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まえがき＝厚鋼板の代表的な製造工程であるTMCP
（Thermo-Mechanical Control Process）1 ）における冷却
プロセスでは，ねらいの材料組織および特性を造り込む
ために加速冷却装置によって鋼板を所望の冷却速度CR

（Cooling Ratio）および冷却停止温度で均一に冷却する
ことが求められる。冷却制御では，冷媒である水の流動
および沸騰形態が熱伝達特性に与える影響を考慮して，
鋼板の長手および幅方向，上下面の冷却水量などを適切
に設定する必要がある。他社においても鋼板の温度制御
の高精度化を目的に，冷却装置と冷却制御技術が開発さ
れている 2 ），3 ）。冷却制御では，冷却プロセスにおける鋼
板温度の予測計算値に基づいて冷却水量などを設定す
る。このため，予測計算の精度が温度制御の精度を左右
するといえる。
　そこで当社は，冷却水と鋼板との熱伝達特性に影響を
及ぼす鋼板上面の冷却水の挙動に着目した。予測計算の
高精度化を目的に，鋼板上面に滞留した冷却水（以下，
滞留水という）の高さ分布の予測モデルおよび滞留水高
さを考慮した熱伝達モデルを構築した。また，構築した
モデルを実機に対して最適化し，実機の冷却制御に適用
することによる鋼板の温度制御精度の向上を図った。
　本稿では，熱伝達モデル構築における鋼板上面の滞留
水高さ分布の予測モデルの構築と，滞留水高さが熱伝達
特性に及ぼす影響について述べる。また，構築した熱伝
達モデルの精度評価の結果について紹介する。

1 ．冷却プロセスにおける鋼板温度予測

　冷却プロセスにおける鋼板温度予測では，冷却装置入側
の鋼板温度（冷却開始温度：Start Cooling Temperature，

以下SCTという）を始点とし，冷却装置出側の鋼板温
度（冷却停止温度：Finishing Cooling Temperature，
以下FCTという）を予測する。冷却制御においては鋼
板温度の予測計算値に基づき，所望のFCTおよびCRを
満足するように冷却水量などを決定する。このとき，予
測計算に用いる熱伝達モデルの精度の確保が必要にな
る。冷却水量，冷却水の鋼板上面での流動，沸騰形態の
変化，冷却水温や鋼板表面性状により被冷却面（鋼板）
と冷却水との間の熱伝達特性は大きく変化する 4 ）。とく
に，冷却水の鋼板上面での流動は，冷却条件（鋼板サイ
ズ，水量など）に応じて大きく変化すると推定される。
そこで，実機冷却装置を小型模擬した冷却水流動観察試
験により，鋼板上面に滞留した冷却水の高さ分布の予測
モデルを開発した。あわせて冷却試験により，熱伝達特
性に対する滞留水高さの影響について検討し，滞留水高
さを考慮した熱伝達モデルを開発した。また，冷却プロ
セスにおける多点温度実測値に基づくモデルパラメータ
の調整を行い，開発した熱伝達モデルを最適化した。
1. 1　鋼板上面の滞留水高さ予測モデル
　当社厚板工場において鋼板上面の冷却に使用される冷
却装置は，稠密（ちゅうみつ）配置した柱状噴流ノズル
群から冷却水を高圧噴射するノズル噴射部とノズルが配
置されていない非ノズル噴射部が繰り返される構成とな
っている。水冷時の熱伝達率は鋼板上面に滞留した冷却
水の流動状態に影響されるため，冷却水流動観察試験に
よって冷却水の流動状態を調べた。
　試験の概要図を図 1 ，試験時の鋼板上面の冷却水の流
動状態を図 2 に示す。試験装置は，柱状噴流ノズル群を
具備した冷却ヘッダおよびヘッダの下側に配置した模擬
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鋼板で構成されており，対称性を考慮して半幅モデルと
した。対称境界面に壁板を配置しており，滞留水は鋼板
の端部より排出される。滞留水の流動を観察するため，
模擬鋼板および壁板には透明アクリル板を使用した。冷
却水流動観察試験は，ノズル先端と模擬鋼板までの距離
300 mm，ノズル径 3 mm，ノズル500 jets/m2，ヘッダ
サイズ1,000×2,000 mmとした。滞留水の流動は単位面
積あたりの冷却水量（水量密度）および板幅に応じて変
化 す る た め， 水 量 密 度 は 3 水 準， 模 擬 鋼 板 の 幅 は
1,500 mm，2,000 mmの 2 水準，長さは1,000 mmとした。
滞留水高さの板幅方向の分布を測定した結果を図 3 に
示す。滞留水高さは水量密度および板幅の増加に伴って
増加している。また，滞留水高さは板幅中心部から板幅
端部にかけて減少している。これらのことから，板幅条
件や水量密度，板面内の位置によって熱伝達特性が変化
すると推定される。
　そこで，水量密度および板幅の変化に対する滞留水高
さ分布の測定結果をもとに，鋼板の任意の位置における
滞留水高さの予測モデルを構築した（図 4 ）。板幅方向
をx軸方向，板長手方向をy軸方向とし，ノズル部の長
さをa，板幅をb，非ノズル部の長さをcとした。対称
性を考慮し，それぞれ 1 / 4 領域を解析領域とした。
　解析モデルの支配方程式を式（ 1 ）～（ 4 ）で示す。
　連続の式は式（ 1 ），（ 2 ），
　　ノズル噴射部：

