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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入側に誘導加熱装置が配置され、鋼板の通板方向に沿って配置された複数の加熱ゾーン
を有する加熱炉の出側における鋼板の温度を測定する板温測定工程と、
　各加熱ゾーンの炉温を測定する炉温測定工程と、
　ライン速度変更指令に基づいてライン速度を変更するライン速度変更工程と、
　前記ライン速度の変更開始から変更終了にかけて、前記加熱炉の装入される鋼板に前記
通板方向で所定間隔をあけて設定された複数の位置に対して、各加熱ゾーンの通過時間を
予測する通過時間予測工程と、
　前記通過時間予測工程によって予測された前記複数の位置に対する通過時間予測結果と
、前記炉温測定工程によって測定された現時刻の炉温測定値とを用いて、前記加熱炉の出
側における鋼板の変化が生じないような前記誘導加熱装置の出側における鋼板の温度を、
前記加熱炉内における鋼板の温度を計算可能な板温計算モデル式を用いて算出する誘導加
熱出側板温計算工程と、
　前記誘導加熱出側板温計算工程によって算出された前記誘導加熱装置の出側における鋼
板の温度となるように、前記誘導加熱装置の出力を変更する誘導加熱出力変更工程と、
　を有し、
　前記通過時間予測工程では、
　各加熱ゾーンの通過時間を予測する際に用いる各加熱ゾーンの入側速度と最終加熱ゾー
ンの出側速度とを求め、各加熱ゾーンの入側速度は加減速中における場合と加減速完了後
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における場合とに分けて求めることを特徴とする鋼板の温度制御方法。
【請求項２】
　入側に誘導加熱装置が配置され、鋼板の通板方向に沿って配置された複数の加熱ゾーン
を有する加熱炉の出側における鋼板の温度を測定する板温測定部と、
　各加熱ゾーンの炉温を測定する炉温測定部と、
　ライン速度変更指令に基づいてライン速度を変更するライン速度変更部と、
　前記ライン速度の変更開始から変更終了にかけて、前記加熱炉の装入される鋼板に前記
通板方向で所定間隔をあけて設定された複数の位置に対して、各加熱ゾーンの通過時間を
予測する通過時間予測部と、
　前記通過時間予測部によって求められた前記複数の位置に対する通過時間予測結果と、
前記炉温測定部によって測定された現時刻の炉温測定値とを用いて、前記加熱炉の出側に
おける鋼板の変化が生じないような前記誘導加熱装置の出側における鋼板の温度を、前記
加熱炉内における鋼板の温度を計算可能な板温計算モデル式を用いて算出する誘導加熱出
側板温計算部と、
　前記誘導加熱出側板温計算部によって算出された前記誘導加熱装置の出側における鋼板
の温度となるように、前記誘導加熱装置の出力を変更する誘導加熱出力変更部と、
　を有し、
　前記通過時間予測部は、
　各加熱ゾーンの通過時間を予測する際に用いる各加熱ゾーンの入側速度と最終加熱ゾー
ンの出側速度とを求め、各加熱ゾーンの入側速度は加減速中における場合と加減速完了後
における場合とに分けて求めることを特徴とする鋼板の温度制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼板の温度制御方法、及び、鋼板の温度制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、鋼板の連続焼鈍設備は、加熱炉、均熱炉、及び冷却炉等によって構成され、設
備の入側では、板厚や板幅といったサイズや規格、焼鈍条件が異なる先行材の尾端部と後
行材の先端部とを溶接して一つの鋼板として連続的に処理が行われる。ここで、加熱炉で
は溶接部の前後で各加熱ゾーンの炉温設定値を切り替えることにより、それぞれの焼鈍条
件に適するように加熱処理することが目標である。そして最終的に、設備の出側では、鋼
板はコイル単位で切断されて出荷されるか、次工程に搬送される。
【０００３】
　加熱炉では、ラジアントチューブを用いた輻射加熱によって鋼板を昇温させることが一
般的であるが、溶接部を境にして鋼板のサイズ等が異なる状況では、その前後で加熱条件
が同じになるため鋼板の温度に変動が生じる。
【０００４】
　特許文献１には、加熱炉の入側に誘導加熱装置を配置し、加熱条件を変更したときに予
測した加熱炉出側板温と、ライン速度（通板速度）と、操業条件により導出する入口投入
熱量残存率とによって、誘導加熱装置で加熱に必要となる鋼板温度変更量を算出し、その
算出結果に基づいて、誘導加熱装置の出力を変更することにより、加熱炉出側板温の変動
を低減させる鋼板の温度制御方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２９８９４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　加熱条件の変更による板厚変化やガス流量変化やライン速度変化に対する、板温変化を
特徴づけるパラメータである無駄時間は、ライン速度（通板速度）に依存する。この無駄
時間は、板厚変化やガス流量変化やライン速度変化などの影響が板温に現れるまでの時間
であるから、この間に誘導加熱装置によって加熱炉の入側における鋼板の温度を変化させ
ても、加熱炉の出側における鋼板の温度には影響がない。
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に開示された鋼板の温度制御方法においては、鋼板温度変更
量の算出の際に用いるライン速度として、ライン速度変更完了後の定常速度を用いている
ため、無駄時間が経過した後のライン速度変更中における加熱炉出側板温に大きな変動が
生じてしまう。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、ライン速度変更中に
