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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚板圧延機の前面に位置する搬送テーブル、搬送速度制御テーブル及び回転速度の異な
る2種類のロールを有する転回テーブルがこの順で配置され、鋼板の搬送転回を制御する
装置において、
(1) 前記転回テーブルの入側に設けられ、鋼板の位置を、鋼板位置情報として検出する鋼
板位置検出手段、
(2)鋼板の寸法、重量、鋼板を停止する目標位置までの距離に基づいて、前記搬送速度制
御テーブルの出側ロール速度を求め、該搬送速度制御テーブルの出側ロール速度に基づき
、前記転回テーブルの入側から前記鋼板を停止する目標位置までの鋼板の搬送速度を求め
、求めた鋼板の搬送速度に基づき搬送速度制御テーブルロールの速度及び転回テーブルロ
ールの前記2種類のロールのうち高速側のロール速度と低速側のロール速度を決定するテ
ーブルロール速度演算手段、
(3)前記鋼板位置情報に基づいて、搬送速度制御テーブルロール及び転回テーブルロール
のロール速度を出力して、鋼板の搬送転回を制御する搬送転回制御手段、
を備え、鋼板の搬送と転回を同時に行うことを特徴とする鋼板の搬送転回制御装置。
【請求項２】
　前記搬送転回制御手段は、鋼板位置情報に基づき、鋼板が転回テーブル付近に到達した
と判断した時、搬送テーブルロール及び転回テーブルロールの速度を出力することを特徴
とする請求項１に記載の鋼板の搬送転回制御装置。



(2) JP 4690579 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、厚板圧延機による鋼板の圧延において、鋼板を搬送転回する装置に関
するものであり、特に、厚板圧延機の前面に位置する搬送テーブル及び転回テーブルを制
御して、鋼板を搬送転回する装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
厚板圧延機により厚板を圧延する場合、板幅出し圧延をするため、圧延開始前及び／又は
中間パスにおいて、鋼板を９０°転回する必要がある。この鋼板の転回は、通常、図１に
示す転回テーブルを用いて行なう。
図１に示すように、転回テーブル３は、転回テーブルロール１と転回テーブルロール２か
ら構成されている。転回テーブルロール１は、操作側Ｗの直径が、駆動側Ｄの直径より大
きいロールである。転回テーブルロール２は、駆動側Ｄの直径が、操作側Ｗの直径より大
きいロールである。
【０００３】
転回テーブル３は、この２種の転回テーブルロールを交互に並べたロール群からなり、こ
の両転回テーブルロール１、２を、同一方向に、例えば、矢印方向に異なる速度で回転す
ることにより、鋼板４を矢印方向に転回させることができる。
この転回テーブルローラによる転回作業を自動化する方法として、特開昭６１－２７３２
１４号公報には、転回テーブルの減速、停止転回角により、転回テーブルの速度を制御す
る方法が開示されている。また、特開昭６１－１５２３１１号公報には、昇降可能な転回
テーブル上に、互いに直交させてローラ群を配置し、該直交する一方のローラ群を昇降す
るようにした転回装置が開示されている。
【０００４】
しかしながら、これら従来の転回方法及び装置においては、鋼板を転回テーブル上に搬送
した後、鋼板が転回テーブル上で停止したことを確認してから、鋼板の転回動作を行なっ
ている。このような停止後転回する動作においては、鋼板を厚板圧延機に供するまでに、
所要の時間及びエネルギーを要することは明らかであり、このことが、厚板圧延機の生産