　　∂（hu）/∂x＋∂（hv）/∂y＝γ …………………………（ 1 ）

　　非ノズル噴射部：

　　∂（hu）/∂x－∂（hv）/∂y＝0 …………………………（ 2 ）

エネルギー方程式は式（ 3 ），

　　q2＝（hu）2＋（hv）2 …………………………………（ 3 ）

ベルヌーイの式は式（ 4 ）で表される。

　　H＝h＋（u2＋v2）/2g＝h＋q2/2gh2 …………………（ 4 ）

ここに，h：滞留水高さ（m）， u：x方向の流速（m/s），v：
y方向の流速（m/s），γ：水量密度（m/s），q：水量（m2/s），
H：全揚程（m），g：重力加速度（m/s2），である。
　ベルヌーイの式は，ノズル噴流が滞留水の上流からの
流れに摩擦を与えないように混合される場合にのみ成り
立つため，流動挙動を十分に表現できない。そこで，ノ
ズル噴射部の流動挙動（図 5 ）を考慮し，摩擦力による
運動量の再配分と損失を表現するため式（ 4 ）を次式の
ように拡張した。

　　H＝h＋q2/2gh2＋Kq/gh ……………………………（ 5 ）

ここに，K：摩擦係数（m/s）である。
　qはx＝b/2，y＝0 の位置で最大となるため，この位置
において滞留水高さhが最少となる。ここで，限界流の

図 2  実験時の柱状噴流および滞留水の流動状態
Fig. 2  Cylindrical multi jets and residual water flow in experiment

図 1  冷却水流動観察試験の概略図
Fig. 1  Schematic diagram of test for observing flow of cooling water

図 3  滞留水高さ分布
Fig. 3  Distribution of residual water height

図 4  滞留水高さ予測モデル
Fig. 4  Analysis model for residual water height prediction
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考え方を用いると，x＝b/2，y＝0 の位置でdq/dh＝0 が
成り立ち，式（ 5 ）は式（ 6 ）のようになる。

