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(57)【要約】
【課題】計測手段の少ないタンデム式の熱間圧延設備に
おいて、通常実測されるデータから板クラウン及び平坦
度の予測モデルの形状変化係数を適切に決定し、精度の
高い平坦度の予測を実現して、熱間圧延における精度の
高い板形状の制御方法を提供する。
【解決手段】板クラウン予測モデルにより圧延材の板ク
ラウン予測値を算出する板クラウン予測値算出工程と、
タンデム式圧延機を操作するオペレータが手動により調
整した際のオペレータ調整量と、平坦度予測モデルによ
り算出される平坦度予測値との相関係数の絶対値が大き
くなるように決定された形状変化係数を用いて、平坦度
予測値の決定値を算出する平坦度予測値算出工程とを備
えていることを特徴とする熱間圧延における板形状の制
御方法。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直列に配置された複数の圧延スタンドを有するタンデム式圧延機により熱間圧延される
圧延材の板形状の制御方法であって、
　Ｃｒｉ＝α×ＣｒＭｉ＋（１－ｒｉ）×β×Ｃｒｉ－１（Ｃｒｉ，Ｃｒｉ－１：ｉ，ｉ
－１スタンド出側の板クラウン、α：転写率、ＣｒＭｉ：ｉスタンドのメカニカルクラウ
ン、ｒｉ：ｉスタンドの圧下率、β：遺伝係数）で表される板クラウン予測モデルにより
前記圧延材の板クラウン予測値を算出する板クラウン予測値算出工程と、
前記板形状を制御するための板形状制御装置の設定値を、前記タンデム式圧延機を操作す
るオペレータが手動により調整した際のオペレータ調整量と、平坦度予測モデルにより算
出される平坦度予測値との相関係数の絶対値が大きくなるように決定された形状変化係数
を用いて、前記平坦度予測モデルにより前記平坦度予測値の決定値を算出する平坦度予測
値算出工程と、
前記板クラウン予測値と、前記決定値とを用いて、前記板形状制御装置の設定値を算出す
る制御装置設定値算出工程とを備えていることを特徴とする、熱間圧延における板形状の
制御方法。
【請求項２】
　前記平坦度予測モデルは、Δεｉ＝ξ×（Ｃｒｉ／Ｈｉ－Ｃｒｉ－１／Ｈｉ－１）（Δ
εｉ：ｉスタンド出側の平坦度、Ｃｒｉ，Ｃｒｉ－１：ｉ，ｉ－１スタンド出側の板クラ
ウン、Ｈｉ，Ｈｉ－１：ｉ，ｉ－１スタンド出側の板厚、ξ：形状変化係数）で表される
ことを特徴とする、請求項１に記載の熱間圧延における板形状の制御方法。
【請求項３】
　前記平坦度予測モデルは、Δε＝ξ×（Ｃｒｎ／Ｈｎ－Ｃｒｎ－１／Ｈｎ－１）（Δε
：スタンド出側の平坦度、Ｃｒｎ，Ｃｒｎ－１：ｎ，ｎ－１本目の板の圧延時におけるス
タンド出側の板クラウン、Ｈｎ，Ｈｎ－１：ｎ，ｎ－１本目の板の圧延時におけるスタン
ド出側の板厚、ξ：形状変化係数）で表されることを特徴とする、請求項１に記載の熱間
圧延における板形状の制御方法。
【請求項４】
　前記平坦度予測モデルは、Δεｉ＝ξ×｛（Ｃｒｉ
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－１スタンド出側の板厚、ξ：形状変化係数）で表されることを特徴とする、請求項１に
記載の熱間圧延における板形状の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直列に配置された複数の圧延スタンドを有するタンデム式圧延機により熱間
圧延される圧延材の板形状の制御方法に係り、より詳しくは、板の先端をタンデム式圧延
機に通板する際に、板クラウン（板幅方向の板厚差）及び板の平坦度を目標値に制御する
ためのロールベンディング装置、ロールシフト装置、及びペアクロスミルのクロス角度設
定装置等の設定計算に用いられ、板形状を予測してその予測値をもとに当該板形状を制御
する板形状の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱間圧延で使用されるタンデム式圧延機では、板クラウンを製品規格内に収めることは
もとより、鋼をタンデム式圧延機に通して圧延する通板作業中に板の平坦度が乱れること
による通板トラブルを回避し、また、圧延後の冷却帯で均一な冷却を実現するために、板
の平坦度を適切に制御する必要がある。このため、圧延材を圧延する前に、素材の寸法、
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各スタンド出側での目標板厚（パススケジュール）、板クラウンの目標値、及び平坦度の
許容範囲等から、各スタンドでの圧延材の温度、及び圧延荷重の計算を行った後、各スタ
ンドでの板クラウン及び平坦度で表される板形状の予測計算を行い、熱間圧延後の板クラ
ウンが目標範囲内の値となり、かつ平坦度が許容範囲内の値となるように、ロールベンデ
ィング装置、ロールシフト装置、及びペアクロスミルのクロス角度設定装置等の形状制御
装置の設定値を決定する。このようなタンデム式圧延機の設定値計算においては、各スタ
ンドにおける板クラウン及び平坦度の予測精度が極めて重要である。すなわち、板形状の
予測を誤ると、通板中に平坦度が乱れ、これによりワークロール間への材料の進入がスム
ーズに行われず、場合によっては進入不良や絞りなどの通板トラブルを起こすことになる
