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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のスタンドで鋼板を圧延して所定の厚みのストリップを製造し、最終仕上圧延スタ
ンドを出たストリップをホットランテーブルで搬送しながら冷却し、コイラーにより巻き
取る熱間圧延ラインの熱間圧延機の板厚制御方法において、
　ストリップ先端がコイラーに到達した際の最終仕上圧延スタンド噛み込み部からコイラ
ーまでのストリップ長手方向各位置の変形抵抗を計算し、最終仕上圧延スタンド噛み込み
部の変形抵抗が最も小さくなった場合にのみ最終仕上圧延スタンドのロール間ギャップを
開く方向に制御することを特徴とする熱間圧延機の板厚制御方法。
【請求項２】
　前記板厚制御を実施する際に、前記最終仕上圧延スタンドのロール間ギャップを開く方
向に制御すると同時にマスフローバランスが保たれるように上流のスタンドを通過する鋼
板を増速させることを特徴とする請求項１記載の熱間圧延機の板厚制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、最終仕上圧延スタンド出側の鋼板の板厚が、コイラーに噛み込む際の張力の
影響により薄くなることを抑制する板厚制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　図３（ａ）は熱間圧延ラインの概略構成図であり、加熱された鋼片を粗圧延機（図示せ
ず）で圧延した後、例えば第１スタンドＦ１～第７スタンドＦ７で構成される仕上圧延機
２３で順次圧延して所定厚さの薄板（ストリップ）Ｓに仕上げ、水冷エリア１０で冷却し
、コイラー２０のピンチロール２１とコイラーマンドレル２２でコイル状に巻き取る。な
お、図３（ａ）中、２４は第７スタンドＦ７を出たストリップをコイラー２０まで移送す
るホットランテーブル、２５はコイラー前ＨＭＤ（Hot Metal Detector；熱塊検出器）で
ある。
　図３（ａ）の熱間圧延ラインにおいて、最終仕上圧延スタンドである第７スタンド（以
下、単に「第７スタンド」という。）Ｆ７を出たストリップの先端がコイラー２０に噛み
込む際のストリップに生じる張力により、第７スタンドＦ７直下のストリップの板厚が、
局所的に薄くなる現象がある。この現象を板厚ネッキングと呼び、製品の板厚公差の下限
が狭い板厚精度厳格材では、板厚不良（公差外れ）による歩留まりロス（格落ち又はスク
ラップ）となる。
【０００３】
　図５（ａ）はその例を示すものであり、公差上限が６５μｍで公差下限が３０μｍの板
厚精度厳格材の場合、板厚ネッキングにより板長２００ｍ付近の所で目標板厚から４５μ
ｍほど板厚が薄くなっている。このような場合は公差下限に収まらないため、板厚不良と
なり、ストリップ先端から板厚不良部までの約２００ｍがスクラップとして切り落とされ
る。板厚不良による歩留まりロスを低減するにはこの板厚ネッキングの防止が必要である
。
【０００４】
　板厚ネッキングはストリップに張力が発生することにより最終スタンドの圧延荷重が減
少し、圧延機の弾性変形量（ミル伸び）が減少するためにスタンドの出側板厚が減少する
現象とされる。このスタンド出側張力の変化に起因する板厚変化を小さく抑える技術とし
て、特許文献１には、タンデム圧延機の何れかのスタンドにおいて、被圧延材の先端が下
流側のスタンドまたは巻取装置に到達した際に当該スタンド出側に張力が発生することに
起因する当該スタンドの圧延荷重変化及び出側板厚変化を予測し、これら予測値に基づき
出側板厚の変化を相殺するように当該スタンドのロールギャップを出側張力の発生タイミ
ングに合わせて操作するタンデム圧延機の板厚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２００６－２２４１５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前掲の特許文献１に開示されたタンデム圧延機の板厚制御方法では、張力が生じた場合
には圧延荷重は常に小さくなるため、必ずロールギャップを開く方向に操作することにな
る。しかし実際には、低炭材（Ｃ≦０．１質量％）では板厚ネッキングが生じにくい等、