　　h3－Hh2＋q2/2g＋Kqh/g＝0 ………………………（ 6 ）

これより，

　　（K/gh＋q/g）（dq/dh）＋3h2－2Hh＋Kq/g＝0 ……（ 7 ）

したがって，限界流を添え字crで表すと，

　　3h2
cr－2Hhcr＋kqcr/g＝0 …………………………（ 8 ）

　　h3
cr－Hh2

cr＋kqcrhcr/g＋q2
cr/2g＝0 ………………（ 9 ）

ここに，hcr：限界滞留水高さ，qcr：限界流量である。
　ここで，次元解析から無次元定数Cを用いると摩擦係
数Kは式（10）のように表される。

　　K＝Cqcr/2hcr ………………………………………（10）

ここに，限界滞留水高さhcr，限界流量qcr，全揚程Hは
式（11）～（13）で表される。

　　qcr＝γ（a/2）（b2＋c2）1/2/（a＋c） ……………………（11）

　　hcr＝{（2＋C）q2
cr/2g}1/3 ……………………………（12）

　　H＝（3＋2C）hcr/（2＋C） …………………………（13）

水量qは，式（14），（15）で与えられる。

　　q＝｛2γ/（a＋c）｝｛c2（a/2＋x）2＋（ay）2｝1/2：x＜ 0  …（14）

　　q＝｛2γ/（a＋c）｝｛a2（c/2－x）2＋（ay）2｝1/2：x≧ 0  …（15）

滞留水高さhを求めるには，式（ 6 ）の 3 次方程式の根
を求める必要がある。そこで，式（16）を考慮して，式

（17），（18）を満足する近似式を式（19）とした。

　　dh/dq＝－（Kh＋q）/｛Kq＋g（3h2－2Hh）｝ ………（16）

　　h＝H, dh/dq＝－K/（gH）：q＝0 …………………（17）

　　h＝hcr, dh/dq＝－∞：q＝qcr ……………………（18）

　　h＝hcr＋2｛H－hcr－Kqcr/（gh）｛（1－q/qcr）1/2

　　－｛H－hcr－2Kqcr/（gh）｝（1－q/qcr）｝｝ ……………（19）

とくに，水モデル実験時の幅方向の滞留水高さ分布の実
測値は，y＝c/2の位置であり，qは式（20）で表される。

　　q＝2γax/（a＋c） ……………………………………（20）

したがって，式（19）は式（21）のように表される。

　　h＝hcr＋2｛H－hcr－Kqcr/（gH）｝（1－αx）1/2

　　－｛H－hcr－2Kqcr/（gH）｝（1－αx） …………………（21）

　　α＝｛2γa/（a＋c）｝/qcr＝4/（b2＋c2）1/2 ……………（22）

式（21）の計算値と実測値から，Cを決定した。滞留水
高さの実測結果とモデル予測結果を図 6 に示す。図に示
すように，水量密度と板幅の変化に対する滞留水高さの
変化をベルヌーイの式を拡張したモデル式を用いて予測
できることが分かった。
1. 2　熱伝達特性に対する滞留水高さの影響
　滞留水高さを考慮した熱伝達モデルの構築において，
熱伝達特性に対する滞留水高さの影響について検討する
ため，当社厚板工場の冷却プロセスを小型化して模擬し
た冷却試験を行った（図 7 ）。実験装置は，加熱炉，搬
送テーブル，デスケーラ，冷却装置（図 8 ）により構成
される。デスケーラは，熱伝達特性の影響因子である酸
化スケールを除去するための高圧水噴射装置である。冷
却装置は柱状噴流ノズル群を有する冷却ヘッダであり，
ノズル先端と模擬鋼板までの距離は300 mm，ノズル径
は 3 mm，ノズル数は500 jets/m2，ヘッダのサイズは
500×500 mmとした。滞留水高さは，試験材の上面に
設けた堰（せき）の高さを変化させることにより模擬し
た。各水量密度に対応する堰の高さの設定値を表 1 に示
す。試験材の温度は，内部の板厚方向に複数点設置した
熱電対により測定した。

