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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重量比で、
Ｃ：０．０１０～０．０４０％、
Ｓｉ：２．５～４．０％、
酸可溶性Ａｌ：０．０２０～０．０４０％、
Ｎ：０．００５～０．０１０％、
Ｓ、Ｓｅの少なくとも１種を０．００５～０．０１５％、
Ｍｎ：０．０５～０．３％、
を含有し、
ＳｎまたはＳｂ：０．０２～０．３０％
を含有し、更に
Ｃｒ：０．０２～０．３０％、
Ｃｕ：０．０３～０．５％、
Ｎｉ：０．０３～０．３％
の１種または２種以上を含有し、
残部がＦｅ及び不可避的不純物からなるスラブを１２８０℃未満の温度で加熱し、熱間圧
延の仕上げ入口温度を９５０～１１５０℃、仕上げ出口温度を８００～１０５０℃、巻き
取り温度を５００～６５０℃とする熱間圧延を行ない、熱延板焼鈍を行ない、その後のデ
スケリーング後、１回の冷間圧延を行ない、脱炭焼純後ストリップを走行せしめる状態下
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で水素、窒素、アンモニアの混合ガス中て窒化処理を行ない、次いでＭｇＯを主成分とす
る焼鈍分離剤を塗布して最終仕上焼鈍を施す一方向性電磁鋼板の製造方法において、熱延
での仕上げ全圧下率（Ｈf ：真歪み）と最終冷延率（Ｃr ：真歪み）の関係が、
－０．２５Ｈｆ＋２．６≦Ｃｒ≦－０．２５Ｈｆ＋３．６
２．０７９≦Ｈｆ≦３．９１２
であり、前記製品板厚が０．３５ｍｍ～０．６５ｍｍ
であることを特徴とする一方向性電磁鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、トランス等の鉄心として使用される製品厚の厚い一方向性電磁鋼板の製造方法
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一方向性電磁綱板は、主にトランスその他の電気機器の鉄心材料として使用されており、
励磁特性、鉄損特性等の磁気特性に優れていることが、機器の小型化、エネルギー損失の
減少のために要求される。励磁特性を表す特性値として、磁場の強さ８００Ａ／ｍにおけ
る磁束密度Ｂ８がＪＩＳで規格化されて通常使用される。又、エネルギ一損失を示す特性
値としては、周波数５０Ｈｚで１．７テスラー（Ｔ）まで磁化したときの鋼板１kg当たり
のエネルギー損失（鉄損）Ｗ17/50 もＪＩＳで規格化されている。
【０００３】
磁束密度は鉄損の最大支配因子であり、一般的に磁束密度が高い（大きい）ほど鉄損特性
が良好になる。又、一般的に磁束密度が高くなると二次再結晶粒が大きくなり、鉄損が悪
化する場合がある。この場合は、既に広く知られているように、磁区を制御することによ
り、二次再結晶の粒径に拘らず鉄損を改善することができる。
【０００４】
この一方向性電磁鋼板は、最終仕上焼鈍工程で二次再結晶を起こさせ、鋼板表面に｛１１
０｝、圧延方向に〈００１〉軸をもったいわゆるゴス組織を有している。良好な磁気特性
を得るためには、磁化容易軸である〈００１〉を圧延方向に高度に揃えることが必要であ
る。
このような高磁束密度一方向性電磁鋼板の製造技術は古くから開発され、わが国ではいわ
ゆるインヒビターとしてＭｎＳ，ＡｌＮを用いる方法（特開昭４０－１５６４４号公報）
、ＭｎＳ，ＭｎＳｅ，Ｓｂ等を用いる方法（特開昭５１－１３４６９号公報）等がある。
これらの場合は、熱延板段階でのインヒビターの完全固溶が求められ、実際の熱間圧廷時
は鋼塊（スラブ）の加熱温度を１３５０℃以上にすることが必要である。
【０００５】
この高温度の加熱には数々の不利、不便な点がある。このため、この熱延時の鋼塊（スラ
ブ）の加熱温度を下げる試みが行われている。その一つを開示したものとして特開昭５９
－５６５２２号公報がある。この技術の発展として多くの発明がなされ、インヒビター形
成のために脱炭焼鈍から最終仕上焼鈍の昇温過程で窒化を行う方法（特開昭６２－４５２
