
JP 6168245 B1 2017.7.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼管の内面の残留オーステナイト相の体積率、前記鋼管の肉厚中央部の残留オーステナ
イト相の体積率、及び前記鋼管の外面の残留オーステナイト相の体積率の平均値が１．５
～１５％であり、標準偏差が１．０以下であり、－１０℃のシャルピー衝撃試験の吸収エ
ネルギーを３つの試験片で測定した平均値が１５０Ｊ以上であり、標準偏差が１５Ｊ以下
である、油井用ステンレス鋼管の製造方法であって、
　化学組成が、質量％で、Ｃ：０．０５％以下、Ｓｉ：１．０％以下、Ｍｎ：０．０１～
１．０％、Ｐ：０．０５％以下、Ｓ：０．００２％未満、Ａｌ：０．００１～０．１％、
Ｃｒ：１６．０～１８．０％、Ｎｉ：３．０～５．５％、Ｍｏ：１．８～３．０％、Ｃｕ
：１．０～３．５％、Ｎ：０．０５％以下、Ｏ：０．０５％以下、Ｔｉ：０～０．３％、
Ｎｂ：０～０．３％、Ｖ：０～０．３％、Ｗ：０～２．０％、Ｃａ：０～０．０１％、Ｂ
：０～０．０１％、残部：Ｆｅ及び不純物であり、マルテンサイト相を含む素管を準備す
る工程と、
　前記素管を４２０～４６０℃の温度で６０～１８０分の保持時間の間保持する第１工程
と、
　前記第１工程の後、前記素管を５５０～６００℃の温度で５～３００分の保持時間の間
保持する第２工程とを備える、油井用ステンレス鋼管の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の油井用ステンレス鋼管の製造方法であって、
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　前記第２工程の保持時間が６０～３００分である、油井用ステンレス鋼管の製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の油井用ステンレス鋼管の製造方法であって、
　前記化学組成が、質量％で、
　Ｔｉ：０．００５～０．３％、
　Ｎｂ：０．００５～０．３％、及び
　Ｖ　：０．００５～０．３％、
　からなる群から選択される１又は２以上の元素を含有する、油井用ステンレス鋼管の製
造方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の油井用ステンレス鋼管の製造方法であって、
　前記化学組成が、質量％で、
　Ｗ　：０．０１～２．０％、
　を含有する、油井用ステンレス鋼管の製造方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の油井用ステンレス鋼管の製造方法であって、
　前記化学組成が、質量％で、
　Ｃａ：０．０００２～０．０１％、及び
　Ｂ　：０．０００２～０．０１％、
　からなる群から選択される１又は２の元素を含有する、油井用ステンレス鋼管の製造方
法。
【請求項６】
　油井用ステンレス鋼管であって、
　化学組成が、質量％で、
　Ｃ　：０．０５％以下、
　Ｓｉ：１．０％以下、
　Ｍｎ：０．０１～１．０％、
　Ｐ　：０．０５％以下、
　Ｓ　：０．００２％未満、
　Ａｌ：０．００１～０．１％、
　Ｃｒ：１６．０～１８．０％、
　Ｎｉ：３．０～５．５％、
　Ｍｏ：１．８～３．０％、
　Ｃｕ：１．０～３．５％、
　Ｎ　：０．０５％以下、
　Ｏ　：０．０５％以下、
　Ｔｉ：０～０．３％、
　Ｎｂ：０～０．３％、
　Ｖ　：０～０．３％、
　Ｗ　：０～２．０％、
　Ｃａ：０～０．０１％、
　Ｂ　：０～０．０１％
　残部：Ｆｅ及び不純物であり、
　前記鋼管の内面の残留オーステナイト相の体積率、前記鋼管の肉厚中央部の残留オース
テナイト相の体積率、及び前記鋼管の外面の残留オーステナイト相の体積率の平均値が１
．５～１５％であり、標準偏差が１．０以下であり、
　－１０℃のシャルピー衝撃試験の吸収エネルギーを３つの試験片で測定した平均値が１
５０Ｊ以上であり、標準偏差が１５Ｊ以下である、油井用ステンレス鋼管。
【請求項７】
　請求項６に記載の油井用ステンレス鋼管であって、
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　－６０℃のシャルピー衝撃試験の吸収エネルギーを３つの試験片で測定した平均値が５
０Ｊ以上である、油井用ステンレス鋼管。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の油井用ステンレス鋼管であって、
　前記化学組成が、質量％で、
　Ｔｉ：０．００５～０．３％、
　Ｎｂ：０．００５～０．３％、及び
　Ｖ　：０．００５～０．３％、
　からなる群から選択される１又は２以上の元素を含有する、油井用ステンレス鋼管。
【請求項９】
　請求項６～８のいずれか一項に記載の油井用ステンレス鋼管であって、