。
【０００３】
　従来、タンデム式圧延機の設定値計算に使用する板クラウン及び平坦度の予測精度を向
上する方法としては、最終スタンド出側において板クラウンと平坦度を実測し、板クラウ
ン及び平坦度の予測計算値との差異をロールプロフィールの推定誤差に起因するものとし
て、各スタンドのロールプロフィールの予測誤差を推定し、次設定時の板クラウン及び平
坦度を目標値に修正する方法が知られている（例えば、特許文献１、２参照）。この特許
文献１や特許文献２に記載の最終スタンド出側で測定される板クラウン及び平坦度からロ
ールプロフィールの予測誤差を推定する方法では、各スタンドに計測装置が設けられてい
ない場合は、各スタンドの予測誤差に何らかの仮定を設けて各スタンドの予測誤差を推定
する必要があり、特許文献１や特許文献２に記載の板クラウン・形状制御方法では、各ス
タンドでのロールプロフィール予測誤差を全てのスタンドで同一としたり、各スタンド出
側の板厚に比例するように決定したりする方法が開示されている。
【０００４】
　また、圧延条件に応じて平坦度評価点を変更することにより、板形状の制御を行う方法
も知られている（例えば、特許文献３参照）。この特許文献３に記載の圧延条件に応じて
平坦度評価点を変更する方法は、板幅方向の板端より距離ｘである平坦度の評価点ｘの位
置を板厚に応じて変化させて、板端部（評価点ｘ）のメカニカルクラウン（均一荷重クラ
ウン）を求め、この板端部のメカニカルクラウン等から算出される板クラウン及び平坦度
に基づき板の形状制御を行うものである。
【０００５】
【特許文献１】特許第３２５３０１３号公報
【特許文献２】特開平７－３０３９１１号公報
【特許文献３】特開平７－２２７６１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１や特許文献２に記載された最終スタンド出側で測定される板
クラウン及び平坦度からロールプロフィールの予測誤差を推定する方法においては、ロー
ルプロフィールは、ロールの熱膨張やロールの磨耗等によって決定され、ロールの熱膨張
や磨耗は圧延条件や使用しているロールの種類に依存するため、熱膨張が大きく磨耗の小
さいロールもあれば、逆に熱膨張は小さく磨耗の大きいロールもある。また、熱膨張の予
測精度は良いが磨耗の予測精度が悪い場合、或いはその逆の場合、若しくは、熱膨張の予
測精度も磨耗の予測精度も両方悪い場合等があり得る。このため、個々のロールのプロフ
ィール予測誤差は本来独立なものであり、各スタンドでのロールプロフィール予測誤差が
全てのスタンドで同一であったり、各スタンド出側の板厚に比例したりするというように
、プロフィール予測誤差は、個々のロール間において相関関係を持つとは限らない。よっ
て、最終スタンドの板クラウン及び平坦度の実測値だけから各スタンドのロールプロフィ
ール予測誤差を正しく推定できるとは限らない。
【０００７】
　一方、特許文献３に記載された板厚毎に平坦度評価点を設定する方法においては、各ス
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タンド出側の板クラウンが正しく計算されることが前提であるが、各スタンド間に板クラ
ウンの測定手段が無い場合には、適切な板クラウンを容易に求めることができない。
【０００８】
　以上より、例えば、上記に記載したような従来の方法では、各スタンドでのロールプロ
フィールの予測誤差が熱膨張の予測誤差に起因するか或いはロール磨耗の予測誤差に起因
するかによって、ロールプロフィールの予測誤差を過大に或いは過小に評価するため、多
様な圧延条件や磨耗の小さいハイス製ロールと通常ロールとを兼用している圧延機の場合
等については、平坦度の計算精度の向上には限界がある。また、通常の圧延機では、各ス
タンドの圧延荷重や制御用アクチュエータの設定実績は容易に採取できるが、各スタンド
間の板クラウンや平坦度については測定手段を持たない場合がほとんどであり、各スタン
ド間の板クラウンや平坦度の測定実績を前提とする方法を適用できる圧延機は極めて限定
される。
【０００９】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、計測手段の少ないタ
ンデム式の熱間圧延設備において、通常実測されるデータから板クラウン及び平坦度の予
測モデルの形状変化係数を適切に決定し、精度の高い平坦度の予測を実現して、熱間圧延
における精度の高い板形状の制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び効果】
【００１０】
　本発明に係る熱間圧延における板形状の制御方法は、直列に配置された複数の圧延スタ
ンドを有するタンデム式圧延機により熱間圧延される圧延材の板形状の制御方法に関する
。そして、本発明に係る熱間圧延における板形状の制御方法は、上記目的を達成するため
に以下のようないくつかの特徴を有している。すなわち、本発明の熱間圧延における板形
状の制御方法は、以下の特徴を単独で、若しくは、適宜組み合わせて備えている。
【００１１】
　上記目的を達成するための本発明に係る熱間圧延における板形状の制御方法における第
１の特徴は、Ｃｒｉ＝α×ＣｒＭｉ＋（１－ｒｉ）×β×Ｃｒｉ－１（Ｃｒｉ，Ｃｒｉ－