８５号公報、特開昭６０－１７９８５５号公報）、更にはストリップを走行せしめる状熊
下での水素、窒素、アンモニアの混合ガスを用いた窒化処理を行う方法（寺開平２－７７
５２５号公報、特開平１－８２４００号公報、特開平３－１８０４６０号公報、特開平６
－３１７５９２号公報）が提案された。
【０００６】
又、脱炭焼鈍時の一次再結晶完了後から最終仕上焼鈍時の二次再結晶完了前までの途中段
階での一次再結晶粒怪を制御する方法（特開平９－２９４４２５号公報、特開平２－９６
２７５号公報、特開平２－５９０２０号公報、特開平１－８２３９３号公報）も堤案され
た。
ところで、一方向性電磁鋼板は、主に変圧器の鉄心として積層して使用される。特に大型
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のパワートランスは、その鉄心の積層作業は、手作業となるので、一方向性電磁鋼板の板
厚が厚い程、作業性（生産性）が向上する。このため厚手（例えば０．４０ｍｍ超）で、
磁気特性が優れた一方向性電磁鋼板の製造が強く求められていた。しかし、一方向性電磁
鋼坂の製造においては、製鋼段階で炭素をある程度含有させることが従来の技術では必須
であった。炭素を含有させる自的は高温度（１１５０℃以上）のスラブ加熱の場合には１
）スラブ加熱時の異常粒成長の防止、２）一次再結晶の集合組織調整のための変態相の確
保、３）インヒビターの固溶量確保等がある。この場合、連続鋳造のままでスラブを製造
する条件下では、Ｃ量は０．０６０％以上必要であった。また、本発明のように１２３０
℃未満でのスラプ加熱でストリップを走行せしめる状態での窒化処理をする場合でも上記
１）、２）の目的のため炭素をある程度含有することが求められている。この場合は、Ｃ
は、０．０４０％を越えて必要である。
【０００７】
一方、一方向性電磁鋼板の最終製品に炭素が３０ｐｐｍ以上存在すると磁気時効が生じ商
品価値が無くなる。このため脱炭焼鈍工程で強制的に炭素含有量を３０ｐｐｍ以下とする
。この場合、板厚が厚いと脱炭に時間を要し、生産性が著しく低下し、引いては、コスト
高となる。このため現在、一方向性電磁鋼板の製品厚は０．３５ｍｍを最大としてＪＩＳ
等で規格されている。又、炭素含有量を減ずる方法として上記の代替として、熱延加熱前
に一度プレローリーング（ブレイクダウン）という結晶粒を細かくする方法が採用されて
いる。しかしこの場合もコストアップが必然的に生じる。従って、低Ｃ化には限界があっ
た。
【０００８】
また、特開平４－３２３号および特開平４－３２４号公報においては、厚手一方向性電磁
鋼板の熱延板焼鈍をしない場合の熱間圧延時の条件を規定している。もちろんこの方法に
よっても厚い一方向性電滋鋼板は製造可能である。この場合は、一方向性電磁鋼板の製造
における一次再結晶集合組織の改質のみを行なっているのであるが、インヒビターの調整
は熱間圧延工程のみで行っており磁気特性の安定性及び鉄損の向上に限界があった。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
　上述したように一方向性電磁鋼板の製造においては必然的に脱炭工程が存在するため、
厚手材（板厚０．３５ｍｍ以上）の場合は、脱炭焼鈍前の炭素舎有量を極力減ずることが
その生産性向上に重要となる。本発明は磁気特性を確保してこの様な脱炭焼鈍での負荷を
軽減するために炭素含有量を減ずる方法を提供するものである。
【００１０】
よく知られている様に、一方向性電磁鋼板の脱炭焼鈍工程は連続的に行なわれ次の３つの
機能を有している。すなわち、（１）一次再結晶、（２）脱炭、（３）表面酸化層の形成
の３つの機能である。これら３つの機能をうまく働かせるためには、注意深い操業が必要
となる。本発明の様に製品厚が厚い場合は、従来（２）と（３）を経済的に両立させるこ
とが困難であった。
【００１１】
即ち、板厚が厚い場合は、脱炭に要する時間が長くなる（近似的に脱炭時間は、厚みの２
乗に比例して長くなる）。一方、脱炭雰囲気（酸化性雰囲気）に長く鋼板を滞留させると
表面の酸化層が厚くなり脱炭性が減じて残存炭素を３０ｐｐｍ以下とすることは非常に困
