
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
熱間圧延機で所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延工程と、熱間圧延された厚鋼板に水冷
による冷却処理を施す冷却処理工程と、冷却処理された厚鋼板をホットレベラーによって
矯正する矯正工程と、矯正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の表面温度
が幅中央部の表面温度より高くなるようにする加熱工程とを有し、前記加熱工程において
、加熱後の幅端部の表面温度が幅中央部の表面温度より４０℃以上高くなるように加熱す
ることを特徴とする厚鋼板の製造方法。
【請求項２】
前記加熱工程が高周波誘導加熱によって行われることを特徴とする請求項１記載の厚鋼板
の製造方法。
【請求項３】
熱間圧延機で所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延工程と、熱間圧延された厚鋼板に水冷
による冷却処理を施す冷却処理工程と、冷却処理された厚鋼板をホットレベラーによって
矯正する矯正工程と、矯正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の表面温度
が幅中央部の表面温度より高くなるようにする加熱工程とを有し、前記加熱工程において
、加熱時の厚鋼板への投入熱量が１００Ｗ／ｃｍ 2以上であることを特徴とする厚鋼板の
製造方法。
【請求項４】
前記加熱工程が高周波誘導加熱によって行われることを特徴とする請求項３記載の厚鋼板
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の製造方法。
【請求項５】
前記加熱工程において、加熱時の厚鋼板への投入熱量が１００Ｗ／ｃｍ 2以上であること
を特徴とする請求項１又は２記載の厚鋼板の製造方法。
【請求項６】
熱間圧延機で所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延工程と、熱間圧延された厚鋼板に水冷
による冷却処理を施す冷却処理工程と、冷却処理された厚鋼板をホットレベラーによって
矯正する矯正工程と、矯正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の表面温度
が幅中央部の表面温度より高くなるようにする加熱工程とを有し、前記加熱工程において
、厚鋼板の温度が４８０℃以下で加熱を開始することを特徴とする厚鋼板の製造方法。
【請求項７】
前記加熱工程が高周波誘導加熱によって行われることを特徴とする請求項６記載の厚鋼板
の製造方法。
【請求項８】
前記加熱工程において、厚鋼板の温度が４８０℃以下で加熱を開始することを特徴とする
請求項１乃至５記載の厚鋼板の製造方法。
【請求項９】
熱間圧延機で所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延工程と、熱間圧延された厚鋼板に水冷
による冷却処理を施す冷却処理工程と、冷却処理された厚鋼板をホットレベラーによって
矯正する矯正工程と、矯正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の表面温度
が幅中央部の表面温度より高くなるようにする加熱工程とを有し、前記加熱工程において
、加熱は途中で冷却を行わない一回加熱であることを特徴とする厚鋼板の製造方法。
【請求項１０】
前記加熱工程が高周波誘導加熱によって行われることを特徴とする請求項９記載の厚鋼板
の製造方法。
【請求項１１】
前記加熱工程において、加熱は途中で冷却を行わない一回加熱であることを特徴とする請
求項１乃至８記載の厚鋼板の製造方法。
【請求項１２】
所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延機と、熱間圧延機で圧延された厚鋼板に水冷による
冷却処理を施す冷却処理装置と、冷却処理された厚鋼板を矯正するホットレベラーと、矯
正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の表面温度が幅中央部の表面温度よ
り高くなるようにする加熱手段とを有し、前記加熱手段がソレノイド型誘導加熱装置であ
って、前記ソレノイド型誘導加熱装置は、周波数が５０～５０００Ｈｚで、コイル長が５
００ｍｍ以上であり、厚鋼板への投入熱量が１００Ｗ／ｃｍ 2以上であることを特徴とす