張力が発生しても板厚ネッキングが生じない場合もあるため、この方法では無用に板厚変
動を発生させてしまうという問題があった。
【０００７】
　本発明は、ストリップ先端がコイラーに噛み込む際の張力の影響により、板厚ネッキン
グが生じる場合のみ圧延スタンドのロールギャップを開く方向に制御する板厚ネッキング
補償制御を実行して、無用な板厚変動の発生を回避し、板厚不良による歩留まりロスを低
減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、ストリップ先端がコイラー２０に噛み込む際の張力の発生により板厚ネ
ッキングが生じる場合と生じない場合について詳細に調査した。その結果、ストリップ先
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端がコイラー２０に噛み込んだ際に、ストリップに張力が発生し第７スタンドＦ７の圧延
荷重が減少することだけでなく、第７スタンドＦ７とコイラー２０間のストリップの板長
方向で変形抵抗の最も低い部分が第７スタンドＦ７の噛み込み部である場合に板厚ネッキ
ングが発生することを明らかにした。
【０００９】
　この現象を、図７（ａ）の中炭材と（ｂ）の低炭材における鋼板温度－変形抵抗特性の
グラフを用いて説明する。まず、図７（ａ）のグラフに示しているように、中炭材のＡｒ
３変態温度は７５０℃である。一般にフェライトはオーステナイトよりも強度が低いため
Ａｒ３変態温度で図に示すような変形抵抗の変曲点を持つ。第７スタンドＦ７の出口温度
ＦＴ７を８５０℃とすると、鋼板温度－変形抵抗特性の曲線において、変態温度Ａｒ３に
おける変曲点での変形抵抗と、第７スタンドＦ７の出側温度ＦＴ７における変形抵抗とで
は後者の方が低い。第７スタンドＦ７を出たストリップの温度はコイラーに近づくほど低
くなっていくので、第７スタンドＦ７でストリップの変形抵抗は最も小さくなる。この場
合、ストリップ先端がコイラーに噛み込んで張力が発生した際に、第７スタンドＦ７の噛
み込み部でストリップは変形を生じるが、噛み込み部ではストリップは幅方向にはロール
で拘束されているために変形しにくく、板厚が薄くなる板厚ネッキングが生じる。
【００１０】
　一方、図７（ｂ）のグラフに示す低炭材のＡｒ３変態温度は８５０℃であり、第７スタ
ンドＦ７の出口温度ＦＴ７を９００℃とすると、変態温度Ａｒ３における変曲点での変形
抵抗と、第７スタンドＦ７の出口温度ＦＴ７における変形抵抗とでは、前者の方が低い。
したがってＡｒ３の箇所で変形を生じるが、その箇所のストリップはロールで拘束されて
いないので、板幅方向に変形が生じて板厚変化は非常に小さくなることになり、板厚ネッ
キングは生じない。
【００１１】
　このように、ストリップ長手方向の変形抵抗が第７スタンドＦ７のロール噛み込み部で
最も小さくなった場合にのみ板厚ネッキングが発生するため、本発明では、その条件での
みロールギャップを開く方向に制御する板厚ネッキング補償制御を行うこととしたもので
ある。
【００１２】
　本発明は、複数のスタンドで鋼板を圧延して所定の厚みのストリップを製造し、最終仕
上圧延スタンドを出たストリップをホットランテーブルで搬送しながら冷却し、コイラー
により巻き取る熱間圧延ラインの熱間圧延機の板厚制御方法において、
　ストリップ先端がコイラーに到達した際の最終仕上圧延スタンド噛み込み部からコイラ
ーまでのストリップ長手方向各位置の変形抵抗を計算し、最終仕上圧延スタンド噛み込み
部の変形抵抗が最も小さくなった場合にのみ最終仕上圧延スタンドのロール間ギャップを
開く方向に制御することを特徴とする熱間圧延機の板厚制御方法である。
【００１３】
　さらにこの板厚制御を実施する際に、最終仕上圧延スタンドのロール間ギャップを開く
方向に制御すると同時にマスフローバランスが保たれるように上流のスタンドを通過する
鋼板を増速させることを特徴とする熱間圧延機の板厚制御方法である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ストリップ先端がコイラーに到達した際に板厚ネッキングが生じる場
合のみ板厚ネッキング補償を実行するので、無用な板厚変動を発生させてしまうことなく
