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(57)【要約】
【課題】精度良く応答性に優れた、熱間圧延における仕
上温度制御装置を提供することを課題とする。
【解決手段】トラッキング手段と、該トラッキング手段
と各種実績計測手段を用いて、セクション毎の実績結果
を収集して保存する、実績収集手段と、仕上入側温度を
予測する仕上入側温度予測手段と、スタンド間スプレー
の水量を設定するフィードフォワード制御手段と、スタ
ンド間スプレーの設定を再設定するダイナミック修正手
段と、温度モデルの補正係数を求める学習処理手段と、
補正係数を格納する学習格納手段とを具備する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
鋼板の粗圧延機出側温度を計測する粗出側温度計測手段と、鋼板の仕上圧延機入側温度を
計測する仕上入側温度計測手段と、鋼板の仕上圧延機出側温度を計測する仕上出側温度計
測手段と、各仕上スタンドの圧延荷重を計測する圧延荷重計測手段と、各仕上スタンドの
回転速度を計測する回転速度計測手段と、各仕上スタンド間で圧延中の鋼板を冷却するス
タンド間スプレーとを具備した仕上圧延機に対して、前記スプレー水量を制御することで
前記仕上圧延機出側温度を目標温度に制御する熱間圧延における仕上温度制御装置におい
て、
鋼板の長手方向を等間隔で仮想的に分割したセクション毎の位置情報を記憶するトラッキ
ング手段と、
該トラッキング手段と各種実績計測手段を用いて、セクション毎の実績結果を収集して保
存する実績収集手段と、
粗出側温度と鋼板放射率と粗出側温度計測手段から仕上入側温度計測手段までの搬送時間
を用いて仕上入側温度を予測する仕上入側温度予測手段と、
該仕上入側温度予測手段により予測した仕上入側温度を初期値として圧延スケジュールと
圧延荷重予測値と搬送速度予測値と学習処理手段により算出した温度モデルの補正係数を
用いて、各セクションが通板する前に目標の仕上出側温度となるスタンド間スプレーの水
量を設定するフィードフォワード制御手段と、
前記トラッキング手段を利用して、各セクションが仕上圧延機内の指定位置に到達したタ
イミングで各セクションの指定位置までの実績情報と学習処理手段により算出した温度モ
デルの補正係数を取り込んで各セクションの指定位置までの温度を再計算し、搬送速度の
予測を再実行した後に指定位置より下流のスタンド間スプレーの設定を再設定するダイナ
ミック修正手段と、
各セクションの仕上温度実績を収集した時点で温度モデルの補正係数を求める学習処理手
段と、
該学習処理手段で計算した温度モデルの補正係数を格納する学習格納手段とを具備するこ
とを特徴とする熱間圧延における仕上温度制御装置。
【請求項２】
請求項１に記載の熱間圧延における仕上温度制御装置において、
前記フィードフォワード手段とダイナミック修正手段における圧延荷重予測値は、
鋼板が仕上スタンドに噛み込むまでは設定値を、噛み込み後は各スタンドの最新の荷重実
績値を用いることを特徴とする熱間圧延における仕上温度制御装置。
【請求項３】
請求項１または２に記載の熱間圧延における仕上温度制御装置において、
前記仕上入側温度予測手段において使用する鋼板放射率は、粗圧延機出側温度と仕上入側
温度と粗出側温度計測手段から仕上入側温度計測手段までの搬送時間を用いてオンライン
で逆算したものであることを特徴とする熱間圧延における仕上温度制御装置。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれか１項に記載の熱間圧延における仕上温度制御装置において、
前記ダイナミック修正手段は、複数スタンドの位置を指定できることを特徴とする熱間圧
延における仕上温度制御装置。
【請求項５】
請求項１ないし４のいずれか１項に記載の熱間圧延における仕上温度制御装置において、
前記学習格納手段は、次に圧延する材料の初期値として格納する領域と圧延中の材料に適
用するために格納する領域とを別々に保持していることを特徴とする熱間圧延における仕
上温度制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、熱間圧延における仕上温度制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　熱間圧延（一般的に熱延と略して呼ばれており、以下では熱延とも記載する）とは、一
般的に、連続鋳造または造塊、分塊によって製造されたスラブ状の金属材料を、加熱炉に
て数百～千数百度に加熱した後、熱間圧延ライン上に抽出し、1対または複数対のロール
で挟圧し、そのロールを回転させることで、薄く延ばし、コイル状に巻き取るプロセスの
ことである。
【０００３】
　近年熱延ラインにて圧延されるコイルに要求される品質は厳格化しており、特に、仕上
圧延機出側での鋼板の温度で品質が大きく変化するため、この温度を目標どおりに制御す
ることが求められている。
【０００４】
　このため、例えば特許文献１では、仕上出側温度の偏差(目標温度と実績温度との差)に
応じてストリップクーラント(スプレー)の本数を増加減させている。特に、板速度が低下
すると見込まれる場合で、ストリップクーラントの使用数を増加させる場合には、現在の
使用数を維持するようにし、逆に使用数を減少させる場合は、減少した本数を出力するよ
うにしている。これにより、減速による仕上出側温度の低め外れを回避している。
【０００５】