１：ｉ，ｉ－１スタンド出側の板クラウン、α：転写率、ＣｒＭｉ：ｉスタンドのメカニ
カルクラウン、ｒｉ：ｉスタンドの圧下率、β：遺伝係数）で表される板クラウン予測モ
デルにより前記圧延材の板クラウン予測値を算出する板クラウン予測値算出工程と、前記
板形状を制御するための板形状制御装置の設定値を、前記タンデム式圧延機を操作するオ
ペレータが手動により調整した際のオペレータ調整量と、平坦度予測モデルにより算出さ
れる平坦度予測値との相関係数の絶対値が大きくなるように決定された形状変化係数を用
いて、前記平坦度予測モデルにより前記平坦度予測値の決定値を算出する平坦度予測値算
出工程と、前記板クラウン予測値と、前記決定値とを用いて、前記板形状制御装置の設定
値を算出する制御装置設定値算出工程とを備えていることである。
【００１２】
　この構成によると、圧延材の平坦度を向上させるためにタンデム式圧延機を操作するオ
ペレータが介入したオペレータ調整量に基づいて平坦度予測モデルの形状変化係数を修正
でき、実際の経験に基づく調整結果を板の平坦度予測計算に反映することができる。ここ
で、上記オペレータ調整量は、実際に操作するオペレータの判断に委ねられるため、オペ
レータによる目視判定の確からしさが問題となるが、経験を積んだ熟練のオペレータの場
合、目視によって的確に板形状を判定して調整し、通板トラブルを回避して平坦度の良い
板に修正することが可能である。また、圧延を繰り返すたびに、オペレータ調整量のデー
タは蓄積されていくため、上記形状変化係数は、圧延を多く繰り返すほどにその精度は高
まっていく。
【００１３】
　また、本発明では、板クラウンや平坦度についての測定結果を用いず、採取しやすいス
タンド間のオペレータ調整量を用いて平坦度を予測計算するものであるため、スタンド間
に板クラウンや平坦度についての測定手段を持たない場合であっても、ロールプロフィー



