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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｃ：０．００５ｍａｓｓ％以下、Ｓｉ：０．０５～１．０ｍａｓｓ％、Ｍｎ：１ｍａｓｓ
％以下、Ａｌ：１．０ｍａｓｓ％以下、Ｐ：０．２ｍａｓｓ％以下、Ｓ：０．００５ｍａ
ｓｓ％以下およびＮ：０．００５ｍａｓｓ％以下を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不
純物からなる成分組成を有し、かつ、該成分組成はγ－α変態を有するスラブを再加熱し
た後、粗圧延および仕上圧延からなる熱間圧延し、冷間圧延し、仕上焼鈍する無方向性電
磁鋼板の製造方法において、
上記仕上圧延の総圧下率を９３％以上、圧延終了温度をＡｒ１変態点以下に設定するとと
もに、
上記仕上圧延の圧延速度を定め、該圧延速度で圧延するために必要な仕上圧延機における
平均冷却速度の下限値を算出し、次いで、上記下限値以上の平均冷却速度が得られる最大
シートバー厚および仕上圧延における上記総圧下率を満たす最小シートバー厚を算出して
目標シートバー厚を決定し、それらの結果に基いて、粗圧延においては、スラブを上記目
標シートバー厚に圧延し、仕上圧延においては、上記シートバーを上記算出した平均冷却
速度の下限値以上で冷却しつつ圧延することを特徴とする無方向性電磁鋼板の製造方法。
【請求項２】
上記スラブは、上記成分組成に加えてさらに、Ｓｎ：０．００５～０．１ｍａｓｓ％およ
びＳｂ：０．００５～０．１ｍａｓｓ％のうちから選ばれる１種または２種を含有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の無方向性電磁鋼板の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無方向性電磁鋼板の製造方法に関し、具体的には、熱間圧延における生産性
を高めることができる無方向性電磁鋼板の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　無方向性電磁鋼板は、電気機器のモーターやトランス等の鉄心材料として幅広く用いら
れている。この無方向性電磁鋼板には、近年における世界的な省エネルギー指向を背景に
して、高磁束密度化、低鉄損化が強く求められている。
【０００３】
　無方向性電磁鋼板を高磁束密度化する方法の１つとして、熱間圧延後の鋼板に熱延板焼
鈍を施して集合組織を改善する方法がある。すなわち、熱延板に焼鈍を施して、冷延前の
粒径を粗大化させておくことで、冷間圧延後の再結晶焼鈍における、磁気特性に有利な｛
１１０｝再結晶粒の形成を促進し、磁気特性に不利な｛１１１｝再結晶粒の形成を抑制す
ることができるからである。しかし、熱延板焼鈍を行うことは、製造コストの上昇を招く
。そのため、低合金系の無方向性電磁鋼板（以降、「低級鋼」とも称する）では、生産コ
ストを削減するため、熱延板焼鈍を省略したいという要求がある。
【０００４】
　このような低級鋼の成分系の鋼素材は、高温から低温に降温する際、γ→α変態を起こ
すのが一般的であり、熱間圧延の仕上圧延においては、γ相からα相へと相変態しながら
圧延される。したがって、熱間圧延後の粒径を大きくして磁束密度の向上を図るためには
、上記仕上圧延において、γ相からα相への変態を促進するよう、制御して圧延すること
によって結晶粒の粗大化することが好ましいといえる。
【０００５】
　そこで、例えば、特許文献１には、熱間圧延の仕上圧延の圧下率、仕上圧延終了温度等
を制御することによって、冷延前の結晶組織すなわち熱間圧延後の結晶粒を粗大化させて
高磁束密度化を図る技術が提案されている。
　また、特許文献２には、素材のスラブの成分組成を適正化するとともに、熱間圧延およ
び仕上焼鈍における温度条件を適正化することで、熱延板焼鈍を施すことなく、歪取焼鈍
における粒成長性を改善する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１７２３３３号公報
