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(57)【要約】
【課題】熱間圧延機、搬送テーブル、鋼板の搬送方向へ
向けて複数基設けられた水冷装置及び巻取装置を備える
熱延鋼板の製造装置を用い、熱間圧延の際の圧延速度を
熱間圧延の途中に変更する操業を行う場合であっても、
各水冷装置の全ての目標温度を、適切かつ迅速に修正し
て設定して、圧延操業を引き続いて行う。
【解決手段】変更後の圧延速度と、水冷装置５ａ～５ｃ
のうちの最も上流側に位置する水冷装置５ａの入側にお
ける鋼板１の温度の測定値とに基づいて、鋼板１の巻取
温度を目標値とすることが可能な、複数の水冷装置５ａ
～５ｃ全てにおける水量調整バルブの開度の設定範囲を
求め、さらに、変更後の通過速度と、１又は２以上の水
冷装置５ｂ、５ｃの入側における鋼板１の温度の測定値
とに基づいて、少なくとも１又は２以上の水冷装置にお
ける水量調整バルブの開度を、定めた設定範囲の中で、
修正して設定する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱間圧延機により熱間圧延を行われてから搬送テーブルにより搬送される鋼板へ向けて
、該鋼板の搬送方向へ向けて並設された複数基の水冷装置それぞれから、予め定められた
熱間圧延条件に基づいて鋼板の巻取温度を演算により予測することにより予め定められる
冷却条件で冷却水を噴射することによって該鋼板を冷却した後に、巻取機によりコイルに
巻き取って熱延鋼板を製造する際に、
　前記熱間圧延の途中で、前記予め定められた熱間圧延条件とは異なる他の熱間圧延条件
に変更して該熱間圧延を引き続き行う場合に、
　前記他の熱間圧延条件と、複数の前記水冷装置のうちの最上流側に位置する水冷装置の
入側における鋼板の温度の測定値とに基づいて、前記鋼板の巻取温度を目標値とすること
が可能な、複数の前記水冷装置全てについての冷却条件の設定値を求め、さらに
　前記他の熱間圧延条件と、複数の前記水冷装置のうちで最も上流側に位置する水冷装置
以外の１又は２以上の水冷装置の入側における鋼板の温度の測定値とに基づいて、少なく
とも前記１又は２以上の水冷装置について求めた前記冷却条件の設定値を修正して設定す
ること
を特徴とする熱延鋼板の製造方法。
【請求項２】
　前記熱間圧延条件は、前記熱間圧延の圧延速度、若しくは、前記熱間圧延機のうちの仕
上圧延機の出側における前記鋼板の温度である請求項１に記載された熱延鋼板の製造方法
。
【請求項３】
　前記水冷装置は、開度が独立して制御可能であって噴射する前記冷却水の水量を調整す
る複数の水量調整バルブを有するとともに、前記冷却条件は、該水量調整バルブの開度で
ある請求項１又は請求項２に記載された熱延鋼板の製造方法。
【請求項４】
　前記鋼板の温度の測定値は、水による減衰の少ない１．１μｍ以下の帯域の熱放射光を
検出して放射温度計測を行うことにより、前記冷却水が飛散する環境においても測温可能
な温度計による測定値である請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載された熱延
鋼板の製造方法。
【請求項５】
　前記巻取温度の測定値と目標値の偏差が減少するように前記水冷装置をフィードバック
制御する請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載された熱延鋼板の製造方法。
【請求項６】
　鋼板の熱間圧延を行うための熱間圧延機と、
　該熱間圧延機により熱間圧延を行われた鋼板を搬送する搬送テーブルと、
　該搬送テーブルにより搬送される鋼板をコイルに巻き取る巻取装置と、
　該鋼板の搬送方向へ向けて複数基並設されるとともに、前記搬送テーブルにより搬送さ
れる鋼板へ向けて、予め定められた熱間圧延条件に基づいて鋼板の巻取温度を演算により
予測することにより予め定められる冷却条件で冷却水を噴射することによって該鋼板を冷
却するための水冷装置と、
　複数基の前記水冷装置それぞれの入側における鋼板の温度を測定するとともに、複数基
の前記水冷装置のうちの最下流に位置する水冷装置の出側における鋼板の温度を測定する
温度計と、
　さらに、複数基の前記水冷装置により冷却される鋼板の巻取温度を演算により予測した
結果に基づいて複数基の前記水冷装置を制御することにより該巻取温度を目標温度に制御
するための制御コントローラと
を備える熱延鋼板の製造装置であって、
　該制御コントローラは、前記熱間圧延の途中で、前記予め定められた熱間圧延条件とは
異なる他の熱間圧延条件に変更して該熱間圧延を引き続き行う場合に、
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　前記他の熱間圧延条件と、複数基の前記水冷装置のうちの最上流側に位置する水冷装置
の入側における鋼板の温度の測定値とに基づいて、前記鋼板の巻取温度を目標値とするこ
とが可能な、複数基の前記水冷装置全てにおける冷却条件の設定値を求め、さらに
　前記他の熱間圧延条件と、複数の前記水冷装置のうちで最も上流側に位置する水冷装置
以外の１又は２以上の水冷装置の入側における鋼板の温度の測定値とに基づいて、少なく
とも前記１又は２以上の水冷装置について求めた前記冷却条件の設定値を、さらに修正し
て設定すること
を特徴とする熱延鋼板の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、熱延鋼板の製造方法及び製造装置に関し、具体的には、熱間圧延機と、水冷装
置と、巻取機と、水冷装置を制御する制御コントローラとを備える熱延鋼板の製造装置及
び製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図８は、熱延鋼板の製造装置０の一例を模式的に示す説明図である。
　周知のように、熱延鋼板の製造では、仕上圧延機２により９００℃程度の仕上温度で熱
間圧延を行われた高温の鋼板１を、搬送テーブル３により搬送する。そして、この搬送テ
ーブル３に設置された水冷装置５により鋼板１に冷却水を噴射して所定の巻取温度まで冷
