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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧延の途中に加速冷却過程を含むとともに、リバース圧延機を用いる厚鋼板の製造方法で
あって、
　前記加速冷却過程におけるパスをダミーパスとして利用して、最終パスを圧延機の前面
から後面方向に圧延することを特徴とする厚鋼板の製造方法。
【請求項２】
圧延制御装置を具備するとともに加速冷却装置を備え、厚鋼板を製造するリバース圧延機
であって、前記圧延制御装置は加速冷却過程におけるパスをダミーパスとして利用して、
最終パスを前面から後面に移動させて圧延を行う制御をすることを特徴とする厚鋼板のリ
バース圧延機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼スラブを圧延して厚鋼板を製造する厚鋼板の製造方法及び厚鋼板のリバー
ス圧延機に関するものであって、より詳しくはリバース圧延機を用いて圧延時の圧下のス
ケジュール（以下、パススケジュールという。）を管理する厚鋼板の製造方法及びその圧
延機に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　厚鋼板を製造する場合、まず加熱炉より取り出したスラブを粗ミルにて粗圧延して、一
定の厚みにまで減肉した粗圧延材を作製する。その後、さらに仕上げミルにて所定の厚み
まで減肉することにより、最終的に所定の厚みを有する厚鋼板を製造する。ただし、粗ミ
ルと仕上げミルとを１台のミル（圧延機）で兼ねる場合もある。
【０００３】
　仕上げミルには通常圧延方向が可逆的である圧延機（以下において「リバース圧延機」
という。）が用いられる。粗圧延材はリバース圧延機に挿入され、圧延機の前面から後面
に、又は後面から前面に移動することにより、パススケジュールに従い圧延される。この
際、粗圧延材は、圧延機中を移動し、圧延機外へ排出された後、圧延ロールの間隔（ギャ
ップ）が調整され、徐々に減肉化される。ここで、「前面」とは、厚鋼板の製造ラインに
おけるリバース圧延機の上流側をいい、「後面」とは、同じく下流側を指す。
【０００４】
　リバース圧延機での減肉制御は、板厚計により粗圧延材の厚みをモニタリングすること
により行われる。すなわち、圧延後の厚みの目標値とリバース圧延機の後面に配置された
板厚計により測定した実績値をフィードバックさせ、ロール間隔を油圧ＡＧＣ（Automati
c Gauge Control）にて変更することにより、厚鋼板の厚みを精度高く制御することがで
きる。さらに、ホットレベラーにより平坦度矯正を行い、最終製品としての厚鋼板を製造
する。
【０００５】
　厚鋼板の製造では、原則として、仕上げミルでの最終的な圧延（以下、「最終パス」と
いう。）を前面から後面に移動させて行う、いわゆる後面仕上げにより厚鋼板を仕上げる
ことが好ましい。これは、後面へ厚鋼板（最終圧延後の粗圧延材）を移動させるため、い
わゆるダミーパスの発生がないためである。また、通常、板厚計はリバース圧延機の後面
側に設置されるため、最終パスを後面から前面に移動させて行う、いわゆる前面仕上げで
仕上げる場合には、最終パスにおいて、板厚制御のフィードバックをかけることができず
、厚鋼板の厚み精度が低下する。従って原則としては、最終パスは後面仕上げが適切であ
る。
【０００６】
　一方で、粗圧延材に圧延を施すと、粗圧延材の先端側（噛み込み側）に反りが生じる。
粗圧延材の厚みが小さい場合には、後工程のホットレベラーによって十分矯正は可能であ
る。しかし、粗圧延材の厚みが一定以上の場合には、その反りは大きなものとなり、ホッ
トレベラーに噛み込ませることができない。この場合には、粗圧延材を逆方向に移動させ
、反りのない粗圧延材の後端側（噛み込み側と逆側）から再度リバース圧延機にて圧延を
施さなければならない。すなわち、最終パスを後面から前面に移動させて行う、いわゆる
前面仕上げにより厚鋼板を仕上げることが必要になる場合もある。
【０００７】
　以上のように仕上げミルでの最終パスの圧延方向が決定されるが、他方、仕上げミルで
のパススケジュールは、これとは無関係に厚鋼板のスペックに応じてスケジュール計算さ
れる。
【０００８】
　パススケジュールに設定されたリバース圧延機における圧延回数（以下、パス数という
）が奇数回である場合は、最終パスは後面仕上げとなり、ダミーパスの発生がなく効率の
よい厚鋼板の製造が可能である。一方、パス数が偶数回である場合は、最終パスは前面仕
上げとなる。
【０００９】