る厚鋼板の製造設備。
【請求項１３】
所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延機と、熱間圧延機で圧延された厚鋼板に水冷による
冷却処理を施す冷却処理装置と、冷却処理された厚鋼板を矯正するホットレベラーと、矯
正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の表面温度が幅中央部の表面温度よ
り高くなるようにする加熱手段とを有し、前記加熱手段がソレノイド型誘導加熱装置であ
って、オンライン上にホットレベラーに近接して前記ソレノイド型誘導加熱装置を配置し
たことを特徴とする厚鋼板の製造設備。
【請求項１４】
オンライン上にホットレベラーに近接して前記ソレノイド型誘導加熱装置を配置したこと
を特徴とする請求項１２記載の厚鋼板の製造設備。
【請求項１５】
所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延機と、熱間圧延機で圧延された厚鋼板に水冷による
冷却処理を施す冷却処理装置と、冷却処理された厚鋼板を矯正するホットレベラーと、矯
正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の表面温度が幅中央部の表面温度よ
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り高くなるようにする加熱手段とを有し、前記加熱手段がソレノイド型誘導加熱装置であ
り、前記ソレノイド型誘導加熱装置に加えて、厚鋼板の幅端部を補助的に加熱又は／及び
冷却を行うための補助加熱装置又は／及び補助冷却装置を備えたことを特徴とする厚鋼板
の製造設備。
【請求項１６】
前記ソレノイド型誘導加熱装置に加えて、厚鋼板の幅端部を補助的に加熱又は／及び冷却
を行うための補助加熱装置又は／及び補助冷却装置を備えたことを特徴とする請求項１２
乃至１４記載の厚鋼板の製造設備。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、厚鋼板の製造方法および製造設備に関するものであり、特に、内部の残留応力
の分布が調整されて無害化された厚鋼板を製造する技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
厚鋼板を製造する際には、熱間圧延機で所定寸法に圧延後、引き続いて、水冷による冷却
処理を施して材質を確保することが一般的に行われている。
【０００３】
しかし、熱間圧延時の温度の不均一による水冷開始温度の不均一や、水冷のむらによって
冷却が不均一になることがある。すなわち、厚鋼板の幅端部は幅中央部の定常部に比較し
て、単位体積あたりの表面積が大きいため、高温の間は放射冷却によってより早く温度降
下する。さらに、水冷時にも幅端部に水がかかることなどにより、厚鋼板の幅端部が幅中
央部の定常部に比較してより冷却され、温度が低くなりやすい。
【０００４】
このような冷却の不均一があると、冷却後の厚鋼板の内部に残留応力が発生し、曲がりや
波打ち等の形状不良になることがある。特に、冷却後に室温になってから切断して多数の
条として使用に供するような場合、厚鋼板の幅端部近傍に不均一に分布した残留応力が切
断によって開放され、厚鋼板の幅端部近傍の条が曲がってしまうという問題が起きる。
【０００５】
このような厚鋼板内部に発生する残留応力をなくす方法としては、塑性変形を利用して、
冷却の不均一によって生じる熱応力歪を均一化する方法がある。これには、厚鋼板にレベ
ラーにより曲げ歪を与える方法や、プレス加工により塑性変形を与える方法がある。また
、厚鋼板を炉の中で加熱して熱処理により熱応力歪を除去する方法もある。
【０００６】
そして、生産性の面からは、水冷直後で厚鋼板の温度が高く厚鋼板の変形抵抗が低い間に
レベラー加工を施すホットレベラーの使用が望ましいが、ホットレベラーは形状を矯正す
る能力は高いものの不均一な残留応力を除去する能力は低いため、残留応力が問題となる
厚鋼板には、ホットレベラーをかけた厚鋼板を炉で熱処理する方法が用いられている。
【０００７】
図９は、その方法を示す図である。加熱炉２で加熱されたスラブ 1が粗圧延機３と仕上圧
延機４によって所定寸法の厚鋼板１ａに熱間圧延される。引き続き、熱間圧延された厚鋼
板１ａは加速冷却装置などの水冷装置５によって水冷される。水冷された厚鋼板１ａは、
