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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
熱間圧延ラインにおけるミルペーシング制御中の、前記熱間圧延ライン上のある区間の被
圧延材搬送所要時間の予測や、前記熱間圧延ライン上のあるポイントへの被圧延材の先端
あるいは尾端の到達時点の予測に対して、前記熱間圧延ライン上のある区間の被圧延材搬
送所要時間の実績や、前記熱間圧延ライン上のあるポイントへの被圧延材の先端あるいは
尾端の到達時点の実績との誤差を求め、
該誤差を実績解析した統計値を用いて、安全のための余裕値Piを以下の（２）式で定める
ことを特徴とする熱間圧延ラインにおけるミルペーシング制御方法。
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【数４】

【請求項２】
請求項１に記載の熱間圧延ラインにおけるミルペーシング制御方法において、
前記熱間圧延ライン上のある特定の設備よりも前記被圧延材の搬送方向にみて下流側にあ
る各設備と該各設備間にある前記テーブルローラと、による前記被圧延材の搬送速度が、
予め定めてある前記搬送速度パターンに従って処理されると仮定し、前記特定の設備より
も前記被圧延材の搬送方向にみて下流側にある、前記熱間圧延ライン上のある区間の被圧
延材搬送所要時間や、前記熱間圧延ライン上のあるポイントへの前記被圧延材の先端ある
いは尾端の到達時点を、前記各被圧延材について予測し、前記熱間圧延ライン上の前記あ
る区間を、先行する被圧延材の尾端が通過後、前記熱間圧延ライン上の前記ある区間に、
後続する被圧延材の先端が到達するまでに、前記熱間圧延ライン上の前記ある区間に設置
されている設備の設定変更所要時間の理論値に、
前記余裕値を、加算した時点で、前記特定の設備への進入インターロックが解除され、後
続する被圧延材の進入が開始できるようにすることを特徴とする熱間圧延ラインにおける
ミルペーシング制御方法。
【請求項３】
請求項２に記載の熱間圧延ラインにおけるミルペーシング制御方法において、
前記熱間圧延ライン上の各設備について、前記余裕値を前記予測または前記理論値に加算
したものどうしを、前記熱間圧延ライン上の全設備について、比較した場合に、前記熱間
圧延ラインの加熱炉から抽出する時点が最も遅くなる時点を選び、該時点にて、後続する
被圧延材を、前記熱間圧延ラインの前記加熱炉から抽出することを特徴とする熱間圧延ラ
インにおけるミルペーシング制御方法。
【請求項４】
請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の熱間圧延ラインにおけるミルペーシング制御
方法を用いた熱延金属帯の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱間圧延ラインにおけるミルペーシング制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図２は、熱間圧延ラインの一例を示す図である。図２中、１００は熱間圧延ライン全体
を示し、１０は加熱炉、１２は粗圧延機、１８は仕上圧延機であり、加熱炉１０内で千数
百℃に加熱された厚さ１５０～３００ｍｍの金属片である被圧延材８は、粗圧延機１２に
より厚み２０～６０ｍｍまで延ばされ、仕上圧延機１８（Ｆ１～Ｆ７の全７スタンドで構
成）により更に０．９～２５ｍｍの厚さの金属板に圧延され、巻取装置（コイラー）２４
にて巻き取られる。
【０００３】
　粗圧延機１２は、図２の場合、Ｒ２、Ｒ４の２基であるが、必ずしも基数はこれに限ら



(3) JP 5903869 B2 2016.4.13

10

20

30

40

50

れない。粗圧延機１２のすぐ上流に幅プレス９を設置したものもある。
【０００４】
　これらのほか、１４はクロップシャー、１６はデスケーリング装置、１５は仕上圧延機