　また、特許文献２では、切板鋼板を、仕上圧延設備の入側で、所定長さを有するように
仮想分割した切板からなると想定する。そして、各切板に対して、仕上圧延設備の入側温
度を把握し、仕上圧延設備内を複数のゾーンに分割したときの、ゾーン内での搬送時間を
求め、求めた仕上入側温度および搬送時間を参照して得られる、仕上出側温度（ＦＤＴ：
Finisher Delivery Temperature）が目標値に最も近くなるような注水パターンおよび注
水タイミングを求め、さらに、求めた注水パターンおよび注水タイミングにしたがって注
水動作を行うように各冷却設備を制御するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－４３８１１号公報
【特許文献２】特開平１０－９４８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した特許文献１に開示された技術では、想定している仕上入側温度
の変動が実績と異なってくる場合やオペレータの手介入による速度変化の場合に対応でき
ないという課題がある。
【０００８】
　また、上述した特許文献２に開示された技術では、ＦＤＴ目標に対する制御誤差への対
処法については言及されていない、さらに圧延中に変動する板速度や圧延荷重を取り込ん
でスプレーの設定を行っていないため、圧延状態が変動することでスプレーの設定を誤る
可能性があるという課題がある。
【０００９】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、精度良く応答性に優れた、熱
間圧延における仕上温度制御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】
【００１０】
　上記課題は次の発明により解決される。
【００１１】
　［１］　鋼板の粗圧延機出側温度を計測する粗出側温度計測手段と、鋼板の仕上圧延機
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入側温度を計測する仕上入側温度計測手段と、鋼板の仕上圧延機出側温度を計測する仕上
出側温度計測手段と、各仕上スタンドの圧延荷重を計測する圧延荷重計測手段と、各仕上
スタンドの回転速度を計測する回転速度計測手段と、各仕上スタンド間で圧延中の鋼板を
冷却するスタンド間スプレーとを具備した仕上圧延機に対して、前記スプレー水量を制御
することで前記仕上圧延機出側温度を目標温度に制御する熱間圧延における仕上温度制御
装置において、
鋼板の長手方向を等間隔で仮想的に分割したセクション毎の位置情報を記憶するトラッキ
ング手段と、
該トラッキング手段と各種実績計測手段を用いて、セクション毎の実績結果を収集して保
存する実績収集手段と、
粗出側温度と鋼板放射率と粗出側温度計測手段から仕上入側温度計測手段までの搬送時間
を用いて仕上入側温度を予測する仕上入側温度予測手段と、
該仕上入側温度予測手段により予測した仕上入側温度を初期値として圧延スケジュールと
圧延荷重予測値と搬送速度予測値と学習処理手段により算出した温度モデルの補正係数を
用いて、各セクションが通板する前に目標の仕上出側温度となるスタンド間スプレーの水
量を設定するフィードフォワード制御手段と、
前記トラッキング手段を利用して、各セクションが仕上圧延機内の指定位置に到達したタ
イミングで各セクションの指定位置までの実績情報と学習処理手段により算出した温度モ
デルの補正係数を取り込んで各セクションの指定位置までの温度を再計算し、搬送速度の
予測を再実行した後に指定位置より下流のスタンド間スプレーの設定を再設定するダイナ
ミック修正手段と、
各セクションの仕上温度実績を収集した時点で温度モデルの補正係数を求める学習処理手
段と、
該学習処理手段で計算した温度モデルの補正係数を格納する学習格納手段とを具備するこ
とを特徴とする熱間圧延における仕上温度制御装置。
【００１２】
　［２］　［１］に記載の熱間圧延における仕上温度制御装置において、
前記フィードフォワード手段とダイナミック修正手段における圧延荷重予測値は、
鋼板が仕上スタンドに噛み込むまでは設定値を、噛み込み後は各スタンドの最新の荷重実
績値を用いることを特徴とする熱間圧延における仕上温度制御装置。
【００１３】
　［３］　［１］または［２］に記載の熱間圧延における仕上温度制御装置において、
前記仕上入側温度予測手段において使用する鋼板放射率は、粗圧延機出側温度と仕上入側
温度と粗出側温度計測手段から仕上入側温度計測手段までの搬送時間を用いてオンライン
で逆算したものであることを特徴とする熱間圧延における仕上温度制御装置。
【００１４】
　［４］　［１］ないし［３］のいずれか１項に記載の熱間圧延における仕上温度制御装
置において、
前記ダイナミック修正手段は、複数スタンドの位置を指定できることを特徴とする熱間圧
延における仕上温度制御装置。
【００１５】
　［５］　［１］ないし［４］のいずれか１項に記載の熱間圧延における仕上温度制御装
置において、
前記学習格納手段は、次に圧延する材料の初期値として格納する領域と圧延中の材料に適
用するために格納する領域とを別々に保持していることを特徴とする熱間圧延における仕
上温度制御装置。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、仕上入側温度の変動、オペレータの手介入による速度の変動、圧延荷
重の変動があっても、仕上出側温度を応答良くかつ高精度に制御できる。