ホットレベラー６により形状を矯正され、かつ残留応力の一部を除去される。その後、厚
鋼板１ａは、オフラインに設置された熱処理炉７に静置されて加熱され、残留応力が除去
される。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のホットレベラーをかけた厚鋼板を炉で熱処理して残留応力を除去す
る方法は、長時間の熱処理を必要とするため生産性が低いという問題がある。
【０００９】
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一方、条切り歪等の形状不良の発生は、残留応力の不均一な分布によるものであり、その
発生を防止するためには、必ずしも残留応力を除去する必要があるわけではなく、一様な
残留応力分布にすればよい。
【００１０】
本発明は、上記のような状況に鑑みてなされたものであり、熱間圧延後に水冷を施されて
製造される厚鋼板について、一様な残留応力分布になるように調整することで、生産性を
阻害すること無く、条切り歪等の形状不良の発生を防止することのできる厚鋼板の製造方
法及び製造設備を提供するものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するために、本発明は以下の特徴を有している。
【００１２】
　［１］熱間圧延機で所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延工程と、熱間圧延された厚鋼
板に水冷による冷却処理を施す冷却処理工程と、冷却処理された厚鋼板をホットレベラー
によって矯正する矯正工程と、矯正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の
表面温度が幅中央部の表面温度より高くなるようにする加熱工程とを有し、前記加熱工程
において、加熱後の幅端部の表面温度が幅中央部の表面温度より４０℃以上高くなるよう
に加熱することを特徴とする厚鋼板の製造方法。
【００１３】
　［２］前記加熱工程が高周波誘導加熱によって行われることを特徴とする前記［１］記
載の厚鋼板の製造方法。
【００１４】
　［３］熱間圧延機で所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延工程と、熱間圧延された厚鋼
板に水冷による冷却処理を施す冷却処理工程と、冷却処理された厚鋼板をホットレベラー
によって矯正する矯正工程と、矯正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の
表面温度が幅中央部の表面温度より高くなるようにする加熱工程とを有し、前記加熱工程
において、加熱時の厚鋼板への投入熱量が１００Ｗ／ｃｍ 2以上であることを特徴とする
厚鋼板の製造方法。
【００１５】
　［４］前記加熱工程が高周波誘導加熱によって行われることを特徴とする前記［３］記
載の厚鋼板の製造方法。
【００１６】
　［５］前記加熱工程において、加熱時の厚鋼板への投入熱量が１００Ｗ／ｃｍ 2以上で
あることを特徴とする前記［１］又は［２］記載の厚鋼板の製造方法。
【００１７】
　［６］熱間圧延機で所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延工程と、熱間圧延された厚鋼
板に水冷による冷却処理を施す冷却処理工程と、冷却処理された厚鋼板をホットレベラー
によって矯正する矯正工程と、矯正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の
表面温度が幅中央部の表面温度より高くなるようにする加熱工程とを有し、前記加熱工程
において、厚鋼板の温度が４８０℃以下で加熱を開始することを特徴とする厚鋼板の製造
方法。
【００１８】
　［７］前記加熱工程が高周波誘導加熱によって行われることを特徴とする前記［６］記
載の厚鋼板の製造方法。
【００１９】
　［８］前記加熱工程において、厚鋼板の温度が４８０℃以下で加熱を開始することを特
徴とする前記［１］乃至［５］記載の厚鋼板の製造方法。
【００２０】
　［９］熱間圧延機で所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延工程と、熱間圧延された厚鋼
板に水冷による冷却処理を施す冷却処理工程と、冷却処理された厚鋼板をホットレベラー
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によって矯正する矯正工程と、矯正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の