能率を阻害する要因となっている。
【０００５】
近年、消費エネルギーの低減や、生産能率の向上が求められている厚板圧延において、圧
延を完了するまでに要する時間を短縮することは大きな技術課題であり、なかでも、鋼板
の転回動作に要する時間を短縮する制御技術の開発が求められている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記要請に鑑み、厚板圧延の生産能率を向上させる、鋼板の搬送転回制御方法
及び装置を提供することを課題（目的）とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、鋼板の転回動作に要する時間を短縮する手法、手段について鋭意検討した。
その結果、鋼板の搬送と同時に転回動作を行なえば、鋼板を、転回前に停止する動作を省
くことができ、消費エネルギーの低減や、生産能率の向上を図ることができるとの発想に
至った。
【０００８】
本発明は、上記発想に基づきなされたもので、その要旨とするところは、以下のとおりで
ある。
（１）前記転回テーブルの入側に設けられ、鋼板の位置を、鋼板位置情報として検出する
鋼板位置検出手段、
(2)鋼板の寸法、重量、鋼板を停止する目標位置までの距離に基づいて、前記搬送速度制
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御テーブルの出側ロール速度を求め、該搬送速度制御テーブルの出側ロール速度に基づき
、前記転回テーブルの入側から前記鋼板を停止する目標位置までの鋼板の搬送速度を求め
、求めた鋼板の搬送速度に基づき搬送速度制御テーブルロールの速度及び転回テーブルロ
ールの前記2種類のロールのうち高速側のロール速度と低速側のロール速度を決定するテ
ーブルロール速度演算手段、
(3)前記鋼板位置情報に基づいて、搬送速度制御テーブルロール及び転回テーブルロール
のロール速度を出力して、鋼板の搬送転回を制御する搬送転回制御手段、
を備え、鋼板の搬送と転回を同時に行うことを特徴とする鋼板の搬送転回制御装置。
【０００９】
（２）前記搬送転回制御手段は、前記鋼板位置情報に基づいて、鋼板が転回テーブル付近
に到達したと判断した時、前記搬送テーブルロール及び転回テーブルロールの速度を出力
することを特徴とする前記（１）に記載の鋼板の搬送転回制御装置。
【００１０】
【発明の実施の形態】
まず、図２に基づいて、本発明に係る厚板圧延の全体構成を説明する。図に示すように、
加熱炉５から抽出された鋼板は、搬送テーブル９ａ及び搬送速度制御テーブル７上にて、
鋼板搬送方向ｄに搬送され、必要に応じて、転回テーブル３にて転回された後、圧延機８
に供されて圧延され、圧延終了後は、搬送テーブル９ｂで冷却床へ搬送され冷却される。
そして、搬送テーブル９ａには、搬送速度制御テーブル７の入側近くに、搬送されてくる
鋼板の先端位置を検出する鋼板位置検出器６が配置されている。
【００１１】
ここで、図３に、本発明の制御システムの構成例を示す。図に示すように、上位計算機１
００、速度演算用計算機１０１、及び、速度制御用計算機１０２が、この順序で接続され
ている。
上位計算機１００は、圧延前の鋼板の寸法、重量、該鋼板を停止する目標位置までの距離
等に係る情報(以下「鋼板情報」ということがある。)を、速度演算用計算機１０１に入力
する。
【００１２】
速度演算用計算機１０１は、上位計算機１００から入力される鋼板情報に基づいて、鋼板
転回後の停止位置が適正で、かつ、転回角度が９０°により近くなるよう、搬送速度制御
テーブル７のロールの速度、高速側の転回テーブルロール１の速度、及び、低速側の転回