却し、その後に巻取装置４でコイルに巻き取る。熱延鋼板の機械特性は巻取温度により支
配されるので、所望の機械特性を有する熱延鋼板を製造するには、巻取温度の管理、すな
わち水冷装置５を用いた冷却による巻取温度の制御精度を向上することが極めて重要であ
る。この水冷装置５は、開度が独立して制御可能である、鋼板１の搬送方向へ向けて並設
された複数（図示例ではｎ個）の水量調整バルブを有し、鋼板１へ向けて噴射する冷却水
の水量を調整する。
【０００３】
　図８における符号６は仕上圧延機２の出口における鋼板１の温度を測定するための仕上
出口温度計を示し、符号７は巻取温度を測定するための巻取温度計を示し、符号９は鋼板
板厚測定装置を示し、符号１０は鋼板速度測定装置を示し、符号１１は鋼板温度予測装置
を示し、さらに符号１２は各水量調整バルブの開度を制御する冷却制御装置を示す。以降
の説明では、鋼板温度予測装置１１及び冷却制御装置１２をまとめて制御コントローラ１
３という。
【０００４】
　仕上圧延機２により圧延された鋼板１が仕上出口温度計６を通過する際、所定の周期で
鋼板１の表面温度及び板厚を測定するとともに、鋼板１の上にサンプリング点を設定する
。鋼板温度予測装置１１は、このサンプリング点の温度、板厚と水冷装置５を通過する際
の通過速度、鋼板１の比熱、密度、水冷装置５の水量、水温及び気温に基づいて、このサ
ンプリング点が巻取温度計７に到達する時の鋼板１の温度を、演算により予測する。
【０００５】
　冷却制御装置１２は、鋼板１の巻取温度の予測値が目標値に一致しない場合には、巻取
温度の予測値が目標値に一致するように、水冷装置５の各水量調整バルブの開度を変更し
て設定する。また、冷却制御装置１２は、巻取温度計７による巻取温度の測定値が目標値
と一致しない場合には、巻取温度の予測値が目標値に一致するようにフィードバック制御
を行って、水冷装置５の各水量調整バルブの開度を変更して設定する。
【０００６】
　以上の処理、すなわち（ａ）仕上出口温度計６による測定、（ｂ）巻取温度の予測、（
ｃ）水冷装置５の水量調整バルブの開度の変更設定を、鋼板１が搬送テーブル３上にある
間所定の周期で行い、この周期で水冷装置５の水量調整バルブの設定及びその変更を順次
行うことにより、搬送テーブル３を通過して冷却された鋼板１の温度が、巻取装置４の入
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側の巻取温度計７に到達した時に、巻取温度の目標値に一致するべく、制御する。
【０００７】
　この制御方法は、鋼板１の巻取温度の予測値を目標値に制御するものである。このため
、巻取温度の制御精度を高めるには、仕上圧延機２から巻取装置４に至るまでの鋼板１の
温度の予測計算を高精度で行うことが不可欠になるが、このためには、水冷によって鋼板
１から奪われる熱量、及び空冷によって鋼板１から奪われる熱量のみならず、水冷に伴う
相変態により鋼板１に発生する発熱量をも正確に予測しなければならない。しかし、これ
らの熱量すべてを正確に予測することは極めて難しい。
【０００８】
　そこで、図９に示すように、鋼板１の搬送方向へ向けて複数（図示例では３つ）の水冷
装置５ａ～５ｃを設けるとともに各水冷装置５ａ～５ｃの間に鋼板１の表面温度を測定す
ることができる中間温度計８ｂ、８ｃを設置すること、いわば、図８に示す水冷装置５を
鋼板１の搬送方向へ向けて３つに分割することによって、各水冷装置５ａ～５ｃに対応す
る制御コントローラ１３ａ～１３ｃが担当する冷却制御区間を短縮し、これにより、１つ
の冷却制御区間における温度予測誤差を小さくすることにより鋼板１の温度の予測計算の
制御精度を向上させる発明が開示されている。
【０００９】
　例えば、特許文献１には、複数の水冷装置それぞれに対して個別の目標温度を設定し、
温度検出手段により検出した温度と目標温度との差に応じて複数の水冷装置それぞれを個
別に制御することにより、巻取温度の制御精度を向上する発明が開示されている。
【００１０】
　また、特許文献２には、特許文献１により開示された発明と同様に、複数の水冷装置と
温度検出手段とを設け、冷却の途中における鋼板の温度分布を推定演算することにより巻
取温度の制御精度を向上する発明が開示されている。
【００１１】
　特許文献１、２により開示された発明によれば、熱間圧延時における鋼板の通過速度と
いった熱間圧延条件が変更されることなく一定である場合には、充分に高い制御精度で鋼
板の巻取温度を制御することが可能である。
【特許文献１】特開平７－１８５６３２号公報
【特許文献２】特公平５－２５５６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかし、熱延鋼板の実際の製造では、熱間圧延工程の操業変動や加速圧延（圧延中に鋼
板速度を加速し、温度低下を抑制する技術）の適用等により、熱間圧延の際における鋼板
の通過速度（圧延速度）を、圧延速度の設定値から変更する場合が殆どである。
【００１３】
　また、熱延鋼板の実際の製造では、仕上げ圧延機の出側における鋼板の温度や板厚が何
らかの原因により、設定値から外れる場合がある。
　圧延速度や、仕上げ圧延機の出側における鋼板の温度や板厚は、いずれも、熱間圧延条
件として予めその設定値を定めておき、この設定値に基づいて各水冷装置による冷却も定
められる。このため、熱間圧延条件が変更される場合には、水冷装置の冷却条件も再度設
定し直さなければならない。
【００１４】
　ここで、特許文献１により開示された発明を実施するには、複数の水冷装置それぞれ毎
に個別の目標温度を設定する必要がある。このため、上述したように圧延速度等の熱間圧
延条件が熱間圧延の途中で変更される場合には、各水冷装置それぞれ毎に個別の目標値を
、各水冷装置の設備能力の範囲内で、各水冷装置の全てについて個別かつ迅速に修正して
設定しなければならない。しかし、特許文献１には各水冷装置の全ての目標温度を、この
ように修正して設定する手段が全く開示されていない。このため、特許文献１により開示