難となる。また表面の酸化層が著しく厚くなると、２次再結晶焼鈍後の一次皮膜（フォル
ステライトを主成分とする皮膜）に欠陥が生じ商品価値が著しく減じる。このため脱炭焼
鈍前の炭素含有量を減ずることが必要となる。
【００１２】
更に、求められることは、磁気特性のうち磁束密度のみでなく鉄損も良好な厚手一方向性
電磁鋼板を得ることを低炭素含有量素材で製造することである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
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本発明者らは、上記課題について鋭意検討したところ、スラブ加熱温度が１２８０℃未満
で、脱炭焼鈍後にストリップを走行せしめる状態下で窒化処理を行なうことを主要技術と
する一方向性電磁鋼板の製造方法において、熱間圧延の仕上げの全圧下率と最終冷間圧延
率の関係を規定することにより炭素含有量が従来より低くても良好な磁性を有する一方向
性電磁鋼板が製造可能となることを見い出した。
【００１４】
　その要旨は以下のとおりである。
重量比で、
Ｃ：０．０１０～０．０４０％、
Ｓｉ：２．５～４．０％、
酸可溶性Ａｌ：０．０２０～０．０４０％、
Ｎ：０．００５～０．０１０％、
Ｓ、Ｓｅの少なくとも１種を０．００５～０．０１５％、
Ｍｎ：０．０５～０．３％、
を含有し、
ＳｎまたはＳｂ：０．０２～０．３０％
を含有し、更に
Ｃｒ：０．０２～０．３０％、
Ｃｕ：０．０３～０．５％、
Ｎｉ：０．０３～０．３％
の１種または２種以上を含有し、
残部がＦｅ及び不可避的不純物からなるスラブを１２８０℃未満の温度で加熱し、熱間圧
延の仕上げ入口温度を９５０～１１５０℃、仕上げ出口温度を８００～１０５０℃、巻き
取り温度を５００～６５０℃とする熱間圧延を行ない、熱延板焼鈍を行ない、その後のデ
スケリーング後、１回の冷間圧延を行ない、脱炭焼純後ストリップを走行せしめる状態下
で水素、窒素、アンモニアの混合ガス中て窒化処理を行ない、次いでＭｇＯを主成分とす
る焼鈍分離剤を塗布して最終仕上焼鈍を施す一方向性電磁鋼板の製造方法において、熱延
での仕上げ全圧下率（Ｈf ：真歪み）と最終冷延率（Ｃr ：真歪み）の関係が、
－０．２５Ｈｆ＋２．６≦Ｃｒ≦－０．２５Ｈｆ＋３．６
２．０７９≦Ｈｆ≦３．９１２
であり、前記製品板厚が０．３５ｍｍ～０．６５ｍｍであることを特徴とする一方向性電
磁鋼板の製造方法。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下に本発明を詳細に説明する。
先ず、本発明において炭素（Ｃ）の含有量の範囲を制限する理由を述べる。前述のように
、一方向性電磁鋼板の製造においては、Ｃのある程度の含有が必須である。本発明におい
ては、この目的は、１）一次再結晶の集合組織調整のための変態相の存在、２）γ層中で
のインヒビターの固溶量確保である。本発明においては、この目的を従来のＣ含有量より
少ない範囲で良好な磁気特性を得るために熱延での仕上げスタンドの全圧下率及び冷間圧
延率を規定する。しかし１）、２）の変態相の存在のためには０．０１％以上のＣが必要
となる。更に上限値は磁気特性の立場からは０．１０％の炭素まで含有しても何ら問題は
生じない。しかし本発明のように、製品板厚が比較的厚い場合は、脱炭焼鈍での脱炭時間
が著しく長くなり工業生産に適していない。このため上限は０．０４％とする。
【００１６】
　以下実験結果に基づいて説明する。
　図１は、熱間圧延の仕上げスタンドの全圧下率（真歪み）、最終冷延率（真歪み）と磁
性（Ｂ8 ）の関係を示す。この場合の条件は次の通りである。Ｃ：０．０３５～０．０３
８％、Ｓｉ：２．９～３．１０％、酸可溶性Ａｌ：０．０２６～０．０２８％、Ｎ：０．
００７８～０．０８３％、Ｓを０．００６５～０．００７５％、Ｍｎ：０．０８～０．１
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．１％、残部がＦｅ及び不可避的不純物からなるスラブを１１４０～１１６０℃の温度で