テーブルロール２の速度を予め演算しておく。
そして、速度演算用計算機１０１には、鋼板位置検出器６で検出された鋼板位置情報Ｓが
入力され、該鋼板位置情報に基づいて、鋼板が転回テーブル近傍に到達したと判断された
時点で、速度演算用計算機１０１が、速度制御用計算機１０２に、搬送速度制御テーブル
７のロールの速度、高速側転回テーブルロール１の速度、及び、低速側転回テーブルロー
ル２の速度を制御することを指令する信号、Ｚｒ、Ｚｕ、及び、Ｚｌを出力し、これらロ
ールの速度の制御、即ち、鋼板の搬送回転制御を行なう。この搬送回転制御の一態様を図
４に示す。
【００１３】
この図を参照して、前記搬送速度制御テーブル７と転回テーブル３の速度の決定方法を説
明する。
先ず、搬送速度制御テーブル７で搬送されて転回テーブル３の入側にきた鋼板が転回テー
ブル３の所定位置で回転を終了して停止するように、搬送速度制御テーブル７の出側にお
ける鋼板の速度、即ち、搬送速度制御テーブル７の出側ロール速度Ｖroを求める。
【００１４】
次に、これを基準として、搬送速度制御テーブル７全長の各テーブルロールの速度を決定
する。これは、搬送速度制御テーブル７の入側に搬送テーブル９ａより搬送されてきた鋼
板の搬送速度Ｖｘ（通常は鋼板の寸法、重量に関係なく一定であるが、搬送速度が変化す
る場合には速度計でその速度を測定する。）から前記搬送速度制御テーブル７の出側での
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鋼板速度がＶroに順次減速されるように、テーブルロールの経時的速度Ｖｙを決定する（
この搬送速度制御テーブル７の経時的速度Ｖｙは、テーブルの入側で最も高速で、鋼板が
出側に搬送されて行くに従って、低速となる。）。
【００１５】
さらに、転回テーブル３の入側に鋼板が位置する時のテーブル速度を、前記搬送速度制御
テーブル７の出側での速度Ｖroとして、この速度Ｖroを持った鋼板が、転回テーブル３上
の予め設定した位置で停止するように、転回テーブル３の入側から停止位置まで搬送され
る鋼板の経時的速度Ｖｒを推定する。そして、この推定した鋼板の経時的速度Ｖｒから、
高速側ロール１の経時的速度Ｖｕ、及び、低速側ロール２の経時的速度Ｖｌを決定する。
【００１６】
具体的には、搬送速度制御テーブル７の出側、つまり、転回テーブル３の入側に鋼板が位
置する時の鋼板速度Ｖroは、下式（１）により決定される。
Ｖro＝Ｒ×（Ｑ＋Ｗ）×（Ｘｃ＋Ｌ）／（Ｄ＋Ｗ）　　…　（１）
但し、Ｒ、Ｑ、Ｄ：調整係数、Ｗ：鋼板重量、Ｌ：鋼板長、Ｘｃ：転回テーブル３の入側
から停止位置までの距離。
【００１７】
また、高速側ロール１の経時的速度Ｖｕは下式（２）、低速側ロール２の経時的速度Ｖｌ
は下式（３）で決定する。
Ｖｕ＝Ｖｒ＋Ｋ　　…　（２）
Ｖｌ＝Ｖｒ－Ｋ　　…　（３）
但し、Ｋは定数であり、設備条件等により異なるため、実機試験によりその最適値を求め
る。
【００１８】
このようにして、本発明は、鋼板が転回テーブル３の所定位置に搬送されるまでの間に、
搬送しつつ転回させるものである。
以下に、実施例について説明するが、実施例で採用した条件は一例であり、本発明は実施
例で採用した条件に限定されるものではない。
【００１９】
【実施例】
（実施例１）
図２に示す構成の圧延設備を用いて本発明を実施した。搬送速度制御テーブル７の機長は
２０ｍ、転回テーブル３の機長は１０ｍである。転回テーブル３内での鋼板の停止位置は
、転回テーブル入側から５ｍのところ（転回テーブル３の中央部）に定めた。
【００２０】
幅１６００ｍｍ、長さ３５００ｍｍ、重量１１ｔｏｎの鋼板Ａを、搬送テーブル９ａでは