図 5  ノズル噴射部の流動挙動
Fig. 5  Flow behavior of nozzle injection region

図 6  滞留水高さの予測結果と実験結果
Fig. 6  Predicted and measured distribution of residual water height
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　冷却試験では，加熱炉で900℃以上に加熱した試験材
を搬送テーブル上に抽出し，デスケーラに搬送してスケ
ールを除去した後，冷却装置に搬送した。冷却は実機の
冷却状態を模擬するため，オシレート冷却とした。
　熱伝達特性の評価指標である熱伝達率は，各温度測定
点における熱伝導方程式の逆問題を解くことによって算
出した。算出した熱伝達率と滞留水高さとの関係を図 9
に示す。熱伝達率は水量密度，滞留水高さに応じて変化
することを確認した。また，低水量密度（200 L/min・
m2）の場合，熱伝達率は滞留水高さの増加に伴って減
少しており，この傾向は高温域（600℃以上）と低温域

（400℃以下）のいずれにおいても見られた。これは，滞
留水高さの増加に伴ってノズル噴流の衝突圧が減少した
ためと推測される。
　いっぽう，高水量密度（1,000 L/min・m2，2,000 L/
min・m2）の場合は，滞留水高さの増加に伴う熱伝達率
の減少は小さかった。とくに，水量密度が2,000 L/
min・m2の場合，高温域においては滞留水高さの増加に
よらず熱伝達率はほぼ一定値を示した。低温域において
はわずかではあるが熱伝達率が増加する結果となった。
これは，滞留水高さの増加によってノズル噴流直下部の
衝突圧が減少はしているものの，滞留水の撹拌（かくは
ん）効果が向上したためと推測される。この傾向は，単
一の柱状噴流ノズルによる実験によっても観測されてお
り 5 ），同様の結果が柱状噴流ノズル群においても得られ
た。
　この冷却試験結果と1.1節で示した滞留水高さモデル
を組み合わせて熱伝達モデルを構築した。基礎モデルに
スプレーの式 4 ）を採用し，熱伝達特性への滞留水高さ
の影響を考慮して式（23）のように拡張した。

　　logHTC＝c1＋c2 logW＋c3Ts－d logh ……………（23）

ここに，HTC：熱伝達率（W/m2・℃），W：水量密度（L/
min・m2），Ts：鋼板表面温度（℃），h：滞留水高さ（m），
c1, c2, c3：定数である。
　なお，熱伝達特性に影響を及ぼす滞留水高さは水量密
度に応じて変化するため，係数dは水量密度による関数
とした。
　また，冷却水の沸騰状態による冷却能力の変化を考慮
するため，鋼板温度により高温域および低温域の二つの
温度域に区分した。これら二つの温度域それぞれにおい
て熱伝達率を定式化し，両温度域の間は，それぞれの式
を補間することによって表現した。
　また，上述のノズル噴射部の熱伝達モデルに加え，冷
却ヘッダ間の非ノズル噴射部の熱伝達モデルを構築し
た。すなわち，鋼板上面の滞留水高さ分布に応じた鋼板
中央部から端部への排水流れの流速を滞留水高さの差に
基づいて算出することによって，非ノズル噴射部の熱伝
達率を予測できるモデルとした。
　これらより，水量密度，および板幅によって変化する
鋼板の任意位置における滞留水高さを半理論式によって
予測することができる。そこで，水量密度，および鋼板
サイズによって変化する鋼板の任意位置における熱伝達
率を予測できる熱伝達モデルを構築した。