　前記化学組成が、質量％で、
　Ｗ　：０．０１～２．０％、
　を含有する、油井用ステンレス鋼管。
【請求項１０】
　請求項６～９のいずれか一項に記載の油井用ステンレス鋼管であって、
　前記化学組成が、質量％で、
　Ｃａ：０．０００２～０．０１％、及び
　Ｂ　：０．０００２～０．０１％、
　からなる群から選択される１又は２の元素を含有する、油井用ステンレス鋼管。
【請求項１１】
　請求項６～１０のいずれか一項に記載の油井用ステンレス鋼管であって、降伏強度が８
６２ＭＰａ以上である、油井用ステンレス鋼管。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油井用ステンレス鋼管の製造方法及び油井用ステンレス鋼管に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書では、油井とガス井とをまとめて「油井」と称する。「油井用ステンレス鋼管
」は、油井用ステンレス鋼管及びガス井用ステンレス鋼管を含む。
【０００３】
　油井用ステンレス鋼管は、炭酸ガスや硫化水素ガスを含有する高温の環境で用いられる
。従来、油井用ステンレス鋼管として、耐炭酸ガス腐食性に優れる１３％Ｃｒ鋼の油井用
ステンレス鋼管が用いられている。
【０００４】
　近年、油井の深井戸化に伴い、１３％Ｃｒ鋼よりも優れた強度及び耐食性を持つ油井用
ステンレス鋼管が求められている。また、寒冷地での使用にも耐え得るように、１３％Ｃ
ｒ鋼よりも優れた靱性を持つ油井用ステンレス鋼管が求められている。
【０００５】
　このような要求にこたえる油井用ステンレス鋼管として、マルテンサイト－フェライト
二相鋼の油井用ステンレス鋼管が開発されている。特許第５３４８３５４号公報、特開２
０１４－４３５９５号公報、及び特開２０１０－２０９４０２号公報には、Ｃｒを１７％
程度含む油井用ステンレス鋼管（以下、単に「１７％Ｃｒ鋼管」と称することがある。）
が開示されている。
【０００６】
　前掲の特開２０１０－２０９４０２号公報には、結晶粒を微細化させることで、－４０
℃におけるシャルピー衝撃試験の吸収エネルギーが２０Ｊ以上の靱性が得られると記載さ
れている。
【０００７】
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　一方、１７％Ｃｒ鋼管は、鋼管の肉厚や金属組織に起因して、靱性が不安定になること
が知られている。
【０００８】
　国際公開第２０１４／０９１７５６号、及び特開２０１４－１４８６９９号公報には、
焼戻し前の金属組織のばらつきによって品質が不安定になることが記載されている。
【０００９】
　前掲の国際公開第２０１４／０９１７５６号には、焼入れ加熱炉、焼入れ設備、及び焼
戻し加熱炉を配置する継目無鋼管のオンライン熱処理設備例において、焼入れ設備と焼戻
し加熱炉との間に被熱処理鋼管を２０℃以下に冷却可能な低温冷却設備を配置することが
記載されている。
【００１０】
　前掲の特開２０１４－１４８６９９号公報には、あらかじめ管体のＭｓ点が２００℃未
満の鋼種であることの当否を判別し、焼入れ後、判定結果が当である管体はその管軸直交
断面内の最高温部と最低温部の温度差が２．０℃未満になるまで別途室温環境下で留置し
た後焼戻し処理に供し、一方、判別結果が否である管体は留置をせず焼戻し処理に供する
ことが記載されている。同文献には、これによって得られた鋼管の－１０℃におけるシャ
ルピー衝撃値の平均値が８７．７Ｊで、標準偏差が３．８Ｊであったことが記載されてい
る。
【発明の開示】
【００１１】
　国際公開第２０１４／０９１７５６号公報に記載された方法を実施するためには、高い
冷却能力を持つ新規設備を導入する必要がある。特開２０１４－１４８６９９号公報の方
法は、製造途中の管体の管軸方向の温度を均一にしたり、Ｍｓ点が２００℃未満であるか
を判定したりする必要がある等、工程増による生産面での課題がある。
【００１２】
　本発明の目的は、靱性の優れた油井用ステンレス鋼管が安定して得られる製造方法、及
び靱性の安定性に優れた油井用ステンレス鋼管を得ることである。
【００１３】
　本発明の一実施形態による油井用ステンレス鋼管の製造方法は、化学組成が、質量％で
、Ｃ：０．０５％以下、Ｓｉ：１．０％以下、Ｍｎ：０．０１～１．０％、Ｐ：０．０５
％以下、Ｓ：０．００２％未満、Ａｌ：０．００１～０．１％、Ｃｒ：１６．０～１８．
０％、Ｎｉ：３．０～５．５％、Ｍｏ：１．８～３．０％、Ｃｕ：１．０～３．５％、Ｎ
：０．０５％以下、Ｏ：０．０５％以下、Ｔｉ：０～０．３％、Ｎｂ：０～０．３％、Ｖ
：０～０．３％、Ｗ：０～２．０％、Ｃａ：０～０．０１％、Ｂ：０～０．０１％、残部
：Ｆｅ及び不純物である素管を準備する工程と、素管を４２０～４６０℃の温度で６０～