加熱し、熱延を行なった。その後、１１２０℃で１２０秒の熱延板焼鈍を行ない、その後
３０℃／秒の早さで冷却し、デスケリーング後、１８０～２３０℃に２分間以上２パス保
持する１回の冷延を行ない、脱脂後、８３０～８５０℃で９０～２００秒の脱炭焼鈍後、
ストリップを走行せしめる状態下で水素、窒素、アンモニアの混合ガス中で窒化後全窒素
の量が０．０１９～０．０２２％となるような窒化処理を行ない、次いでＭｇＯを主成分
とする焼鈍分離剤を塗布し、Ｎ2 ＝２５％，Ｈ2 ＝７５％の雰囲気下で、１０～２０℃／
時間で６５０℃～１２００℃まで昇温し、その後１２００℃で２０時間以上、Ｈ2 ＝１０
０％で純化焼鈍行った。その後、通常用いられる絶縁張力コーティングの塗布と平滑化処
理を行った。この場合，粗バー厚み（ｔi ：仕上げ入り口厚み）を３０，５０，７０，９
０，１１０，１３０ｍｍとし、仕上げ出口厚み（ｔo ：熱延鋼帯厚み）を１．６、２．０
、２．４、３．０、４．０、５．０、６．０ｍｍとし最終製品厚みを０．３５ｍｍとした
。図１に示したように、最終冷延率（真歪み）：Ｃｒは、仕上冷延全圧下率（真歪み）：
Ｈｆに大きく影響され、実験結果からＢ8 が１．８６（Ｔ）以上を達成する範囲を数式化
すると、－０．２５Ｈｆ＋２．６≦Ｃｒ≦－０．２５Ｈｆ＋３．６の式で求められること
が分った。なお、Ｈｆは２．０７９≦Ｈｆ≦３．９１２であることが実験結果から求めら
れ、前述の各式で求められた範囲が製品板厚が厚い０．３０～０．６５ｍｍの場合でも確
実にＢ8 ≧１．８６以上を達成できることになる。
【００１７】
次に、冷間圧延における最終圧延率について述べる。
そもそも、一方向性電磁鋼板の製造において良好な磁気特性（方向性の良好なＧｏｓｓ方
位を有する２次再結晶集合組織）を得るためには、脱炭焼鈍後の一次再結晶集合組織の適
正化及びインヒビター強度の確保が必要である。従来から一方向性電磁鋼板の製造におい
て一次再結晶集合組織を適正化するためには、熱間圧延後最終冷間圧延の間にある程度の
変態相が必要とされていた。このために炭素を含有させている。ところが、１２８０℃未
満のスラブ加熱法においては一次再結晶集合組織の適正化の程度が少なくても良いことを
見い出した。この適正化程度は定量的には原勢らの対応粒界理論（例えば特公平１－２６
１５５、日本金属学会誌第５９号、第９号（１９９５）９１７－９２４）によって評価で
きる。即ちＧｏｓｓ方位粒（｛１１０｝〈００１〉）とΣ９対応方位粒がある少量でも存
在しその値が全Σ９方位関係の分布の中で一番大きい（強い）と良好なＧｏｓｓ方位が２
次再結晶する。しかし、このＧｏｓｓ方位発現の安定性及びシャープさはインヒビターの
強度に依存する。
【００１８】
本発明による方法では、このインヒビター強度を任意にストリップ窒化として制御できる
ため良好なＧｏｓｓ方位粒のみを選択的に発現できることを見い出した。このＧｏｓｓ方
位粒に対するΣ９値を全分布で最大とする方法としては、主に冷間圧延前集合組織、粒サ
イズ、及び冷間圧延率がある。
一次再結晶集合組織に大きな影響を及ぼす因子は、熱延での全仕上げ圧延率と最終冷間圧
延率である。本発明者らは冷間圧延前集合組織を適正化することにより、冷間圧延率も低
減できることを見い出した。冷間圧延前集合組織は、成分、熱延条件に大きく影響される
ことは周知である。本発明の重要な要素は上記原理に基づいて、熱間圧延での仕上げ全圧
下率を規定することにより冷間圧延率を低減できることを見い出したことである。
【００１９】
　次に、板厚を制限する理由を述べる。製品板厚が０．３５ｍｍ未満の場含Ｃ含有量を０
．０４０％以上としても０．０７０％以下であれば、脱炭焼鈍において３０ｐｐｍ以下の
炭素までの脱炭は律速的でなく表面酸化層形成が律速的であり、低炭素とするメリッ卜は
少ない。このため板厚は、０．３５ｍｍ以上とする。また板厚が０．３５ｍｍ未満であれ
ば炭素量が少ないと一次再結晶集合組織を充分に適正にしないと、２次再結晶焼鈍時のイ
ンヒビター（主にＡｌＮ）の劣化度が速くなり良好なＧｏｓｓ方位粒が得られなくなる。