　厚鋼板の厚みに依存して決定される最終パスの圧延方向と、スケジュール計算されたパ
ススケジュールにおける最終パスの圧延方向とが同じである場合、すなわち、厚鋼板の厚
みが小さくかつスケジュール計算されたパス数が奇数の場合、又は厚鋼板の厚みが大きく
かつスケジュール計算されたパス数が偶数の場合には、ダミーパスを発生させることなく
、仕上げミルでの圧延が可能である。
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【００１０】
　しかしながら、厚鋼板の厚みに依存して決定される最終パスの圧延方向とスケジュール
計算されたパススケジュールにおける最終パスの圧延方向とが異なる場合には、ダミーパ
スの付加が必要となる。ダミーパスの付加は厚鋼板の生産効率を低下させることになる。
【００１１】
　従って、ダミーパスの取り扱いにより、より効率のよい厚鋼板の製造が可能になる。
【００１２】
　特許文献１には、幅出圧延の段階で１パス追加することにより、より生産効率のよい厚
鋼板の製造方法が記載されている。また、特許文献１には、その比較例として、最終パス
終了後ダミーパスを付加した厚鋼板の製造方法、及び厚出圧延の段階で１パス追加する厚
鋼板の製造方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００４－２９０９７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、厚鋼板の製造方法にあたり、生産効率よく厚鋼板を製造できる製造方法及び
その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】
【００１５】
　以下、本発明について説明する。
【００１６】
　第一の本発明は、圧延の途中に加速冷却過程を含むとともに、リバース圧延機を用いる
厚鋼板の製造方法であって、加速冷却過程におけるパスをダミーパスとして利用して、最
終パスを圧延機の前面から後面方向に圧延することを特徴とする厚鋼板の製造方法である
。
【００１７】
　本発明は、さらに上記第一の本発明を実現するため、圧延制御装置を具備するとともに
加速冷却装置を備え、厚鋼板を製造するリバース圧延機であって、圧延制御装置は加速冷
却過程におけるパスをダミーパスとして利用して、最終パスを前面から後面に移動させて
圧延を行う制御をすることを特徴とする厚鋼板のリバース圧延機を提供するものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、効率よく厚鋼板を製造する方法、及び作業効率のよい厚鋼板の圧延機
を提供することができる。本発明のこのような作用及び利得は、次に説明する発明を実施
するための最良の形態から明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】基本的な厚鋼板の製造における圧延ラインレイアウトを示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　一般に、厚鋼板は、加熱炉より取り出された鋼スラブを粗ミルにより粗圧延して粗圧延
材とし、その後、仕上げミルにより最終製品である厚鋼板の厚みまで圧延され、ホットレ
ベラーにより平坦度の矯正がされることにより、製造される。
【００２１】
　仕上げミルはリバース圧延機が用いられ、粗圧延材は圧延機中を往復することにより徐
々に圧延され所望の厚みの厚鋼板を得ることができる。
【００２２】
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　本発明は、一連の厚鋼板の製造方法のうち、リバース圧延機で圧延する際の圧延方法及
びその圧延機に関するものである。以下では、より具体的に圧延方法及びその圧延機につ
いて述べる。
【００２３】
　前述したように、仕上げミルでの最終パス圧延方向は、厚鋼板の厚みに依存して決定さ
れる。ここで、反りが起こりうる粗圧延材の厚みは、粗圧延材の材質、サイズ又は圧延機
のスペック、圧延条件などにより異なるので、一概に決定されるものではない。また、粗
圧延材が圧延されれば、少なからずとも反りは生じるが、以下では、製造に影響がある反
りが発生する場合を、反りが発生するとし、製造に影響のない反りしか発生しない場合を
、反りが発生しないと便宜的に表現する。
【００２４】
　厚鋼板の厚みが小さい場合には、例えば上反りが発生しても自重により垂れ下がるため
、ホットレベラーに噛み込まれない現象が生じることはない。このため、後面仕上げで仕
上げればよく、この場合、パススケジュールにおけるパス数が奇数の場合、後面仕上げで