(5) JP 2012-40593 A 2012.3.1

10

20

30

40

50

【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に用いる実績収集のための装置構成例を示す図である。
【図２】本発明に係る熱間圧延における仕上温度制御装置の装置構成例を示す図である。
【図３】温度計算区間の構成例を示す図である。
【図４】学習処理手段における学習処理手順の一例を示す図である。
【図５】仕上出側実績温度と仕上出側温度１および２との関係を概念的に示した図である
。
【図６】本発明を適用した場合の結果(仕上出側温度)を示す図である。
【図７】仕上入側温度の推移を示す図である。
【図８】搬送速度の推移を示す図である。
【図９】フィードフォワードのスプレー設定と実績の比較を示す図である。
【図１０】F1ダイナミック修正の結果を示す図である。
【図１１】F2ダイナミック修正の結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１は、本発明に用いる実績収集のための装置構成例を示す図である。図中、１０１は
粗圧延機出側温度計測手段を、１０２は仕上圧延機入側温度計測手段を、１０３は仕上圧
延機出側温度計測手段を、１０４は各種実績計測手段を、１０５はトラッキング手段を、
１０６は実績収集手段を、２００は鋼板を、２０１は粗圧延機を、２０２は仕上圧延機を
、２０３はＦＳＢを、および２０４はスプレーをそれぞれ表す。なお、ここでは、粗圧延
機出側、粗圧延機出側温度、仕上圧延機入側温度などと特定の圧延機の特定の位置、また
は物理属性を示す場合に、途中の圧延機との記載を省略して、それぞれ、粗出側、粗出側
温度、仕上圧延機入側温度とも称するものとする。また、鋼板を単に板とも記載している
。
【００１９】
　図１は、粗圧延機２０１の出側からＦＳＢ(Finisher Scale Breaker)２０３、さらに７
スタンドの入側にスプレー２０４を有する仕上圧延機２０２に至る、鋼板２００の熱間圧
延ラインを示している。
【００２０】
　１０１～１０３の各温度計測手段には、例として放射温度計がある。そして、各種実績
計測手段１０４としては、例えば、圧延状態の実績を計測する圧延荷重計測手段、回転速
度計測手段、スプレーの実績と搬送時間の実績を計測する手段などの各種の実績計測手段
がある。
【００２１】
　トラッキング手段１０５は、鋼板２００の長手方向を等間隔で仮想的に分割したセクシ
ョン毎に各トラッキング点の移動をトラッキングする。実績収集手段１０６は、１０１～
１０４の各計測手段およびトラッキング手段１０５を用いて、セクション毎に割り付けて
実績結果を収集する。
【００２２】
　図２は、本発明に係る熱間圧延における仕上温度制御装置の装置構成例を示す図である
。図中、１０７は仕上入側温度予測手段を、１０８はフィードフォワード制御手段を、１
０９はダイナミック修正手段を、１１０は学習処理手段を、および１１１は学習格納手段
をそれぞれ表す。なお、その他の符号は、図１と同様である。
【００２３】
　先ず、仕上入側温度予測手段１０７は、実績収集手段１０６により収集したセクション
毎の粗圧延機出側温度と粗圧延機出側温度計測手段から仕上圧延機入側温度計測手段まで
の搬送時間、さらに鋼板放射率を読み込み、温度モデルにて仕上入側温度を予測する。こ
こで、先頭セクションの鋼板放射率はテーブルから読み込むことにし、先頭以降のセクシ
ョンは１セクション前の実績に対して逆算した放射率を読み込むものとする。これにより
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【００２４】
　ここで、本発明で用いる温度モデルについて以下に説明を行う。なお、ここで説明を行
う温度モデルは一例であり、本発明の主旨を逸脱しない範囲で変更が可能である。
【００２５】
　先ず基本は、以下の（１）式に示す、1次元非定常熱伝導方程式を冷却区間に応じた境
界条件で解くことにより、温度を予測する。この1次元非定常熱伝導方程式の解法として
、時間方向に対して2次精度で計算できるクランク・ニコルソン法（差分法）が知られて
おり、一般的に使用され本発明でもこの解法を用いている。
【００２６】
【数１】

【００２７】
　図３は、温度計算区間の構成例を示す図である。温度計算は、粗圧延機出側温度(RDT：
Rough rolling mill Delivery Temperature)の計測位置から仕上圧延機出側温度(FDT： F
inisher Delivery Temperature)の計測位置までを分割して行う。各区間は、例えば、RDT
の計測位置からFET( Finisher Entry Temperature)の計測位置までの空冷、FSB水冷、ス
プレー水冷、ロールクーラント、ロールバイト(圧延)、ルーパーなどの区間からなり、実
機で考えられる熱移動の要因を考慮している。それぞれの区間についてのモデルを以下に
述べる。
【００２８】
　(a) 空冷モデル
鋼板の放射冷却と自然対流冷却をモデル化したものである。（２）式に空冷熱伝達係数α