もちろん、２次再結晶時の雰囲気を制御してインヒビターの分解を抑制し、良好なＧｏｓ
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ｓ方位粒を得ることは可能であるが、この場合フォルステライトを主成分とする一次皮膜
に欠陥が多発して歩留が著しく低下する。
【００２０】
一方、板厚の上限の０．６５ｍｍは、これ以上の板厚では、生産性を確保するためにはＣ
合有量を０．０１０％未満としなければならないためである。Ｃ含有量を０．０１０％未
満とすると、フォルステライ卜を主成分とする一次皮膜の形成を良好に行なわしめてかつ
良好なＧｏｓｓ方位の２次再結晶を安定化することは困難である。
【００２１】
次に熱間圧延時の温度について述べる。本発明では、スラブの加熱温度が１２８０℃未満
と低く、このためＡｌＮ等いわゆるインヒビターの大部分は析出している。この析出を更
に行なわしめるためには、仕上入口温度を９５０～１１５０℃、仕上げ出口温度を８００
～１０５０℃、巻き取り温度を５００～６５０℃とする必要がある。望ましくは、仕上入
口温度は９７５～１０１５℃、仕上げ出ロ温度は８５０～９７５℃、巻き取り温度は５２
５～６００℃である。
【００２２】
次に，本発明において出発材とする電磁鋼スラブの成分組成の限定理由は、以下のとおり
である。
Ｃは、０．０１０～０．０４０％とした。０．０１０％未満の場合は前述した。また０．
０４０％を越えると脱炭工程での生産性が著しく阻害され本発明の目的から外れる。
【００２３】
Ｓｉはその含有量が２．５％未満になると、良好な鉄損が得られない。また４．０％を超
えると、脆性のために冷間圧延等室温での鋼板処理が困難になる。Ｓ及びＳｅは、０．０
１５％以下、望ましくは０．０１３％以下である。１２８０℃以下のスラブ加熱温度で熱
延板を製造し、その後熱延板焼鈍、冷間圧延の後での、ストリップ窒化等による脱炭焼鈍
工程以降のインヒビターの作り込みで製造する一方向性電磁鋼板では、多量のＳ、Ｓｅは
一次再結晶粒の粒成長を妨げ有害であるためである。０，００５％未満では、熱延での繰
業上の不可避的変動要素（スキッド上及び間の温度履歴差、圧延速度の加速による熱延温
度の変動等）により、一次再結晶粒の粒成長に場所的変動が生じ易くなり工業的に安定的
に製品が製造できない。
【００２４】
ＡｌはＮと結合してＡｌＮを形成するが、本発明においては、後工程即ち一次再結晶完了
後に鋼を窒化することにより（Ａｌ，Ｓｉ）Ｎを形成せしめることを必須としているから
、フリーのＡｌが一定量以上必要である。そのため、酸可溶性Ａｌとして０．０２０～０
．０４０％添加する。
Ｍｎは、その含有量が少な過ぎると二次再結晶が不安定となり、一方、多過ぎると一次皮
膜（フォルステライトを主成分とするいわゆるグラス皮膜）の欠陥率が高くなる。適正な
含有量は０．０５～０．８％である。好ましくは、０．０７０～０．３％である。
【００２５】
Ｎは０．００５％未満では二次再結晶粒の発達が悪くなる。一方０．０１０％を超えると
ブリスターと呼ばれる鋼板のふくれが発生する。
Ｐは、一次再結晶集合組織を改善する効果が報告されている。低Ｐでは、この効果が少な
く、また製鋼コス卜的にコストアップになるので下限は０．０２％とする。上限について
は、０．３０％を超えるとＰは粒界偏析して脆性破壊を起しやすくなり、工業的な生産が
困難になる。好ましくは０．３０％以下である。
【００２６】
Ｓｎ，Ｓｂは従来からいわれている如く、一次再結晶集合組織において｛１１０｝〈００
１〉方位粒を増加させる効果があるとともに、硫化物を均一に析出する効果がある。従っ
て、本発明では、Ｃｕ－Ｓ，Ｍｎ―Ｓの如き硫化物の析出を均一に制御する効果が増長さ
れる。更に、Ｓｎ，Ｓｂを多く添加すると、脱炭焼鈍時の酸化がされ難く、また―次再結
晶粒成長し離くなる傾向かある。このため、脱炭焼鈍温度を従来の８２０～８４０℃より
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しめる方向である。また、Ｓｂ，Ｓｎ添加により二次再結晶粒径が小さくなるため、添加
