
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円形鋳型により連続鋳造中の鋳片に、鋳片の凝固完了点近傍に設置した一対のロールに
より圧下を加え、続いて切断して丸ビレットとし、マンネスマン穿孔法により継目無鋼管
製造用の素管を製造する方法において、前記一対のロールにカリバー底の開き角δが、７
０°≦δ≦ である鞍型ロールを用い

ことを特徴とする継目無鋼管製造用連続鋳造鋳片の製造方法。
　

【請求項２】
　円形鋳型により連続鋳造中の鋳片に、鋳片の凝固完了点近傍に設置した一対のロールに
より圧下を加え、続いて切断して丸ビレットとし、マンネスマン穿孔法により継目無鋼管
製造用の素管を製造する方法において、前記一対のロールの一方に平ロールを、他の一方
のロールにカリバー底の開き角δが、１００°≦δ≦１４０°である鞍型ロールを用いる
ことを特徴とする継目無鋼管製造用連続鋳造鋳片の製造方法。
【請求項３】
　

連続鋳造中の鋳片の軸心部の固相率ｆｓが０．３≦ｆｓ≦１の状態で、鋳片
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１１０° 、偏平率εが５％以下の丸ビレットを製造す
る

ただし、偏平率ε（％）＝｛１－（鋳片のある断面中での最短径部長さ）／（同一断面
中の最長径部長さ）｝×１００である。

円形鋳型により連続鋳造中の鋳片に、一対のロールにより圧下を加え、続いて切断して
丸ビレットとし、マンネスマン穿孔法により継目無鋼管製造用の素管を製造する方法にお
いて、前記一対のロールにカリバー底の開き角δが、７０°≦δ≦１１５°である鞍型ロ
ールを用い、



に体積減少率が、０．１～ ％の範囲内の圧下を加え、
継目無鋼管製造用連続鋳造鋳片の製造方法。

　ただし、体積減少率＝（ビレットＣ断面の面積減少率）×（鋳造速度）

【請求項４】
　

連続鋳造中の鋳片の軸心部の固相
率ｆｓが０．３≦ｆｓ≦１の状態で、鋳片に体積減少率が、０．１～５％の範囲内の圧下
を加えることを特徴とす 目無鋼管製造用連続鋳造鋳片の製造方法。
　ただし、体積減少率＝（ビレットＣ断面の面積減少率）×（鋳造速度）
【請求項５】
　鋳片が、Ｃｒ含有量が０．５重量％を超える難加工性の継目無鋼管製造用の高Ｃｒ含有
鋼であることを特徴とする、請求項１～請求項４のいずれかに記載の継目無鋼管製造用連
続鋳造鋳片の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、その連続鋳造（以後、単に鋳造と記す。）ままの鋳片の内部品質が、継目無鋼
管用素材としては問題のある炭素量の多い炭素鋼や、合金鋼等の丸ビレット（以後、単に
ビレットと記す。）、および、従来は、鋳造ままの状態では熱間加工性（以後、単に加工
性と記す。）が悪く、継目無鋼管用素材としては使用できなかった、Ｃｒ含有鋼のビレッ
トの内部品質の改善方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
継目無鋼管は一般的には、ビレットを用いてマンネスマン穿孔法等により中空の素管とし
、その後にエロンゲータ、プラグミルまたはマンドレルミル等の圧延機により延伸し、最
終的にはサイザーやストレッチレデューサにより定径化する工程を経て製品とされる。
【０００３】
この継目無鋼管製造用のビレットには、低炭素鋼の様に比較的簡単に鋳造可能な鋼種の場
合は、鋳造ままのものを用いる。しかし、ステンレス鋼等の加工性の劣るＣｒ含有鋼種の
場合は、鋳造ままのビレットを用いると、マンネスマン穿孔時に素管の内面に疵が発生す
ることが多い。
【０００４】
Ｃｒ含有鋼の加工性が劣る主な原因は、Ｃｒ量の増加により、鋳造時に偏析やポロシティ
が発生しやすくなり、内質が劣った鋳片になるためである。加工性に特に大きな影響を与
えるポロシティは、鋳片の最終凝固時に発生する空隙に、粘度が高い等の理由により溶鋼
が供給され難いことにより、発生する。
【０００５】
図１４は、溶鋼中のＣｒ量と溶鋼の粘度との関係を示したものであるが、溶鋼中のＣｒ量
が増すにしたがって、溶鋼の粘度が増すこと、および、Ｃｒ量が１３％前後で粘度がピー
クを示すことがわかる。
【０００６】
図１５は、Ｃｒ量の少ない範囲での、溶鋼中のＣｒ量と粘度との関係を示したものである
が、Ｃｒ量が０．５％を越えると粘度の上昇が顕著になることがわかる。
【０００７】
上記の様な欠陥を含むビレットを用いて、過酷な加工方法であるマンネスマン穿孔を行な
うと、素管の内面には、ポロシティや偏析に起因した疵が発生する。このため、Ｃｒを含
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５ 偏平率εが５％以下の丸ビレット
を製造することを特徴とする