表面温度が幅中央部の表面温度より高くなるようにする加熱工程とを有し、前記加熱工程
において、加熱は途中で冷却を行わない一回加熱であることを特徴とする厚鋼板の製造方
法。
【００２１】
　［１０］前記加熱工程が高周波誘導加熱によって行われることを特徴とする前記［９］
記載の厚鋼板の製造方法。
【００２２】
　［１１］前記加熱工程において、加熱は途中で冷却を行わない一回加熱であることを特
徴とする前記［１］乃至［８］記載の厚鋼板の製造方法。
　［１２］所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延機と、熱間圧延機で圧延された厚鋼板に
水冷による冷却処理を施す冷却処理装置と、冷却処理された厚鋼板を矯正するホットレベ
ラーと、矯正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の表面温度が幅中央部の
表面温度より高くなるようにする加熱手段とを有し、前記加熱手段がソレノイド型誘導加
熱装置であって、前記ソレノイド型誘導加熱装置は、周波数が５０～５０００Ｈｚで、コ
イル長が５００ｍｍ以上であり、厚鋼板への投入熱量が１００Ｗ／ｃｍ 2以上であること
を特徴とする厚鋼板の製造設備。
　［１３］所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延機と、熱間圧延機で圧延された厚鋼板に
水冷による冷却処理を施す冷却処理装置と、冷却処理された厚鋼板を矯正するホットレベ
ラーと、矯正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の表面温度が幅中央部の
表面温度より高くなるようにする加熱手段とを有し、前記加熱手段がソレノイド型誘導加
熱装置であって、オンライン上にホットレベラーに近接して前記ソレノイド型誘導加熱装
置を配置したことを特徴とする厚鋼板の製造設備。
　［１４］オンライン上にホットレベラーに近接して前記ソレノイド型誘導加熱装置を配
置したことを特徴とする前記［１２］記載の厚鋼板の製造設備。
　［１５］所定寸法の厚鋼板に圧延する熱間圧延機と、熱間圧延機で圧延された厚鋼板に
水冷による冷却処理を施す冷却処理装置と、冷却処理された厚鋼板を矯正するホットレベ
ラーと、矯正工程を経た厚鋼板の表面を加熱し、加熱後の幅端部の表面温度が幅中央部の
表面温度より高くなるようにする加熱手段とを有し、前記加熱手段がソレノイド型誘導加
熱装置であり、前記ソレノイド型誘導加熱装置に加えて、厚鋼板の幅端部を補助的に加熱
又は／及び冷却を行うための補助加熱装置又は／及び補助冷却装置を備えたことを特徴と
する厚鋼板の製造設備。
　［１６］前記ソレノイド型誘導加熱装置に加えて、厚鋼板の幅端部を補助的に加熱又は
／及び冷却を行うための補助加熱装置又は／及び補助冷却装置を備えたことを特徴とする
前記［１２］乃至［１４］記載の厚鋼板の製造設備。
【００２３】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施形態を図 1に示す。
【００２４】
図１において、加熱炉２で加熱されたスラブ 1が粗圧延機３と仕上圧延機４によって所定
寸法の厚鋼板１ａに熱間圧延される。熱間圧延された厚鋼板１ａは、引き続き、加速冷却
装置などの水冷装置５によって水冷される。水冷された厚鋼板１ａは、ホットレベラー６
により形状を矯正され、かつ残留応力の一部を除去される。その後、厚鋼板１ａの表面を
急速に加熱する急速加熱装置８を通過させ、必要により厚鋼板１ａの幅端部を補助的に加
熱・冷却する補助加熱・冷却装置９も通過させることによって、厚鋼板１ａの幅端部近傍
の表面温度が幅中央部の表面温度より高くなるように加熱する。これによって、厚鋼板１
ａの残留応力の分布が一様な状態に調整された厚鋼板を製造することができる。
【００２５】
上記によって厚鋼板１ａの残留応力の分布が一様な状態に調整されるのは、次のようなメ
カニズムによりものである。
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【００２６】
すなわち、まず、ホットレベラー６により繰り返し曲げの塑性変形が加えられて、波打ち
や曲がりが除去された平坦な形状の厚鋼板 1ａになるように矯正される。ただし、ホット
レベラー６では、残留応力の一部は除去されるものの、残留応力の分布は不均一なままで