なしと比べて鉄損（特に低磁場鉄損）が良好となる。一方、Ｓｂ又はＳｎが０．０２％未
満であると、二次再結晶粒があまり小さくならない。また、Ｓｂ又はＳｎが０．３０％を
超えると、脱炭焼鈍後の窒化処理が困難となり、工業生産に適していない。
【００２７】
Ｃｒは、フォルステライト皮膜形成に必要な脱炭焼鈍後の酸素量を確保するために添加さ
れる。０．０２％より少ないと酸素量が極端に少なくなる。また０．３０％を超えると酸
素量が極端に増加し、良好なフォルステライトが形成されなくなる。また磁束密度も低下
する。
Ｃｕが０．０３％未満であると磁気特性の向上効果が少ない。また０．５％を超えると、
Ｃｕ－Ｓの柝出物が粗大化して、効果が減じる。更に、熱間圧延時に、いわゆる“Ｃｕヘ
ゲ”という庇の発生頻度が急激に増大する。好ましくは、０．０５～０．１０％である。
【００２８】
Ｎｉは０．０３％未満だと効果が少なく０．３％を超えても特開平５－３０６４１０号公
報に示されているように効果はあるが、高価となる。ＣｒとＮｉの添加は、本発現の効果
を更に向上させるものであり、コスト的に見合う量だけの添加で良い。
次に熱延板焼鈍の必要性について述べる。既に述べたように、特開平４－３２３号公報お
よび特開平４－３２４号公報においては、熱延板焼鈍を施さない場合の熱延条件を規定し
ている。この場合、熱延で、熱延板焼鈍を代替させている。しかし、この場合、一次再結
晶集合組織的にはＧｏｓｓ方位が少なく、対応粒界理論によると最終製品の粒径が大きく
なり鉄損が劣る傾向がある。―次再結晶集合組織でのＧｏｓｓ方位粒の量を確保し、最終
製品の粒径を小さくし、鉄損を向上させるのに有効な手段は、熱延板焼鈍を行なうことで
ある。事実、上述の両特許公報においては磁束密度は向上するとの記載が有るが、鉄損向
上に関する記載はない。
【００２９】
【実施例】
次に本発明の実施例を示す。
表１に示す成分の鋼塊を通常の方法で製造し１１００～１１７５℃でスラブを加熱後、仕
上げ入口温度を９７５～１１２５℃、仕上げ圧延での全圧下率を真歪みで１．７６４～４
．０３０とし、仕上げ出口温度を８２５～１０２５℃、巻き取り温度を５２５～６２５℃
とした熱間圧延で厚み１．６～６．０ｍｍに仕上げた。
【００３０】
その後、１１２０℃ｘ２分の熱延板焼鈍を行ない、酸洗後１８０～２２０℃で最低２パス
の温間圧延を行なって０．２２～０．６５ｍｍに冷間圧延した。その後、一次再結晶平均
粒径を２２～２４μｍとするために，８２０～８５０℃で、Ｎ2 ：２５％、Ｈ2 ：７５％
の雰囲気ガス中で、露点６２℃で７０秒～１５０秒の脱炭一次再結晶焼鈍を行なった。
その後、全窒素含有量を１９５～２１０ppm とするストリップ窒化処理を行ないＭｇＯを
主成分とする暁鈍分離剤を塗布し、仕上げ焼鈍を行なった。この仕上焼鈍は１０～２０℃
／時間で昇温し、雰囲気は、Ｎ2 ：２５％、Ｈ2 ：７５％とした。
【００３１】
　その後、１２００℃で２０時間、Ｈ２:１００％の純化焼鈍を行った。
　その後、通常用いられる張力コーティングの塗布と平滑化処理を行なった。本発明実施
例で得た磁気特性を、熱延条件、板厚、冷延条件とともに表２に示した。本発明の方法に
よるものは、いずれも良好な磁気特性を示している。
【表１】
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【００３２】
【発明の効果】
　以上述べたように、本発明は熱延での仕上げ全圧下率（Ｈｆ：真歪み）と最終冷延率（
Ｃｒ：真歪み）の関係を実験式で求めた特定の範囲で操業することにより製品板厚が０．
３５～０．６５ｍｍと厚い場合においてもＣ含有量を低減することができ、一方向性電磁
鋼板の製品コストを低減できることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】熱間圧延仕上げスタンドの全圧下率（Ｈｆ：真歪み）、最終冷延率（Ｃｒ：真歪
み）と磁束密度（Ｂ8 ）の関係を示す図である。
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