１８０分の保持時間の間保持する第１工程と、第１工程の後、素管を５５０～６００℃の
温度で５～３００分の保持時間の間保持する第２工程とを備える。
【００１４】
　本発明の一実施形態による油井用ステンレス鋼管は、化学組成が、質量％で、Ｃ：０．
０５％以下、Ｓｉ：１．０％以下、Ｍｎ：０．０１～１．０％、Ｐ：０．０５％以下、Ｓ
：０．００２％未満、Ａｌ：０．００１～０．１％、Ｃｒ：１６．０～１８．０％、Ｎｉ
：３．０～５．５％、Ｍｏ：１．８～３．０％、Ｃｕ：１．０～３．５％、Ｎ：０．０５
％以下、Ｏ：０．０５％以下、Ｔｉ：０～０．３％、Ｎｂ：０～０．３％、Ｖ：０～０．
３％、Ｗ：０～２．０％、Ｃａ：０～０．０１％、Ｂ：０～０．０１％、残部：Ｆｅ及び
不純物であり、鋼管の内面の残留オーステナイト相の体積率、鋼管の肉厚中央部の残留オ
ーステナイト相の体積率、及び鋼管の外面の残留オーステナイト相の体積率の平均値が１
５％以下であり、標準偏差が１．０以下である。
【００１５】
　本発明によれば、靱性の優れた油井用ステンレス鋼管が安定して得られる製造方法、及
び靱性の安定性に優れた油井用ステンレス鋼管が得られる。



(5) JP 6168245 B1 2017.7.26

10

20

30

40

50

【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の一実施形態による油井用ステンレス鋼管の製造方法における、
熱処理のヒートパターンを示す図である。
【図２】図２は、第２工程の保持時間、残留オーステナイト率、及び－６０℃のシャルピ
ー衝撃試験の吸収エネルギーの関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明者らは、１７％Ｃｒ鋼管の靱性を安定化させる方法を検討した。その結果、下記
の知見を得た。
【００１８】
　１７％Ｃｒ鋼管の金属組織は、前述したようにマルテンサイト－フェライト二相組織で
あるが、実際には、さらに残留オーステナイト相を含む組織である。残留オーステナイト
相は、鋼の降伏強度を低下させる。一方、少量の残留オーステナイト相は、鋼の靱性の向
上に寄与する。残留オーステナイト相の体積率（以下、残留オーステナイト率と呼ぶ。）
が変動すると、鋼の靱性も変動する。管体肉厚方向における残留オーステナイト率のばら
つきを低減することによって、靱性の安定性を向上させることができる。
【００１９】
　より具体的には、内面の残留オーステナイト率、肉厚中央部の残留オーステナイト率、
外面の残留オーステナイト率の平均値が１５％以下であり、標準偏差が１．０以下であれ
ば、安定して優れた靱性が得られる。
【００２０】
　本発明者らはさらに、１７％Ｃｒ鋼管の製造工程における、焼戻し工程に着目して検討
した。その結果、残留オーステナイト率を過度に増加させずに管体肉厚方向のばらつきを
低減するためには、比較的低い温度領域で所定の時間保持する工程と、その後６００℃近
くの温度領域で所定の時間保持する工程とを組み合わせることが有効であることが分かっ
た。
【００２１】
　より具体的には、４２０～４６０℃の温度で６０～１８０分の保持時間の間保持する第
１工程と、５５０～６００℃の温度で５～３００分の保持時間の間保持する第２工程とを
、順次実施することが有効であることが分かった。また、この方法によれば、第２工程の
時間を調整することによって、残留オーステナイト率を調整できることが分かった。
【００２２】
　この方法で製造された油井用ステンレス鋼管は、従来の油井用ステンレス鋼管と比較し
て、優れた低温靱性を示した。
【００２３】
　ここで、単に焼戻しの保持時間を長くすることで、管体肉厚方向の残留オーステナイト
率のばらつきを低減できるとも考えられた。しかし、高温で長時間焼戻しを実施すると、
Ａｃ１点未満の温度領域であっても、鋼管の残留オーステナイト率が増加し、必要な降伏
強度が確保できなくなる場合があると考えられる。
【００２４】
　一方、４００～５００℃の温度領域に保持すると、４７５℃脆化と呼ばれる高Ｃｒ鋼特
有の脆化が生じる。４７５℃脆化は、金属組織が、Ｃｒ濃度の低いα相と、Ｃｒ濃度の高
いα’相との２相に分離することによって起こる。したがって、低温域だけで長時間焼戻
しを実施しても優れた靱性を備える１７％Ｃｒ鋼管は得られない。
【００２５】
　α’相は、６００℃近くに加熱することによって固溶させることができる。すなわち、
４７５℃脆化が生じたステンレス鋼管であっても、６００℃近くに加熱することによって
、脆化状態から回復させることができる。さらに、このような低温域～高温域の２段階で
の加熱による焼戻しを通じて、残量オーステナイト率のばらつきが減少すると考えられる
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。
【００２６】