入側温度計、２１は仕上圧延機出側温度計、２２は仕上圧延機出側板厚計、２３はランナ
ウトテーブル、２５は巻取温度計、２６は冷却設備をそれぞれ示す。また、５０は制御装
置、７０はプロセスコンピュータ、９０はビジネスコンピュータであり、熱間圧延ライン
１００の全体をコントロールしている。さらに、熱間圧延ライン１００には、仕上圧延機
１８の各スタンド間を除いて、その他の圧延機（スタンド）間には、多数の（全部で百以
上）テーブルローラ７が設置されており、被圧延材８を搬送するようになっている。
【０００５】
　ところで、一般的に、熱間圧延ラインは、加熱炉から仕上圧延機入側までが３００メー
トル内外あり、一方、被圧延材の長さは、加熱炉内では高々十数メートル、粗圧延後にお
いても高々１００メートル内外であり、熱間圧延ライン上には同時に複数の被圧延材が存
在できる。
【０００６】
　そこで、生産能率の向上を図るために、粗圧延においては、ある被圧延材が複数ある粗
圧延機のうちの最終圧延機（図２の例ではＲ４）における圧延を完了してから次の被圧延
材を加熱炉から抽出するのではなく、最終圧延機における圧延の完了を待たずに、次々と
被圧延材を抽出し、複数の被圧延材を流れ作業的に圧延する方法が一般的にとられる。
【０００７】
　その際、加熱炉から被圧延材を抽出する時間的な間隔を、被圧延材同士が熱間圧延ライ
ン上のどこでも衝突せず、しかも、ある被圧延材を圧延後に次の被圧延材を圧延開始する
までの各種の設定替が、熱間圧延ライン上の各設備（幅プレス、粗圧延機、仕上圧延機、
ランナウトテーブル、コイラー、その他）において行えるだけの時間的な間隔を確保しう
る、最短の時間的な間隔に調整するための方法として、ミルペーシング制御方法がとられ
ることが多い。
【０００８】
　ミルペーシング制御方法とは、熱間圧延ライン上の各設備と、その各設備間にあるテー
ブルローラと、による被圧延材の搬送速度が、予め定めてある搬送速度パターンに従って
処理されると仮定し、熱間圧延ライン上のある区間の被圧延材搬送所要時間や、あるポイ
ントへの被圧延材の先端あるいは尾端の到達時点を、各被圧延材について予測し、熱間圧
延ライン上のある区間を、先行する被圧延材の尾端が通過後、熱間圧延ライン上のある区
間に、後続する被圧延材の先端が到達するまでに、熱間圧延ライン上のある区間に設置さ
れている設備の設定変更所要時間の理論値を確保できるような予定時点で、後続する被圧
延材を熱間圧延ラインの加熱炉から抽出できるようにするための予測計算を、熱間圧延ラ
インの操業中、プロセスコンピュータ内で時々刻々に行い、次々と被圧延材を予定時点で
加熱炉から抽出することで、最大の生産能率で操業を行えるようにしようとするものであ
る。
【０００９】
　より具体的に説明すると、被圧延材の搬送速度が、予め定めてある搬送速度パターンに
従って処理されると仮定し、例えば、ある被圧延材を仕上圧延機の第１圧延機(以下、ス
タンドともいう)であるＦ１で圧延終了後、次の被圧延材を前記Ｆ１で圧延開始するまで
の、仕上圧延機各スタンドの設定替に必要な時間的な間隔を確保しうる、最短の時間的な
間隔に、実際の、そのある被圧延材を仕上圧延機の第１圧延機Ｆ１で圧延終了後、次の被
圧延材を同Ｆ１で圧延開始するまでの所要時間を、調整すべく、次の被圧延材を加熱炉か
ら抽出する時点を、予めプロセスコンピュータ内にて、各被圧延材ごとに計算により決定
しておき、その時点がきたら、実際に前記した次の被圧延材を加熱炉から抽出するように
制御する。
【００１０】
　ここで、上述の例は、あくまで一例であり、これに替えて、幅プレスの設定替のほか、
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粗圧延機のうちのどれかの圧延機、ランナウトテーブル、コイラー、等の設定替に必要な
時間的な間隔を確保しうる、最短の時間的な間隔に、実際の、そのある設備を被圧延材が