で、偏平率ε（
％）＝｛１－（鋳片のある断面中での最短径部長さ）／（同一断面中の最長径部長さ）｝
×１００である。

円形鋳型により連続鋳造中の鋳片に、一対のロールにより圧下を加え、続いて切断して
丸ビレットとし、マンネスマン穿孔法により継目無鋼管製造用の素管を製造する方法にお
いて、前記一対のロールの一方に平ロールを、他の一方のロールにカリバー底の開き角δ
が、１００°≦δ≦１４０°である鞍型ロールを用い、

る継
である。



有する鋼種においては、内部品質を向上させるための圧延を行なったビレットを用いるこ
とが必須とされてきた。
【０００８】
つまり、鋳造ままのビレットを用いて製管を行うと、内面疵の発生が懸念される場合には
、鋳片を分塊圧延してポロシティを機械的に圧着させ、内部品質の優れたビレットを得る
ことで、この問題を回避していた。
【０００９】
例えば、特開平６１－１４０３０１号公報には、Ｃｒ含有鋼の大断面のブルームを鋳造し
、加熱後に分塊圧延等により矩形断面の鋼片とし、さらに小断面のビレットを製造する技
術が示されている。
【００１０】
しかしながら、鋳造後に切断して加工を行う場合は、圧延後の鋼片の端面が凹凸のある形
状となるため、ビレットにするためには、端面の形状を整えるための切断工程が必要とな
る。また、発生するクロップを廃棄することになり、歩留が低下する。加工を行うための
再加熱も当然、製品コストを増大させる。したがって、経済性から見ると優れた解決策で
はない。
【００１１】
ビレットにする段階で圧延を行なわずに内質を向上させる手段としては、先ず、鋳造中の
電磁攪拌処理がある。ただし、広く実施されているこの処理の効果は、ポロシティの発生
を防止するほどは大きくない。
【００１２】
内質を向上させる他の手段として、鋳造中のインライン軽圧下法あるいは、大圧下法も比
較的広く採用されている。特公昭５９－１６８６２号公報や、特開平６３－１８３７６５
号公報に開示されている技術がこれにあたる。これらの技術は、スラブやブルームの内質
改善方法として良く知られており、ポロシティの消滅や、偏析の低減化が可能である。鋳
造中あるいは直後に加工を加えるため再加熱が不要であり、結果的に製造コストも低減で
きる技術である。
【００１３】
しかし、丸鋳片に対して、例えば、板状鋳片の圧下に用いる様な、鋳片の移送方向に対し
ての垂直断面が矩形である、平型のロールにより圧下を加えると、ロールに接触した部分
は平面化し、他方、ロールに接触していない部分は膨らみ、ビレットの断面形状は偏平化
し、さらには角形に近づく。
【００１４】
断面形状が角形に近づくと、ビレットの回転を利用するマンネスマン穿孔時の、噛み込み
が不安定となるなどの操業上の問題が発生する。また、マンネスマン穿孔後の素管、およ
び最終製品である継目無鋼管の、管軸方向に対しての垂直断面内（以後、Ｃ断面とする。
）の肉厚変動（偏肉）が大きくなる。
【００１５】
この問題に対し、特開平７－１０８３５８号公報には、楕円形鋳型により断面形状が楕円
形の鋳片を得て、それを、ラウンド孔型ロールにより長径方向に圧下し、真円断面のビレ