ａの算出式を示す。
【００２９】
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【数２】

【００３０】
　(b) FSB水冷モデル
FSB(Finisher Scale Breaker)は、スケールを鋼板から剥離するための高圧力スプレーで
ある。FSB毎に、鋼板との熱伝達係数を持つ。
【００３１】
　(c) スプレー水冷モデル
スプレーは、スケール対策と仕上温度制御の観点から導入される設備である。スプレー毎
に鋼板との熱伝達係数を持つ。
【００３２】
　(d) ロールクーラントモデル
ロールクーラントは、基本的には水切りワイパーでロール冷却水が鋼板にかからないよう
になっているが、多少の水乗りを表現するためにモデル化した区間である。個別に熱伝達
係数を持つ。
【００３３】
　(e) ロールバイト（圧延）モデル
圧延区間の熱移動をモデル化したものであり、次に示す1)加工発熱モデル、2)摩擦発熱モ
デル、および3)ロール抜熱モデルとからなる。
【００３４】
　1)加工発熱モデル
以下に示す（３）式のモデルでは圧延圧力（平均面圧）を用いているが、変形抵抗でも良
い。
【００３５】
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【００３６】
　2)摩擦発熱モデル
（４）式は、ロールと板の摩擦発熱をモデル化したものである。
【００３７】
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【００３８】
　3)ロール抜熱モデル
ロールによる板の抜熱を、（５）式のように表現した。
【００３９】
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【数５】