圧延を終わらせることができる、すわわち、所望する最終パス圧延方向とパススケジュー
ルにおける最終パス圧延方向とが同じとなるので、当該パススケジュールどおりに圧延を
行えばよい。
【００２５】
　また、厚鋼板の厚みが大きい場合に、例えば上反りが発生して、上反りした形状のまま
ホットレベラーまで搬送されてしまうため、ホットレベラーに噛み込まれない現象が生じ
るおそれがある。このため前面仕上げで仕上げなければならず、この場合、パススケジュ
ールにおけるパス数が偶数の場合には、前面仕上げで圧延を終わらせることができる。こ
の場合も当該パススケジュールどおりに圧延を行えばよい。
【００２６】
　一方、厚鋼板の厚みが小さいが、パススケジュールにおけるパス数が偶数の場合、所望
する最終パス圧延方向（後面仕上げ）とパススケジュールにおける最終パス圧延方向（前
面仕上げ）とが異なる。また、厚鋼板の厚みが大きいが、パススケジュールにおけるパス
数が奇数の場合、所望する最終パス圧延方向（前面仕上げ）とパススケジュールにおける
最終パス圧延方向（後面仕上げ）が異なる。
【００２７】
　（第一実施形態）
  これらの場合には、初めのパス（第１パス）をダミーパスとし、その後、当該パススケ
ジュール通りに圧延を行う。第１パスをダミーパスとしたのは、粗ミルで粗圧延された直
後の粗圧延材の長さが小さく、ダミーとしてリバース圧延機中を通過させても、通過時間
のロスを最小に抑えることができるからである。最終パスをダミーパスとした場合には、
圧延前の粗圧延材の長さに比べ、粗圧延材は、２～３０倍の長さまで伸長されているため
、通過時間のロスは、同倍程度大きくなる。これらダミーパスを追加する場合は、極力少
ないパス回数で各パスの圧下量を大きくしたい場合に有効である。強圧下で圧延した場合
は、厚鋼板内部の偏析等の内質不良が解消される。
【００２８】
　（第二実施形態）
  さらに、圧延の途中に冷却過程を含む場合には、冷却過程におけるパスをダミーパスと
して利用して、粗圧延材の圧延を行い、最終パスを前面から後面に移動させて行ってもよ
い。
  厚鋼板の圧延製造過程では、高温下での圧延を行った後、材質制御のため、所定厚で所
定温度まで冷却し、再度圧延を行って厚鋼板を製造する場合がある。粗圧延材の冷却は、
仕上げミル前後面側に設置された冷却装置により、粗圧延材に冷却むらがないように、圧
延時と同様に粗圧延材がローラ上を移動しながら行われる。粗圧延材は圧延機中を通過し
ながら冷却される。すなわち、冷却過程がダミーパスとしての役割を兼ねることが可能で
ある。
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  圧延の途中に冷却過程を含む場合にも、前述の冷却過程を含まない第一実施形態にかか
る発明と同様にパススケジュールが決定されるが、このとき、途中の冷却過程でパス数を
調整し、最終的に、最終パスを前面から後面に移動させて行うようにすれば、無駄なダミ
ーパスの発生を避けることができるので、生産効率のよい厚鋼板の製造が可能になる。以
下では、この冷却におけるパスを冷却ダミーパスという。
  例えば、パススケジュールにおけるパス数が偶数の場合には、冷却ダミーパスを奇数と
すれば、また同パス数が奇数の場合には、冷却ダミーパスを偶数とすれば、最終パスを前
面から後面に移動させて厚鋼板を圧延できる。
  ただし、圧延により粗圧延材に反りが発生する場合には、反りのない粗圧延材の後端側
から再度リバース圧延機にて圧延を施さなければならないことを考慮すれば、このような
場合には、冷却過程前における圧延のパス数を偶数（すなわち、粗圧延材を往復させる）
とすることが好ましい。
【００２９】
　以上のような圧延方法を取ることにより、生産効率のよい圧延が可能になる。
【００３０】
　なお、このような圧延を実現するべく、しかるべき計算制御機能を有するコンピュータ
制御システムを組み込むことにより、このような制御機能を有する圧延機が実現できる（
図１参照）。
【実施例】
【００３１】
　図１に基本的な厚鋼板の製造における圧延ラインレイアウトを示す。図示の圧延ライン
１０は、図面左側から、加熱炉１、粗ミル２、仕上げミル３、冷却装置４、及びホットレ
ベラー５がこの順に配置されている。加熱炉１で所定の温度に加熱されたスラブ８は、粗
ミル２にて一定の厚みに減肉され粗圧延材９とされる。次いで粗圧延材９は、仕上げミル
３及び冷却装置４の前後を往復して、所定の厚み、材質に調整後、ホットレベラー５によ
り平坦度矯正が行われる。
【００３２】
　ここで、仕上げミル３に対し、粗ミル２側を前面、ホットレベラー５側を後面と定義す