通過終了後、次の被圧延材がそのある設備に到達するまでの所要時間を調整すべく、次の
被圧延材を加熱炉から抽出する時点を決定する場合もある。
【００１１】
　熱間圧延ラインの操業中においては、プロセスコンピュータの中で、前述のミルペーシ
ング制御にともない、幅プレス、各粗圧延機、仕上圧延機、ランナウトテーブル、コイラ
ーなどの、主要な設備の入側と出側、あるいは、それら主要な設備そのものへの、各被圧
延材の到達時点と通過終了時点が、時々刻々計算により求められる処理が繰り返される。
【００１２】
　以上のような、設備の設定変更所要時間の理論値を確保できるような時点で、後続する
被圧延材を熱間圧延ラインの加熱炉から抽出する、熱間圧延ラインにおけるミルペーシン
グ制御方法に関する先行技術文献としては、特許文献１などがある。
【００１３】
　図３は、特許文献１に示された抽出ピッチ制御動作を示す図である。図中、横軸の１～
１０は、熱間圧延ライン上のある区間に設置されている設備の機械位置（例えば１はプレ
ス、２は第１粗圧延機、３は第２粗圧延機、４～９は第１～第６仕上圧延機、１０は巻取
装置）を示し、１１は先行する被圧延材（先行材）の先端の位置が時間とともにどのよう
に移動するかの軌跡を示し、１２は同先行する被圧延材（先行材）の尾端、１３は同後続
する被圧延材（次行材）の先端、１４は同後続する被圧延材（次行材）の尾端の軌跡をそ
れぞれ示す。
【００１４】
　しかしながら、ミルペーシング制御による、これらの予測に対し、実操業では、どうし
ても誤差が生じてしまう。図４は、従来技術における誤差を説明する図である。
【００１５】
　誤差の内、被圧延材の先端についてのものとしては、例えば、図４に示す、圧延機に被
圧延材が進入する際の圧下（上下ワークロールの間隙）の設定未完や、サイドガイドの設
定未完に伴って、進入が一時禁止される制御インターロックがはたらき、被圧延材をオシ
レーションさせる制御が行われる結果、進入が許可されるまでのオシレーションした時間
の分、被圧延材の搬送が遅れてしまう、という要因によるものが最も大きい。
【００１６】
　また、誤差の内で被圧延材の尾端についてのものとしては、被圧延材長の予測に対する
実績のずれ、という要因によるものが最も大きい。被圧延材を秤量するための秤量計の測
定誤差のほか、熱間圧延ライン上の各位置における被圧延材の温度予測に対する実績の違
いなどからくる熱膨張の予測に対する実績の違いなどが、さらにその要因のうちの大きな
ものとなっている。
【００１７】
　さらにこれらの他、各設備の設定替えに要する時間も、予測に対して実績が違ってくる
場合がある。アナログ制御の機械の動作時間は、油、空圧系流体の温度変化や設備自身の
経年劣化により変動する場合があることが、その要因として大きい。なお、以上説明した
ものの他にも、種々の要因による誤差がある。
【００１８】
　いずれにしても、ミルペーシング制御による、熱間圧延ライン上のある区間の被圧延材
搬送所要時間の予測や、熱間圧延ライン上のあるポイントへの被圧延材の先端あるいは尾
端の到達時点の予測に対して、実操業では、どうしても誤差を生じてしまうというのが実
情であった。
【００１９】
　そこで、熱間圧延ライン上のある区間や、熱間圧延ライン上のあるポイントについて、
誤差を実績解析した統計値を用いた値を、安全のための余裕値として先述の理論値に加算
し、しかも、熱間圧延ライン上の各設備について、この余裕値を加算したものどうしを、
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全設備について、比較した場合に、加熱炉から抽出する時点が最も遅くなる時点を選び、
該時点にて、後続する被圧延材を、加熱炉から抽出する、という方法が多くとられてきた
。
【００２０】
　この様子を、図５を用いて説明する。図５は、従来技術を説明する図である。前述した
図３のときとは異なり、図５では、横軸が時間、縦軸が熱間圧延ライン上のある区間に設
置されている設備の機械位置（例えばＦＣＳはクロップシャー、ＨＲ１～ＨＲ４はランナ