ットを得る技術が示されている。この方法は圧下後の形状の問題は解決しているが、鋳造
時の湯流れが真円断面鋳型を用いた場合に比較して不均一になり、それに起因する湯面変
動やパウダーの巻き込みが、新たな欠陥の原因になる。また、必要な圧下量に対応して鋳
型を数多く準備する必要があること、内部品質に問題の無い鋼種の場合も圧下をかけるこ
とになりコストが上昇すること等の問題もあり、やはり有効な解決策ではない。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
以上に述べた様に、加工性の劣る鋼、特にＣｒ含有鋼においては、鋳造ままのビレットの
ポロシティ等の問題を、ビレットの形状を大きく劣化させることなく、有効、かつ、経済
的に解決する方法は皆無の状態である。電磁撹拌処理は、それ単独では、ビレットの中心
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部におけるポロシティの発生の防止効果は小さい。また、鋳造中の鋳片に圧下を加え内質
改善を行う方法では、圧下により断面形状が偏平化し、マンネスマン穿孔時の噛み込みが
不安定になり、また、得られる素管には偏肉が発生する等の問題がある。
【００１７】
楕円形の鋳片は欠陥が多く、また、能率も下がり、経済性も低い。鋳片を切断後に再加熱
し、穿孔前圧延を行なう方法の場合は、得られる素管は問題のないものであるが、製造能
率が低く、また経済的でもない。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記した問題を 丸鋳片の鋳造時に鋳片の内部
品質を向上させる圧下を、比較的簡単で安価な設備を用い、ビレットの形状を大きく劣化
させることなく、能率的に、また、経済的に行うものである。本発明によって得られるビ
レットでは、ポロシティ等が大きく減少しており、それを用いてマンネスマン穿孔して得
られた素管は、Ｃｒ含有鋼の場合も内面疵は少ない。また、ビレットの形状は従来の軽圧
下法、あるいは大圧下法に比較して格段に優れており、そのため、本発明により製造した
ビレットを用いて、マンネスマン穿孔を行なう場合は、穿孔時の安定性が優れており、ま
た、素管の形状も良好であり、偏肉率も小さい。
【００１９】
　第１発明は、円形鋳型により連続鋳造中の鋳片に、鋳片の凝固完了点近傍に設置した一
対のロールにより圧下を加え、続いて切断して丸ビレットとし、マンネスマン穿孔法によ
り継目無鋼管製造用の素管を製造する方法において、前記一対のロールにカリバー底の開
き角δが、７０°≦δ≦ である鞍型ロールを用い

継目無鋼管製造用連続鋳造鋳片の製造方法である。

【００２０】
また、第２発明は、
円形鋳型により連続鋳造中の鋳片に、鋳片の凝固完了点近傍に設置した一対のロールによ
り圧下を加え、続いて切断して丸ビレットとし、マンネスマン穿孔法により継目無鋼管製
造用の素管を製造する方法において、前記一対のロールの一方に平ロールを、他の一方の
ロールにカリバー底の開き角δが、
１００°≦δ≦１４０°
である鞍型ロールを用いる継目無鋼管製造用連続鋳造鋳片の製造方法である。
【００２１】
　第３発明は、