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された発明は、圧延速度等の熱間圧延条件が熱間圧延の途中で変更される場合には充分に
対応することができず、巻取温度を目標温度に制御できないおそれがある。
【００１５】
　図１０は、水冷装置により冷却される鋼板の温度の一例を経時的に示すグラフである。
図１０のグラフに細線で示すように、特許文献１により開示された発明であっても、熱間
圧延の際の圧延速度を熱間圧延中に変更しない場合であれば、全ての水冷装置の冷却能力
を適切に発揮して鋼板の巻取温度を目標温度に正確に制御することができる。しかし、例
えば、圧延速度を熱間圧延中により高速に変更する場合に、図１０のグラフに太線で示す
ように、この変更の前に最初の水冷装置による冷却の目標温度を高い温度（目標１）に設
定してしまっていると、この変更の後に、その後の各水冷装置による冷却条件を、最大の
設備能力となるように修正して設定したとしても、目標とする巻取温度を得られなくなる
。
【００１６】
　また、特許文献２により開示された発明では、温度検出手段以降の水冷装置の設定方法
しか記載されていないので、圧延速度を熱間圧延の途中で変更する場合に水冷装置全体の
冷却能力を有効に利用しながら巻取温度の制御精度を向上させることはできない。
【００１７】
　このように、複数の水冷装置と各水冷装置の間に設置された温度計とを用いて鋼板の巻
取温度を高い制御精度で目標温度に制御しようとしても、従来の発明では、圧延速度等の
熱間圧延条件が熱間圧延の途中で変更されると、各水冷装置全ての目標温度を、適切かつ
迅速に修正して再度設定することが難しく、鋼板の巻取温度を目標温度に制御できないお
それがある。
【００１８】
　本発明は、従来の技術が有するこのような課題に鑑みてなされたものであり、例えば圧
延速度、さらには仕上圧延機の出側における鋼板の温度又は板厚といった熱間圧延条件が
熱間圧延の途中で変更される圧延操業を行う場合であっても、各水冷装置の全ての目標温
度を、適切かつ迅速に修正して設定することができ、これにより、鋼板の巻取温度を目標
温度に正確に制御することができる熱延鋼板の製造方法及び製造装置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】
【００１９】
　図９に示すように、中間温度計８ｂ、８ｃを用いる従来の技術では、１つの制御コント
ローラ１３ａ、１３ｂ又は１３ｃが制御する冷却制御区間と、一つの水冷装置５ａ、５ｂ
又は５ｃとは一対一の関係で対応し、例えば制御コントローラ１３ａは水冷装置５ｂ、５
ｃの制御は行わない。このため、従来の技術では、全ての水冷装置５ａ～５ｃが有する冷
却能力を有効に活用するためには、各水冷装置５ａ～５ｃ毎に適切な目標温度を設定しな
ければならず、これが困難であった。
【００２０】
　これに対し、本発明では、後述する図２に例示するように、少なくとも１つの制御コン
トローラ１３ａが水冷装置５ａの入側に設置される温度計６から巻取温度計７までの区間
に設置される全ての水冷装置５ａ～５ｃを制御するようにしたこと、換言すれば、全ての
水冷装置５ａ～５ｃに対応して全ての水冷装置５ａ～５ｃの冷却能力を有効に利用するた
めの第１の制御コントローラ１３ａと、この第１の制御コントローラ１３ａが設定した各
水冷装置５ａ～５ｃの水量調整バルブの設定値を、修正することにより巻取温度の制御精
度の向上を図る第２の制御コントローラ１３ｂ又は第３の制御コントローラ１３ｃとの両
方を備えることによって、各水冷装置５ａ～５ｃ毎に適切な目標温度を設定しなくとも、
全ての水冷装置５ａ～５ｃの冷却能力を有効に利用できるという知見に基づくものである
。
【００２１】
　本発明は、熱間圧延機により熱間圧延を行われてから搬送テーブルにより搬送される鋼
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板へ向けて、鋼板の搬送方向へ向けて並設された複数基の水冷装置それぞれから、予め定
められた熱間圧延条件に基づいて鋼板の巻取温度を演算により予測することにより予め定
められる冷却条件で冷却水を噴射することによって鋼板を冷却した後に、巻取機によりコ
イルに巻き取って熱延鋼板を製造する際に、熱間圧延の途中で、予め定められた熱間圧延
条件とは異なる他の熱間圧延条件に変更して熱間圧延を引き続き行う場合に、他の熱間圧
延条件と、複数の水冷装置のうちの最上流側に位置する水冷装置の入側における鋼板の温
度の測定値とに基づいて、鋼板の巻取温度を目標値とすることが可能な、複数の水冷装置
全てにおける冷却条件の設定値を求め、さらに、他の熱間圧延条件と、複数の水冷装置の
うちで最も上流側に位置する水冷装置以外の１又は２以上の水冷装置の入側における鋼板
の温度の測定値とに基づいて、少なくとも１又は２以上の水冷装置について求めた冷却条
件の設定値を、さらに修正して設定することを特徴とする熱延鋼板の製造方法である。
【００２２】
　別の観点からは、本発明は、鋼板の熱間圧延を行うための熱間圧延機と、熱間圧延機に
より熱間圧延を行われた鋼板を搬送する搬送テーブルと、搬送テーブルにより搬送される
鋼板をコイルに巻き取る巻取装置と、鋼板の搬送方向へ向けて複数基並設されるとともに
、搬送テーブルにより搬送される鋼板へ向けて、予め定められた熱間圧延条件に基づいて
鋼板の巻取温度を演算により予測することにより予め定められる冷却条件で冷却水を噴射
することによって鋼板を冷却するための水冷装置と、複数基の水冷装置それぞれの入側に
おける鋼板の温度を測定するとともに、複数基の水冷装置のうちの最下流に位置する水冷
装置の出側における鋼板の温度を測定する温度計と、さらに、複数基の水冷装置により冷
却される鋼板の巻取温度を演算により予測した結果に基づいて複数基の前記水冷装置を制
御することにより巻取温度を目標温度に制御するための制御コントローラとを備える熱延
鋼板の製造装置であって、制御コントローラが、熱間圧延の途中で、予め定められた熱間
圧延条件とは異なる他の熱間圧延条件に変更して熱間圧延を引き続き行う場合に、他の熱
間圧延条件と、複数基の水冷装置のうちの最上流側に位置する水冷装置の入側における鋼