ウトテーブルの第１～第４セクション、ＰＲ１、ＰＲ２はそれぞれ第１、第２コイラー付
設のピンチロール、ＤＣ１、ＤＣ２は第１、第２コイラー）を示す。図２にて示したクロ
ップシャー１４から被圧延材８の搬送方向にみて下流側だけを対象としている。
【００２１】
　左側の太い破線で描いているのが、先行する被圧延材（先行材）の尾端の理論上の軌跡
である。右側の太い破線で描いているのが、後続する被圧延材（次行材）の先端の理論上
の軌跡である。
【００２２】
　熱間圧延ライン上の各ポイントに、先行材の尾端の到達が遅れて、尾端誤差として示す
誤差が生じ、同時に、次行材の先端の到達が早まって、先端誤差として示す誤差が生じた
場合を想定したときに、クロップシャー１４の下流側の全設備について、先行材の尾端が
通過後、次行材の先端が到達するまでに、設定変更所要時間の理論値が確保できるように
しなければならない。
【００２３】
　そのため、ある区間の被圧延材搬送所要時間の予測や、あるポイントへの被圧延材の先
端あるいは尾端の到達時点の予測に対する、実績との誤差を解析した統計値を用いた値、
従来、多くは、後述する（１）式を用いて計算した値を、安全のための余裕値として、前
記理論値に対して加算する。
【００２４】
　図５の例では、クロップシャー１４よりも下流側にある各設備について、先述の余裕値
を加算したものどうしを、クロップシャー１４の下流側にある全設備について、比較した
場合に、クロップシャー１４に進入を開始してもよくなる時点が最も遅くなる時点を選び
、該時点にて、クロップシャー１４への進入インターロックが解除され、後続する被圧延
材の進入が開始できるようにしている。特許文献２や特許文献３などには、余裕値の加算
と進入インターロックの解除については明言していないものの、進入タイミングの調整を
行うことについて記載している。
【００２５】
　なお、図５の例では、コイラーの設定変更に要する時間の理論値に対して余裕値を加算
した結果が最も遅くなるため、次行材が、クロップシャー１４に進入開始できるようにし
ている。
【００２６】
　ここで、先述した余裕値の計算の仕方について述べる。従来は、例えば、熱間圧延ライ
ン上のある区間の被圧延材搬送所要時間の予測に対する実績のずれ（Xi）、熱間圧延ライ
ン上のある(区間の入側の)ポイントへの被圧延材の先端の到達時点の予測に対する実績の
ずれ（X先i）、熱間圧延ライン上のある(区間の出側の)ポイントへの被圧延材の尾端の到
達時点の予測に対する実績のずれ（X尾i）の平均値と標準偏差を、それぞれ、Xim，σi，
X先im，σ先i，X尾im，σ尾iとした場合に、余裕値iは、以下の（１）式で求められる。
ここで、ｉ＝１，２，３，・・・は各設備を意味する。
【００２７】
　余裕値i＝Xim＋X先im＋X尾im＋３×（σi２＋σ先i２＋σ尾i２）１／２　　　　　・
・・（１）
　また、特許文献４には余裕値として、上記した方法ではなく、熱間圧延ライン上のある
区間の被圧延材搬送所要時間の予測や、熱間圧延ライン上のあるポイントへの被圧延材の
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先端あるいは尾端の到達時点の予測に対し、熱間圧延ライン上のある区間の被圧延材搬送
所要時間の実績や、熱間圧延ライン上のあるポイントへの被圧延材の先端あるいは尾端の
到達時点の実績が、どれだけ違うかの誤差を、熱間圧延ライン上のある区間や、熱間圧延
ライン上のあるポイントについて、実績解析し、逐次形最小自乗法により最適化した値を
用いることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２８】
【特許文献１】特開昭６１－２５９８１８号公報
【特許文献２】特開昭６２－２８９３０８号公報
【特許文献３】特開２００３－２２５７０２号公報
【特許文献４】特開昭６１－２６２４１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２９】