2 ．伝達モデル最適化と精度評価

　1.2節で述べた鋼板上面のノズル噴射部の熱伝達モデ
ルをベースに，実機冷却装置の冷却状況の異なる領域

（上側・下側冷却，ノズル噴射部と非ノズル噴射部）に
応じた熱伝達モデルを構築した。さらに，各領域の熱伝

図 7  冷却実験小型設備の主要構成
Fig. 7  Main components of small-sized apparatus for cooling 

experiment

図 8  冷却装置の概要
Fig. 8  Schematic of cooling header

表 1  水量密度と堰の設定高さとの関係
Table 1  Relationship between water flow density and set value 

of height of screen

図 9  滞留水高さと熱伝達率の関係
Fig. 9  Effect of residual water height on HTC (heat transfer 

coefficient)
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達モデルを組み合わせることによって冷却時の温度予測
モデルを構築した。熱伝達モデル内の水量密度，鋼板表
面温度などの影響因子にかかるモデルパラメータは小型
実験装置を用いた冷却試験より決定している。小型実験
装置と実機の偏差補償のため，実機冷却プロセスにおけ
る多点温度実測値に基づきモデルパラメータを最適化し
た。
　温度予測モデルによる計算値と実測値を図10に示す。
SCTおよびFCTの実測値と，冷却装置出側直近の復熱
過程の鋼板上下面温度の実測値注）とを加えた多点実測
値に基づき，温度計算値と実測値の偏差が最小となるよ
うモデルパラメータを最適化した。冷却過程を冷却状況
の異なる領域ごとの熱伝達モデルにより表現しているた
め，モデルパラメータを領域ごとに設定する必要があ
る。このため，局所解に陥らないよう多変数に対する最
適 化 手 法 の 一 つ で あ るPSO（Particle Swarm 
Optimization）法 7 ）を用いてモデルパラメータを最適化
した。
　最適化した温度予測モデルによる冷却停止温度の計算
値と実測値を図11に示す。予測精度 1σは12.7℃となっ
た。冷却による鋼板温度の低下に伴って沸騰状態は膜沸
騰から核沸騰へ遷移する（遷移沸騰域）。従来，遷移沸
騰域では冷却能力が急激に増加するため，温度予測が困
難であった。そこで，冷却水の流動状態を考慮した熱伝
達モデルを基に鋼板温度実測値により最適化した。これ
により，遷移沸騰域での冷却を含む冷却停止温度範囲に
おいても高精度な冷却停止温度の予測が可能となった。
開発した熱伝達モデルを実機の冷却制御に適用した例を
図12に示す。熱伝達モデルを用いた温度予測計算値に
基づき，所望のFCTおよびCRを満足するよう冷却水量
を設定した。図12は板厚20 mm，目標FCTを550℃，目
標CRを10℃/sとした場合のFCTおよびCRの実績であ
る。鋼板先尾端部を除く長手定常部のFCTが目標値±

25℃以内，CRが目標値± 1 ℃/s以内に収まっており高
精度に制御できている。このことから，開発した熱伝達
モデルを適用することによって高精度な温度制御が可能
であることが確認できた。

むすび＝加古川製鉄所厚板工場の加速冷却装置における
鋼板温度制御の精度向上を目的とした検討を実施した。
鋼板上面の滞留した冷却水の高さ分布の予測モデルおよ
び滞留水高さなどの流動状態を考慮した熱伝達モデルを
構築した。構築した熱伝達モデルを実機における冷却制
御へ適用した結果，高精度な温度制御が可能であること
が確認できた。
　今後は広範囲な温度制御条件，鋼板サイズ条件におい
て制御精度を向上させ，新たな高付加価値鋼板の商品
化，歩留り改善，品質安定化に貢献していく。
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脚注） 通常の鋼板上面測定用の温度計と実機に導入実用化してい

る鋼板下面測定用の温度計 6 ）により測定している。

図10  温度計算値と実測値
Fig.10  Calculated and measured temperature

図12  熱伝達モデルを用いたオンライン冷却制御結果
（板厚：20mm, FCT=550℃, CR=10℃/s）

Fig.12 Results of online cooling control using developed heat 
transfer model
(Plate thickness: 20mm, FCT=550℃, CR=10℃/s)

図11  冷却停止温度の予測値と実測値
Fig.11  Calculated and measured FCT