おける加熱炉出側板温の変動を低減させることができる鋼板の温度制御方法、及び、鋼板
の温度制御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る鋼板の温度制御方法は、
入側に誘導加熱装置が配置され、鋼板の通板方向に沿って配置された複数の加熱ゾーンを
有する加熱炉の出側における鋼板の温度を測定する板温測定工程と、各加熱ゾーンの炉温
を測定する炉温測定工程と、ライン速度変更指令に基づいてライン速度を変更するライン
速度変更工程と、前記ライン速度の変更開始から変更終了にかけて、前記加熱炉の装入さ
れる鋼板に前記通板方向で所定間隔をあけて設定された複数の位置に対して、各加熱ゾー
ンの通過時間を予測する通過時間予測工程と、前記通過時間予測工程によって予測された
前記複数の位置に対する通過時間予測結果と、前記炉温測定工程によって測定された現時
刻の炉温測定値とを用いて、前記加熱炉の出側における鋼板の変化が生じないような前記
誘導加熱装置の出側における鋼板の温度を、前記加熱炉内における鋼板の温度を計算可能
な板温計算モデル式を用いて算出する誘導加熱出側板温計算工程と、前記誘導加熱出側板
温計算工程によって算出された前記誘導加熱装置の出側における鋼板の温度となるように
、前記誘導加熱装置の出力を変更する誘導加熱出力変更工程と、を有し、前記通過時間予
測工程では、各加熱ゾーンの通過時間を予測する際に用いる各加熱ゾーンの入側速度と最
終加熱ゾーンの出側速度とを求め、各加熱ゾーンの入側速度は加減速中における場合と加
減速完了後における場合とに分けて求めることを特徴とするものである。
【００１１】
　また、本発明に係る鋼板の温度制御装置は、入側に誘導加熱装置が配置され、鋼板の通
板方向に沿って配置された複数の加熱ゾーンを有する加熱炉の出側における鋼板の温度を
測定する板温測定部と、各加熱ゾーンの炉温を測定する炉温測定部と、ライン速度変更指
令に基づいてライン速度を変更するライン速度変更部と、前記ライン速度の変更開始から
変更終了にかけて、前記加熱炉の装入される鋼板に前記通板方向で所定間隔をあけて設定
された複数の位置に対して、各加熱ゾーンの通過時間を予測する通過時間予測部と、前記
通過時間予測部によって求められた前記複数の位置に対する通過時間予測結果と、前記炉
温測定部によって測定された現時刻の炉温測定値とを用いて、前記加熱炉の出側における
鋼板の変化が生じないような前記誘導加熱装置の出側における鋼板の温度を、前記加熱炉
内における鋼板の温度を計算可能な板温計算モデル式を用いて算出する誘導加熱出側板温
計算部と、前記誘導加熱出側板温計算部によって算出された前記誘導加熱装置の出側にお
ける鋼板の温度となるように、前記誘導加熱装置の出力を変更する誘導加熱出力変更部と
、を有し、前記通過時間予測部は、各加熱ゾーンの通過時間を予測する際に用いる各加熱
ゾーンの入側速度と最終加熱ゾーンの出側速度とを求め、各加熱ゾーンの入側速度は加減
速中における場合と加減速完了後における場合とに分けて求めることを特徴とするもので
ある。
【発明の効果】
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【００１３】
　本発明に係る鋼板の温度制御方法、及び、鋼板の温度制御装置は、ライン速度変更中に
おける加熱炉出側板温の変動を低減させることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、実施形態に係る鋼板の温度制御装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、第ｉ加熱ゾーンにおける速度パターンの一例を示すグラフである。
【図３】図３は、ニュートン法による誘導加熱出側板温の収束計算フローを示す図である
。
【図４】図４は、従来法における鋼板の温度制御装置の構成を示すブロック図である。
【図５】図５（ａ）は、本発明法と従来法とにおけるライン速度を示すグラフである。図
５（ｂ）は、本発明法と従来法とにおける誘導加熱出側板温を示すグラフである。図５（
ｃ）は、本発明法と従来法とにおける加熱炉出側温度を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明に係る鋼板の温度制御方法、及び、鋼板の温度制御装置の一実施形態に
ついて説明する。なお、本実施形態により本発明が限定されるものではない。
【００１６】
　図１は、実施形態に係る鋼板の温度制御装置１の構成を示すブロック図である。図１に
示すように、実施形態に係る鋼板の温度制御装置１は、鋼板の通板方向に沿って配置され
たＮ（≧１）個（本実施形態では第１加熱ゾーン～第５加熱ゾーンの５個）の加熱ゾーン
を有する加熱炉と、加熱炉入側に設けられた誘導加熱装置２と、を具備した連続焼鈍設備
における鋼板の温度を制御する装置である。なお、図１においては、５個の加熱ゾーンを
有する加熱炉を例示しているが、１個以上の加熱ゾーンを有する加熱炉であれば、本発明
は適用可能である。
【００１７】
　鋼板の温度制御装置１は、板温測定部１１、ライン速度変更部１２、炉温測定部１３、
通過時間予測部１４、誘導加熱出側板温計算部１５、及び、誘導加熱出力変更部１６など
を主な構成要素として備えている。
【００１８】
　ここで、加熱炉における昇温モデル式について説明する。加熱炉における鋼板温度の昇
温計算は、数式（１）の方程式に従って計算できる。なお、数値計算上、下記（１）式は
、適当な時間ステップΔｔで離散化して差分計算することになる。下記（１）式中、ρは
鋼板の比熱［ｋｃａｌ／ｋｇ／Ｋ］、Ｃは鋼板の比重［ｋｇ／ｍ3］、ｈは鋼板の板厚［
ｍ］、Ｔsは鋼板の温度［℃］、Ｔwは炉温［℃］、φcgは総括熱伝達係数［－］、σはス
テファンボルツマン定数（＝１．３５６５ｅ-11［ｋｃａｌ／ｓ／ｍ2／Ｋ4］、ｔは時間
［ｓ］を示している。
【００１９】
【数１】