(5) JP 2008-43967 A 2008.2.28

10

20

30

40

50

ル予測誤差の仮定等を行うことなくスタンド間の平坦度を予測することができる。よって
、計測手段の少ないタンデム式の熱間圧延設備において、通常実測されるデータから板ク
ラウン及び平坦度の予測モデルの形状変化係数を適切に決定してスタンド出口毎に精度の
高い平坦度の予測を実現でき、各スタンド毎に熱間圧延における精度の高い板形状の制御
が可能となる。
【００１４】
　また、本発明に係る熱間圧延における板形状の制御方法における第２の特徴は、前記平
坦度予測モデルは、Δεｉ＝ξ×（Ｃｒｉ／Ｈｉ－Ｃｒｉ－１／Ｈｉ－１）（Δεｉ：ｉ
スタンド出側の平坦度、Ｃｒｉ，Ｃｒｉ－１：ｉ，ｉ－１スタンド出側の板クラウン、Ｈ

ｉ，Ｈｉ－１：ｉ，ｉ－１スタンド出側の板厚、ξ：形状変化係数）で表されることであ
る。
【００１５】
　ここで、Ｃｒｉ／Ｈｉは、ｉスタンド出側の板クラウンとｉスタンド出側の板厚との比
であり、一般に、ｉスタンド出側の板クラウン比率と呼ばれるものである。この構成によ
ると、ｉスタンド前後の板クラウン比率の変化量に形状変化係数を乗じて定義される上記
従来の平坦度予測モデルから算出される平坦度予測値と、タンデム式圧延機を操作するオ
ペレータが介入したオペレータ調整量との間の相関関係から形状変化係数を決定し、この
形状変化係数を用いて平坦度予測値の決定値を算出することで、オペレータ調整量を平坦
度予測値に反映させることができ、単に、上記従来の平坦度予測モデルから算出される平
坦度予測値よりも精度の高い平坦度予測値を得ることができる。
【００１６】
　また、本発明に係る熱間圧延における板形状の制御方法における第３の特徴は、前記平
坦度予測モデルは、Δε＝ξ×（Ｃｒｎ／Ｈｎ－Ｃｒｎ－１／Ｈｎ－１）（Δε：スタン
ド出側の平坦度、Ｃｒｎ，Ｃｒｎ－１：ｎ，ｎ－１本目の板の圧延時におけるスタンド出
側の板クラウン、Ｈｎ，Ｈｎ－１：ｎ，ｎ－１本目の板の圧延時におけるスタンド出側の
板厚、ξ：形状変化係数）で表されることである。
【００１７】
　ここで、板クラウンは、上記のように、Ｃｒｉ＝α×ＣｒＭｉ＋（１－ｒｉ）×β×Ｃ
ｒｉ－１（Ｃｒｉ，Ｃｒｉ－１：ｉ，ｉ－１スタンド出側の板クラウン、α：転写率、Ｃ
ｒＭｉ：ｉスタンドのメカニカルクラウン、ｒｉ：ｉスタンドの圧下率、β：遺伝係数）
で表される板クラウン予測モデルにより算出されるが、例えば、スタンド毎にメカニカル
クラウンＣｒＭの予測精度に差があると、この板クラウンの予測値は、ｉスタンド、ｉ＋
１スタンドの順に、徐々に誤差が蓄積されていく。また、スタンド毎にロールプロフィー
ルの予測精度に大きな差がある場合もある。よって、この構成によると、同じスタンドの
ｎ－１本目に圧延された圧延材の板クラウン比率と、ｎ本目に圧延された圧延材の板クラ
ウン比率との差によって平坦度を予測する平坦度予測モデルを定義することにより、メカ
ニカルクラウンやロールプロフィールの予測誤差を打ち消すことができる。よって、より
精度の高い平坦度の予測を実現することができる。
【００１８】
　また、本発明に係る熱間圧延における板形状の制御方法における第４の特徴は、前記平
坦度予測モデルは、Δε ｉ＝ξ×｛（Ｃｒｉ