板の温度の測定値とに基づいて、鋼板の巻取温度を目標値とすることが可能な、複数基の
水冷装置全てにおける冷却条件の設定値を求め、さらに、他の熱間圧延条件と、複数の水
冷装置のうちで最も上流側に位置する水冷装置以外の１又は２以上の水冷装置の入側にお
ける鋼板の温度の測定値とに基づいて、少なくとも１又は２以上の水冷装置について求め
た冷却条件の設定値を、さらに修正して設定することを特徴とする熱延鋼板の製造装置で
ある。
【００２３】
　これらの本発明では、熱間圧延条件が、熱間圧延の圧延速度、若しくは、熱間圧延機の
うちの仕上圧延機の出側における鋼板の温度又は板厚であることが例示される。
　これらの本発明では、水冷装置が、開度が独立して制御可能であって噴射する冷却水の
水量を調整する複数の水量調整バルブを有するとともに、冷却条件が、この水量調整バル
ブの開度であることが例示される。
【００２４】
　上述した本発明を実施するには、複数の水冷装置のうちで最も上流側に位置する水冷装
置以外の１又は２以上の水冷装置の入側に温度計を設置する。しかし、通常の放射温度計
では冷却水が飛散するような環境下では飛散する冷却水の影響を受けて測定精度が低下す
る。この対策として、温度計の設置位置付近に水冷装置が存在しない間隙を確保し、この
間隙で水パージやエアパージを行って飛散する冷却水を除去すればよいが、これでは、水
冷装置を設置できない間隙が増え、水冷装置全体としての冷却能力が減少する。また、冷
却能力の減少を容認できたとしても、水パージやエアパージといった除去手段そのものを
設けなければならない。そこで、本発明では、鋼板温度の測定値が、飛散する冷却水の影
響を受けにくくするため、水による減衰の少ない１．１μｍ以下の帯域の熱放射光を検出
して放射温度計測を行うことにより、前記冷却水が飛散する環境においても測温可能な温
度計による測定値であることが望ましい。
【００２５】
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　これらの本発明では、巻取温度の測定値と目標値の偏差が減少するように水冷装置をフ
ィードバック制御することが望ましい。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明により、例えば圧延速度、さらには仕上圧延機の出側における鋼板の温度又は板
厚といった熱間圧延条件が熱間圧延の途中で変更される圧延操業を行う場合であっても、
各水冷装置の全ての目標温度を、適切かつ迅速に修正して設定することができ、これによ
り、鋼板の巻取温度を目標温度に正確に制御することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明に係る熱延鋼板の製造方法及び製造装置を実施するための最良の形態を、添付図
面を参照しながら、詳細に説明する。
　図１は、熱延鋼板を製造する本実施の形態の製造装置２０の要部を示す説明図である。
図１における符号１は鋼板を示し、符号２は仕上圧延機を一部省略して示し、符号３は搬
送テーブルを示し、符号４は巻取装置を示し、符号５は制御可能なｎ個の冷却ヘッダーと
これらの冷却ヘッダーに供給する水量を調整するバルブとを備える水冷装置を示し、符号
７は巻取温度計を示し、符号８は中間温度計を示し、符号９は鋼板板厚測定装置を示し、
符号１０は鋼板速度測定装置を示し、符号１１は鋼板温度予測装置を示し、符号１２は水
量調整バルブを制御する冷却制御装置であって、巻取温度計７により測定した実績巻取温
度と目標巻取温度との差を小さくするフィードバック制御機能を有する。以下、鋼板温度
予測装置１１と冷却制御装置１２とをまとめて制御コントローラ１３という。
【００２８】
　水冷装置５は、鋼板１の搬送方向に合計ｎ個並設された冷却ヘッダーを有する。これら
ｎ個の冷却ヘッダーが並んだ１つの領域を冷却ゾーンという。水冷装置５は、搬送テーブ
ル３を挟むように上下に設置された構造を有する。１つの冷却ヘッダー毎に水量調整バル
ブが設けられ、バルブの操作指令は冷却制御装置１２からバルブ操作指令分配装置１４を
介して水冷装置５に伝達され、個々のバルブが制御される構造となっている。
【００２９】
　図２は、図１における制御コントローラ１３に含まれる第１の制御コントローラ１３ａ
、第２の制御コントローラ１３ｂ及び第３の制御コントローラ１３ｃの信号の授受の状況
を示す説明図である。
【００３０】
　水冷装置５は、搬送テーブル３上に図１により示す基本構成の３基の水冷装置５ａ～５
ｃを有しており、３基の水冷装置５ａ～５ｃの入側には、鋼板１の表面温度を測定可能な
、仕上出口温度計６、第１の中間温度計８ｂ及び第２の中間温度計８ｃが設置される。
【００３１】
　図２は、第１の中間温度計８ｂ及び第２の中間温度計８ｃをいずれも鋼板１の上方に設
置する場合を示すが、これに限定されるものではなく、鋼板１の下方に設置するようにし
てもよい。
【００３２】
　また、第１の中間温度計８ｂ及び第２の中間温度計８ｃはいずれも水冷装置５ａ～５ｃ
に近接して配置されることから、表面温度の測定の外乱要因となる鋼板１の上における冷
却水の除去が困難な場合がある。このため、第１の中間温度計８ｂ及び第２の中間温度計
８ｃとして、冷却水が飛散する環境においても測温可能なように、ノズルから噴射したパ
ージ水を介して、水による減衰の少ない帯域（例えば０．９μｍ）の熱放射光を検出する
放射温度計を設置することが望ましい。このような放射温度計を用いた鋼板表面温度測定
装置としては、特開２００６－１７５８９号公報により開示された装置を例示することが
できる。この装置は、鋼板１に対向配置された放射温度計を備え、鋼板１の表面から放射
された熱放射光を放射温度計で検出することにより鋼板１の表面温度を測定する装置であ
って、放射温度計で検出される熱放射光の光路が通る領域における光路安定領域と光路不
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安定領域との界面と放射温度計の光軸との交点を基準とした鋼板１のエッジ部の最小の拡
がり角を７５℃以上に設定するものである。
