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第-章 序 論

1-1 珪素鋼板研究の歴史的背景

1900年に英国で BaJTet等[1]によって､鉄(Fe)に珪素(si)を加えると材料の固

有抵抗率が増加するため､材料の磁気損失は減少することが発見された｡そ

して現在に至っても､この磁性材料は珪素銅板として広く知られている｡珪

素銅板は 20世紀初頭に変圧器の鉄心材料として使われるようになって以来､

今日までおよそ 100年の間､発電機､回転機､変圧器などの電力機器用鉄心

材料として最も広く用いられている｡

鉄心を有する電気機器の効率を低下させる要素の一つは､鉄心材料の中で

熱エネルギーとして失われる鉄損がある｡この鉄損には磁化過程中に本質的

に含まれるヒステリシス損失と､電磁誘導に基づく渦電流損失が含まれる｡

電気機器の励磁巻線は必ず有限の固有抵抗率を持っているため､銅損は原理

上避けられない損失であるが､鉄心の透磁率を向上させることにより､励磁

電流を減 らすことで低減させることが可能となる｡一方､鉄損は鉄心材料の

透磁率や使用磁束密度を高くし､保磁力を低減することによって磁気特性を

向上させることで減少させることが可能である｡電気機器の小形軽量化､高

効率化を実現するためには､鉄心材料の高磁束密度化かつ低鉄損化が極めて

重要な課題である【2,3]｡

一般によく用いられている珪素銅板は方向性珪素鋼板と無方向性珪素鋼板

の二種類に分けられる｡これらは､各種電力用機器の鉄心の構造や､用途に

応じて選択して用いられる｡

方向性珪素鋼板はその結晶組織から一方向性と二方向性珪素鋼板に分けら

れる｡方向性珪素銅板は銅板面内の一方向あるいは二方向に磁化容易軸を持
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っているため､主に大型発電機､変圧器などの電気機器の鉄心材料として使

用されている｡一方向性珪素銅板は銅板面内に高集積度のいわゆる Goss組織

を持っていて､圧延方向が磁化容易方向と一致する｡その直角方向は磁化困

難方向となるので､磁束が圧延方向に流れるような鉄心構造にする必要があ

る｡すなわち､構成された鉄心の組み重ねなどの加工手続が不可欠であるが､

大型変圧器などにおいて目覚しい低損失化を実現できることから､以下に示

す多くの研究がなされている｡

珪素銅板生産の初期の段階では､珪素含有量 3%(叫%)以下の珪素鉄合金を

熱間圧延することによって生産された｡1934年､3%珪素鉄合金の冷間圧延と

熱処理の組み合わせから､(110)【001滴 集積度のGoss組織を発明したことより

[4]､一方向性珪素銅板の鉄損値は飛躍的に低減された.その後､(110)[001]集

合組織の配向度を高めることや､板厚をできるだけ薄くすること及び磁区細

分化技術によって､渦電流損失を低く抑える研究が進められてきた[5-8]｡1964

年 Taguchi等が高品位の 3%珪素銅板(和一B銅板)を開発したことにより飛躍

的に鉄損の低減化が実現された【9-11]｡一方向性珪素銅板の製造技術に長足の

進歩がもたらされた結果､大型電気機器の鉄心材料の磁気特性は著 しく改善

された｡

磁化容易方向である[001]と【010】結晶軸を鋼板面内に同時に有する二方向性

珪素鋼板の製造法は 1957年にAssmus等により発表された【12]｡二方向性珪素

鋼板は(100)[001]組織を持つことから､矩形の鉄心の角で磁束が向きを変える

場合に無理が無く､そのため二方向性珪素鋼板を開発することにより､大形

変圧器などの機器の特性向上が期待され[13-16】､1960年代にかけて様々なグ

ループで研究開発が進められたが【17-22】､製造法が複雑な割に得られる多結

晶の方位集積度が低く､また､一方向性珪素鋼板に比べ渦電流損失が大きい

ために応用面での展開が進まず､一部特殊用途向けに少量生産されている.