　しかしながら、先述の（１）式で計算される余裕値は１０秒内外に達する場合があり、
熱間圧延ラインにおける生産能率向上を図る上で、そのような誤差を生む要因の解明や、
予測計算の適正化とあわせ、本当に標準偏差σの３倍というのが余裕値として適正かとい
う点も見直しと改善の余地があった。
【００３０】
　本発明は、従来技術のかような問題を解決するためになされたものであり、熱間圧延ラ
インにおけるミルペーシング制御方法において、熱間圧延ライン上のある区間の被圧延材
搬送所要時間の予測や、熱間圧延ライン上のあるポイントへの被圧延材の先端あるいは尾
端の到達時点の予測に対し、熱間圧延ライン上のある区間の被圧延材搬送所要時間の実績
や、熱間圧延ライン上のあるポイントへの被圧延材の先端あるいは尾端の到達時点の実績
が、どれだけ違うかの誤差を、熱間圧延ライン上のある区間や、熱間圧延ライン上のある
ポイントについて、実績解析した統計値を用いた値を、安全のための余裕値として用いる
に際し、その余裕値の計算のしかたを見直し、従来よりも、熱間圧延ラインの生産能率を
向上できる、熱間圧延ラインにおけるミルペーシング制御方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　上記課題は、以下の発明によって解決できる。
【００３２】
　［１］　熱間圧延ラインにおけるミルペーシング制御中の、前記熱間圧延ライン上のあ
る区間の被圧延材搬送所要時間の予測や、前記熱間圧延ライン上のあるポイントへの被圧
延材の先端あるいは尾端の到達時点の予測に対して、前記熱間圧延ライン上のある区間の
被圧延材搬送所要時間の実績や、前記熱間圧延ライン上のあるポイントへの被圧延材の先
端あるいは尾端の到達時点の実績が、どれだけ違うかの誤差を、
前記熱間圧延ライン上のある区間や、前記熱間圧延ライン上のあるポイントについて、実
績解析した統計値を用いた値を、安全のための余裕値として加算し、
前記熱間圧延ライン上の各設備について、前記余裕値を加算したものどうしを、前記熱間
圧延ライン上の全設備について、比較した場合に、前記熱間圧延ラインの加熱炉から抽出
する時点が最も遅くなる時点を選び、該時点にて、後続する被圧延材を、前記熱間圧延ラ
インの前記加熱炉から抽出する、前記熱間圧延ラインにおけるミルペーシング制御方法に
おいて、
前記余裕値を、実績解析した統計値のうちの、中央値と尖度を用いて定めることを特徴と
する熱間圧延ラインにおけるミルペーシング制御方法。
【００３３】
　［２］　上記［１］に記載の熱間圧延ラインにおけるミルペーシング制御方法において
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、
前記熱間圧延ライン上のある特定の設備よりも前記被圧延材の搬送方向にみて下流側にあ
る各設備と該各設備間にある前記テーブルローラと、による前記被圧延材の搬送速度が、
予め定めてある前記搬送速度パターンに従って処理されると仮定し、前記特定の設備より
も前記被圧延材の搬送方向にみて下流側にある、前記熱間圧延ライン上のある区間の被圧
延材搬送所要時間や、前記熱間圧延ライン上のあるポイントへの前記被圧延材の先端ある
いは尾端の到達時点を、前記各被圧延材について予測し、前記熱間圧延ライン上の前記あ
る区間を、先行する被圧延材の尾端が通過後、前記熱間圧延ライン上の前記ある区間に、
後続する被圧延材の先端が到達するまでに、前記熱間圧延ライン上の前記ある区間に設置
されている設備の設定変更所要時間の理論値に、
前記余裕値を、加算した値を確保できるような時点で、前記特定の設備への進入インター
ロックが解除され、前記被圧延材の進入が開始できるようにすることを特徴とする熱間圧
延ラインにおけるミルペーシング制御方法。
【００３４】
　［３］　上記［１］または［２］に記載の熱間圧延ラインにおけるミルペーシング制御