、４１０ｍ／ｍｉｎで搬送し、搬送速度制御テーブル７では、該速度（入側速度）４１０
ｍ／ｍｉｎを、出側（転回テーブル３の入側）で、２５０ｍ／ｍｉｎ（Ｖro）となるよう
に順次減速し、転回テーブル３へ搬送した。
転回テーブル３においては、入側の高速側ロール速度Ｖｕを、２５０（１＋０．２）＝３
００ｍ／ｍｉｎとし、該速度が、中央部（入側から５ｍの位置）で０ｍ／ｍｉｎとなるよ
うに順次減速し、同時に、入側の低速側ロール速度Ｖｌを、２５０（１－０．２）＝２０
０ｍ／ｍｉｎとし、該速度が、中央部（入側から５ｍの位置）で０ｍ／ｍｉｎとなるよう
に順次減速し、鋼板Ａを搬送しつつ転回して、転回テーブル３の中央部に停止せしめた。
【００２１】
この結果、鋼板Ａの圧延において、アイドルタイムを、従来の１６秒から１１秒に短縮す
ることができた。
（実施例２）
実施例１で用いた圧延設備を用いて、幅１８００ｍｍ、長さ５０００ｍｍ、重量６ｔｏｎ
の鋼板Ｂを搬送した。転回テーブル３内での鋼板の停止位置は、実施例１と同じく、転回
テーブル入側から５ｍのところ（転回テーブル３の中央部）に定めた。
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【００２２】
鋼板Ｂを、搬送テーブル９ａでは、４１０ｍ／ｍｉｎで搬送し、搬送速度制御テーブル７
では、該速度（入側速度）４１０ｍ／ｍｉｎを、出側（転回テーブル３の入側）で、２７
５ｍ／ｍｉｎ（Ｖro）となるように順次減速し、転回テーブル３へ搬送した。
転回テーブル３においては、入側の高速側ロール速度Ｖｕを、２７５（１＋０．２）＝３
３０ｍ／ｍｉｎとし、該速度が、中央部（入側から５ｍの位置）で０ｍ／ｍｉｎとなるよ
うに順次減速し、同時に、入側の低速側ロール速度Ｖｌを、２７５（１－０．２）＝２２
０ｍ／ｍｉｎとし、該速度が、中央部（入側から５ｍの位置）で０ｍ／ｍｉｎとなるよう
に順次減速し、鋼板Ｂを搬送しつつ転回して、転回テーブル３の中央部に停止せしめた。
【００２３】
この結果、鋼板Ｂの圧延において、アイドルタイムを、従来の１８秒から１３秒に短縮す
ることができた。
【００２４】
【発明の効果】
本発明によれば、従来、鋼板を転回テーブル上に搬送後、停止したことを確認した後に行
なっていた転回動作を、鋼板の搬送と同時に行ない、鋼板の圧延終了から次の鋼板の圧延
開始までのアイドル時間を短縮することができるので、厚板圧延ラインの生産能率を、数
ｔｏｎ／ｈｒ向上させることができる。
【００２５】
このように、本発明は、厚板の生産能率の向上に寄与するところが大きいものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】転回テーブルの態様を示す図である。（ａ）は側面図で、（ｂ）は平面図である
。
【図２】本発明に係る厚板圧延の全体構成を示す図である。
【図３】本発明の制御システムの構成例を示す図である。
【図４】搬送転回制御の一態様（搬送速度制御テーブル及び転回テーブルのロール速度パ
ターン）を示す図である。
【符号の説明】
１、２…転回テーブルロール
３…転回テーブル
４…鋼板
５…加熱炉
６…鋼板位置検出器
７…搬送速度制御テーブル
８…圧延機
９ａ、９ｂ…搬送テーブル
１００…上位計算機
１０１…速度演算用計算機
１０２…速度制御用計算機
ｄ…鋼板搬送方向
Ｄ…駆動側
Ｗ…操作側
Ｓ…鋼板位置情報
Ｚｒ…搬送テーブルロールの速度を制御することを指令する信号
Ｚｕ…高速側ロールの速度を制御することを指令する信号
Ｚｌ…低速側ロールの速度を制御することを指令する信号
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