【００２０】
　そして、複数の加熱ゾーンを有する加熱炉では、加熱ゾーン毎の炉温を設定することに
よって、加熱炉入側から加熱炉出側にかけての板温を計算することができる。ここで、初
期板温は、加熱ゾーン入側での温度を設定すれば良い。
【００２１】
　ライン速度変更部１２は、プロセスコンピュータ３から出力されたライン速度変更指令
を受信してライン速度を変更する。同様に、通過時間予測部１４は、ライン速度変更部１
２へのライン速度変更指令タイミングで、プロセスコンピュータ３から出力されたライン
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、ライン速度変更部１２によるライン速度の変更開始から変更終了にかけて、加熱炉の装
入される鋼板の通板方向位置（長手位置）のうち、ライン速度変更開始時点での位置とラ
イン速度変更終了時点での位置との２点を少なくとも含む複数の位置に対して、各加熱ゾ
ーンの通過時間を予測する。また、説明上、通過時間の予測対象となる前記複数の位置は
、ライン速度変更開始時点において、加熱炉の装入される鋼板の通板方向位置（長手位置
）を位置０（ｋ＝０）とし、ライン速度変更終了時点において、加熱炉の装入される鋼板
の通板方向位置（長手位置）を位置Ｎ（ｋ＝Ｎ）として、位置０から位置Ｎまでを等間隔
にＮ点に分けている。
【００２２】
　まず、手順１として、下記（２）式を用いて加減速開始から加減速完了までの時間ｔac