【００３３】
　さらに、水冷装置５が３つの水冷装置５ａ～５ｃに分割される場合を示すが、これに限
定されるものではなく、水冷装置５を、２つ又は４つ以上に分割するようにしてもよい。
　制御コントローラ１３は、少なくもと１つの制御コントローラ（図２では第１の制御コ
ントローラ１３ａ）が、入側温度計６から巻取温度計７までの区間に設置される全ての水
冷装置（図２では水冷装置５ａ～５ｃの３つ）を制御するように、構成される。
【００３４】
　第１の制御コントローラ１３ａから出力されるバルブ操作指令が、直接に水冷装置５ａ
～５ｃに伝達されるのではなく、バルブ操作指令分配装置１４で一旦集約され、各水冷装
置５ａ～５ｃに分配されて出力される。
【００３５】
　また、制御コントローラ１３は、少なくもと１つの制御コントローラ（図２では第２の
制御コントローラ１３ｂ）が、入側温度計６から巻取温度計７までの区間に設置される１
つ以上の水冷装置（図２では水冷装置５ｂ、５ｃの２つ）を制御するように、構成される
。
【００３６】
　第２の制御コントローラ１３ｂから出力されるバルブ操作指令が、直接に水冷装置５ｂ
、５ｃに伝達されるのではなく、バルブ操作指令分配装置１４で一旦集約され、各水冷装
置５ｂ、５ｃに分配されて出力される。
【００３７】
　さらに、制御コントローラ１３は、少なくもと１つの制御コントローラ（図２では第３
の制御コントローラ１３ｃ）が、入側温度計６から巻取温度計７までの区間に設置される
１つ以上の水冷装置（図２では水冷装置５ｃ）を制御するように、構成される。
【００３８】
　第３の制御コントローラ１３ｃから出力されるバルブ操作指令が、直接に水冷装置５ｃ
に伝達されるのではなく、バルブ操作指令分配装置１４で一旦集約され、各水冷装置５ｃ
に出力される。
【００３９】
　本実施の形態の熱延鋼板の製造装置０は以上のように構成される。つぎに、この製造装
置１を用いて、熱間圧延の際における鋼板１の通過速度（圧延速度）を熱間圧延の途中で
変更する操業を行う場合に、各水冷装置５ａ～５ｃの全ての温度を、適切かつ迅速に修正
して設定して、熱延鋼板を製造する状況を説明する。
【００４０】
　図２に示すように、熱間圧延機１により所定の圧延速度で鋼板１の熱間圧延が行われて
いる。ここで、熱間圧延における鋼板１の温度降下を防止するために圧延速度を上昇する
加速圧延が行われるとし、この場合について説明する。
【００４１】
　この場合、仕上圧延機２により圧延された鋼板１が仕上出口温度計６を通過する際、所
定の周期（例えば０．４～２．０秒周期）で仕上出口温度計６により鋼板１の温度が測定
されるとともに、鋼板板厚測定装置９により鋼板１の板厚が測定される。また、この際に
同時に鋼板１の表面にサンプリング点が設定される。
【００４２】
　第１の制御コントローラ１３ａの鋼板温度予測装置が、このサンプリング点の温度、板
厚と、水冷装置５ａ、５ｂ、５ｃを通過する際の鋼板１の速度（変更後の圧延速度）と、
鋼板１の比熱及び密度と、第１の水冷装置５ａ～第３の水冷装置５ｃのうち個々の冷却ヘ
ッダーのバルブ開度と、冷却水の水温と、気温とに基づいて、サンプリング点が巻取温度
計７に到達する時の鋼板１の温度、すなわち巻取温度を予測する。巻取温度の予測方法を
説明する。
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【００４３】
　水冷装置５ａ～５ｃの冷却ヘッダーから流出する冷却水により水冷されるゾーンについ
ては、水冷による温度降下量ΔＴｗｉを水冷部温度降下予測式（４）式を用いて計算する
。一方、これらのゾーンを除いた、大気のみにより冷却されるゾーンである空冷ゾーンに
ついては、温度降下量ΔＴａｉを空冷部温度降下式（５）式を用いて計算し、仕上出口温
度計６で測定した実績温度から全ゾーンの予測温度降下量を差し引くことにより、巻取温
度の予測値を求める。
【００４４】
【数１】

【００４５】
　ここで、ｉ：ゾーンを表す添え字、ｎ：ゾーン数、Ｗ：水量密度（ｍ３／ｍ２ｈｒ）、
Ｕ：バルブ開度（％）、αＬｉ：水冷部の熱伝達率（ｋｃａｌ／ｍ２ｈｒ℃）、ａ、ｂ：
定数（－）、ｔｉ：ゾーン通過時間（ｈｒ）、Ｌｉ：ゾーン長さ（ｍ）、ｖｉ：鋼板の圧
延速度（ｍ／ｓｅｃ）、ΔＴｗｉ：水冷部の温度降下量（℃）、ΔＴａｉ：空冷部の温度
降下量（℃）、ｃ：比熱（ｋｃａｌ／ｋｇ℃）、ρ：密度（ｋｇ／ｍ３）、ｈ：板厚（ｍ
）、Ｔｉ：各ゾーンの鋼板の温度（℃）、ＴＬ：水温（℃）、ＴＥ：気温（℃）、σ：ス
テファン・ボルツマン定数、ε：輻射率（－）、αＥｉ：空冷部の熱伝達率（ｋｃａｌ／
ｍ２ｈｒ℃）、ＴＣ：巻取温度の予測値（℃）、ＴＦ：仕上出口温度（℃）である。
【００４６】
　巻取温度の予測値が巻取温度の目標値よりも高くなると予測される場合は、巻取温度の
予測値が巻取温度の目標値に一致するまで、第１の制御コントローラ１３ａの冷却制御装
置が以下のように第１の水冷装置５ａ、第２の水冷装置５ｂ及び第３の水冷装置５ｃのう
ち冷却ヘッダーのバルブ操作シミュレーションを行い、操作指令を算出し出力する。水冷
装置５ａ～５ｃのバルブ操作を行う順番は予め用意されている操作順序情報があり、これ
に従って操作する。
【００４７】
（ｉ）冷却水を流出中の冷却ヘッダーでバルブ開度が１００％になっていないバルブの開
度を増やす。
（ｉｉ）冷却水を流出中の全ての冷却ヘッダーのバルブ開度が１００％であれば、冷却水
を流出していない冷却ヘッダーの中で操作順序が最上位のバルブ開度を増やし、冷却を開
始する。
【００４８】
　巻取温度の予測値が巻取温度の目標値よりも低くなると予測される場合は、巻取温度の
予測値が巻取温度の目標値に一致するまで以下のように冷却ヘッダーのバルブ操作シミュ



(10) JP 2009-56504 A 2009.3.19

10

20

30

40

50

レーションを行い、操作指令を算出し出力する。
【００４９】
（ｉ）冷却水を流出中の冷却ヘッダーでバルブ開度が１００％未満のバルブの開度を減ら
す。
（ｉｉ）冷却水を流出中の全ての冷却ヘッダーのバルブ開度が１００％であれば、この水