　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態による油井用ステンレス鋼管を詳述する。
【００２７】
　［化学組成］
　本実施形態による油井用ステンレス鋼管は、以下に説明する化学組成を有する。以下の
説明において、元素の含有量の「％」は、質量％を意味する。
【００２８】
　Ｃ：０．０５％以下
　炭素（Ｃ）は、強度の向上に寄与するものの、焼戻し時にＣｒ炭化物を生成する。Ｃｒ
炭化物は、高温の炭酸ガスに対する鋼の耐食性を低下させる。したがって、Ｃ含有量は少
ない方が好ましい。Ｃ含有量は０．０５％以下である。Ｃ含有量は、好ましくは０．０５
％未満であり、さらに好ましくは０．０３％以下であり、さらに好ましくは０．０１％以
下である。
【００２９】
　Ｓｉ：１．０％以下
　シリコン（Ｓｉ）は、鋼を脱酸する。しかし、Ｓｉ含有量が多すぎると、鋼の熱間加工
性が低下する。さらに、フェライト生成量が増加し、降伏強度が低下する。したがって、
Ｓｉ含有量は１．０％以下である。Ｓｉ含有量は、好ましくは０．８％以下であり、さら
に好ましくは０．５％以下であり、さらに好ましくは０．４％以下である。Ｓｉ含有量が
０．０５％以上であれば、Ｓｉは脱酸剤として特に有効に作用する。しかし、Ｓｉ含有量
が０．０５％未満であっても、Ｓｉは、鋼をある程度脱酸する。
【００３０】
　Ｍｎ：０．０１～１．０％
　マンガン（Ｍｎ）は、鋼を脱酸及び脱硫し、熱間加工性を向上させる。しかし、Ｍｎ含
有量が多すぎると、鋼中に偏析が生じやすくなり、靭性及び高温塩化物水溶液中での耐応
力腐食割れ性（以下、耐ＳＣＣ性と呼ぶ。）が低下する。さらに、Ｍｎはオーステナイト
形成元素である。そのため、鋼がオーステナイト形成元素であるＮｉ及びＣｕを含有する
場合、Ｍｎ含有量が多すぎれば、残留オーステナイト率が増加し、降伏強度が低下する。
したがって、Ｍｎ含有量は０．０１～１．０％である。Ｍｎ含有量は、下限の観点では、
好ましくは０．０３％以上であり、さらに好ましくは０．０５％以上であり、さらに好ま
しくは０．０７％以上である。Ｍｎ含有量は、上限の観点では、好ましくは０．５％以下
であり、さらに好ましくは０．２％以下であり、さらに好ましくは０．１４％以下である
。
【００３１】
　Ｐ：０．０５％以下
　燐（Ｐ）は、不純物である。Ｐは、鋼の耐硫化物応力割れ性（以下、耐ＳＳＣ性と呼ぶ
。）及び高温塩化物水溶液環境中での耐ＳＣＣ性を低下させる。したがって、Ｐ含有量は
なるべく少ない方が好ましい。Ｐ含有量は０．０５％以下である。Ｐ含有量は、好ましく
は０．０５％未満であり、さらに好ましくは０．０２５％以下であり、さらに好ましくは
０．０１５％以下である。
【００３２】
　Ｓ：０．００２％未満
　硫黄（Ｓ）は、不純物である。Ｓは、鋼の熱間加工性を低下させる。本実施形態による
油井用ステンレス鋼管の金属組織は、熱間加工時に、フェライト相とオーステナイト相と
を含む２相組織になる場合がある。Ｓは、このような２相組織の熱間加工性を低下させる
。さらに、ＳはＭｎ等と結合し介在物を形成する。形成された介在物は孔食やＳＣＣの起
点となり、鋼の耐食性を低下させる。したがって、Ｓ含有量はなるべく少ない方が好まし
い。Ｓ含有量は０．００２％未満である。Ｓ含有量は、好ましくは０．００１５％以下で
あり、さらに好ましくは０．００１％以下である。
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【００３３】
　Ａｌ：０．００１～０．１％
　アルミニウム（Ａｌ）は、鋼を脱酸する。しかし、Ａｌ含有量が多すぎれば、鋼中のフ
ェライト量が増加して鋼の強度が低下する。さらに、アルミナ系介在物が鋼中に多量に生
成され、鋼の靭性が低下する。したがって、Ａｌ含有量は０．００１～０．１％である。
Ａｌ含有量は、下限の観点では、好ましくは０．００１％よりも高く、さらに好ましくは
０．０１％以上である。Ａｌ含有量は、上限の観点では、好ましくは０．１％未満であり
、さらに好ましくは０．０６％以下である。本明細書において、Ａｌ含有量とは、酸可溶
Ａｌ（ｓｏｌ．Ａｌ）の含有量を意味する。
【００３４】
　Ｃｒ：１６．０～１８．０％
　クロム（Ｃｒ）は、高温塩化物水溶液環境における耐ＳＣＣ性を高める。しかし、Ｃｒ
はフェライト形成元素であるため、Ｃｒ含有量が多すぎると、鋼中のフェライト量が過剰
に増え、鋼の降伏強度が低下する。したがって、Ｃｒ含有量は１６．０～１８．０％であ
る。Ｃｒ含有量は、下限の観点では、好ましくは１６．０％よりも高く、さらに好ましく
は１６．３％であり、さらに好ましくは１６．５％である。Ｃｒ含有量は、上限の観点で
は、好ましくは１８．０％未満であり、さらに好ましくは１７．８％であり、さらに好ま
しくは１７．５％である。
【００３５】
　Ｎｉ：３．０～５．５％