連続鋳造中の鋳片の軸心部の固相率ｆｓが０．３≦ｆｓ≦１の
状態で、鋳片に体積減少率が、０．１～ ％の範囲内の圧下を加え、

継目無鋼管製造用連続鋳造鋳片の製造方法であ
る。ただし、体積減少率＝（ビレットＣ断面の面積減少率）×（鋳造速度）

【００２２】
　第４発明は、

連続鋳造中の鋳片の
軸心部の固相率ｆｓが０．３≦ｆｓ≦１の状態で、鋳片に体積減少率が、０．１～５％の
範囲内の圧下を加える継目無鋼管製造用連続鋳造鋳片の製造方法である。ただし、体積減
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解決するためになされたもので、

１１０° 、偏平率εが５％以下の丸ビレ
ットを製造することを特徴とする ただ
し、偏平率ε（％）＝｛１－（鋳片のある断面中での最短径部長さ）／（同一断面中の最
長径部長さ）｝×１００である。

円形鋳型により連続鋳造中の鋳片に、一対のロールにより圧下を加え、続
いて切断して丸ビレットとし、マンネスマン穿孔法により継目無鋼管製造用の素管を製造
する方法において、前記一対のロールにカリバー底の開き角δが、７０°≦δ≦１１５°
である鞍型ロールを用い、

５ 偏平率εが５％以下
の丸ビレットを製造することを特徴とする

で、偏平率ε
（％）＝｛１－（鋳片のある断面中での最短径部長さ）／（同一断面中の最長径部長さ）
｝×１００である。

円形鋳型により連続鋳造中の鋳片に、一対のロールにより圧下を加え、続
いて切断して丸ビレットとし、マンネスマン穿孔法により継目無鋼管製造用の素管を製造
する方法において、前記一対のロールの一方に平ロールを、他の一方のロールにカリバー
底の開き角δが、１００°≦δ≦１４０°である鞍型ロールを用い、