【特許文献２】特開２００７－２１７７４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記の従来技術においては、熱間圧延中のγ→α変態を促進するために
、仕上圧延の圧下率を高めた上で、熱間圧延終了温度をγ→α変態完了温度（Ａｒ１変態
点）以下に設定しているが、熱間圧延終了温度を低くするためには、仕上圧延速度を低下
させる必要があり、生産性を阻害する要因となっていた。
【０００８】
　本発明は、従来技術が抱える上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、γ
→α変態を有する低合金系の無方向性電磁鋼板を、磁気特性の低下を伴うことなく、高い
生産性をもって熱間圧延することができる無方向性電磁鋼板の製造方法を提案することに
ある。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　発明者らは、上記課題の解決に向けて、熱間圧延における冷却速度と圧下パターンとの
関係に着目して鋭意検討を重ねた。
　その結果、熱間圧延における圧延性を高めるためには、まず、仕上圧延での圧延速度を
所望する高い圧延速度に定め、そして、その実現のためには、仕上圧延における上記圧延
速度を達成するために必要な仕上圧延機における平均冷却速度の下限値を算出し、次いで
、上記平均冷却速度の下限値が得られる最大シートバー厚を算出し、その結果に基いて熱
間圧延を実施すればよいことを想到し、本発明を開発するに至った。
【００１０】
　すなわち、本発明は、Ｃ：０．００５ｍａｓｓ％以下、Ｓｉ：０．０５～１．０ｍａｓ
ｓ％、Ｍｎ：１ｍａｓｓ％以下、Ａｌ：１．０ｍａｓｓ％以下、Ｐ：０．２ｍａｓｓ％以
下、Ｓ：０．００５ｍａｓｓ％以下およびＮ：０．００５ｍａｓｓ％以下を含有し、残部
がＦｅおよび不可避的不純物からなる成分組成を有し、かつ、該成分組成はγ－α変態を
有するスラブを再加熱した後、粗圧延および仕上圧延からなる熱間圧延し、冷間圧延し、
仕上焼鈍する無方向性電磁鋼板の製造方法において、上記仕上圧延の総圧下率を９３％以
上、圧延終了温度をＡｒ１変態点以下に設定するとともに、上記仕上圧延の圧延速度を定
め、該圧延速度で圧延するために必要な仕上圧延機における平均冷却速度の下限値を算出
し、次いで、上記下限値以上の平均冷却速度が得られる最大シートバー厚および仕上圧延
における上記総圧下率を満たす最小シートバー厚を算出して目標シートバー厚を決定し、
それらの結果に基いて、粗圧延においては、スラブを上記目標シートバー厚に圧延し、仕
上圧延においては、上記シートバーを上記算出した平均冷却速度の下限値以上で冷却しつ
つ圧延することを特徴とする無方向性電磁鋼板の製造方法を提案する。
【００１１】
　本発明の無方向性電磁鋼板の製造方法に用いる上記スラブは、上記成分組成に加えてさ
らに、Ｓｎ：０．００５～０．１ｍａｓｓ％およびＳｂ：０．００５～０．１ｍａｓｓ％
のうちから選ばれる１種または２種を含有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、γ－α変態を有する低合金系の無方向性電磁鋼板においても、磁束密
度に優れる無方向性電磁鋼板を生産性よく製造することが可能となるので、製造コストの
低減に大いに寄与する。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　まず、本発明の無方向性電磁鋼板の製造に用いる鋼素材（スラブ）が有すべき成分組成
について説明する。
Ｃ：０．００５ｍａｓｓ％以下
　Ｃは、製品鋼板中に含まれる量が０．００５ｍａｓｓ％を超えると、磁気時効を起こし
て、鉄損特性が経時的に低下する。また、Ｃは、Ａｒ１変態点を下げる効果があるので、
生産性を確保する観点からは、できるだけ低減することが望ましい。そこで、本発明の無
方向性鋼板は、Ｃ含有量を０．００５ｍａｓｓ％以下とする。
【００１４】
Ｓｉ：０．０５～１．０ｍａｓｓ％
　Ｓｉは、鋼の比抵抗を高めて渦電流損を低減するため、鉄損の低減に有効な元素である
。また、ＳｉはＡｒ１変態点を上げる効果もある。これらの効果を得るためには、Ｓｉは