冷装置の中でバルブ操作順序が最下位のバルブの開度を減らす。
【００５０】
　巻取温度の予測値が巻取温度の目標値と一致すると予測される場合はバルブ操作を行わ
ず、巻取温度の予測に使用した時のバルブ開度をそのままバルブ操作指令として出力する
。
【００５１】
　この時、巻取温度計７で測定した巻取温度の実績値と巻取温度の目標値との偏差を縮小
するため、冷却制御装置のフィードバック制御機能によってバルブ操作指令を修正する。
なお、フィードバック制御機能によって操作するバルブは操作可能なバルブの中で、最も
巻取温度計７に近いバルブを操作する。
【００５２】
　このように、第１の制御コントローラ１３ａは、全ての水冷装置５ａ～５ｃに対するバ
ルブ操作指令を出力するが、第１の制御コントローラ１３ａから出力されるバルブ操作指
令は、鋼板温度の予測装置が予測した巻取温度の予測誤差の分だけ不正確であるものの、
全ての水冷装置５ａ～５ｃが制御可能な状態で巻取温度を所定の温度に制御するためのバ
ルブ操作指令を算出する。このため、熱間圧延の際における鋼板１の圧延速度を熱間圧延
の途中で上昇する加速圧延を行う場合であっても、各水冷装置５ａ～５ｃの全ての目標温
度を、適切かつ迅速に修正して設定することができ、水冷装置５ａ～５ｃの冷却能力を有
効に利用した上で鋼板１のサンプリング点を所定の巻取温度に制御できる。
【００５３】
　続いて、サンプリング点が巻取装置４へ向かって搬送テーブル３上を移動し、第１の中
間温度計８ｂを通過する際、第２の制御コントローラ１３ｂの鋼板温度の予測装置がこの
サンプリング点の第１の中間温度計８ｂで測定された温度と板厚、水冷装置５ａ～５ｃを
通過する鋼板１の通過速度（圧延速度）と、鋼板１の比熱及び密度と、第２の水冷装置５
ｂ及び第３の水冷装置５ｃのうちの個々の冷却ヘッダーのバルブ開度と、冷却水の水温と
、気温とを用い、サンプリング点が巻取温度計７に到達する時の巻取温度を予測する。巻
取温度の予測方法は第１の制御コントローラ１３が行った方法と同じである。
【００５４】
　水冷装置５ａ～５ｃのバルブ操作方法及び操作指令の出力方法もほぼ同じであるが、第
２の制御コントローラ１３ｂがバルブ操作指令分配装置１４に第２の水冷装置５ｂ及び第
３の水冷装置５ｃの２つの水冷装置に対するバルブ操作指令の出力を行う点が、相違する
。
【００５５】
　第２の制御コントローラ１３ｂは、第２の水冷装置５ｂ及び第３の水冷装置５ｃに対す
るバルブ操作指令を出力するが、このバルブ操作指令は、第１の制御コントローラ１３ａ
で出力したバルブ操作指令よりも温度予測区間が短く巻取温度の予測誤差が小さくなるた
め、鋼板１の上のサンプリング点をより高精度に所定の巻取温度に制御できる。
【００５６】
　第１の制御コントローラ１３ａが出力した第２の水冷装置５ｂ及び第３の水冷装置５ｃ
に対するバルブ操作指令と、第２の制御コントローラ１３ｂが出力した操作指令とは、同
じバルブ操作順序に従って設定されるため、操作指令の差異は巻取温度の制御精度をより
向上させるための修正分である。
【００５７】
　さらに、サンプリング点が巻取装置４へ向かって搬送テーブル３上を移動し、第２の中
間温度計８ｃを通過する際に、第３の制御コントローラ１３ｃの鋼板温度予測装置がこの
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サンプリング点の第２の中間温度計８ｃで測定された温度と、鋼板１の板厚及び第３の水
冷装置５ｃを通過する速度と、鋼板１の比熱及び密度と、第３の水冷装置５ｃ内の個々の
冷却ヘッダーのバルブ開度と、冷却水の水温と、気温とに基づいて、サンプリング点が巻
取温度計７に到達する時の鋼板１の温度、すなわち巻取温度を予測する。巻取温度の予測
方法は、第１の制御コントローラ１３ａが行った方法と同じである。
【００５８】
　第３の水冷装置５ｃのバルブ操作方法及び操作指令の出力方法もほぼ同じであるが、第
３の制御コントローラ１３ｃがバルブ操作指令分配装置１４に第３の水冷装置５ｃだけに
対するバルブ操作指令の出力を行う点が相違する。
【００５９】
　第３の制御コントローラ１３ｃは、第３の水冷装置５ｃに対するバルブ操作指令を出力
するが、このバルブ操作指令は、第２の制御コントローラ１３ｂで出力したバルブ操作指
令よりも温度予測区間が短く巻取温度予測誤差が小さくなるため、鋼板上のサンプリング
点をより高精度に所定の巻取温度に制御できる。
【００６０】
　なお、第２の制御コントローラ１３ｂが出力した第３の水冷装置５ｃに対するバルブ操
作指令と第３の制御コントローラ１３ｃが出力した操作指令とは、同じバルブ操作順序に
従って設定されているため、操作指令の差異は巻取温度の制御精度をより向上させるため
の修正分である。
【００６１】
　このように、第１の制御コントローラ１３ａは第１の水冷装置５ａ、第２の水冷装置５
ｂ及び第３の水冷装置５ｃのバルブ操作指令をバルブ操作指令分配装置１４に出力し、第
２の制御コントローラ１３ｂは第２の水冷装置５ｂ及び第３の水冷装置５ｃのバルブ操作
指令をバルブ操作指令分配装置１４に出力し、さらに、第３の制御コントローラ１３ｃは
第３の水冷装置５ｃのバルブ操作指令をバルブ操作指令分配装置１４に出力する。
【００６２】
　以上のように、先ず、第１の制御コントローラ１３ａが巻取温度を所定の温度に制御す
るためのベースとなるバルブ操作指令を出力する。このバルブ操作指令は巻取温度計７ま
での温度予測区間が長いため、巻取温度の予測誤差が大きく制御精度の面では不利である
ものの、仕上出口温度計６から巻取温度計７までの間に存在する全ての水冷装置５ａ～５
ｃが操作対象となるため、水冷装置５ａ～５ｃが有する冷却能力を有効に利用して、巻取
り温度が目標温度から外れることを防止できる。
【００６３】
　そして、第２の制御コントローラ１３ｂが巻取温度を所定の温度に制御するためのバル
ブ操作指令は、第１の中間温度計１８ｂで測定した実績温度を用いており、巻取温度計７
までの温度予測区間が短くなるため、相対的に巻取温度の予測誤差が小さくなるため制御
精度の向上が期待でき、第１の制御コントローラ１３ａが出力した操作指令を巻取温度制