c［ｓ］を求める。なお、下記（２）式中、αは加速率［ｍ／ｓ2］、ｄＶは速度変更量［
ｍ／ｓ］を示している。
【００２３】

【数２】

【００２４】
　なお、以下の手順２～手順５では、ｋ＝０，１，２，・・・Ｎに対して計算を行う。
【００２５】
　次に、手順２として、下記（３）式を用いて、ｋ＝１，２，・・・Ｎにおける誘導加熱
計算用初期速度Ｖ0（ｋ）［ｍ／ｓ］、を求める。なお、下記（３）式中、Ｖ0は加減速前
速度［ｍ／ｓ］、Ｎは誘導加熱計算分割数［－］を示している。
【００２６】
【数３】

【００２７】
　次に、手順３として、下記（４）式を用いて、ｋ番目の鋼板位置における加減速開始か
ら加減速完了までの距離である加減速距離ｌ（ｋ）［ｍ］を求める。
【００２８】

【数４】

【００２９】
　次に、手順４として、第ｉ加熱ゾーン入側速度と最終加熱ゾーン出側速度とを求める。
【００３０】
　まず、ｋ番目の鋼板位置における第１加熱ゾーンの入側速度Ｖ（１，ｋ）［ｍ／ｓ］は
、下記（５）式により求まる。
【００３１】

【数５】

【００３２】
　次に、ｋ番目の鋼板位置における第ｉ加熱ゾーン（２≦ｉ≦５）の入側速度Ｖ（ｉ，ｋ
）［ｍ／ｓ］は、加減速中と加減速完了後とに分けて求める。なお、下記（６）式～下記
（８）式中、Ｌz（ｊ）は、各加熱ゾーンの通板方向における設備長である区間距離（ｊ
＝１～５）を示している。
【００３３】
　まず、下記（６）式の関係を満たすライン速度の加減速中における第ｉ加熱ゾーン（２
≦ｉ≦５）の入側速度Ｖ（ｉ，ｋ）［ｍ／ｓ］は、下記（７）式により求まる。
【００３４】
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【数６】

【００３５】
【数７】

【００３６】
　一方、下記（８）式の関係を満たすライン速度の加減速完了後における第ｉ加熱ゾーン
（２≦ｉ≦５）の入側速度Ｖ（ｉ，ｋ）は、下記（９）式により求まる。
【００３７】

【数８】

【００３８】
【数９】

【００３９】
　そして、最終加熱ゾーン出側速度（第５加熱ゾーン出側速度）は、ライン速度の加速減
完了後における第ｉ加熱ゾーン（２≦ｉ≦５）の入側速度Ｖ（ｉ，ｋ）と同じであること
から、上記（９）式により求まる。
【００４０】
　次に、手順５として、第ｉ加熱ゾーンの通過時間を求める。
【００４１】
　図２は、第ｉ加熱ゾーンにおける速度パターンの一例を示すグラフである。図２に示す
ような第ｉ加熱ゾーンにおける速度パターンにおいて、ｋ番目の鋼板位置が、第ｉ加熱ゾ
ーンを通過する通過時間ｔ（ｉ，ｋ）［ｓ］を求めることを考える。この通過時間ｔ（ｉ
，ｋ）［ｓ］は、第ｉ加熱ゾーン内における加速時間ｔ1と一定速度時間ｔ2との和によっ
て求めることができる。なお、手順４において、第ｉ加熱ゾーン入側速度と最終加熱ゾー
ン出側速度とが求められていることに注意して計算する。
【００４２】
　まず、図２に示す第ｉ加熱ゾーン内における加速時間ｔ1［ｓ］の区間の距離である加
速距離ｘ1［ｍ］は、下記（１０）式により求まる。
【００４３】
【数１０】

【００４４】
　次に、図２に示す第ｉ加熱ゾーン内における一定速度時間ｔ2［ｓ］の区間の距離であ
る一定速度距離ｘ2［ｍ］は、下記（１１）式により求まる。
【００４５】

【数１１】

【００４６】
　ここで、加熱炉内における第ｉ加熱ゾーン（１≦ｉ≦５）の区間距離Ｌz（ｉ）は、上
述したように各加熱ゾーンの通板方向における設備長から与えられており、下記（１２）
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式により一定速度時間ｔ2［ｓ］が求まる。
【００４７】
　なお、本実施形態においては、第ｉ加熱ゾーン（１≦ｉ≦５）の区間距離Ｌz（ｉ）が
、第１加熱ゾーンの区間距離Ｌz（１）＝２０．４［ｍ］、第２加熱ゾーンの区間距離Ｌz