方法を用いた熱延金属帯の製造方法。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、余裕値の計算の仕方を見直し、中央値と尖度を用いて定めて搬送予測
精度を高めるようにしたので、熱間圧延ラインの生産能率を向上できるようになった。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の実施形態の一例を説明する図である。
【図２】熱間圧延ラインの一例を示す図である。
【図３】特許文献１に示された抽出ピッチ制御動作を示す図である。
【図４】従来技術における誤差を説明する図である。
【図５】従来技術を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　後続する被圧延材を、加熱炉から抽出するところまでは従来技術と同じである。本発明
に係るミルペーシング制御方法について以下説明するが、各設備について、余裕値を加算
したものどうしを、例えば、クロップシャー１４から被圧延材８の搬送方向にみて下流側
にある熱間圧延ライン上の全設備について、比較した場合に、クロップシャー１４に進入
を開始してもよくなる時点が最も遅くなる時点を選び、該時点にて、後続する被圧延材を
、クロップシャー１４に進入開始させるような制御を行う方が好ましい。
【００３８】
　このことは、言い換えると、熱間圧延ライン上の特定の設備よりも被圧延材の搬送方向
にみて下流側にある各設備と該各設備間にあるテーブルローラと、による被圧延材の搬送
速度が、予め定めてある搬送速度パターンに従って処理されると仮定し、その特定の設備
よりも被圧延材の搬送方向にみて下流側にある、熱間圧延ライン上のある区間の被圧延材
搬送所要時間や、熱間圧延ライン上のあるポイントへの被圧延材の先端あるいは尾端の到
達時点を、各被圧延材について予測し、そのある区間を、先行する被圧延材の尾端が通過
後、そのある区間に、後続する被圧延材の先端が到達するまでに、そのある区間に設置さ
れている設備の設定変更所要時間の理論値を確保できるような時点で、その特定の設備へ
の進入インターロックが解除され、被圧延材の進入が開始できるようにする制御というこ
とができる。
【００３９】
　このような制御においては、後続する被圧延材がクロップシャー１４に進入を開始して
もよくなる時点までオシレーションさせるなどして待機した場合、その待機した時間の分
だけ、次に加熱炉から抽出される被圧延材を抽出開始するのを遅らせるようにするのが好
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続く被圧延材も接近して、後続する被圧延材や、それに続く被圧延材や、それにさらに続
く被圧延材などがオシレーションし、その後に続く被圧延材とまた接近する、という悪循
環が解消しなくなり、ついには被圧延材どうしが衝突してしまうのを防止するためである
。
【００４０】
　本発明は、余裕値を、前記した、実績解析した統計値のうちの、中央値と尖度を用いて
定めることで、従来よりも、熱間圧延ラインの生産能率を向上できることを見出したこと
により考えだされたものである。
【００４１】
　図１は、本発明の実施形態の一例を説明する図である。図１（ａ）は、熱間圧延ライン
１００におけるミルペーシング制御による、熱間圧延ライン１００上の第２粗圧延機Ｒ２
における第１パスと第２パスの間、同第２パスと第３パスの間、同第３パスと第４パスの
間、同第４パスと第５パスの間、の被圧延材搬送所要時間の予測に対し、実績が、どれだ
け違うかの誤差を、実績解析した結果を示している。
【００４２】
　また図１（ｂ）は、図１（ａ）の誤差を実績解析した結果を用いて、先述の（１）式中
の、熱間圧延ライン上のある区間の被圧延材搬送所要時間の予測に対する実績のずれ（Xi
）、熱間圧延ライン上のある(区間の入側の)ポイントへの被圧延材の先端の到達時点の予
測に対する実績のずれ（X先i）、熱間圧延ライン上のある(区間の出側の)ポイントへの被