御精度が向上するように修正することできる。
【００６４】
　さらに、第３の制御コントローラ１３ｃが巻取温度を所定の温度に制御するためのバル
ブ操作指令は、第２の中間温度計８ｃで測定した実績温度を用いており、巻取温度計まで
の温度予測区間がさらに短く、巻取温度の予測誤差が小さいため最も制御精度の向上が期
待でき、第２の制御コントローラ１３ｂが出力した操作指令を巻取温度の制御精度が向上
するようにさらに修正することができる。
【００６５】
　これら、複数の制御コントローラ１３ａ～１３ｃが出力するバルブ操作指令を前述の分
配方法で水冷装置５ａ～５ｃに出力し、鋼板１を冷却することにより、全ての水冷装置５
ａ～５ｃの冷却能力を有効に利用することができるとともに、巻取温度の制御精度を向上
させることができる。
【００６６】
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　上述したように、図８に示した、１つの水冷装置５を１つの制御コントローラ１３で制
御する発明や、図９に示した、複数の水冷装置５をこれらの水冷装置と一対一の関係で対
応する同じ数の制御コントローラ１３により制御し、１つの制御コントローラの制御区間
と１つの水冷装置が一対一に対応し、個々の制御コントローラが、それぞれの目標値に制
御する発明は、いずれも本願出願前に公知である。
【００６７】
　これに対し、本発明は、水冷装置と同じ数（２個以上）の制御コントローラを備える点
では形式的に図９の発明と共通するが、図２に示すように、全ての制御コントローラの制
御区間は、水冷装置の入側温度計から巻取温度計までの区間としたことが特徴となってい
る。
【００６８】
　この構造により、少なくとも１つの制御コントローラ（図２における第１の制御コント
ローラ１３ａ）は全ての水冷装置５ａ～５ｃを制御対象としてバルブ操作指令を出力する
ため、全ての水冷装置５ａ～５ｃの冷却能力を有効に利用することができる。加えて、短
い制御区間に対応する制御コントローラ（図２における第３の制御コントローラ１３ｃ）
が巻取温度の制御精度を向上させる。そして、中間に位置する制御コントローラ（図２に
おける第２の制御コントローラ１３ｂ）は冷却能力の有効利用と制御精度の向上の中間的
な役割を持つ。
【００６９】
　各制御コントローラ１３ａ～１３ｃが各水冷装置５ａ～５ｃに出力するバルブ操作指令
が重なる部分があるが、これをバルブ操作指令分配装置１４が適切に分配することにより
、水冷装置５ａ～５ｃの冷却能力を有効に利用しながら、巻取温度の制御精度を向上する
ことができる。
【００７０】
　なお、以上の実施の形態の説明では、熱間圧延の途中で変更される熱間圧延条件が熱間
圧延の圧延速度である態様を例にとった。しかし、本発明はこの態様に限定されるもので
はなく、熱間圧延条件が、熱間圧延機のうちの仕上圧延機の出側における鋼板の温度又は
板厚である場合についても同様に適用される。上述したように、熱延鋼板の実際の製造で
は、仕上げ圧延機の出側における鋼板の温度や板厚が何らかの原因により、設定値から外
れることがある。
【００７１】
　このような場合には、仕上げ圧延機の出側における鋼板の温度や板厚の変動値と、複数
の水冷装置のうちの最上流側に位置する水冷装置の入側における鋼板の温度の測定値とに
基づいて、鋼板の巻取温度を目標値とすることが可能な、複数の水冷装置全てについての
冷却条件の設定値を求め、さらに、上述した変動値と、複数の水冷装置のうちで最も上流
側に位置する水冷装置以外の１又は２以上の水冷装置の入側における鋼板の温度の測定値
とに基づいて、少なくとも１又は２以上の水冷装置について求めた冷却条件の設定値を修
正して設定するようにすればよい。これにより、仕上げ圧延機の出側における鋼板の温度
や板厚が変動した場合にも、各水冷装置の全ての目標温度を、適切かつ迅速に修正して設
定することができ、これにより、鋼板の巻取温度を目標温度に正確に制御することができ
る。
【実施例１】
【００７２】
　本発明を、実施例を参照しながらさらに具体的に説明する。
　図３は、本実施例の熱延鋼板の製造装置の全体構成を模式的に示す説明図である。
　搬送テーブル３上に、図２に示す基本構成を有する水冷装置５ａ～５ｃが３基設けられ
ており、３つの水冷装置５ａ～５ｃの入側には、鋼板１の表面温度を測定することができ
る仕上出口温度計６、第１の中間温度計８ｂ及び第２の中間温度計８ｃが設置されている
。
【００７３】
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　水冷装置５ａ、５ｂには、水パージ及びエアパージを行い、飛散する冷却水を除去する
のに十分な間隙があるため、第１の中間温度計８ｂは、これらの対策を施した上で通常の
放射温度計を設置している。一方、水冷装置５ｂ、５ｃには十分な間隙がなく、冷却水の
除去対策を充分に行うことができないため、第２の中間温度計８ｃとして冷却水が飛散す
る環境においても測温可能な温度計を設置した。なお、この中間温度計８ｃの構造上、鋼
板１の下面側に設置している。
【００７４】
　制御コントローラ１３ａ～１３ｃは水冷装置５ａ～５ｃと同数設けられており、少なく
とも１つの制御コントローラ１３ａは、入側温度計６から巻取温度計７までの区間に設置
される１つ以上の水冷装置５ａ～５ｃを制御する。
【００７５】
　図３に示す製造装置を用いて、下記の条件で熱延鋼板を製造した。
鋼種　　　　　　　　　　：４４０ＭＰａ級高強度熱延鋼板
板厚　　　　　　　　　　：３．５ｍｍ
目標巻取温度　　　　　　：５００℃
鋼板速度　　　　　　　　：５７０ｍｐｍ→６５０ｍｐｍ（加速圧延）
第１の水冷装置５ａの長さ：３２ｍ
第２の水冷装置５ｂの長さ：４０ｍ
第３の水冷装置５ｃの長さ：４０ｍ
水冷装置５ａの水量密度　：１．１ｍ３／ｍ２ｈｒ（上面）、０．８ｍ３／ｍ２ｈｒ（下
面）
　　　　　　　　　　　　　共にバルブ開度１００％時
水冷装置５ｂの水量密度　：０．６ｍ３／ｍ２ｈｒ（上面）、０．５ｍ３／ｍ２ｈｒ（下
面）
　　　　　　　　　　　　　共にバルブ開度１００％時
水冷装置５ｃの水量密度　：０．６ｍ３／ｍ２ｈｒ（上面）、０．５ｍ３／ｍ２ｈｒ（下