　ニッケル（Ｎｉ）は、オーステナイト形成元素であるため、高温でのオーステナイトを
安定化し、常温でのマルテンサイト量を増加させる。そのため、Ｎｉは鋼の強度を高める
。Ｎｉはさらに、高温塩化物水溶液環境における耐食性を高める。しかし、Ｎｉ含有量が
多すぎれば、残留オーステナイト率が増加しやすくなり、特に工業生産時において、高強
度を安定的に得ることが困難になる。したがって、Ｎｉ含有量は３．０～５．５％である
。Ｎｉ含有量は、下限の観点では、好ましくは３．０％よりも高く、さらに好ましくは３
．５％以上であり、さらに好ましくは４．０％以上であり、さらに好ましくは４．２％以
上である。Ｎｉ含有量は、上限の観点では、好ましくは５．５％未満であり、さらに好ま
しくは５．２％以下であり、さらに好ましくは４．９％以下である。
【００３６】
　Ｍｏ：１．８～３．０％
　モリブデン（Ｍｏ）は、耐ＳＳＣ性を向上させる。さらに、ＭｏはＣｒとの共存下にお
いて鋼の耐ＳＣＣ性を高める。しかし、Ｍｏはフェライト形成元素であるため、Ｍｏ含有
量が多すぎれば、鋼中のフェライト量が増加し、鋼の強度が低下する。したがって、Ｍｏ
含有量は１．８～３．０％である。Ｍｏ含有量は、下限の観点では、好ましくは１．８％
よりも高く、さらに好ましくは２．０％以上であり、さらに好ましくは２．１％以上であ
る。Ｍｏ含有量は、上限の観点では、好ましくは３．０％未満であり、さらに好ましくは
２．７％以下であり、さらに好ましくは２．６％以下である。
【００３７】
　Ｃｕ：１．０～３．５％
　銅（Ｃｕ）は、時効析出によりフェライト相を強化し、鋼の強度を高める。Ｃｕはさら
に、高温塩化物水溶液環境における鋼の溶出速度を低下し、鋼の耐食性を高める。しかし
、Ｃｕ含有量が多すぎれば、鋼の熱間加工性及び靭性が低下する。したがって、Ｃｕ含有
量は１．０～３．５％である。Ｃｕ含有量は、下限の観点では、好ましくは１．０％より
も高く、さらに好ましくは１．５％以上であり、さらに好ましくは２．２％以上である。
Ｃｕ含有量は、上限の観点では、好ましくは３．５％未満であり、さらに好ましくは３．
２％以下であり、さらに好ましくは３．０％以下である。
【００３８】
　Ｎ：０．０５％以下
　窒素（Ｎ）は、鋼の強度を高める。Ｎはさらに、オーステナイトを安定化させ、耐孔食
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性を高める。Ｎが少しでも含有されれば、上記効果はある程度得られる。しかし、Ｎ含有
量が多すぎれば、鋼中に多量の窒化物が生成し、鋼の靭性が低下する。さらに、オーステ
ナイトが残留しやすくなり、鋼の強度が低下しやすくなる。そのため、Ｎ含有量は０．０
５％以下である。Ｎ含有量は、下限の観点では、好ましくは０．００２％以上であり、さ
らに好ましくは０．００５％以上である。Ｎ含有量は、上限の観点では、０．０３％以下
であり、さらに好ましくは０．０２％以下であり、さらに好ましくは０．０１５％以下で
ある。
【００３９】
　Ｏ：０．０５％以下
　酸素（Ｏ）は、不純物である。Ｏは、鋼の靭性及び耐食性を低下させる。したがって、
Ｏ含有量は少ない方が好ましい。Ｏ含有量は０．０５％以下である。Ｏ含有量は、好まし
くは０．０５％未満であり、さらに好ましくは０．０１％以下であり、さらに好ましくは
０．００５％以下である。
【００４０】
　本実施形態による油井用ステンレス鋼管の化学組成の残部は、Ｆｅ及び不純物である。
ここでいう不純物とは、鋼の原料として利用される鉱石やスクラップから混入する元素、
又は、製造過程の環境等から混入する元素をいう。
【００４１】
　本実施形態による油井用ステンレス鋼管の化学組成はさらに、Ｆｅの一部に代えて、Ｔ
ｉ、Ｎｂ、Ｖ、Ｗ、Ｃａ、及びＢからなる群から選択される１又は２以上の元素を含有し
てもよい。Ｔｉ、Ｎｂ、Ｖ、Ｗ、Ｃａ、及びＢは、すべて選択元素である。すなわち、本
実施形態による油井用ステンレス鋼管の化学組成は、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｖ、Ｗ、Ｃａ、及びＢ
の一部又は全部を含有していなくてもよい。
【００４２】
　Ｔｉ：０～０．３％、
　Ｎｂ：０～０．３％、
　Ｖ　：０～０．３％、
　チタン（Ｔｉ）、ニオブ（Ｎｂ）、及びバナジウム（Ｖ）はいずれも、炭化物を形成し
て鋼の強度及び靭性を高める。これらの元素はさらに、Ｃを固定することにより、Ｃｒ炭
化物の生成を抑制する。そのため、鋼の耐孔食性及び耐ＳＣＣ性を向上させる。これらの
元素が少しでも含有されれば、上記効果がある程度得られる。しかし、これらの元素の含
有量が多すぎれば、炭化物が粗大化するため、鋼の靭性及び耐食性が低下する。したがっ
て、Ｔｉ含有量、Ｎｂ含有量、及びＶ含有量は、いずれも０～０．３％である。Ｔｉ含有