、板厚不良による歩留まりロスを効果的に低減することができる。
　さらにこの板厚制御を実施する際に、最終仕上圧延スタンドのロール間ギャップを開く
方向に制御すると同時にマスフローバランスが保たれるように上流のスタンドを通過する
鋼板を増速させることにより、マスフローバランス崩れおよび、過張力の防止を図ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１５】
【図１】本発明の実施の形態における板厚ネッキング補償の実施の可否を判断するフロー
チャートである。
【図２】本発明の実施の形態に係る板厚ネッキング補償方法を示すブロック図である。
【図３】（ａ）は本発明の実施の形態に係る熱間圧延ラインの構成を示す概略図であり、
（ｂ）は（ａ）の各点における変形抵抗予測計算結果のプロット図である。
【図４】本発明を実施した実際の第７スタンドＦ７のロール間ギャップの動作を示すタイ
ムチャートである。
【図５】本発明による板厚ネッキング対策前と対策後の板厚チャートである。
【図６】本発明による板厚ネッキング補償前後の格落ち本数の変化を表すグラフである。
【図７】第７スタンドＦ７とコイラー間のネッキング現象を説明する温度と変形抵抗との
関係を示すグラフであり、（ａ）は中炭材、（ｂ）は低炭材の場合を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら具体的に説明する。
　本発明の実施の形態においては、例えば図１に示すステップで板厚ネッキング補償を実
施するか否かの判定を行う。
【００１７】
　ステップＳ１００
　ストリップ先端が粗圧延機の出側のＨＭＤ２８を通過後、仕上圧延機の上下ワークロー
ルギャップ間隔を設定し板厚を所定の板厚とするための仕上げ噛込設定計算（ＦＳＵ：Fi
nisher Set Up）プログラムの実行が開始される。
【００１８】
　ステップＳ１１０
　粗圧延機出側の温度計でストリップの温度を読み込む。
【００１９】
　ステップＳ１２０
　仕上げ噛込設定計算プログラムにて、仕上圧延機の各スタンドのパススケジュール、圧
延速度が決定される。ここで、仕上げ噛込設定計算プログラムとは、圧延する鋼板の成分
（炭素、マンガン等）、製品厚、温度等をパラメータとする計算プログラムである。
　一般的にストリップの粗出側温度から第７スタンドＦ７出側の温度までを予測し次いで
、第１スタンドＦ１～第７スタンドＦ７の圧延荷重，ミルストレッチを予測し、上下ワー
クロールギャップ間隔を設定する。
【００２０】
　温度計算の例を以下に示す。
　粗圧延機の出側での鋼板（粗バー）の表面の温度計測定結果から、粗バーの厚み方向の
温度プロフィールを予測する。
　　　　　　　厚み方向Ｔ０＝測定温度
　　　　　　　厚み方向Ｔ1＝ｆ１（Ｔ０，Ｈ，Ｍ１）
　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　厚み方向Ｔｎ＝ｆ１（Ｔ０，Ｈ，Ｍｎ）
　ここで、Ｔ：温度（添字０は表面、１は厚み方向ｎ分割の表面から1番目、ｎは裏面を
示す。）、ｆ１は厚み方向温度分布を放物線近似等とした関数、Ｈは粗バー厚、Ｍは厚み
方向位置である。
【００２１】
　次に、厚み方向にｎ分割したそれぞれの位置の温度からストリップが粗圧延機の出側の
温度計通過時から仕上圧延機の入り側まで、ｔ時間経過後のストリップ温度を下記の計算
式の微小時刻△Ｔの繰り返し計算によって求める。
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　　　厚み方向Ｔ０＝ｆ２（Ｔ´０，Ｈ，α，Ｔａ，ε，ｔ，ρｓ，Ｃｓ）
　　　厚み方向Ｔ1＝ｆ２（Ｔ´１，Ｈ，α，Ｔａ，ε，ｔ，ρｓ，Ｃｓ）
　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　・
　　　厚み方向Ｔｎ＝ｆ２（Ｔ´ｎ，Ｈ，α，Ｔａ，ε，ｔ，ρｓ，Ｃｓ）
　ここで、ｆ２はフーリエの熱伝導方程式を例えば厚み方向１次元方程式で微分方程式と
し差分法で差分近似して数値的に解く関数、Ｔ´ｎはΔＴ時間前の厚み方向ｎの温度、α
は熱伝達係数、Ｔａは雰囲気温度、εは輻射率、ｔは経過時間、ρｓはストリップ密度、
Ｃｓはストリップ比熱である。
【００２２】