面）
　　　　　　　　　　　　　共にバルブ開度１００％時
水冷装置５ａのバルブ数　：７８個
水冷装置５ｂのバルブ数　：４５個
水冷装置５ｃのバルブ数　：８２個
【００７６】
　図４は、図９の冷却制御装置により冷却制御を行った比較例の冷却制御の結果である、
鋼板１の長手方向の仕上出口温度実績値、第１の中間温度計８ｂの測定値及び第２の中間
温度計８ｃの測定値と、巻取温度実績値とを示すグラフである。
【００７７】
　図４のグラフに示すように、中間温度１の目標値は７００℃とし、中間温度２の目標値
は５６０℃とした。中間温度１に関しては目標通りに制御できたものの、中間温度２及び
巻取温度は、いずれも、水冷装置の冷却能力の上限に達して飽和したため、目標温度より
も３０～４０℃高く外れている。
【００７８】
　一方、図５は、図３に示す第１の制御コントローラ１３ａ、第２の制御コントローラ１
３ｂ及び第３の制御コントローラ１３ｃを使用して冷却制御を行った本発明例の冷却制御
の結果である、鋼板１の長手方向の仕上出口温度実績値、第１の中間温度計８ｂの測定値
及び第２の中間温度計８ｃの測定値と、巻取温度実績値とを示すグラフである。
【００７９】
　図５に示すように、実績巻取温度は目標の５００℃付近に制御されており、目標±１５
℃以内に制御されている。
【実施例２】
【００８０】
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　実施例１は、仕上圧延速度が圧延の途中で変化した場合の効果を示したものであったが
、本実施例では、仕上圧延機の出側温度が変化した場合について説明する。
　本実施例の熱延鋼板の製造装置は実施例１と全く同じものであり、この製造装置を用い
て下記条件で熱延鋼板を製造した。
【００８１】
鋼種　　　　　　　　　　：２９０ＭＰａ級熱延鋼板
板厚　　　　　　　　　　：４．３ｍｍ
目標巻取温度　　　　　　：６００℃
鋼板速度　　　　　　　　：６２０ｍｐｍ（加速なし）
第１の水冷装置５ａの長さ：３２ｍ
第２の水冷装置５ｂの長さ：４０ｍ
第３の水冷装置５ｃの長さ：４０ｍ
水冷装置５ａの水量密度　：１．１ｍ３／ｍ２ｈｒ（上面）、０．８ｍ３／ｍ２ｈｒ（下
面）
　　　　　　　　　　　　　共にバルブ開度１００％時
水冷装置５ｂの水量密度　：０．６ｍ３／ｍ２ｈｒ（上面）、０．５ｍ３／ｍ２ｈｒ（下
面）
　　　　　　　　　　　　　共にバルブ開度１００％時
水冷装置５ｃの水量密度　：０．６ｍ３／ｍ２ｈｒ（上面）、０．５ｍ３／ｍ２ｈｒ（下
面）
　　　　　　　　　　　　　共にバルブ開度１００％時
水冷装置５ａのバルブ数　：７８個
水冷装置５ｂのバルブ数　：４５個
水冷装置５ｃのバルブ数　：８２個
【００８２】
　図６は、図９の冷却制御装置により冷却制御を行った比較例の冷却制御の結果である、
鋼板１の長手方向の仕上出口温度実績値、第１の中間温度計８ｂの測定値及び第２の中間
温度計８ｃの測定値と、巻取温度実績値とを示すグラフである。
【００８３】
　図６のグラフに示すように、中間温度１の目標値は７８０℃とし、中間温度２の目標値
は７１０℃とした。中間温度１に関しては鋼板の長手方向中央部以降の仕上出口温度が高
温の部分で水冷装置５ａの冷却能力の上限に達して飽和したため、目標よりも３０℃程度
高く外れている。そして、中間温度２では水冷装置５ｂが冷却能力上限に達することなく
、目標通りに制御できたが、巻取温度は水冷装置５ｃが冷却能力の上限に達したため、目
標温度よりも２０～３０℃高く外れている。
【００８４】
　一方、図７は、図３に示す第１の制御コントローラ１３ａ、第２の制御コントローラ１
３ｂ及び第３の制御コントローラ１３ｃを使用して冷却制御を行った本発明例の冷却制御
の結果である、鋼板１の長手方向の仕上出口温度実績値、第１の中間温度計８ｂの測定値
及び第２の中間温度計８ｃの測定値と、巻取温度実績値とを示すグラフである。
【００８５】
　図７にその制御結果を示すが、中間温度１は水冷装置５ａが冷却能力上限に達して飽和
したため、図６と同様の温度になっているが、冷却能力に余力のある水冷装置５ｂを有効
に使用することにより、実績巻取温度を目標の６００℃付近に制御することができた。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】熱延鋼板を製造する本実施の形態の製造装置の要部を示す説明図である。
【図２】図１における制御コントローラに含まれる第１の制御コントローラ、第２の制御
コントローラ及び第３の制御コントローラの信号の授受の状況を示す説明図である。
【図３】実施例の熱延鋼板の製造装置の構成を示す説明図である。
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【図４】実施例１における比較例の結果を示すグラフである。
【図５】実施例１における本発明例の結果を示すグラフである。
【図６】実施例２における比較例の結果を示すグラフである。
【図７】実施例２における本発明例の結果を示すグラフである。
【図８】従来の熱延鋼板の製造装置の一例を模式的に示す説明図である。
【図９】従来の熱延鋼板の製造装置の一例を模式的に示す説明図である。
【図１０】水冷装置により冷却される鋼板の温度の一例を経時的に示すグラフである。
【符号の説明】
【００８７】
０、２０　熱延鋼板の製造装置
１　鋼板
２　仕上圧延機
３　搬送テーブル
４　巻取装置
５、５ａ～５ｃ　水冷装置
６　仕上出口温度計
７　巻取温度計
８、８ｂ、８ｃ　中間温度計
９　鋼板板厚測定装置
１０　鋼板速度測定装置
１１　鋼板温度予測装置
１２　冷却制御装置
１３、１３ａ～１３ｃ　制御コントローラ
１４　バルブ操作指令分配装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】 【図８】

【図９】
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【図１０】
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