量、Ｎｂ含有量、及びＶ含有量はいずれも、下限の観点では、好ましくは０．００５％以
上である。この場合、上記の効果が顕著に得られる。Ｔｉ含有量、Ｎｂ含有量、及びＶ含
有量はいずれも、上限の観点では、好ましくは０．３％未満である。
【００４３】
　Ｗ：０～２．０％
　タングステン（Ｗ）は、高温環境における耐ＳＣＣ性を高める。Ｗが少しでも含有され
れば、上記効果がある程度得られる。一方、その元素含有量が多すぎれば、その効果が飽
和する。したがって、Ｗ含有量は０～２．０％である。Ｗ含有量は、下限の観点では、好
ましくは０．０１％以上である。この場合、上記の効果が顕著に得られる。
【００４４】
　Ｃａ：０～０．０１％
　Ｂ　：０～０．０１％
　カルシウム（Ｃａ）及び硼素（Ｂ）はいずれも、熱間加工時におけるキズや欠陥の生成
を抑制する。これらの元素が少しでも含有されれば、上記効果がある程度得られる。しか
し、Ｃａ含有量が多すぎれば、鋼中の介在物が増加して、鋼の靭性及び耐食性が低下する
。また、Ｂ含有量が多すぎれば、結晶粒界にＣｒの炭硼化物が析出し、鋼の靭性が低下す
る。したがって、Ｃａ含有量及びＢ含有量はいずれも、０～０．０１％である。Ｃａ含有
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量及びＢ含有量はいずれも、下限の観点では、好ましくは０．０００２％以上である。こ
の場合、上記の効果が顕著に得られる。Ｃａ含有量及びＢ含有量はいずれも、上限の観点
では、好ましくは０．０１％未満であり、さらに好ましくは０．００５％以下である。
【００４５】
　［金属組織］
　本実施形態による油井用ステンレス鋼管は、鋼管の内面の残留オーステナイト率、鋼管
の肉厚中央部の残留オーステナイト率、及び鋼管の外面の残留オーステナイト率の平均値
が１５％以下であり、標準偏差が１．０以下である。
【００４６】
　少量の残留オーステナイト相は、鋼の靭性を顕著に向上させる。しかし、残留オーステ
ナイト率が高すぎれば、鋼の降伏強度が顕著に低下する。
【００４７】
　鋼管の残留オーステナイト率は、一般的に、鋼管の肉厚中央付近から採取した試験片に
よって評価される。しかし、熱処理途中の温度分布によって、鋼管の肉厚方向に残留オー
ステナイト率が分布を形成する場合がある。具体的には、鋼管の表面（内面及び外面）は
冷却されやすく、マルテンサイト変態しやすい。一方、鋼管の肉厚中央部は冷却されにく
く、残留オーステナイト率が高くなりやすい。
【００４８】
　肉厚中央付近で評価した残留オーステナイト率の値が同程度であっても、管体の肉厚方
向のばらつきが大きければ、優れた靱性を安定して得ることができない。これは、全体的
に残留オーステナイト率が高い場合であっても、残留オーステナイト相が局所的に存在し
ない領域が存在すると、その領域を起点として破壊が進展するためと考えられる。
【００４９】
　本実施形態では、残留オーステナイトの量を、鋼管の内面の残留オーステナイト率、鋼
管の肉厚中央部の残留オーステナイト率、及び鋼管の外面の残留オーステナイト率の平均
値（以下、残留オーステナイト率の平均値と呼ぶ。）及び標準偏差（以下、残留オーステ
ナイト率の標準偏差と呼ぶ。）で評価する。
【００５０】
　残留オーステナイト率の平均値が１５％を超えると、必要な降伏強度が確保できない。
したがって、残留オーステナイト率の平均値は１５％以下である。残留オーステナイト率
の平均値は、上限の観点では、好ましくは１０％以下であり、さらに好ましくは８％以下
である。一方、靱性の向上の観点からは、残留オーステナイト率は高い方が好ましい。残
留オーステナイト率の平均値は、下限の観点では、好ましくは１．５％以上であり、さら
に好ましくは２．５％以上である。
【００５１】
　残留オーステナイト率の標準偏差が１．０を超えると、靱性が不安定になる。したがっ
て、残留オーステナイト率の標準偏差は、１．０以下である。残留オーステナイト率の標
準偏差は、好ましくは０．９以下である。
【００５２】
　残留オーステナイト率の平均値、及び残留オーステナイト率の標準偏差は、具体的には
、下記のように求める。
【００５３】
　油井用ステンレス鋼管の内面、肉厚中央部、及び外面から試験片を採取する。試験片の
大きさはそれぞれ、周方向１５ｍｍ×管軸方向１５ｍｍ×肉厚方向２ｍｍとする。それぞ
れの試験片について、Ｘ線回折法によって、残留オーステナイト率を求める。フェライト
相の（２００）面、及び（２１１）面、並びに残留オーステナイト相の（２００）面、（
２２０）面、及び（３１１）面の各々の積分強度を測定する。α相の各面と、γ相の各面
との組合せ（２×３＝６組）ごとに、下記の式（Ａ）を用いて体積率Ｖγを算出する。６
組の体積率Ｖγの平均値を、各試験片の残留オーステナイト率と定義する。
　Ｖγ＝１００／（１＋（Ｉα×Ｒγ）／（Ｉγ×Ｒα））　　　（Ａ）