、少なくとも０．０５ｍａｓｓ％の添加が必要である。一方、１．０ｍａｓｓ％を超える
と、磁束密度が低下したり、リジングと称される欠陥が発生し易くなったりする。よって
、Ｓｉは０．０５～１．０ｍａｓｓ％の範囲とする。好ましくは０．１～０．５ｍａｓｓ
％の範囲である。
【００１５】
Ｍｎ：１ｍａｓｓ％以下
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　Ｍｎは、Ａｒ１変態点を下げる効果があり、飽和磁束密度の低下させる有害元素でもあ
る。これらの悪影響は、１ｍａｓｓ％を超えると大きくなるため、上限を１ｍａｓｓ％と
する。好ましくは０．５ｍａｓｓ％以下である。ただし、Ｍｎは、Ｆｅよりも酸化し難し
い元素であり、製鋼プロセスで過度に除去するのはコストの増加を伴う。また、熱間加工
性を改善する効果もある。よって、製造コストの観点からは、０．１ｍａｓｓ％以上含有
させるのが好ましい。
【００１６】
Ａｌ：１．０ｍａｓｓ％以下
　Ａｌは、含有量が微量の場合には、窒化物を形成し、結晶粒の粗大化を抑制する元素で
あるが、多量に含有する場合には、熱間圧延中の冷却段階で、各種窒化物が微細に析出す
るのを抑制したり、焼鈍、特に歪取焼鈍における粒成長を促進したりする効果がある。ま
た、鋼の比抵抗を高めて渦電流損を低減する効果や、Ａｒ１変態点を上げる効果もあるの
で、０．２ｍａｓｓ％以上添加してもよい。しかし、１．０ｍａｓｓ％を超えて添加する
と、磁束密度が低下したり、リジングが発生し易くなったりする等のデメリットが大きく
なる。よって、Ａｌを含有させる場合は１．０ｍａｓｓ％以下とする。好ましくは０．６
ｍａｓｓ％以下である。
【００１７】
Ｐ：０．２ｍａｓｓ％以下
　Ｐは、鋼板の硬さを高めて、打抜加工における「だれ」や「かえり」の発生を防止する
目的で添加する元素である。しかし、０．２ｍａｓｓ％を超えて添加すると、鋼が硬質化
し過ぎ、加工性自体が低下する。よって、Ｐの含有量は０．２ｍａｓｓ％以下とする。好
ましくは０．０５～０．１５ｍａｓｓ％の範囲である。
【００１８】
Ｓ：０．００５ｍａｓｓ％以下
　Ｓは、ＭｎやＣｕ等と硫化物を形成して析出し、焼鈍、特に歪取焼鈍における粒成長性
を阻害する元素であるので、できる限り低減するのが望ましい。特に、含有量が０．００
５ｍａｓｓ％を超えると、この影響が無視できなくなる。よって、Ｓは０．００５ｍａｓ
ｓ％以下とする。好ましくは０．００１ｍａｓｓ％以下である。
【００１９】
Ｎ：０．００５ｍａｓｓ％以下
　Ｎは、ＡｌやＴｉ，Ｖ等と窒化物を形成して析出し、焼鈍、特に歪取焼鈍における粒成
長を妨げる元素であり、できる限り低減するのが望ましい。特に、含有量が０．００５ｍ
ａｓｓ％を超えると、この影響が無視できなくなる。よって、Ｎは０．００５ｍａｓｓ％
以下とする。好ましくは０．００１ｍａｓｓ％以下である。
【００２０】
　本発明に用いる鋼素材は、上記成分以外にＳｎおよびＳｂのうちから選ばれる１種また
は２種をそれぞれ０．００５～１．０ｍａｓｓ％の範囲で含有していてもよい。
　ＳｎやＳｂは、集合組織の改善や焼鈍時の酸化や窒化、浸炭を防止する効果がある。し
かし、どちらの元素も、０．００５ｍａｓｓ％以下では上記効果は小さく、１．０ｍａｓ
ｓ％を超えると、上記効果が飽和する。よって、添加する場合は上記範囲で添加するのが
好ましい。
【００２１】
　本発明に用いる鋼素材は、上記成分以外の残部はＦｅおよび不可避的不純物である。た
だし、本発明の効果を阻害しない範囲内であれば、上記以外の成分の含有を拒むものでは
ない。
【００２２】
　なお、本発明に用いる上記鋼素材は、上記成分組成から、熱間圧延における降温時にγ
からαに変態（γ→α変態）が生じるＡｒ１変態点を有することが特徴である。ここで、
本発明における上記Ａｒ１変態点とは、Ｃ≧０．０２ｍａｓｓ％の領域で、オーステナイ
トがフェライトとセメンタイトに変態する温度（約７２０℃）ではなく、Ｃ≦０．０２ｍ
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ａｓｓ％の領域で、オーステナイトがフェライトに変態を完了する温度のことであり、Ｃ