【００４０】
　(f) ルーパーモデル
ルーパーは、スタンド間張力を安定化するために、鋼板を下面から持ち上げる機構であり
、その際の抜熱をモデル化したものである。上面は空冷モデル、下面はロール抜熱モデル
となっている。
【００４１】
　以上で、温度モデルの説明を終え、図２の説明に戻る。
【００４２】
　フィードフォワード制御手段１０８では、まず、仕上入側温度予測手段１０７で予測し
た鋼板温度と温度モデルの補正係数と後述する実績収集手段により収集した最新の圧延荷
重を仕上入側温度予測手段１０７を経由して読み込む。ここで鋼板が各スタンドを通板し
ていない場合は圧延荷重の最新実績がないので、代替として仕上設定計算で算出した設定
荷重を読み込む。
【００４３】
　また、最新荷重を取り込む理由は、設定荷重と実績荷重が異なった場合に温度モデルの
誤差となるためスプレーの設定を誤ってしまうことを回避するためである。さらに、温度
モデルの補正係数は、鋼板の先頭が仕上出側に到達していないため後述する学習処理手段
１１０が実行できない段階では、学習格納領域の初期値に使用する領域から読み込み、学
習処理手段１１０を実行できた段階で圧延中に適用する領域から読み込むものとする。
【００４４】
　温度モデルの補正係数を読み込むことより、材料毎の温度モデルの外れ傾向や圧延中の
温度モデルの外れ傾向を修正できるため、スプレーの注水設定が正しく行えるようになる
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。続いて、搬送速度予測を実行し、最終的に温度モデルを用いて仕上出側温度が目標に近
くなるようなスプレーの注水を設定する。
【００４５】
　なお、材料ごとに必ず使用するべきスプレー、使用が禁止されているスプレー、および
使用するスプレーの優先順という、スプレーの使用方法に関する制約が決められている。
従ってスプレーの注水設定にあたっては、この制約のもとで温度モデルを用いて仕上出側
温度が目標に近くなるように設定する。
【００４６】
　次に、ダイナミック修正手段１０９では、トラッキング手段１０５を利用して、各セク
ションが仕上圧延機内の指定位置に到達したタイミングで各セクションの指定位置までの
実績情報（圧延荷重、ロール速度、搬送時間、スプレーの実績）と学習処理手段１１０に
より算出した温度モデルの補正係数、指定位置より前方（下流）のスタンドの圧延荷重最
新値を取り込んで各セクションの指定位置までの温度を再計算し、搬送速度の予測を再実
行した後に指定位置より下流のスタンド間スプレーの設定を、上述したスプレーの使用方
法に関する制約のもとで再設定する。一般的に圧延荷重は、温度に対して感度が高いので
指定位置は指定スタンドにしておき、実績荷重を取り込んだ後にダイナミック修正を実行
するほうが望ましい。一例として、F1、F3スタンドをダイナミック修正の指定位置にする
場合を、図２に図示している。
【００４７】
　図４は、学習処理手段における学習処理手順の一例を示す図である。温度モデルで計算
した仕上出側温度が実績計測温度と等しくなるような温度モデルの補正係数(学習値)を求
める処理である。
【００４８】
　学習処理手段１１０では、実績収集手段１０６で得られた各セクションの実績値取得(S
tep01)し、上述した各温度モデルによる温度計算を実行して仕上出側温度１を算出する(S
tep02)。
【００４９】
　そして、Step03にて仕上出側温度１と仕上出側実績値を比較判定する。仕上出側実績値
が大きいか等しい場合にはStep04、または仕上出側実績値が小さい場合にはStep05のよう
に新しい学習値α1を求める。そして、求めた学習値α1を用いて各温度モデルによる温度