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【００５４】
　ここで、「Ｉα」はα相の積分強度、「Ｒα」はα相の結晶学的理論計算値、「Ｉγ」
はγ相の積分強度、「Ｒγ」はγ相の結晶学的理論計算値である。
【００５５】
　下記の式（Ｂ）を用いて残留オーステナイト率の平均値ＶγＡＶＥを求める。
　ＶγＡＶＥ＝（ＶγＩ＋ＶγＭ＋ＶγＯ）／３　　　（Ｂ）
　ここで、「ＶγＩ」は内面から採取した試験片の残留オーステナイト率、「ＶγＭ」は
肉厚中央部から採取した試験片の残留オーステナイト率、「ＶγＯ」は外面から採取した
試験片の残留オーステナイト率である。
【００５６】
　下記の式（Ｃ）を用いて残留オーステナイト率の標準偏差σ（γ）を算出する。なお、
標準偏差は標本標準偏差である。
　σ（γ）＝（（（ＶγＩ－ＶγＡＶＥ）２＋（ＶγＭ－ＶγＡＶＥ）２＋（ＶγＯ－Ｖ
γＡＶＥ）２）／２）１／２　　　（Ｃ）
【００５７】
　本実施形態による油井用ステンレス鋼管の金属組織は、フェライト相を含んでいてもよ
い。フェライト相は、鋼の耐ＳＣＣ性を向上させる。しかし、フェライト相の体積率が過
剰になると、必要な降伏強度が確保できなくなる。好ましいフェライト相の体積率は、１
０％以上６０％未満である。フェライト相の体積率は、下限の観点では、さらに好ましく
は１０％よりも高く、さらに好ましくは１２％以上であり、さらに好ましくは１４％以上
である。フェライト相の体積率は、上限の観点では、さらに好ましくは４８％以下であり
、さらに好ましくは４５％以下であり、さらに好ましくは４０％以下である。
【００５８】
　フェライト相の体積率は、具体的には、次の方法で求める。管体の肉厚中央付近から、
試験片を採取する。管体軸方向と垂直な面を研磨する。王水とグリセリンとの混合溶液を
用いて、研磨面をエッチングする。光学顕微鏡（観察倍率１００倍）を用いて、エッチン
グされた面におけるフェライト相の面積率を、ＡＳＴＭ　Ｅ５６２－１１に準拠した点算
法で測定する。測定された面積率をフェライト相の体積率と定義する。
【００５９】
　本実施形態による油井用ステンレス鋼管の金属組織の残部は、主にマルテンサイト相で
ある。「マルテンサイト相」は、焼戻しマルテンサイト相を含む。マルテンサイト相の体
積率が低すぎると、必要な降伏強度が確保できない。マルテンサイト相の体積率は、好ま
しくは４０％以上であり、さらに好ましくは４８％以上であり、さらに好ましくは５２％
以上である。マルテンサイト相の体積率は、フェライト相の体積率及び残留オーステナイ
ト相の体積率を１００％から差し引いて求めることができる。
【００６０】
　本実施形態による油井用ステンレス鋼管の金属組織は、残留オーステナイト相、フェラ
イト相、及びマルテンサイト相の他に、炭化物、窒化物、硼化物、Ｃｕ相等の析出物及び
／又は介在物を含有してもよい。
【００６１】
　［製造方法］
　以下、本発明の一実施形態による油井用ステンレス鋼管の製造方法を説明する。
【００６２】
　まず、上述した化学組成を有する素管を準備する。ここでは一例として、上述した化学
組成を有する素材から、素管として継目無し鋼管を製造する方法を説明する。
【００６３】
　素材は例えば、連続鋳造法（ラウンドＣＣを含む）により製造された鋳片である。素材
は、造塊法により製造されたインゴットを熱間加工して製造された鋼片でもよく、鋳片か
ら製造された鋼片でもよい。
【００６４】
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　素材を加熱炉又は均熱炉に装入し、加熱する。続いて、加熱した素材を熱間加工して素
管を製造する。例えば、熱間加工としてマンネスマン法を実施する。具体的には、素材を
穿孔機により穿孔圧延して素管にする。続いて、マンドレルミルやサイジングミルによっ
て、素管をさらに圧延する。熱間加工として熱間押出を実施してもよいし、熱間鍛造を実
施してもよい。
【００６５】
　熱間加工時、素材温度が８５０～１２５０℃における素材の減面率が５０％以上とする
のが好ましい。このように熱間加工を実施すれば、マルテンサイト相と、圧延方向に長く
伸びたフェライト相とを含む組織が鋼の表層部分に形成される。フェライト相はＣｒ等を
マルテンサイトよりも含有しやすいため、高温でのＳＣＣの進展防止に有効に寄与する。
フェライト相が圧延方向に長く伸びていれば、高温においてＳＣＣが表面に発生しても、
割れの進展過程でフェライト相に到達する確率が高くなる。そのため、高温での耐ＳＣＣ
性が向上する。
【００６６】
　熱間加工後の素管を冷却する。冷却方法は、空冷でも水冷でもよい。本実施形態の化学
組成の範囲では、空冷でもＭｓ点以下に冷却されれば、マルテンサイト変態が生じる。
【００６７】