圧延材の尾端の到達時点の予測に対する実績のずれ（X尾i）の各平均値を補償した場合に
どうなるかを、Xi、X先i、X尾iの各平均値にて補償するように計算してグラフに描いたも
のである。従来のσが最小となるような学習を行ってパラメータを求めた結果の精度分布
である。
【００４３】
　図１（ｃ）は、図１（ａ）の誤差を実績解析した結果を用いて、先述の（１）式中の、
熱間圧延ライン上のある区間の被圧延材搬送所要時間の予測に対する実績のずれ（Xi）、
熱間圧延ライン上のある(区間の入側の)ポイントへの被圧延材の先端の到達時点の予測に
対する実績のずれ（X先i）、熱間圧延ライン上のある(区間の出側の)ポイントへの被圧延
材の尾端の到達時点の予測に対する実績のずれ（X尾i）の各中央値を補償した場合にどう
なるかを、Xi、X先i、X尾iの各中央値にて補償するように計算してグラフに描いたもので
ある。中央値が0となるような学習を行ってパラメータを求めた結果の精度分布である。
【００４４】
　本発明では、例えば、熱間圧延ライン上のある区間の被圧延材搬送所要時間の予測に対
する実績のずれ（Xi）、熱間圧延ライン上のある(区間の入側の)ポイントへの被圧延材の
先端の到達時点の予測に対する実績のずれ（X先i）、熱間圧延ライン上のある(区間の出
側の)ポイントへの被圧延材の尾端の到達時点の予測に対する実績のずれ（X尾i）の中央
値と尖度を、それぞれ、Xi中，β2i、X先i中，β2先i、X尾i中，β2尾iとした場合に、余
裕値Piを、中央値と尖度を用いて、下記式（２）のように定める。なお、中央値とはデー
タに順位をつけたとき真中に来る値のことであり、平均値よりも分布の頂点の位置の値に
近い。また、尖度とはデータにおける分布の尖り具合を表す値であり、大きいほうが尖っ
ている、すなわちピークが高い。
【００４５】
　余裕値Pi＝Xi中＋X先i中＋X尾i中＋３×（β2i２＋β2先i２＋β2尾i２）１／２　・・
・・・・（２）
ここで、尖度の定義は、式（３）によるものとし、正規分布の尖度を３とする定義による
ものとする。
【００４６】
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【数１】

【００４７】
　図１（ｂ）と図１（ｃ）どちらも、図１（ａ）に示す分布のピークが2～5秒であったの
が0秒付近へと改善されている。さらに、図１（ｂ）と図１（ｃ）を比べると、図１（ｃ
）の方が若干ピークの位置が0秒に近くなっており、ピークの頻度も高いことがわかる。
【００４８】
　特に4-5パス間時間ではこの違いが明確に見てとれる。σや平均値が同じ値であっても
、ピークの位置が0秒に近く、なおかつ頻度が高いほうが、より予測誤差が少ないといえ
る。予測誤差が少ないということは、求める抽出ピッチの精度が上がることになり、早く
抽出したり遅く抽出することが減ることになる。つまり、搬送予測の精度を上げることで
圧延能率の向上を図ることができる。
【実施例】
【００４９】
　余裕値を従来の（１）式によるものから（２）式によるものに変更することで、仕上圧
延機の設定変更が生産を律速する被圧延材についての第１仕上圧延機インターバルは、従
来の２７秒から１９秒に短縮できるようになった。さらに、生産能率は、１．４Ｔ／ｈｒ
向上した。
【符号の説明】
【００５０】
７　　　テーブルローラ
８　　　被圧延材
９　　　幅プレス
１０　　加熱炉
１２　　粗圧延機
１４　　クロップシャー
１５　　仕上圧延機入側温度計
１６　　デスケーリング装置
１８　　仕上圧延機
２１　　仕上圧延機出側温度計
２２　　仕上圧延機出側板厚計
２３　　ランナウトテーブル
２４　　巻取装置（コイラー）
２５　　巻取温度計
２６　　冷却設備
５０　　制御装置
７０　　プロセスコンピュータ
９０　　ビジネスコンピュータ
１００　熱間圧延ライン
Ａ　　　搬送方向
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