ｎ／Ｈｉ
ｎ－Ｃｒｉ

ｎ－１／Ｈｉ
ｎ－１）

－（Ｃｒｉ－１
ｎ／Ｈｉ－１

ｎ－Ｃｒｉ－１
ｎ－１／Ｈｉ－１

ｎ－１）｝（Δεｉ：ｉス
タンド出側の平坦度、Ｃｒｉ

ｎ，Ｃｒｉ
ｎ－１，Ｃｒｉ－１

ｎ，Ｃｒｉ－１
ｎ－１：ｎ，

ｎ－１本目の板の圧延時におけるｉ，ｉ－１スタンド出側の板クラウン、Ｈｉ
ｎ，Ｈｉ

ｎ

－１，Ｈｉ－１
ｎ，Ｈｉ－１

ｎ－１：ｎ，ｎ－１本目の板の圧延時におけるｉ，ｉ－１ス
タンド出側の板厚、ξ：形状変化係数）で表されることである。
【００１９】
　ここで、この平坦度予測モデルは、ｎ－１本目に圧延された圧延材の板クラウン比率と
、ｎ本目に圧延された圧延材の板クラウン比率との差の、ｉスタンド前後の変化量によっ
て、平坦度を予測する平坦度予測モデルを定義するものである。この構成によると、従来
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のｉスタンド前後の板クラウン比率の変化量からの定義と、ｎ－１本目に圧延された圧延
材の板クラウン比率と、ｎ本目に圧延された圧延材の板クラウン比率との差からの定義と
を合わせることにより、より精度の高い平坦度の予測が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照しつつ説明する。図１は
、本発明に係る熱間圧延における板形状の制御方法が使用されるタンデム式圧延機が設け
られた熱間圧延設備を示す模式図である。
【００２１】
　図１に示すように、加熱炉１１で１０００℃以上に加熱されたスラブと呼ばれる鋼片５
は、まず粗圧延機１２に供給され粗圧延される。その後、仕上げの圧延機であるタンデム
式圧延機１３に供給され、最終的には厚さ１．２ｍｍ～１９ｍｍ程度まで薄くして冷却設
備１４にて冷却されたあと巻取機１５でコイル状に巻き取られる。
【００２２】
　図２は、本発明に係る熱間圧延における板形状の制御方法が使用されるタンデム式圧延
機の各種設定値を計算する手順を示すフローチャート図である。本発明に係る熱間圧延に
おける板形状の制御方法では、図２に示したフローチャート図の手順に従って各スタンド
の形状制御装置等の設定値計算を行い、タンデム式圧延機１３のセットアップを行う。
【００２３】
　まず、圧延材である板の素材寸法、タンデム式圧延機１３の入側での板の温度、最終ス
タンド出口での板の目標温度、及び各スタンド出口での板の目標板厚（パススケジュール
）を入力するステップ１（以下Ｓ１と記載する、他のステップも同様）と、タンデム式圧
延機１３の入側での板クラウン、圧延後の板の目標板クラウン、及び板の平坦度の許容範
囲を入力するステップ２が行われる。次にＳ１に基づき、各スタンドでの圧延材の温度計
算を行うステップ３ならびに各スタンドでの圧延荷重を計算するステップ４が行われる。
その後、ステップ６では、各スタンドのロールギャップ及び圧延速度の設定値が計算され
る。一方、Ｓ１に基づくＳ３、Ｓ４による計算結果とＳ２とに基づいて板クラウン予測値
算出工程と平坦度予測値算出工程とを含むステップ５により各スタンド出側のクラウン及
び板の平坦度の予測値が求められる。その後、制御装置設定値算出工程であるステップ７
では、Ｓ５の結果に基づき、ロールベンディング装置、ロールシフト装置、及びペアクロ
スミルのクロス角度設定装置等の各スタンドの板形状制御装置の設定値計算が行われる。
【００２４】
　このようなタンデム式圧延機１３の設定値計算においては、各スタンドにおける板クラ
ウン及び平坦度の予測精度が極めて重要である。すなわち、板形状の予測を誤ると、通板
中に平坦度が乱れ、これによりワークロール間への材料の進入がスムーズに行われず、場
合によっては進入不良や絞りなどの通板トラブルを起こすことになる。
【００２５】
　ここで、Ｓ５に示す各スタンド出側の板クラウン及び平坦度の計算は、通常、次式に示
す板クラウン予測モデル（式（数１））と、平坦度予測モデル（式（数２））とを用いて
一般に分割モデルと呼ばれる理論解析手法により、ロールの変形と圧延材の変形を連立さ
せて行われる。
　（数１）　Ｃｒｉ＝α×ＣｒＭｉ＋（１－ｒｉ）×β×Ｃｒｉ－１