少率＝（ビレットＣ断面の面積減少率）×（鋳造速度）
【００２３】
また、第５発明は、
第１～第４の発明のいずれかにおいて、鋳片が、Ｃｒ含有量が０．５重量％を超える難加
工性の継目無鋼管製造用の高Ｃｒ含有鋼である継目無鋼管製造用連続鋳造鋳片の製造方法
である。
【００２４】
本発明においては、丸鋳片の鋳造時に内部品質を向上させる圧下を加える。圧下を加える
手段には、１対の鞍型ロール（以後、鞍型ロールをＶロールと記す。また、１対の鞍型ロ
ールをＶＶロールと、平ロールをＦロールと、１対の平ロールとＶロールをＦＶロールと
、１対の平ロールをＦＦロールと記す。）または、ＦＶロールを用いる。
【００２５】
一方、または、両方のロールにＶロールを用いることにより、従来のＦＦロールを用いた
圧下に比較して、鋳片の偏平率ε（以後、εと記す。）を大きすることなく、効果的な圧
下を加えることができる。
【００２６】
これは、ＶＶロールや、ＦＶロールを使用することより、ロールと鋳片との接触点が少な
くとも３点以上になり、ロールが鋳片を拘束しやすくなるため、圧下量を大きくしてもε
は大きくならない。
【００２７】
また、その結果として、偏平化に起因するマンネスマン穿孔時の噛み込み不良等の問題や
、穿孔後の素管の偏肉の問題も、従来のＦＦロール圧下方式に比較して大幅に小さくなる
。
【００２８】
逆に、従来程度のεを許容する場合は、大きな圧下をかけることが可能であり、ビレット
の品質をより大きく改善でき、マンネスマン穿孔時の内面疵の発生が抑えられる。さらに
、圧下が鋳片の中心部に向かってかかるため、鋳片の中心部に圧縮応力場が形成されやす
くなり、圧下量あたりの鋳片の内部品質向上効果が大きい点も重要である。
【００２９】
ＶＶロールで圧下をかける場合の、カリバー底の開き角度δ（以後、δと記す。）は、圧
下を均一にかける上からは、９０°が最適である。ただし、９０°の上下の一定の範囲内
の場合は、εを大きく上げずに有効な圧下をかけることができる。その好ましい範囲は、
７０°≦δ≦１１５°
である。δが７０°未満か、または、１１５°を越える場合は、εが大きくなる。
【００３０】
ＦＶロールを用いる場合は、δは１２０°が最適であるが、同様に上下の一定の範囲内の
場合は、εを大きく上げずに有効な圧下をかけることができる。好ましい範囲は
１００°≦δ≦１４０°
である。
【００３１】
圧下は、鋳片の凝固が完了する以前に行なう必要がある。一方、凝固が余り進んでいない
状態で行なうと、その後の凝固過程で、ポロシティや偏析が発生するため好ましくない。
効果が大きく現れる鋳片の軸芯部の固相率ｆｓ（以後、ｆｓと記す．）の下限は、０．３
である。即ち、鋳片の軸芯部の３０％以上が固相の状態で、圧下を行なうことが好ましい
。この値以下の場合は、圧下後に若干のポロシティが発生し、また偏析も大きくなる。
【００３２】
ｆｓの上限値は１である。すなわち、完全に凝固した後も、凝固直後であれば圧下は有効
である。したがって、
０．３≦ｆｓ≦１
の状態で圧下を行なうことが好ましい。圧下量は、鋳片の体積減少率で判断する。
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【００３３】
体積減少率の定義は
体積減少率＝（ビレットＣ断面の面積減少率）×（鋳造速度）
である。
【００３４】
ＶＶロールで圧下する場合は、体積減少率が最大７％までは、εを大きく上げずに圧下を
行うことが可能である。一方、圧下による内面品質の向上効果、すなわち、マンネスマン
穿孔後の素管の内面疵の発生率は、体積減少率が０．１％以上で顕著となり、体積減少率
の増加と共に小さくなる。したがって、ＶＶロールによる圧下時の好ましい体積減少率の
範囲は、０．１～７％である。
【００３５】
ＦＶロールで圧下する場合は、体積減少率が最大５％までは、εを大きく上げずに圧下を
行うことが可能である。一方、圧下の内面品質の向上効果は、この場合も、体積減少率が
、０．１％以上で顕著となる。したがって、ＦＶロールによる圧下時の好ましい体積減少
率の範囲は、０．１～５％である。
【００３６】
上記の範囲内の体積減少率の圧下を、鋳片が上記のｆｓの状態において、ＶＶロール、ま