が低いほど、Ａｒ１変態点は上昇し、Ａ３点（約９１０℃）に近づく。
【００２３】
　次に、本発明の無方向性電磁鋼板の製造方法について説明する。
　本発明の無方向性電磁鋼板の製造方法は、上記に説明した成分組成を有する鋼素材（ス
ラブ）を再加熱した後、粗圧延および仕上圧延からなる熱間圧延し、冷間圧延し、仕上焼
鈍する一連の工程からなる製造方法であり、スラブの成分組成および熱間圧延工程を除い
て、従来公知の無方向性電磁鋼板の製造方法と違いはない。
【００２４】
　まず、本発明の無方向性電磁鋼板の製造に用いる鋼素材（スラブ）は、上記成分組成を
満たす鋼を、転炉および真空脱ガス装置等を用いた通常公知の精錬プロセスで溶製し、造
塊－分塊圧延法あるいは連続鋳造法で製造するのが好ましい。また、直接鋳造法で、１０
０ｍｍ以下の薄スラブをとしてもよい。
【００２５】
　次いで、上記スラブは、その後、所定の温度に再加熱した後、熱間圧延に供する。上記
スラブの再加熱方法は、特に限定されるものではなく、公知の方式を適用することができ
る。また、スラブの再加熱温度は、１０００～１２００℃の範囲とすることが好ましい。
１０００℃未満では、熱間圧延が困難となり、一方、１２００℃を超えると、熱エネルギ
ーコストの面で好ましくないからである。
　なお、後述する熱間圧延温度を確保できる場合には、連続鋳造したスラブを、再加熱す
ることなく、直ちに熱間圧延する直接圧延を採用してもよい。
【００２６】
　続く熱間圧延は、本発明において最も重要な工程であり、粗圧延および仕上圧延からな
る通常公知の熱間圧延方法を適用できるが、以下の条件を満たすことが必要である。
　まず、本発明の熱間圧延における仕上圧延は、仕上圧延中にγ相からα相への変態が完
了し、α相域で圧延を終了する、すなわち、仕上圧延終了温度ＦＤＴをＡｒ１変態点以下
とすることが必要である。ＦＤＴが、Ａｒ１変態点超えの温度では、熱間圧延終了後にγ
－α変態が生じるため、結晶粒が微細化し、磁気特性が劣化してしまうからである。
【００２７】
　また、本発明における仕上圧延は、総圧下率を９３％以上とすることが必要である。仕
上圧延の総圧下率が９３％未満であると、ＦＤＴをＡｒ１変態点以下としても、γ→α変
態の駆動力が不足し、仕上圧延中にγ→α変態が完了せず、仕上圧延終了後もγ→α変態
を起こすため、結晶粒が微細化し、磁気特性が劣化するおそれがあるからである。
【００２８】
　さらに、本発明における熱間圧延は、上記条件を満たした上で、さらに、熱間圧延機の
生産性を高めるために、まずは上記仕上圧延において、所望する圧延速度を設定すること
が肝要である。
　ここで、上記圧延速度は、仕上圧延機出側（最終スタンド出側）の鋼板速度のことをい
う。仕上圧延機の生産性は、仕上圧延機の圧延速度に比例関係にあるからである。
【００２９】
　そして、本発明では、上記に設定した仕上圧延機の圧延速度を達成するため、以下の手
順で熱間圧延を実施する。
・まず、仕上圧延機の仕様・能力および圧延する鋼板の鋼種、寸法、熱延温度条件等から
、仕上圧延機における最大圧延速度（仕上圧延終了時の仕上圧延機出側の鋼板速度）を考
慮し、その最大圧延速度に近くなるような任意の圧延速度を設定する。
・次いで、上記決定した圧延速度に基づき、仕上圧延機内における鋼板の冷却速度の下限
値を決定する。
・次いで、上記下限値以上の冷却速度を得ることができる最大シートバー厚、および、仕
上圧延における総圧下率（９３％以上）を満たすために必要な最小シートバー厚を求め、
両者を満たすシートバー厚を決定する。なお、上記粗圧延後のシートバー厚の決定は、計
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算により求めてもよいが、鋼種ごとに蓄積された過去の仕上圧延実績におけるシートバー
厚と冷却速度との関係から推定してもよい。
・次いで、上記決定に従い熱間圧延を行う。すなわち、粗圧延においては、スラブを上記
決定したシートバー厚に圧延し、仕上圧延においては、α相域で仕上圧延を終了する、す
なわち、仕上圧延終了温度をＡｒ１変態点とするため、上記した冷却速度の下限値以上で