　（数２）　Δεｉ＝ξ×（Ｃｒｉ／Ｈｉ－Ｃｒｉ－１／Ｈｉ－１）
　ここで、Ｃｒｉ，Ｃｒｉ－１は、ｉ，ｉ－１スタンド出側の板クラウンを示し、αは、
転写率を示し、ＣｒＭｉは、ｉスタンドのメカニカルクラウンを示し、ｒｉは、ｉスタン
ドの圧下率を示し、βは、遺伝係数を示す。また、Δεｉは、ｉスタンド出側の平坦度を
示し、Ｈｉ，Ｈｉ－１は、ｉ，ｉ－１スタンド出側の板厚を示し、ξは、形状変化係数を
示す。
【００２６】
　上記のメカニカルクラウンＣｒＭは、圧延荷重によるワークロールの撓みと、偏平等を
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要素とする圧延機の変形モデルと、ワークロールのイニシャルプロフィール・熱膨張・磨
耗等を要素とするロールプロフィールモデルとによって算出される。また、転写率αは、
メカニカルクラウンの出側板クラウンに対する影響係数であり、遺伝係数βは、入側板ク
ラウンの出側板クラウンに対する影響係数である。また、平坦度Δεを算出する際に用い
られる形状変化係数ξは、本発明の一実施形態として、圧延材の板厚、板幅、及びスタン
ドのロール径によって定義される幾何学的パラメータを用いて関数表現したものを用いた
。
【００２７】
　一方、熱間圧延設備における板の平坦度計測方法については、レーザー及びモニターを
用い光学的な方法で測定する技術が知られているが、光学方式による平坦度の測定は、タ
ンデム式圧延機１３の最終スタンドに限られ、途中スタンドの平坦度を計測することは極
めて困難である。ところで、タンデム式圧延機１３を操作するオペレータは、圧延材を圧
延機に通していく通板中の板の目視形状により平坦度を判定し、形状が乱れている場合に
はそれを修正するために形状制御装置の設定値に対して介入を行っている。この介入によ
る調整は、通常、応答性の良いロールベンディング装置に対して行われ、例えば、板形状
が耳波の場合、板がほぼ平坦になるまでロールベンディング装置による圧力を上昇させて
いく。逆に、板形状が中伸びであれば、平坦になるまでロールベンディング装置による圧
力を減少させていく。
【００２８】
　ここで、オペレータによる調整は、オペレータの目視判定の確からしさが問題となるが
、経験を積んだオペレータの場合、目視によって的確に板形状を判定してロールベンディ
ング装置の圧力を調整し、通板トラブルを回避して平坦度の良い板に修正することが可能
である。そこで、本発明に係る熱間圧延における板形状の制御方法の一実施形態では、板
形状を見てオペレータが行うロールベンディング装置の初期設定値への介入量（調整量）
によって、上記耳波、中伸び等の板の平坦度を評価している。このオペレータによる介入
量（調整量）を以下、オペレータ調整量ΔＪと記載する。尚、本発明に係る熱間圧延にお
ける板形状の制御方法の一実施形態では、オペレータ調整量ΔＪとして、ロールベンディ
ング装置の初期設定値への介入量（調整量）を用いているが、ロールベンディング装置の
初期設定値への介入量（調整量）の代わりに、ロールシフト装置やペアクロスミルのクロ
ス角度設定装置等の板形状制御装置の初期設定値への介入量（調整量）を用いることも当
然可能である。つまり、オペレータが手動により調整した際のオペレータ調整量として、
ロールベンディング装置、ロールシフト装置、及びペアクロスミルのクロス角度設定装置
等の板形状を制御するための板形状制御装置の設定値を手動により調整した際のオペレー
タ調整量を用いることが可能である。
【００２９】
　図４は、オペレータ調整量ΔＪで補正せず式（数１）、式（数２）に示す従来の式から
求めた平坦度の予測値Δεと、オペレータ調整量ΔＪとの関係を示す図である。図４に示
すように、式（数１）、式（数２）に示す従来の式から求めた平坦度の予測値Δεと、オ
ペレータ調整量ΔＪとの間には正の相関関係が認められる。一般に、板の予測形状が耳波
の場合、オペレータはロールベンディング装置による圧力設定値を上昇側に、板の予測形
状が中伸びの場合、圧力設定値を減少側に調整する傾向があり、オペレータは、目視によ
り定性的には板の形状を正しく予測していることがわかる。しかしながら、この平坦度の
予測値Δεとオペレータ調整量ΔＪとの相関関係は良くない。これに対し、以下に、本発
明に係る３つの平坦度予測モデルを用いた第１乃至第３実施形態についてそれぞれ説明す
る。尚、平坦度予測モデルは、これら３つのモデルに限られるものではなく、他の平坦度
予測モデルと、オペレータ調整量ΔＪとを用いて平坦度の予測を行うこともできる。
【００３０】
　（第１実施形態）
　本発明に係る熱間圧延における板形状の制御方法の第１実施形態は、式（数１）に示す
板クラウン予測モデル及び式（数２）に示す平坦度予測モデルを用いて、オペレータによ



(8) JP 2008-43967 A 2008.2.28

10

20

30

40

50

るロールベンディング装置の初期設定値への介入量（調整量）がある場合の圧延実績をも
とに、オペレータ調整量ΔＪと平坦度の予測値Δεとの相関係数の絶対値が大きくなるよ
うに形状変化係数ξを決定し、このξを用いて平坦度予測値の決定値を算出する平坦度予
測値算出工程を行うものである。ここで、図３は、本発明に係る熱間圧延における板形状
の制御方法の板クラウン及び平坦度の予測値算出手順を示すフローチャート図である。ま
た、図５は、本発明の第１実施形態に係る方法で算出した平坦度の予測値Δεと、オペレ
ータ調整量ΔＪとの関係を示す図である。
【００３１】
　図３に示すように、まず、オペレータ調整量ΔＪを入力するステップ１１を行う。そし
て、形状変化係数ξの仮決めをステップ１２で行う。次に板クラウン予測モデル及び平坦
度予測モデルにより、板クラウン予測値の算出（板クラウン予測値算出工程）及び平坦度
の予測値を算出するステップ１３を行う。ここで、本発明に係る熱間圧延における板形状
の制御方法の第１実施形態では、式（数１）に示す板クラウン予測モデル及び式（数２）
に示す平坦度予測モデルを用いた。Ｓ１２においては、例えば、形状変化係数に、ξ＊＝
ξ｛１＋ｆ（Ｈ、Ｗ、・・・）｝（ξ＊：補正後の形状変化係数、Ｈ：板厚、Ｗ：板幅）
のように補正項ｆ（Ｈ、Ｗ、・・・）を導入し、ステップ１４によりオペレータ調整量Δ
Ｊと平坦度の予測値Δεとの相関係数の絶対値が大きくなるよう補正後の形状変化係数ξ
＊を決定する。一例として、補正項ｆ（Ｈ、Ｗ、・・・）を、ｆ（Ｈ、Ｗ、・・・）＝ａ