たはＦＶロールにより加えることにより、本発明の効果はより優れたものとなる。なお、
本発明は鋼種を問わず、鋳片の内質の向上に有効であるが、溶鋼の粘度が高く、鋳造中に
ポロシティや偏析が発生しやすい鋼種、すなわち、０．５％を越える量のＣｒを含有する
鋼に適用する場合に、特にその効果が著しい。
【００３７】
【発明の実施の形態】
図３は本発明の目的である、加工性の良い継目無鋼管製造用鋳片の製造の実施の形態を示
す概略図である。鋳型１に注入された溶鋼は鋳片２になる。なお、本発明の実施において
は、凝固中に電磁攪拌処理を行った。鋳片２は図示した様に、凝固しつつある状態で垂直
方向から水平方向に曲げられる。鋳片２の引抜き速度はピンチロール３により一定速度に
制御される。
【００３８】
本発明においては、ピンチロール３の下流側に、圧下ロール４を設置して鋳片に圧下を加
え、その内質を向上させる。図１は、圧下ロールの１形態であるＶＶロール４１により、
鋳片２を圧下している状態を示す概略図である。鋳片２はＶＶロール４１と、４点で接触
している。
【００３９】
また、図２は、圧下ロールの他の形態であるＦＶロール４２により、鋳片２を圧下してい
る状態を示す概略図である。鋳片２はＦＶロール４２と、３点で接触している。なお、４
３はＶロール、４４はＦロール、４５はＶロールのδである。
【００４０】
本発明は直径が３４０ｍｍ以下の鋳片に適用した場合に、その効果が特に顕著に認められ
る。鋳片の直径が３４０ｍｍを越える場合は、鋳造時の軸芯部の冷却速度が遅く、ポロシ
ティが生成しにくく、また、熱応力による軸芯割れも起こりにくいためである。
【００４１】
ＦＶロールにより、鋳片を圧下する場合は、Ｆロールのロール軸は固定型とし、Ｖロール
のロール軸を可変型とすると、鋳片の寸法が変化する場合に、鋳造設備周辺のパスライン
に関係する設備を調整する頻度が減少し、生産能率の低下を防ぐことができる。
【００４２】
なお、ＶＶロール４１、およびＦＶロール４２による圧下は、上記の例では、鋳片２を水
平方向に移送しつつ行なっているが、もちろん、鋳片２を垂直または、斜め方向に移送中
に圧下をかけることも可能である。
【００４３】
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【実施例】
図４は、ＶＶロールにより圧下を行なった実施例（１対のＶロールのδは同一であり、９
０°および１２０℃の２水準）、および、ＦＦロールを用いた比較例を、横軸は体積減少
率、縦軸は鋳片のεをとり示したものである。１３％Ｃｒ鋼であり、鋳片の外径は１７０
ｍｍである。（以後の図５～図１３も同じ）なお、εは、以下の式で定義した。
【００４４】
ε（％）＝｛１－（鋳片のある断面中での最短径部長さ）／（同一断面中の最長径部長さ
）｝×１００
【００４５】
ＦＦロールを用いた比較例は、体積減少率の増加に伴いεの増大が著しいが、実施例のε
の増加はいずれの場合も小さい。特に、δが９０°の場合のεは、比較例の１／３程度で
ある。
【００４６】
図５は、ＦＶロール（Ｖロールのδは、１２０°または１４０℃）により圧下を行なった
場合の実施例、および、ＦＦロールを用いた比較例を、横軸は体積減少率、縦軸は鋳片の
εをとり示したものである。実施例のεの増加はいずれの場合も小さい。特に、δが１２
０°のＶロールを用いることにより、ＦＦロールの場合に比較して、同一の体積減少率に
おけるεは１／２になっている。
【００４７】
図６は、ＶＶロールを用いた場合（１対のＶロールのδは同一）の、δとεとの関係を示
した図である。体積減少率は４～５％である。δが小さ過ぎたり、大き過ぎたりする場合
は当然εは大きくなる。なお、８０°≦δ≦１０５°の場合の、εは３％以下であり、δ
がこの範囲の場合は、圧下後の形状が特に良好なことがわかる。
【００４８】
図７は、ＦＶロールを用いた場合の、Ｖロールのδとεとの関係を示した図である。体積
減少率は４～５％である。δが小さ過ぎたり、大き過ぎたりする場合は当然εは大きくな
る。１１０°≦δ≦１３０°の場合のεは４％以下であり、δがこの範囲の場合は、圧下
後の形状が特に良好なことがわかる。
【００４９】
なお、上記の図４～図７の実施例および比較例は、いずれもｆｓ：０．５の状態で圧下を