ある。
【００２７】
次に、ホットレベラー６により形状が矯正された厚鋼板１ａの表面を加熱し、表面温度を
上昇させることにより、厚鋼板１ａの降伏応力が下がるとともに熱膨張によって厚鋼板１
ａの表面に強い圧縮応力が発生し、厚鋼板１ａの表面が降伏して残留応力が一旦取り除か
れる。この時点で、厚鋼板１ａの表面の残留応力はほぼゼロになるが、板厚中央の幅方向
に不均一な分布の残留応力が残っている。
【００２８】
そして、厚鋼板 1ａの幅端部近傍が幅中央部より高くなるように加熱されたことにより、
板厚中央の幅方向に不均一な分布の残留応力をキャンセルする熱応力が新たに付与され、
厚鋼板１ａの幅方向の残留応力が一様化される。
【００２９】
この時、残留応力は軽減され幅方向に一様になるものの、ゼロになるわけではないから、
炉中で均一な温度に加熱する熱処理とは異なっており、残留応力を調整する処理というべ
きものである。
【００３０】
このように、この実施形態においては、急速加熱装置８によって厚鋼板１ａの幅端部近傍
の表面温度が幅中央部の表面温度より高くなるように厚鋼板１ａの表面を急速加熱するだ
けでよいので、従来技術のような熱処理炉を用いて厚鋼板１ａ全体の温度を均一に上げる
のに比較して、著しく短時間の加熱ですみ、生産性を阻害することがない。また、加熱す
るために投入する熱エネルギーも少なくてすみ、著しく経済的である。
【００３１】
なお、一般的に、急速加熱装置で厚鋼板を急速加熱すれば、厚鋼板の幅端部近傍の表面が
幅中央部の表面より加熱され易いが、特に、急速加熱装置８として高周波誘導加熱である
ソレノイド型誘導加熱装置を用いた場合、厚鋼板１ａの幅端部近傍の表面が幅中央部の表
面より強く加熱される特性が著しくなるので、厚鋼板１ａの幅端部近傍の表面温度が幅中
央部の表面温度より高くなるように加熱することが容易となる。
【００３２】
【実施例】
本発明に係る厚鋼板の製造方法を、厚さ３２ｍｍ、幅１ｍ、長さ８ｍの厚鋼板を対象に実
施した例について述べる。
【００３３】
この厚鋼板は、熱間圧延後、水冷によって加速冷却され、ホットレベラーにかけられた後
、室温まで放冷された厚鋼板を長さ８ｍに切断したものである。これを非処理材と呼ぶこ
とにする。
【００３４】
これに対し、上記の非処理材を周波数１５００Ｈｚ、出力７０００Ｋｗで長さ約１ｍのソ
レノイド型誘導加熱装置２台で計４秒間の急速加熱をして残留応力の調整を行ったものが
本発明例である。この場合、コイル内の加熱される面は約２ｍであり、単位面積あたりの
発熱量はコイルの効率を７０％として約２５０Ｗ /ｃｍ 2である。
【００３５】
また、従来技術のように、上記の非処理材をバッチ炉によって６５０℃で１時間３０分の
熱処理を行ったものを従来例とした。
【００３６】
なお、本発明例と従来例の加熱方法の比較を表１に示す。
【００３７】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
【００３８】
上記の非処理材と本発明例と従来例について、幅方向の残留応力分布を調べた結果を図２
に示す。非処理材では、図２（ａ）に示すように、幅方向に不均一な残留応力分布を有し
ているのに対して、本発明例は、図２（ｂ）に示すように、幅方向になだらかな残留応力
分布になっている。なお、従来例では、図２（ｃ）に示すように残留応力は完全に除去さ
れている。
【００３９】
そして、これらの厚鋼板を２００ｍｍに条切りした結果を表２に示す。非処理材では、８
ｍで８０ｍｍの曲がりという大きな条切り歪量が発生している対して、本発明例では従来
例と同様にほとんど条切り歪が生じていない。
【００４０】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４１】
このように、本発明例では、加熱に要する時間が従来例の約１０００分の１程度であって
も、従来例と同様に条切り歪の発生を防止することができている。
【００４２】
次に、ホットレベラー後のソレノイド型誘導加熱装置による急速加熱の好適な条件につい
て検討した結果を述べる。
【００４３】
熱間圧延後、水冷によって加速冷却され、ホットレベラーをかけられた後、室温まで放冷
された厚さ４０ｍｍ、幅７００ｍｍ、長さ５ｍの厚鋼板を試験材とした。そして、試験材
を所定の温度まで均一加熱を行い、その温度を初期温度として、１０００Ｈｚで、３００
Ｗ／ｃｍ 2のソレノイド型誘導加熱装置を用いて試験材を急速加熱した。急速加熱は幅中