計算を再実行して仕上出側温度２を算出する(Step06)。
【００５０】
　さらに、再度新しい学習値α*を、Step07に示す演算式を用いて求める。最終的に、次
材の初期値としての学習値α0を、求めた学習値α*で置換えて処理を終わる。図５は、仕
上出側実績温度と仕上出側温度１および２との関係を概念的に示した図である。図２のSt
ep03の判定による場合分けと、仕上出側温度１から仕上出側温度２にさらに実績計測温度
へと至る補正係数(学習値)の変化を示している。
【００５１】
　学習格納手段１１１は、学習処理手段１１０で得られた温度モデルの補正係数を、材料
の尾端が仕上最終スタンドを抜けない場合では、圧延中の材料に適用するための領域に、
材料の尾端が仕上最終スタンドを抜けたら次材の初期値として使用する領域に格納する。
【００５２】
　このように分けて格納することにより、前述の鋼板の先頭が仕上出側に到達するまでの
間の学習処理が不可能な状況での温度モデル精度を向上させることができ、その結果、先
端でのスタンド間スプレーの設定が正しくできるという効果がある。
【実施例】
【００５３】
　仕上厚さおよび板幅が、それぞれ1.6mmおよび925mmの低炭材を対象にした実施例である
。図６は、本発明を適用した場合の結果(仕上出側温度の推移)を示す図である。さらに、
図７は仕上入側温度の推移を、図８は搬送速度の推移を、それぞれ示す図である。図７の
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れているために、図６に示すように仕上出側温度が目標通りに制御されている。
【００５４】
　図９は、フィードフォワードのスプレー設定と実績の比較を示す図である。フィードフ
ォワードではスプレーの設定が実績より遅いことが分る。したがって、フィードフォワー
ドのみの設定で制御すると、コイル中間で目標に対して高めに外れてしまう。これは加速
タイミングの予測と実績のずれから生じるものであり、オペレータの手介入によるもので
あるので回避が不可避である。
【００５５】
　一方、図１０はF1後面のスプレーを再設定したF1ダイナミック修正の結果を示す図であ
る。また図１１はF2後面のスプレーを再設定したF2ダイナミック修正の結果を示す図であ
る。図９と比べるとスプレーの設定が早くなっており、これは搬送時間の実績を取り込ん
で再設定したことと実績の荷重を取り込んだ効果であると言える。
【００５６】
　以上、仕上入側温度の変動、オペレータの手介入による速度の変動、圧延荷重の変動が
あっても、本発明により仕上出側温度を応答良くかつ高精度に制御できることが確認でき
た。
【符号の説明】
【００５７】
１００　　　材質予測演算要求入力部
１０１　　　粗圧延機出側温度計測手段
１０２　　　仕上圧延機入側温度計測手段
１０３　　　仕上圧延機出側温度計測手段
１０４　　　各種実績計測手段
１０５　　　トラッキング手段
１０６　　　実績収集手段
１０７　　　仕上入側温度予測手段
１０８　　　フィードフォワード制御手段
１０９　　　ダイナミック修正手段
１１０　　　学習処理手段
１１１　　　学習格納手段
２００　　　鋼板
２０１　　　粗圧延機
２０２　　　仕上圧延機
２０３　　　ＦＳＢ
２０４　　　スプレー



(13) JP 2012-40593 A 2012.3.1

【図１】

【図２】



(14) JP 2012-40593 A 2012.3.1

【図３】

【図４】



(15) JP 2012-40593 A 2012.3.1

【図５】

【図６】

【図７】
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