加えたものであるが、εに対するｆｓの影響はほとんどない。すなわち、εは体積減少率
とδで決定される。
【００５０】
上記の図４～図７に示した条件で圧下して得られたビレット、および、ｆｓが異なった状
態で、圧下を行なった鋳片からのビレットを用いて、マンネスマン穿孔試験を行なった。
試験本数は同一条件下で１０本である。まず、マンネスマン穿孔後の素管の内面を調査し
て、疵の発生状態を調査した。
【００５１】
図８に、ＶＶロールにより、種々の体積減少率の圧下を行なった鋳片からのビレットの、
マンネスマン穿孔後の内面疵発生率を示す。圧下を行なっていない比較例の疵の発生率は
、１００％であった。０．１％以上、３％未満の体積減少率の圧下により、内面疵の発生
率は１０～４０％程度に低下した。
【００５２】
また、体積減少率：３％以上、５％未満の圧下により、内面疵の発生率は０～１０％程度
に低下した。５％以上の圧下を加えた場合は、疵の発生は認められなかった。したがって
、内面疵の発生防止の観点からは、効果が目立ち始める体積減少率の範囲は、０．１％以
上、好ましい範囲は３％以上、最適範囲は５％以上である。なお、ｆｓが、０．２と小さ
い場合は、やや、内面疵発生率は高くなる。ｆｓが、０．４と１の場合の差はない。
【００５３】
図９は、ＦＶロールにより、同様の圧下を行なった場合の試験結果である。ＶＶロールの
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場合と似た傾向を示しているが、ｆｓ、体積減少率が共に小さい場合の疵の発生率が、Ｖ
Ｖロールの場合と比較してやや高く、体積減少率が４～５％の範囲においても多少の差が
認められる。
【００５４】
図１０は、種々のｆｓの状態で、ＶＶロールおよびＦＶロールにより、圧下を行い、ビレ
ットとし、マンネスマン穿孔した場合の内面疵発生率を示したものである。体積減少率は
３％である。ｆｓが０．２の場合の内面疵発生率は２０％、ｆｓが０．４の場合は１０％
に低下する。０．５～０．８の範囲にある場合は、疵の発生は認められなかった。なお、
ｆｓが０．９以上では、内面疵発生率は再び大きくなる。
【００５５】
図１１は、ＦＶロールを用いた場合のＶロールのδと、得られたビレットをマンネスマン
穿孔した場合の穿孔性および、素管の偏肉率との関係を示したものである。縦軸に示した
穿孔性を示す評点は、穿孔が通常の真円断面のビレットと同じ状態で行なえた場合を評点
１とし、穿孔中に異音が発生した場合を評点２、さらに穿孔中に噛み込み不良が発生した
場合を評点３とした。
【００５６】
なお、噛み込み不良の状態とは、マンネスマン穿孔が不可能なことではなく、素管の先端
部近傍の形状が不良になる部分が著しく長くなる（３ｍ以上）ことに対応している。また
、異音が発生する状態とは、形状が不良になる部分が長くなる（１ｍ以上、３ｍ未満）こ
とに、ほぼ対応する。なお、真円断面のビレットの場合は、形状が不良になる部分の長さ
は１ｍ未満である。
【００５７】
偏肉率は穿孔後の形状不良部分を除いた断面の測定値で評価した。具体的には、真円ビレ
ットを用いた場合に発生する偏肉率の３～４％を基準値とし、これに対して偏肉率の増加
が５％未満の場合を評点１、５％以上、１０％未満を評点２、さらに１０％以上、１５％
未満を評点３、１５％以上を評点４とした。
【００５８】
図１１より、Ｖロールのδが、１１０°≦δ≦１３０°の範囲内にある場合には、穿孔性
評点、偏肉率評点ともに極めて良好なことがわかる。また、δが、１００°≦δ≦１４０
°の範囲内の場合も良好である。しかし、δが１５５°の場合の偏肉率評点は劣っており
、この結果からも、ＦＦロールで圧下した場合には、穿孔時の噛込み性が悪化し、偏肉率
も大きくなることが理解できる。
【００５９】
図１２は、ＶＶロールを用いて圧下を行なった場合の、ビレットのεと穿孔性評点および
、素管の偏肉率評点との関係を示したものである。εが大きくなるにしたがって、穿孔性
評点、偏肉率評点共に大きくなるが、εが５％以下、したがって、δが７０°≦δ≦１１
０°（図６）の範囲にある場合は、穿孔性評点、偏肉率評点ともに良好なことがわかる。
また、εが３．５％未満になると、穿孔性評点、偏肉率評点ともにさらに良くなることが