央部の表面温度が６５０℃に達するように加熱時間を調整した。その後、試験材を室温ま
で空冷して条切りし、生じた曲がり量すなわち条切り歪量を測定した。
【００４４】
ここで、急速加熱における試験材の温度変化について、その一例を図３（ａ）に示す。急
速加熱によって表面温度は急速に上昇した後、急速加熱が終了し放冷に移ると急激に低下
する。一方、内部温度は徐々に上昇していく。そして、急速加熱終了後数秒経過すると、
表面温度と内部温度がほぼ同一温度となり、表面温度が安定する。そこで、急速加熱が終
了し放冷に移る時点での表面温度を「加熱直後の表面温度」と呼び、急速加熱終了後数秒
経過して表面温度が安定した時の表面温度を「加熱後の表面温度」と呼ぶことにする。
【００４５】
また、加熱後の表面温度の幅方向分布について、その一例を図３（ｂ）に示す。急速加熱
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によって、幅端部が幅中央部に比べて高い温度分布になるが、板厚によって高温になる部
分の幅が異なるため、幅最端部から板厚分だけ幅方向の内側に入った部分までの領域での
最高温度と最低温度の差をもって評価することにし、これを端部温度差と呼ぶことにした
。
【００４６】
上記の結果を表３に示す。なお、表３における加熱直後の表面温度及び加熱後の表面温度
は、共に幅中央部の値である。
【００４７】
そして、表３における端部温度差と条切り歪量との関係をプロットしたものを図４（ａ）
に、端部温度差と加熱後の表面温度との関係をプロットしたものを図４（ｂ）に示してい
る。
【００４８】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４９】
この結果、試験材の表面を急速加熱しながら端部温度差を与えることによって、条切り歪
量が減少していることが分かるが、特に、試験材１～４のように端部温度差が４０℃以上
になると条切り歪量が非常に小さくなっている。したがって、条切り歪量の発生を防止す
るには、端部温度差が４０℃以上になるように急速加熱することが望ましいことを示して
いる。
【００５０】
なお、表３において、試験材５、６のように初期温度が比較的高温から急速加熱を行った
場合、試験材５に比べて端部温度差が小さい試験材６の方が条切り歪量が少なくなってい
るが、これは、試験材６全体が高温になったために、焼鈍による効果が加わったものと考
えられる。
【００５１】
そして、端部温度差が４０℃以上になるように急速加熱した場合でも、急速加熱のエネル
ギー密度によって条切り歪量が異なってくる。
【００５２】
図５（ａ）は、端部温度差が４０℃以上になるように急速加熱する際の熱エネルギー密度
、すなわち、ソレノイド型誘導加熱装置の発熱量と条切り歪量の関係を示したものである
。これによると、条切り歪量を低減するには、１００Ｗ /ｃｍ 2以上の発熱量で加熱するこ
とが好ましいことを示している。なお、発熱量を５０Ｗ /ｃｍ 2以下に抑えた場合は、加熱
時間が長くなるために試験材全体の温度が高くなる効果によって条切り歪量が多少減少す
るが、急速加熱処理で費やすトータルの熱エネルギー量すなわち電力量は、図５（ｂ）に
示すように、発熱量が３４０Ｗ /ｃｍ 2の場合に比べて２倍以上になり、極めて不経済であ
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る。
【００５３】
このことは、急速加熱の熱エネルギー密度の違いによって、加熱直後の試験材の表面と板
厚内部の温度差が変化することが影響している。ソレノイド型誘導加熱装置の発熱量と、
加熱直後の試験材の表面と板厚内部の温度差との関係を求めたものを図６に示すが、好ま
しい発熱量である１００Ｗ /ｃｍ 2以上の発熱量においては、加熱直後の試験材の表面と板
厚内部の温度差は２００℃以上にも達している。この温度差が、試験材の表面を板厚内部
に比べて大きく熱膨張させ、試験材の表面を降伏させて、条切り歪量の低減に寄与するこ
とになる。
【００５４】
ただし、この場合に厚鋼板の表面温度を上げ過ぎると厚鋼板の材質に悪影響を及ぼすので
、厚鋼板の熱処理温度の上限である６８０℃から２００℃低い４８０℃以下で急速加熱を
開始する必要がある。
【００５５】
この意味では、ホットレベラー後の厚鋼板の温度が４８０℃を越えている場合には、ホッ
トレベラーから離れた位置に急速加熱装置があれば、厚鋼板を搬送し放置することで４８
０℃以下になってから加熱することができる。急速加熱装置とホットレベラーが近接して