（２）＝５．１［ｍ］、第３加熱ゾーンの区間距離Ｌz（３）＝５．１［ｍ］、第４加熱
ゾーンの区間距離Ｌz（４）＝５．１［ｍ］、第５加熱ゾーンの区間距離Ｌz（５）＝５．
１［ｍ］として与えられている。
【００４８】
【数１２】

【００４９】
　また、加速時間ｔ1［ｓ］は、下記（１３）式により求まる。
【００５０】

【数１３】

【００５１】
　このようにして求めた、第ｉ加熱ゾーンにおける加速時間ｔ1[ｓ]と一定速度時間ｔ2[
ｓ]との和から、第ｉ加熱ゾーン通過時間ｔ（ｉ，ｋ）［ｓ］が求まる。
【００５２】
　続いて、誘導加熱出側板温計算部１５について説明する。誘導加熱出側板温計算部１５
は、加熱炉出側で板温変動が最小となる誘導加熱装置出側における板温を求めるものであ
る。板温測定部１１は、ライン速度変更指令タイミングで加熱炉出側における板温を測定
し、その測定した板温の値を誘導加熱出側板温計算部１５に伝送する。また、炉温測定部
１３は、ライン速度変更指令タイミングにおいて、加熱炉内の各加熱ゾーンの炉温の実績
値を測定し、その測定した実績値を誘導加熱出側板温計算部１５に伝送する。また、誘導
加熱出側板温計算部１５は、通過時間予測部１４から各加熱ゾーンの通過時間の予測結果
も受信する。
【００５３】
　ここで、ｋ番目の鋼板位置における加熱炉出側板温計算値を、Ｔ0＝ｆ（ＴIH，ｔ（ｉ
，ｋ），ＴW（ｉ），ρ，Ｃ，Ｈ，φCG，σ）で表す。関数ｆは、数式（１）に基づく昇
温モデル式である。また、ＴIHは、誘導加熱出側板温（板温計算の初期値）である。また
、ＴW（ｉ）は、各加熱ゾーンの炉温測定値（炉温測定部１３による測定値）である。
【００５４】
　図３は、ニュートン法による誘導加熱出側板温の収束計算フローを示す図である。誘導
加熱出側板温計算部１５は、図３に示すニュートン法により、加熱炉出側板温計算値Ｔ0

が出側板温目標値Ｔaimに対して誤差ε［℃］以内になるよう収束計算を行って、誘導加
熱出側板温の計算値を求める。
【００５５】
　すなわち、誘導加熱出側板温計算部１５によるニュートン法による誘導加熱出側板温の
収束計算では、まず、収束計算の回数を示す変数「Ｌｏｏｐ」に「１」を代入し（Ｓ１）
、誘導加熱出側温度を示す変数「ＴIH」に誘導加熱出側温度の初期値「ＴIH0」を代入す
る（Ｓ２）。次に、誘導加熱出側板温計算部１５は、加熱炉出側板温計算値Ｔ0を算出す
るとともに、変数「Ｌｏｏｐ」に「Ｌｏｏｐ＋１」を代入する（Ｓ３）。そして、誘導加
熱出側板温計算部１５は、加熱炉出側板温計算値Ｔ0が出側板温目標値Ｔaimに対して誤差
ε［℃］以内であるか、変数「Ｌｏｏｐ」が予め設定されたｎ回を超えたかを判断する（
Ｓ４）。なお、出側板温目標値Ｔaimとしては、板温測定部１１による測定値でも良いし
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、加速前のライン速度から求めた加熱炉出側板温計算値でも良い。
【００５６】
　加熱炉出側板温計算値Ｔ0が出側板温目標値Ｔaimに対して誤差ε［℃］以内でない、ま
たは、変数「Ｌｏｏｐ」が予め設定されたｎ回を超えていないと、誘導加熱出側板温計算
部１５が判断したら（Ｓ４でＮｏ）、誘導加熱出側板温計算部１５は、ニュートン法によ
って加熱炉出側板温計算値Ｔ0が出側板温目標値Ｔaimに対して誤差ε［℃］以内になるよ
う収束計算を行う（Ｓ５）。そして、加熱炉出側板温計算値Ｔ0が出側板温目標値Ｔaimに
対して誤差ε［℃］以内に収束するか、変数「Ｌｏｏｐ」が予め設定されたｎ回を超えた
と、誘導加熱出側板温計算部１５が判断したら（Ｓ４でＹｅｓ）、誘導加熱出側板温計算
部１５はニュートン法による誘導加熱出側板温の収束計算を終了する。
【００５７】
　そして、そのときの収束計算における誘導加熱出側板温の計算値を、誘導加熱出側板温
計算部１５から誘導加熱出力変更部１６に伝送し、誘導加熱出力変更部１６が誘導加熱装
置２の出力を変更する。なお、誘導加熱出側板温計算部１５における板温計算モデル式は
、現時刻のライン速度と炉温測定値とを、板温計算モデル式の入力として求めた板温予測
値の測定値との誤差で補正してもよい。
【００５８】
　［実施例］
　本発明法（実施形態に係る鋼板の温度制御方法）の有効性をシミュレーションにより検
証した。なお、各加熱ゾーンの設定値を以下の表１に示し、鋼板の設定値を以下の表２に
示す。また、速度変更量ｄＶとして、０．０５［ｍ／ｓ］、加速率αは、８．３３３３ｅ
-4［ｍ／ｓ2］とする。そして、設計パラメータである誘導加熱計算分割数Ｎは５とした
。
【００５９】
【表１】