鋼板を冷却しつつ、最大圧延速度で所定の板厚に圧延する。
【００３０】
　次いで、上記熱間圧延した鋼板（熱延板）は、冷間圧延し、仕上焼鈍し、必要に応じて
絶縁被膜を被成し、製品板とする。
　上記冷間圧延は、通常公知の方法を適用することができ、特に制限はない。
　また、上記冷間圧延に続く仕上焼鈍は、特に制限しないが、６５０～８００℃で２～６
０秒間均熱保持する連続焼鈍を採用することが好ましい。均熱温度が６５０℃未満あるい
は均熱時間が２秒未満では、結晶粒が十分に成長せず、本発明の主眼である良好な磁気特
性が得られないおそれがある。一方、均熱温度が８００℃超えあるいは均熱時間が６０秒
超えでは、逆に結晶粒が粗大化し過ぎ、打抜加工性が低下するおそれがあるからである。
　また、製品板に被成する絶縁被膜は、特に制限はなく、通常公知のものを用いることが
できる。
【実施例】
【００３１】
　転炉で溶製し、真空脱ガス処理を施して、Ｃ：０．００３ｍａｓｓ％、Ｓｉ：０．１２
ｍａｓｓ％、Ｍｎ：０．２５ｍａｓｓ％、Ｐ：０．０８ｍａｓｓ％、Ｓ：０．００３ｍａ
ｓｓ％、Ａｌ：０．００１ｍａｓｓ％およびＮ：０．００２ｍａｓｓ％を含有し、残部が
Ｆｅおよび不可避的不純物からなる成分組成に調整した鋼を連続鋳造してスラブとした。
なお、上記鋼の成分組成から、Ａｒ１変態点は約８６５℃である。
　次いで、上記スラブを、１１００℃の温度に再加熱した後、粗圧延し、圧延終了温度を
８３０℃（Ａｒ１変態点温度未満）として仕上圧延する熱間圧延して、板厚２．６ｍｍの
熱延板とした。ここで、上記熱間圧延に用いた仕上圧延機の能力等を考慮して、上記鋼板
の圧延速度を９５０ｍ／ｍｉｎに設定した。
【００３２】
　なお、上記熱間仕上圧延は、下記の４条件で圧延した。
・条件Ａ：上記仕上圧延機において上記に設定した圧延速度を達成するのに必要な仕上圧
延時の冷却速度の下限を８５℃／ｓと定め、次いで、該下限以上の冷却速度が得られる最
大シートバー厚、および、仕上圧延の総圧下率が９３％以上となる最小シートバー厚から
粗圧延における目標シートバー厚を、同様の成分組成を有する鋼板の過去の圧延実績に基
いて決定し、その結果に基いて、粗圧延においては、スラブを上記目標シートバー厚に圧
延し、仕上圧延では、上記シートバーを上記冷却速度の下限値以上で冷却しつつ、上記設
定した圧延速度で目標板厚（２．６ｍｍ）に圧延する（発明例）
・条件Ｂ：上記冷却速度やシートバー厚の制御を行うことなく熱間圧延する（比較例１）
・条件Ｃ：条件Ａにおいて、仕上圧延終了温度をＡｒ１変態点以上として圧延する（比較
例２）
・条件Ｄ：条件Ａにおいて、粗圧延後のシートバー厚を変えて、仕上圧延における総圧下
率を９０％として熱間圧延する（比較例３）
　この際、熱間仕上圧延における噛み込みから尻抜けまでの圧延所要時間および仕上圧延
終了時の仕上圧延機出側の鋼板速度を測定した。
【００３３】
　次いで、上記熱延板を冷間圧延して板厚０．５ｍｍの冷延板とした後、該冷延板を１０
ｖｏｌ％Ｈ２－９０ｖｏｌ％Ｎ２雰囲気中で７００℃×３０秒の仕上焼鈍を施し、製品板
（コイル）とした。なお、上記製品板は、各条件で５コイルを製造した。
　斯くして得た冷延焼鈍板からエプスタイン試験片を採取し、磁束密度Ｂ５０および鉄損
Ｗ１５／５０を測定し、それぞれの平均値および標準偏差を求めた。
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【００３４】
　上記測定の結果を表１に示した。なお、表１に示した圧延所要時間は、条件Ａをベース
とし、条件Ａに対する増減分で示した。
　表１から、本発明に適合する条件で熱間圧延した鋼板は、磁気特性の平均値は、比較例
と比較して同等であるが、ばらつきが約１／２に低減している、すなわち、製品板の磁気
特性の最悪値が、比較例と比較して向上していることがわかる。また、本発明の方法で圧
延した場合には、圧延所要時間が、比較例１と比較して約１０秒短縮しており、生産性の
面でも有利な効果が得られた。
【００３５】
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