いる場合は、ライン上で空冷によって冷却するかあるいは冷却床に仮置きして冷却するこ
とで４８０℃以下にすればよい。
【００５６】
ホットレベラー後の厚鋼板の温度が４８０℃以下であれば、急速加熱装置はどこに設置し
てもかまわないが、最小のエネルギーで表面温度を上げるためにはホットレベラーに近接
して設置することが望ましい。通常の厚鋼板の圧延ラインは１２０ｍｐｍ程度で搬送でき
るから４０ｍｍ厚の厚鋼板の温度が１０℃以上低下しないようにするには、ホットレベラ
ーから５０ｍ以内にあればよいが、急速加熱時に速度が低下して後部の温度が下がること
や８ｍｍ程度の厚さの冷えやすい厚鋼板の場合には１０ｍ以内で急速加熱を開始できるこ
とが望ましい。
【００５７】
また、１００Ｗ /ｃｍ 2以上の発熱量で急速加熱する場合でも、図７（ｂ）に示すように、
加熱と放冷を繰り返すような複数回の加熱を行うと、加熱と加熱の間に板厚方向の温度差
ΔＴが減少し、平均温度の上昇量ΔＴ aveも大きくなって必要な熱エネルギーが増加する
。また、幅端部が幅中央部に比べて高温になる加熱を繰り返すことになり、幅端部が高温
になり過ぎて、異常組織になる危険性がある。したがって、図７（ａ）に示すように、途
中に放冷を含まない一回の加熱で行う方が望ましい。
【００５８】
以上のことを設備的に実現するには、急速加熱装置としては、高周波誘導加熱であるソレ
ノイド型誘導加熱装置が好適であり、広い板厚に対応するため、その周波数は５０～５０
００Ｈｚの範囲にあることが望ましい。また、厚鋼板の圧延ピッチは２分程度であるから
板厚４０ｍｍの厚鋼板を２分以内に適切に急速加熱するためには、コイル長が５００ｍｍ
以上である必要がある。
【００５９】
ちなみに、通常の圧延ラインでは、ホットレベラーが備えられているので、本発明を実現
するには、急速加熱装置を設置すればよい。しかし、必ずしもホットレベラーの下流側に
設置できるとは限らないので、ホットレベラーと水冷装置の間に退避可能とした急速加熱
装置を設けて、ホットレベラーをかけた後に厚鋼板を逆送して加熱してもよい。　その際
には、図８のように、現処理材Ａと次処理材Ｂとが衝突しないような位置に急速加熱装置
８を設置するか、次処理材Ｂを一旦ラインの横に出すなどのバッファ装置を設置してもよ
い。
【００６０】
なお、板厚が１０ｍｍを下回るような厚鋼板については、急速加熱装置だけでは、幅端部
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と幅中央部が所望の温度差を生じるように急速加熱することが難しい場合があり、その際
には急速加熱装置に加えて補助的に幅端部を加熱する補助加熱装置を付置して、所望の条
件を実現すればよい。
【００６１】
また、板厚が厚い場合は、急速加熱によって幅端部の温度が上がり過ぎて問題となる場合
があるので、その際には急速加熱装置に加えて補助的に幅端部を冷却できる補助冷却装置
を付置して、幅端部の温度を下げてもよい。
【００６２】
【発明の効果】
本発明によれば、熱間加工後に水冷を施された厚鋼板を、ホットレベラーによって矯正し
た後、厚鋼板の幅端部の表面温度が幅中央部より高くなるように厚鋼板の表面を急速加熱
することで、厚鋼板の幅方向の残留応力分布を一様な分布に調整するので、条切り歪等の
形状不良の生じない厚鋼板を、生産性を阻害すること無く効率的に製造することのできる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態の説明する図である。
【図２】幅方向の残留応力分布を示す図である。
【図３】急速加熱における温度履歴及び温度分布を説明する図である。
【図４】端部温度差と歪量の関係及び端部温度差と加熱後表面温度の関係を示す図である
。
【図５】発熱量と歪量の関係及び発熱量と必要電力量の関係を示す図である。
【図６】発熱量と板厚方向の温度差の関係を示す図である。
【図７】加熱を一回で行った場合と複数回に分けた場合の温度履歴の比較図である。
【図８】本発明の他の実施形態を説明する図である。
【図９】従来技術を説明する図である。
【符号の説明】
１　スラブ
１ａ　厚鋼板
２　加熱炉
３　粗圧延機
４　仕上圧延機
５　水冷装置
６　ホットレベラー
７　熱処理炉
８　急速加熱装置
９　補助加熱・冷却装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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