しかし､電気機器の高磁束密度化の要求に応えるために近年二方向性珪素鋼

.2.
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板について検討が再開されている[23-27]が､渦電流損失が大きいことから小

形回転機などの機器には不向きである｡

ところで､交流用小形回転機や小形変圧器などの電気機器では､鉄心内で

回転磁束が生ずる｡回転磁束下において無方向性珪素銅板は方向性珪素銅板

より損失が低くなる[2829]ことから､回転機の鉄心材料としては方向性珪素

鋼板があまり用られず【30]､無方向性珪素銅板が多用されている｡無方向性珪

素鋼板は方向性珪素鋼板と同様に多結晶であるが､方向性珪素銅板 と比べ結

晶粒径がかなり小さく､結晶組織の配向もほぼ無配向となっており､鋼板面

内のいずれの方向にも同じ程度の磁気特性を示す｡また､加工し易い打ち抜

きの鉄心材料として最も適当であることが知られている｡

日本において無方向性珪素銅板の生産が始められたのは､1924年の熱延珪

素鋼板からである【31】｡珪素鋼板の性質は種々の条件によって決まり､珪素鋼

板の成分としては珪素が主であるが､これ以外に C､Mh P､S､Al､N など

の元素がある含有量以上になると､珪素銅板の材質に磁気的並びに機械的特

性は劣化する[31]｡生産の初期には､銅板中の珪素含有量の定量と他の元素の

除去がうまく制御できなかったため､磁気損失がwl｡′5｡ - 1.30W耽g程度の低

級無方向性珪素鋼板の製造しかできなかった[31]｡1951年 Amcoの技術を導

入して問題が解決し､磁気損失がW.｡′5｡-0.9WA(g程度の無方向性珪素鋼板が

生産された[31]｡1958年冷間圧延技術の進歩により無方向性珪素鋼板の磁気

損失はさらに低下された[31]｡近年の省エネルギー､環境問題などの要求に応

じるため､電気機器の小形軽量化､高効率化を実現することが､その問題解

決の一方法と考えられる｡無方向性珪素銅板の磁気特性の改善が更に進めら

れており､結晶組織と鉄損の関係が明らかとされ【32]､また､積層法や設計法

の改善による高効率化や応用の試みがなされたり【33,34]､鉄損の理論解析か

ら鉄心材料の有効な利用の方法が提案されてきている[35]｡無方向性珪素鋼板

の磁気特性改善の研究は精力的に続けられて来たが､無方向性珪素鋼板の高

-3-
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磁束密度化(現在最も高い材料でB8- 1.58T)の課題はまだ解決していない｡即

ち､試料面内で(100)面を多く有する小 さい結晶粒がランダムに分布する

(loo)[Ovw】無方向性珪素鋼板は未だ開発されていない｡

珪素銅板において､珪素含有量が鋼板の磁気特性と機械特性に大きく影響

することが一般に知られている[30】｡珪素銅板の珪素含有量が増加すると､銅

板の抵抗率(p)が高くなり､渦電流損失が減少し､全損失が減少することとな

る｡ しかし､珪素銅板の飽和磁束密度(Bs)は珪素含有量が増加するにつれて低

下していく｡無方向性珪素鋼板の飽和磁束密度(Bs)と珪素含有量の関係が次の

式で表すことができる[28】｡

Bs-2･16-0.048XSi% (1-1)

ここで､2･16は純鉄の飽和磁束密度(T)である｡Si%は銅板の珪素含有量(wt%)

である｡式(日 )から明らかなように珪素含有量が増加するとき､飽和磁束密

度が低下することとなり､これは無方向性珪素鋼板の高磁束密度化に対して

望ましくないことである｡

無方向性珪素鋼板は電気機器の鉄心材料として用いられる時､鋼板材料の

加工性と高磁束密度が要求される｡珪素含有量を増や していくと､鋼板は脆

くなり､珪素含有量が 3.5%を越えると､冷間圧延が困難になるので､現在工

業的には 3.5%珪素以下の鋼板が生産されている【36-38]｡ ところが､4-6.5%

の珪素を含有 した､いわゆる高珪素銅板に対する研究が今でも続けているが

[39,40】､打ち抜き性をはじめとして量産に耐え得る機械的特性は不十分であ

り､用途が限られ､あまり大量には用いられていないのが現状である｡また､

金属相の影響から考えると､Si以外の不純物がほとんど含まれない純度の高

い珪素鋼板では珪素の含有量が 2.5%以上ではγ相が存在せず､一般に良好な

磁気特性が得られる｡以上のことから現在では､3%の Siを含有する珪素鋼板

について最高グレー ドのものが得られている｡

現在工業的に使用されている無方向性珪素鋼板は､用途に応 じて使い分け

_4.
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られ､0.6-3.5wt%の珪素量を含有し､0.1-0.5mmの厚さの製品が生産されて