わかる。
【００６０】
図１３は、ＦＶロールを用いて圧下を行なった場合の同様の結果である。εが大きくなる
にしたがって、穿孔性評点、偏肉率評点共に大きくなるが、εが４．５％以下、したがっ
て、δが７０°≦δ≦１１０°（図７）の範囲内にある場合は、穿孔性評点、偏肉率評点
ともに良好なことがわかる。また、εが２．５％以下になると、穿孔性評点、偏肉率評点
ともにさらに良くなることがわかる。
【００６１】
以上に示した様に、本発明の方法を適用すると、ビレットの内質が向上し、したがって、
マンネスマン穿孔時の内面疵発生率は大幅に低下し、しかも、圧下量を大きくしてもεは
大きくならないため、マンネスマン穿孔性の劣化も小さく、また得られた素管の偏肉も低
く抑制できることが明らかとなった。
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【００６２】
なお、本発明の方法により、ビレットを製造する場合は、製品の継目無鋼管の内面疵の発
生状態と、マンネスマン穿孔性、素管の偏肉率等を考慮して、最適の体積減少率を採用す
る。たとえば、偏肉率に対する要求が強い場合は、若干の内面疵の発生を許容し、体積減
少率が低めの、例えば、２％程度の体積減少率の圧下を行なってビレットとする。逆に、
偏肉率に対する要求が大きくない場合は、体積減少率を例えば、５％程度に上げたビレッ
トを製造して、内面疵の発生を少なくする。
【００６３】
【発明の効果】
本発明の完成により、従来は不可能であった、Ｃｒ含有鋼の連続鋳造によるビレットが、
連続鋳造設備に変更を加えることなく可能となった。ビレットの断面形状を損ねることな
く、また、寸法精度も従来と変わらない状態で、内質が大幅に改善されたビレットが製造
可能になったことにより、付加価値の高いＣｒ含有鋼の継目無鋼管の製造コストの低減が
可能になったことの意義は極めて大きい。
【００６４】
また、通常の炭素鋼等の連続鋳造ままのビレットの製造においても、内質の大幅な改善が
、低コストで可能になったことにより、製品歩留りの向上、生産能率の向上等の大きな効
果が得られれることになった。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＶＶロールによる本発明の実施の状態を示す図である。
【図２】ＦＶロールによる本発明の実施の状態を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態を示す概略図である。
【図４】ＶＶロールによる体積減少率とεとの関係を示す図である。
【図５】ＦＶロールによる体積減少率とεとの関係を示す図である。
【図６】ＶＶロールのδとεの関係を示す図である。
【図７】ＦＶロールのＶロールのδとεの関係を示す図である。
【図８】ＶＶロールの圧下による、体積減少率、ｆｓと、マンネスマン穿孔後の素管の内
面疵の発生率との関係を示す図である。
【図９】ＦＶロールの圧下による、体積減少率、ｆｓと、マンネスマン穿孔後の素管の内
面疵の発生率との関係を示す図である。
【図１０】ＶＶロール、およびＦＶロールの圧下による、ｆｓと、マンネスマン穿孔後の
素管の内面疵の発生率との関係を示す図である。
【図１１】ＦＶロールのＶロールのδと穿孔性評点および、偏肉率評点との関係を示す図
である。
【図１２】ＶＶロールによる圧下後のεと穿孔性評点および、偏肉率評点との関係を示す
図である。
【図１３】ＦＶロールによる圧下後のεと穿孔性評点および、偏肉率評点との関係を示す
図である。
【図１４】溶鋼中のＣｒ量と溶鋼の粘度との関係を示す図である。
【図１５】溶鋼中のＣｒ量と溶鋼の粘度との関係を示す図である。
【符号の説明】
１・・・・鋳型
２・・・・鋳片
３・・・・ピンチロール
４・・・・圧下ロール
４１・・・ＶＶロール
４２・・・ＦＶロール
４３・・・Ｖロール（鞍型ロール）
４４・・・Ｆロール（平ロール）
４５・・・カリバー底の開き角度δ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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