理由としては、制御方法が異なることから第１ス
タンドから第４スタンドにおけるワークロールベンド力の変化が本実施例と比較例では相
違していることが挙げられる。特に両者の第１スタンドから第３スタンドにおいて、速度
が変化する際のワークロールベンド力の推移の形態、及び、板速度が８００ｍ／ｍｉｎで
のワークロールベンド力の数値が大幅に相違していることが読み取れる。
【００６８】
上述した実施例及び比較例より、本発明に係る板幅制御方法及び冷延金属板製造方法を適
用した冷間圧延装置で被圧延材を圧延することにより、圧延速度が変動しても安定して板
長さ方向における板幅の変動を抑制できることが判明した。なお、本発明に係る板幅制御
方法、冷延金属板製造方法、及び、冷間圧延装置は、ワークロールベンド力を修正するこ
とが可能なワークロールベンディング装置を有するタンデム圧延装置以外にも、ロールク
ロス式圧延装置、ロールシフト式圧延装置等のロールギャップの分布を変更できる装置に
適用することが可能である。
【００６９】
【発明の効果】
　以上に詳述した如く、第１発明、第２発明及び第３発明にあっては、圧延速度に応じて
板幅変化を一定にする板クラウン比率変化を求める演算を行うと共に、この演算結果に基
づきロールギャップ の調節を行うことで、圧延速度が変化しても圧延後の板幅の変動
を抑制できる。
【００７０】
第４発明にあっては、圧延速度の変化の前後における板幅の変動を抑制するため、数式に
基づき板クラウン比率変化及び板幅変化を規定することにより、圧延速度に応じて板幅変
化を一定にする板クラウン比率変化を確実に算出できる。
第５発明にあっては、第４発明の数式に対して、被圧延板の種類及び圧延寸法等の圧延条
件に応じた数式を適用することで、所要の圧延条件に対応した演算を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係るタンデム圧延装置の全体構成図である。
【図２】実施形態のタンデム圧延装置における制御装置の内部構成図である。
【図３】圧延速度が変化した場合の板クラウン比率変化及び板幅変化の制御状況を示すグ
ラフである。
【図４】板幅の変動抑制に係る一連の処理を示すフローチャートである。
【図５】実施例に係るタンデム圧延装置の全体構成図である。
【図６】実施例における板速度、第１スタンドから第４スタンドのワークロールベンド力
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、及び、板幅変動の状況を示すグラフである。
【図７】比較例における板速度、第１スタンドから第４スタンドのワークロールベンド力
、及び、板幅変動の状況を示すグラフである。
【図８】（ａ）は板幅が変動している圧延後の鋼板の平面図、（ｂ）は板幅が変動してい
ない圧延後の鋼板の平面図である。
【図９】（ａ）は圧延機による鋼板の圧延状態を示す正面図、（ｂ）は、圧延機による圧
延前後の板幅変化を示す平面図である。
【図１０】従来の制御方法における問題点を示すグラフである。
【図１１】圧延速度及び圧延荷重の関係を示すグラフである。
【図１２】低速圧延時及び高速圧延時の断面方向の板形状を示す概略図である。
【符号の説明】
１０　タンデム圧延装置
１１～１５　第１スタンド～第５スタンド
１１ｃ、１１ｄ～１５ｃ、１５ｄ　ワークロール
１６　制御装置
２０　ＣＰＵ
２１　メモリ
Ｗ　鋼板
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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