０＋ａ１×Ｈ＋ａ２×Ｗ＋・・・のように板厚Ｈや板幅Ｗ等の一次式で表現すれば、各係
数ａ０、ａ１、ａ２、・・・は最小二乗法によって容易に決定できる。その後、ステップ
１５により、決定した補正後の形状変化係数ξ＊を用いて平坦度予測値の決定値を算出す
る（平坦度予測値算出工程）。尚、補正後の形状変化係数ξ＊は、上記のように補正項項
ｆ（Ｈ、Ｗ、・・・）を導入して求めても良いし、圧延材の板厚、板幅、及びスタンドの
ロール径等により、全く新たに定義しても構わない。その後、図２に示すＳ７により、ロ
ールベンディング装置、ロールシフト装置、及びペアクロスミルのクロス角度設定装置等
の各スタンドの板形状制御装置の設定値計算が行われる。
【００３２】
　図５に示すように、式（数１）に示す板クラウン予測モデル及び式（数２）に示す平坦
度予測モデルを用いて、オペレータ調整量ΔＪによって補正した平坦度の予測値Δεと、
オペレータ調整量ΔＪとの間の相関関係は、図４に示す従来の式から求めた平坦度の予測
値Δεと、オペレータ調整量ΔＪとの相関関係よりも高い。
【００３３】
　（第２実施形態）
　式（数１）に示されるように、この板クラウン予測モデルから算出される板クラウン予
測値の誤差は、スタンド毎にメカニカルクラウンの予測精度に誤差があると、ｉスタンド
、ｉ＋１スタンドの順に、徐々に誤差が蓄積されていく。また、スタンド毎にロールプロ
フィールの予測精度に大きな差がある場合もある。この場合、従来のように、式（数２）
で表される各スタンド間の板クラウン比率の変化量によって板の平坦度を求めた場合、平
坦度の予測精度が悪くなる場合がある。従って、本発明に係る熱間圧延における板形状の
制御方法の第２実施形態では、式（数２）の代わりに、次式に示すように、ｎ－１本目に
圧延された圧延材の板クラウン比率と、ｎ本目に圧延された圧延材の板クラウン比率との
差によって平坦度を予測する平坦度予測モデルを用いた。これにより、メカニカルクラウ
ンの予測誤差を打ち消すことができる。
　（数３）　Δε＝ξ×（Ｃｒｎ／Ｈｎ－Ｃｒｎ－１／Ｈｎ－１）
　ここで、Δεは、スタンド出側の平坦度を示し、Ｃｒｎ，Ｃｒｎ－１は、ｎ，ｎ－１本
目の板の圧延時におけるスタンド出側の板クラウンを示し、Ｈｎ，Ｈｎ－１は、ｎ，ｎ－
１本目の板の圧延時におけるスタンド出側の板厚を示し、ξは、形状変化係数を示す。そ
の他の本第２実施形態における板クラウン予測値算出工程、平坦度予測値算出工程、及び
制御装置設定値算出工程等は、上記第１実施形態と同様であり、タンデム式圧延機１３を
操作するオペレータが手動により調整した際のオペレータ調整量により、板の平坦度を評
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が異なる場合には、ｎ本目に圧延する圧延材の平坦度評価点において、ｎ－１本目に圧延
された圧延材の板クラウン比率を求める。
【００３４】
　次に、図６は、本発明の第２実施形態に係る平坦度の予測値Δεと、オペレータ調整量
ΔＪとの関係を示す図である。図６に示すように、式（数１）に示す板クラウン予測モデ
ル及び式（数３）に示す平坦度予測モデルを用いて、オペレータ調整量ΔＪによって補正
した平坦度の予測値Δεと、オペレータ調整量ΔＪとの間の相関関係は、図４に示す従来
の式から求めた平坦度の予測値Δεと、オペレータ調整量ΔＪとの相関関係、ならびに図
５に示す式（数１）の板クラウン予測モデル及び式（数２）の平坦度予測モデルを用いて
、オペレータ調整量ΔＪによって補正した平坦度の予測値Δεと、オペレータ調整量ΔＪ
との間の相関関係よりも高い。
【００３５】
　（第３実施形態）
　本発明に係る熱間圧延における板形状の制御方法の第３実施形態は、式（数２）に示し
た従来のｉスタンド前後の板クラウン比率の変化量からの定義と、式（数３）に示したｎ
－１本目に圧延された圧延材の板クラウン比率とｎ本目に圧延された圧延材の板クラウン
比率との差からの定義とを合わせた次式に示す平坦度予測モデルを用いるものである。
　（数４）　Δε ｉ＝ξ×｛（Ｃｒｉ