【００６０】
【表２】

【００６１】
　また、図１に示す鋼板の温度制御装置１を用いた本発明法との比較のために、従来法に
おける鋼板の温度制御装置の構成を示すブロック図を図４に示す。図４に示すように、従
来法における鋼板の温度制御装置１００は、鋼板の通板方向に沿って配置された５個の加
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熱ゾーン（第１加熱ゾーン～第５加熱ゾーン）を有する加熱炉と、加熱炉入側に設けられ
た誘導加熱装置１０２と、を具備した連続焼鈍設備における鋼板の温度を制御する装置で
ある。従来法における鋼板の温度制御装置１００は、板温測定部１１１、ライン速度変更
部１１２、炉温測定部１１３、誘導加熱出側板温計算部１１５、及び、誘導加熱出力変更
部１１６などを主な構成要素として備えている。一方、従来法における鋼板の温度制御装
置１００は、本発明法における鋼板の温度制御装置１が備える通過時間予測部１４に相当
するものを備えていない。そのため、誘導加熱出側板温計算部１１５では、ライン速度の
加減速途中の状態を考慮せず、ライン速度変更完了速度を用いて、加熱炉出側板温の変動
を低減できる誘導加熱出側板温を求めるものとする。なお、ライン速度変更部１０３及び
誘導加熱出側板温計算部１１５には、プロセスコンピュータ１０３からライン速度変更指
令が出力される。
【００６２】
　図５（ａ）は、本発明法と従来法とにおけるライン速度を示すグラフである。図５（ｂ
）は、本発明法と従来法とにおける誘導加熱出側板温を示すグラフである。図５（ｃ）は
、本発明法と従来法とにおける加熱炉出側温度を示すグラフである。
【００６３】
　図５（ａ）に示すように、ライン速度は本発明法と従来法とで同じように変更にさせて
おり、ライン速度の変更が６５[ｓ]あたりで完了している。図５（ｂ）において、従来法
では、ライン速度変更完了後の定常速度を用いて、誘導加熱出側板温を設定するのに対し
て、本発明法では、ライン速度の加減速中と加減速完了後との速度予測に基づいて、複数
の鋼板位置における誘導加熱出側板温を設定している。
【００６４】
　本発明法と従来法とにおいては、図５（ｃ）に示すように、４５[ｓ]あたりまで無駄時
間が存在している。そして、本発明法では、無駄時間が経過した直後から、加熱炉出側板
温が目標値に収束している。一方、従来法では、１００[ｓ]を経過しても加熱炉出側板温
が目標値に収束しておらず、本発明法のほうが従来法よりも加熱炉出側板温の収束性が良
いことがわかる。このように、本発明法においては、従来法よりも、無駄時間が経過した
後のライン速度変更中における加熱炉出側板温の変動を低減させることができる。
【符号の説明】
【００６５】
１　　温度制御装置
２　　誘導加熱装置
３　　プロセスコンピュータ
１１　板温測定部
１２　ライン速度変更部
１３　炉温測定部
１４　通過時間予測部
１５　誘導加熱出側板温計算部
１６　誘導加熱出力変更部
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