いる｡その中で最も磁束密度の高い材料で 800A/m の磁界印加時における磁

束密度がB8-1.58T程度で､50Hzで 1.5Tのときの損失はW 15/5.-2･50Wn'g

程度である｡この特性は理想的な[100]磁化容易軸を鋼板面内でランダムに分

布する(100)キューブ組織の無方向性珪素鋼板 (計算上で B8 - 1･80T)に比べ

て低く､高磁束密度化を行 う余地が未だ残されている｡以上のことから､高

磁束密度でかつ低磁気損失を有する無方向性珪素鋼板を開発することができ

れば､回転機の小形軽量化､高効率化の要求に応 じられると考えられる｡

-5-
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1-2 本研究の目的

無方向性珪素鋼板は現在､回転機や変圧器などの電気機器の鉄心磁性材料

として最も大量に使用されている｡その電気機器の小形軽量化､高効率化を

実現するためには､電気機器鉄心材料の高磁束密度 ･低損失化が最も重要な

課題である｡

現在工業的に使用されている無方向性珪素銅板は､用途に応 じて使い分け

られ､0.6-3.5wt%の珪素量を含有し､0.1-0.5mmの厚さの製品が販売されて
I

いる｡前節で述べた様に､最も磁束密度の高い材料で 800A/m の磁界印加時

における磁束密度がB8-1.58T程度で､50Hzで 1.5Tのときの損失はW 15/50-

2.50WA(g程度であり､理想的な(100)面を持つ鋼板面内でランダムに分布する

無方向性珪素鋼板 (計算上で Bs- 1.80T)に比べ､高磁束密度化の改善の余

地がまだ残されていると思われる｡高磁束密度でかつ低磁気損失を有する無

方向性珪素鋼板を開発することができれば､回転機の小形軽量化や高効率運

転が可能となる[3,32]｡

本研究では､厚さo･5mm の3%無方向性珪素鋼板(50H290‥B8-1.46T,W 15/5.

- 2.61W化g)を様々な冷間圧延方式により薄板化した試料を､比較的取 り扱い

が容易で経済的にも安価な不活性ガスであるアルゴン(A弓ガス雰囲気中で焼鈍

を行った｡実験で導いた最適な焼鈍条件で 3%無方向性珪素銅板を焼鈍するこ

とによって､[100】磁化容易軸を鋼板面内でランダムに分布する小さい結晶粒

の(100)キューブ組織を構成させる高磁束密度かつ低磁気損失の無方向性珪素

銅板を実現することを目的としている｡

-6-
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第二章 実験方法

2-1 焼鈍装置と焼鈍法

本実験では､比較的取 り扱いが容易で経済的にも安価である不活性のアル

ゴン(Ar)ガス雰囲気中で焼鈍を行った｡実験で使用したアルゴンガスの純度は

99･999%以上(残留ガス :0 2<0.2ppm､CO2<1.Oppm､CH4< 1.0ppm)のものを

用いた｡

焼鈍装置の概略図をFig.2-1に示す｡同図に示すように焼鈍炉の中に内径 25

mmの透明石英管を入れ､その中心部に 120mmXIOmmのアルミナ板で挟ん

で試料を配置した｡アル ミナ板で挟む理由は､試料が波打たず滑らかな平板

になるように工夫したものである｡その装置の概略図をFig.2-2に示す｡

焼鈍装置は赤外線集中加熱炉 (真空理工株式会社 :RHL-E2160P型)を用

いた.炉内の温度は白金一白金 13%ロジウム(n-13%Rh･Pt)を用いて測定し

た｡測定された温度と設定温度の差より､炉内の温度をpID (P:比例帯設定値､

Ⅰ:積分時間設定値､D:微分時間設定値)制御装置 (真空理工株式会社 :プログ

ラム温度コントローラ TPC-1000シリーズ)によって制御 した｡ここで温度

は設定温度の±3℃以下の精度で制御されている｡

試料の焼鈍は次の手順で行った｡真空ポンプ (真空機工株式会社製 :vpc

-050型)で管内の真空度を 1×10J Torr- 1×10-5Torrにした後､アルゴン

ガスで管内を満たした後に再び 1×104Torr- 1×10-5Torrまで真空引きする

操作を三､四回繰 り返して､管内の空気とArガスを完全に置換した後､大気

圧のArガスを管内に封じ込めた状態で焼鈍を行った｡

冷却に際しては 200℃になるまで制御 した｡管内の温度が 200℃となった時

点で､焼鈍炉の露結を防ぐ目的で水冷を止め､常温まで自然冷却させた｡
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Fig.2-1 Schematic design of the annealing apparatus.
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