る。仕上げミル３はリバース圧延機であり、粗圧延材９は、所定の板厚に減肉されるまで
仕上げミル３の前面側と後面側との間を往復する。粗圧延材仕上げミル３の後面側には、
圧延後の板厚を検知する板厚計７が配置されている。仕上げミル３に圧延されて前面側か
ら後面側に送られた材料は板厚計７により、所定の板厚に圧延されているかどうかが測定
され、その結果が制御装置６に送られる。制御装置６は圧延後の厚みの目標値と板厚計７
により測定した実績値を比較して、仕上げミル３のロール間隔を油圧ＡＧＣにて変更する
ことにより、厚鋼板の厚みを精度高くフィードバック制御している。
【００３３】
　なお、制御装置６は、圧延ライン１０全体の動作を制御しており、粗ミル２、仕上げミ
ル３、加速冷却装置４、及びホットレベラー５に配置された各種センサからの情報を受け
、これら装置に配置されたアクチュエーターの動作を制御する。
【００３４】
　表１は、材質制御の目的で、圧延途中の所定厚で所定温度まで冷却を行う、圧延途中冷
却を実施する場合の従来圧延方法と本発明の圧延方法の模式図である。
【００３５】
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【表１】

【００３６】
　表１の「圧延変更パターン」の欄において、垂直な上下の線が仕上げミルの位置を示し
ており、それに蛇行しながら前面側と後面側との間で交差している線が粗圧延材のパスを
表している。そして両線の交点に「黒丸（●）」が示されているのが、実際に圧延が行わ
れていることを示しており、この黒丸がない交点はダミーパスが行われていることを表し
ている。
【００３７】
　表２から表４は、それぞれの従来の圧延方法及び本発明に係る圧延方法における圧延パ
ススケジュールである。この表２から表４中の圧延方向は「＋」は仕上げミル前面から後
面への圧延、すなわち粗ミル側からホットレベラー側への圧延、「―」は仕上げミル後面
から前面への圧延、すなわちホットレベラー側から粗ミル側への圧延を表す。
【００３８】
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【表２】

【００３９】
　表２に圧延途中で冷却がある場合の従来の圧延方法を示す。第５パスの圧延が終了した
後、所定温度まで冷却するために３０．６（ｓｅｃ）要した。また、最終パス圧延後の搬
送のためのダミーパスに１１．６（ｓｅｃ）要し、トータル圧延所要時間は１６９．１（
ｓｅｃ）であった。
【００４０】

【表３】

【００４１】
　表３は、圧延材の長さが短い第１パス圧延前にダミーパスを追加した場合である。この
場合トータル所要時間が１６６．９（ｓｅｃ）となり、従来と比較し２．２（ｓｅｃ）の
短縮効果があった。
【００４２】
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【表４】

【００４３】
　表４は、第１パスは前面から後面への圧延を実施し、第５パスと第６パスの冷却時間を
有効利用し、第５パスの圧延方向と第６パスの圧延方向を同一とした場合の実施例である
。第５パス目が完了した後、ダミーパスの追加が必要であるが、これは冷却に要する時間
内で完了するため、非常に高能率圧延が可能である。最終パスの圧延方向も前面から後面
となり、トータルの所要時間は１５９．５（ｓｅｃ）と従来と比較し１１．６（ｓｅｃ）
もの時間短縮が図られた。
【００４４】
　以上、現時点において、もっとも、実践的であり、かつ、好ましいと思われる実施形態
に関連して本発明を説明したが、本発明は、本願明細書中に開示された実施形態に限定さ
れるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反
しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う厚鋼板の製造方法及び厚鋼板の
リバース圧延機もまた本発明の技術的範囲に包含されるものとして理解されなければなら
ない。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明の厚鋼板の製造方法及び厚鋼板のリバース圧延機は、厚鋼板を製造する際に用い
ることができる。
【符号の説明】
【００４６】
　１…加熱炉
　２…粗ミル
　３…仕上げミル（リバース圧延機）
　４…加速冷却装置
　５…ホットレベラー
　６…制御装置
　７…板厚計
　８…スラブ
　９…粗圧延材
　１０…圧延ライン
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