ｎ／Ｈｉ
ｎ－Ｃｒｉ

ｎ－１／Ｈｉ
ｎ－１）－（Ｃ

ｒｉ－１
ｎ／Ｈｉ－１

ｎ－Ｃｒｉ－１
ｎ－１／Ｈｉ－１

ｎ－１）｝
　ここで、Δεｉは、ｉスタンド出側の平坦度を示し、Ｃｒｉ

ｎ，Ｃｒｉ
ｎ－１，Ｃｒｉ

－１
ｎ，Ｃｒｉ－１

ｎ－１は、ｎ，ｎ－１本目の板の圧延時におけるｉ，ｉ－１スタンド
出側の板クラウンを示し、Ｈｉ

ｎ，Ｈｉ
ｎ－１，Ｈｉ－１

ｎ，Ｈｉ－１
ｎ－１は、ｎ，ｎ

－１本目の板の圧延時におけるｉ，ｉ－１スタンド出側の板厚を示し、ξは、形状変化係
数を示す。
【００３６】
　ここで、本第３実施形態においても上記の第２実施形態と同様、板クラウン予測値算出
工程、平坦度予測値算出工程、及び制御装置設定値算出工程等は、上記第１実施形態と同
様であり、タンデム式圧延機１３を操作するオペレータが手動により調整した際のオペレ
ータ調整量により、板の平坦度を評価している。また、上記第２実施形態と同様に、ｎ－
１本目に圧延された圧延材と、ｎ本目に圧延する圧延材との板幅が異なる場合には、ｎ本
目に圧延する圧延材の平坦度評価点において、ｎ－１本目に圧延された圧延材の板クラウ
ン比率を求める。
【００３７】
　図７は、本発明の第３実施形態に係る平坦度の予測値Δεと、オペレータ調整量ΔＪと
の関係を示す図である。また下記の表１は、従来法、第１実施形態、第２実施形態、及び
第３実施形態における平坦度の予測値Δεとオペレータ調整量ΔＪとのそれぞれの相関係
数Ｒ値の比較を示すものである。図７及び表１に示すように、式（数４）に示す平坦度予
測モデルを用いてオペレータ調整量ΔＪによって補正した平坦度の予測値Δεとオペレー
タ調整量ΔＪとの間の相関関係は、図４に示す従来法から求めた平坦度の予測値Δεとオ
ペレータ調整量ΔＪとの相関関係、及び図５に示す式（数２）の平坦度予測モデルを用い
てオペレータ調整量ΔＪによって補正した平坦度の予測値Δεとオペレータ調整量ΔＪと
の間の相関関係よりも高い。また、僅かではあるが図６に示す式（数３）の平坦度予測モ
デルを用いてオペレータ調整量ΔＪによって補正した平坦度の予測値Δεとオペレータ調
整量ΔＪとの間の相関関係よりも高い。
【００３８】
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【表１】

【００３９】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の実施の形態に限られるも
のではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々に変更して実施することができ
るものである。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】熱間圧延設備を示す模式図である。
【図２】タンデム式圧延機の各種設定値を計算する手順を示すフローチャート図である。
【図３】板クラウン及び平坦度の予測値算出手順を示すフローチャート図である。
【図４】式（数１）、式（数２）に示す従来の式から求めた平坦度の予測値Δεと、オペ
レータ調整量ΔＪとの関係を示す図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る平坦度の予測値Δεと、オペレータ調整量ΔＪとの
関係を示す図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係る平坦度の予測値Δεと、オペレータ調整量ΔＪとの
関係を示す図である。
【図７】本発明の第３実施形態に係る平坦度の予測値Δεと、オペレータ調整量ΔＪとの
関係を示す図である。
【符号の説明】
【００４１】
１　　熱間圧延設備
６　　鋼板
１１　加熱炉
１２　粗圧延機
１３　タンデム式圧延機
１４　冷却設備
１５　巻取機
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