　ストリップが粗圧延機の出側の温度計通過時から仕上圧延機出側の直後の温度計の通過
時の温度までのＴ０～Ｔｎを計算するが、ストリップが空冷状態にある場合には熱伝達係
数、雰囲気温度は空冷値を、デスケやスタンド間スプレー等、ストリップが水冷状態にあ
る場合には熱伝達係数、雰囲気温度は水冷値を与える。
【００２３】
　また仕上圧延時にはバイト部の板とワークロールの接触によるロール接触熱損失Ｔｒ，
摩擦発熱Ｔｍ，加工発熱Ｔｋを考慮する。
　　　Ｔｒ＝ｆ３（Ｃｒ，ρｒ，ｈ，ｗ，ρｓ，Ｃｓ，Ｎ，Ｌｄ）
　　　Ｔｍ＝ｆ４（ｈ，Ｖ，ｒ，Ｒ）
　　　Ｔｋ＝ｆ５（ｈｉｎ，ｈｏｕｔ，ｋ，Ｌｄ）
　ここで、ｆ３はロール接触熱損失を求める関数、ｆ４はロールとの摩擦発熱を求める関
数、ｆ５は加工発熱を求める関数、Ｃｒはロール比熱，ρｒはロール比重，ｈは板厚，ｗ
は板幅，Ｎはロール周速，Ｌｄは接触弧長，Ｖは圧延速度、ｒは圧下率、Ｒはロール径、
ｈｉｎは入側板厚、ｈｏｕｔは出側板厚、ｋは変形抵抗である。
【００２４】
　以上の温度計算結果をもとに、第１スタンドＦ１～第７スタンドＦ７の圧延荷重，ミル
ストレッチを予測し、上下ワークロールギャップ間隔を設定する。
【００２５】
　ステップＳ１３０
　仕上げ噛込設定計算プログラムにて、第７スタンドＦ７出側からコイラーまでのストリ
ップの温度計算を実施する。温度計算の計算式の例を次に示す。
　第７スタンドＦ７からコイラーまでは，空冷または、水冷のみであるためストリップ速
度から空冷時間及び、水冷時間を求めストリップ温度を下記の計算式の微小時刻△Ｔの繰
り返し計算によって求める。
　　　厚み方向Ｔ０＝ｆ２（Ｔ´０，Ｈ，α，Ｔａ，ε，ｔ，ρｓ，Ｃｓ）
　　　厚み方向Ｔ1＝ｆ２（Ｔ´１，Ｈ，α，Ｔａ，ε，ｔ，ρｓ，Ｃｓ）
　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　・
　　　厚み方向Ｔｎ＝ｆ２（Ｔ´ｎ，Ｈ，α，Ｔａ，ε，ｔ，ρｓ，Ｃｓ）
【００２６】
　ステップＳ１４０
　第７スタンドＦ７からコイラーまでのホットランテーブル内の各点での変形抵抗計算を
実施する。この計算に必要なパラメータ、ストリップの温度、Ｃ量等は、ステップＳ１３
０での計算結果、成分実績値である。この変形抵抗計算における変形抵抗ｋfの計算式の
例を次に示す。
【００２７】
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【００２８】

【００２９】

　ここで、Ｃ：炭素量（％）、ＴK：鋼板の温度である。
【００３０】
　この変形抵抗の式を用いて第７スタンドＦ７からコイラー２２までの各点における変形
抵抗をプロットしたのが、図３（ｂ）に示す（i）、（ii）のカーブである。
【００３１】
　ステップＳ１５０
　前記ステップＳ１４０で計算された、第７スタンドＦ７からコイラー２０間のストリッ
プの各点での変形抵抗のうち、第７スタンドＦ７噛み込み部で変形抵抗が最も小さくなる
かどうかを判断する。図３に示す(i）のカーブでは、第７スタンドＦ７噛み込み部で変形
抵抗が最も小さくなるので板厚ネッキングが生じる。（ii）のカーブでは、第７スタンド
Ｆ７とコイラー２０の中間で変形抵抗が最も小さくなるので、板厚ネッキングが発生しな
い。
【００３２】
　ステップＳ１６０
　前記ステップＳ１５０での判断がＹｅｓであれば、第７スタンドＦ７のロール間ギャッ
プを開く方向に制御する。
【００３３】
　ステップＳ１７０
　前記ステップＳ１５０での判断がＮｏであれば、板厚ネッキングを抑制するためのロー
ルギャップ制御を実施しない。
【００３４】
　このフローチャートの各ステップを実行するためのハードウエア（データ、数式を格納
するメモリと、それを引き出して演算するブロック等）を図２に基づいて説明する。
　ストリップＳ１先端が粗圧延機２６の出側の温度計２７を通過したタイミングをＨＭＤ
（熱塊検出器）２８によって赤外線を検知して把握し信号を光ケーブル等によって計算機
３０に知らせる。同時に温度計２７の読み取り値が光ケーブル等によって計算機３０に伝
送される。ＨＭＤ２８のトリガー信号によって計算機３０内の仕上げ噛込設定計算プログ
ラムが起動し、計算機３０内のプロセスデータエリアから計算に必要なデータ（コイルＮ
ｏ，ストリップの炭素、粗バー厚，目標厚幅，ストリップの粗圧延機出側温度又は仕上圧
延機入り側温度等）が、読み込まれる。次いで粗圧延機出側温度の測定結果を基に第７ス
タンドＦ７まで温度を求め、第１スタンドＦ１～第７スタンドＦ７の圧延荷重，ミルスト
レッチを予測し、上下ワークロールギャップ間隔が設定される。次いで、第７スタンドＦ
７からコイラー２０までの各点の温度を計算し、第７スタンドＦ７からコイラー２０まで
のストリップ長手方向の各点での変形抵抗が計算される。ここで、第７スタンドＦ７噛み
込み部の変形抵抗が最も小さいかどうかを判断する。以上の計算機３０の処理は全て主メ
モリで行われ、第７スタンドＦ７の変形抵抗が最も小さいと判断された場合、ロールギャ
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ップ変更値が光ケーブル等で電気シーケンサー（ＤＱＣ計算機）３１に伝送される。電気
シーケンサー３１の上下ワークロールギャップ間隔操作指令は光ケーブル等で油圧圧下制
御盤３２に伝送されＦ７油圧サーボバルブ３３を介して第７スタンドＦ７の圧下装置の油
圧シリンダーに反映される。
【００３５】
　ロールギャップ変更値は、板厚変化量の実績値を基に経験的に決めた数値を計算機３０
の記憶領域に設けたテーブルに記憶させておき、被圧延材のＴＳ，板厚をキーとして読み
出す。
【００３６】
　実際の第７スタンドＦ７のロール間ギャップの動作を図４に示す。図４（ａ）は第７ス
タンドＦ７出側の板厚実績であり左がストリップのフロント、右がストリップのテールで
ある。本法によって有効な板厚ネッキング補償を実施し、板厚ネッキングが皆無である。
また図４（ｂ）は第７スタンドＦ７の上下ワークロールギャップ動作を示す。○部で本法
の板厚ネッキング補償を実施し上下ワークロールギャップ間隔を２５０μｍ開く方向に制
御している。図４（ｃ）はＦ６・Ｆ７間張力実績であるが、板厚ネッキング補償を実施す
る際に、第７スタンドＦ７のロール間ギャップを開く方向に制御すると同時にマスフロー
バランスが保たれるように上流のスタンドを通過する鋼板を増速させているため、マスフ
ローバランス崩れが防止され過張力は発生していない。具体的にはロール間ギャップの制
御による板厚の増の変化率に比例させるように上流のスタンドを通過する鋼板を増速させ
る。
【実施例】
【００３７】
　図５は板厚チャートを示すものであり、（ａ）はネッキング補償対策前の板厚ネッキン
グが生じている状態、（ｂ）は本発明のネッキング補償対策を施した後の状態を示してい
る。図５（ｂ）に示されているように、板厚偏差は公差上限の６５μｍ、公差下限の３０
μｍ以内に収まっており、厳格材においても歩留まりロスが解消されることがわかる。
【００３８】
　図６は板厚ネッキング補償を開始する前後の格落ち本数の実績データを示すグラフであ
り、対策前は月に１０本内外の格落ち本数が有ったのに対し、板厚ネッキング補償開始後
は、格落ちは生じなかった。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は、鋼板の変形抵抗に応じて板厚ネッキングが生じる場合のみ板厚ネッキング補
償を実行することにより、コイラーの噛込み時の張力によって生じる板厚不良による歩留
まりロスを効果的に低減することができる板厚ネッキング補償方法であり、特に低炭材の
熱間圧延に好適に利用することができる。
【符号の説明】
【００４０】
　Ｆｎ　第ｎスタンド（ｎ＝１～６）
　Ｆ７　第７スタンド（最終仕上圧延スタンド）
　Ｓ　ストリップ
　１０　水冷エリア
　２０　コイラー
　２１　ピンチロール
　２２　コイラーマンドレル
　２３　仕上圧延機
　２４　ホットランテーブル
　２５　コイラー前ＨＭＤ
　２６　粗圧延機
　２７　温度計
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　２８　ＨＭＤ
　３０　計算機
　３１　電気シーケンサー
　３２　油圧圧下制御盤
　３３　Ｆ７油圧サーボバルブ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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