　図１は、本実施形態による油井用ステンレス鋼管の製造方法における、熱処理のヒート
パターンを示す図である。本実施形態では、熱処理として、焼入れ（ステップＳ１）と、
焼戻し（ステップＳ２）とを実施する。
【００６８】
　素管をＡｃ３点以上の温度に再加熱して冷却する焼入れを実施する（ステップＳ１）。
加熱温度は、好ましくは（Ａｃ３点＋５０℃）～１１００℃である。加熱温度での保持時
間は、例えば３０分である。加熱後の冷却は、浸漬法やスプレー法等の水冷が好ましい。
高い降伏強度を安定して確保するためには、素管の表面温度が６０℃以下になるまで冷却
することが好ましい。冷却停止温度は、さらに好ましくは４５℃以下であり、さらに好ま
しくは３０℃以下である。
【００６９】
　焼入れ（ステップＳ１）は任意の工程である。上述のとおり、本実施形態の化学組成の
範囲では、熱間加工後の冷却でマルテンサイト変態が生じる。そのため、焼入れ（ステッ
プＳ１）を実施せずに、熱間加工後に焼戻し（ステップＳ２）を実施してもよい。焼入れ
（ステップＳ１）を実施すれば、より高い降伏強度が得られる。
【００７０】
　素管を焼戻しする（ステップＳ２）。本実施形態では、焼戻しとして、４２０～４６０
℃の温度で６０～１８０分の保持時間の間保持する第１工程（ステップＳ２－１）と、５
５０～６００℃の温度で５～３００分の保持時間の間保持する第２工程（ステップＳ２－
２）とを、順次実施する。
【００７１】
　第１工程の保持温度は、４２０～４６０℃である。保持温度が４２０℃よりも低いと、
金属組織を均質化する効果が十分に得られない。保持温度が４６０℃よりも高いと、残留
オーステナイト率が徐々に増加するため、長時間保持することができなくなる。第１工程
の保持温度は、下限の観点では、好ましくは４３０℃以上である。第１工程の保持温度は
、上限の観点では、好ましくは４５５℃以下である。
【００７２】
　第１工程の保持時間は、６０～１８０分である。保持時間が６０分よりも短いと、金属
組織を均質化する効果が十分に得られない。保持時間を１８０分よりも長くしても、効果
が飽和し、生産性には不利である。第１工程の保持時間は、下限の観点では、好ましくは
１００分以上であり、より好ましくは１１０分以上である。第１工程の保持時間は、上限
の観点では、好ましくは１３０分以下であり、より好ましくは１２５分以下である。
【００７３】
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　第２工程の保持温度は、５５０～６００℃である。保持温度が５５０℃よりも低いと、
４７５℃脆化からの回復効果が十分に得られない。保持温度が６００℃よりも高いと、必
要な降伏強度の確保が難しい。残留オーステナイト率が急激に増加するためと考えられる
。第２工程の保持温度は、下限の観点では、好ましくは５５５℃以上である。第２工程の
保持温度は、上限の観点では、好ましくは５８０℃以下である。
【００７４】
　第２工程の保持時間は、５～３００分である。保持時間が５分よりも短ければ、４７５
℃脆化からの回復効果が十分に得られない。保持時間を３００分よりも長くしても、効果
が飽和し、生産性には不利である。第２工程の保持時間は、下限の観点では、好ましくは
１０分以上であり、より好ましくは６０分以上であり、さらに好ましくは１２０分以上で
ある。第２工程の保持時間は、上限の観点では、好ましくは２４０分以下である。
【００７５】
　以上、本発明の一実施形態による油井用ステンレス鋼管、及びその製造方法を説明した
。本実施形態によれば、靱性の安定性に優れた油井用ステンレス鋼管が得られる。
【００７６】
　本実施形態による油井用ステンレス鋼管は、好ましくは１２５ｋｓｉ（８６１ＭＰａ）
以上の降伏強度を有する。
【００７７】
　本実施形態による油井用ステンレス鋼管は、好ましくは、－１０℃のシャルピー衝撃試
験の吸収エネルギーの平均値が１５０Ｊ以上であり、標準偏差が１５Ｊ以下である。－１
０℃のシャルピー衝撃試験の吸収エネルギーの平均値は、さらに好ましくは２００Ｊ以上
である。－１０℃のシャルピー衝撃試験の吸収エネルギーの標準偏差は、さらに好ましく
は１０Ｊ以下である。
【００７８】
　本実施形態による油井用ステンレス鋼管は、好ましくは、－６０℃のシャルピー衝撃試
験の吸収エネルギーの平均値が５０Ｊ以上である。
【００７９】
　本実施形態による油井用ステンレス鋼管及びその製造方法は、肉厚が１８ｍｍ以上であ
る鋼管（素管）に対して特に好適である。肉厚が薄い場合には、肉厚方向に均一な組織が
得られやすく性能が安定しやすいが、本実施形態によれば、鋼管の肉厚が１８ｍｍ以上と
比較的厚い場合であっても、安定して良好な性能が得られる。
【００８０】
　以上、本発明の実施の形態を説明した。上述した実施の形態は本発明を実施するための
例示に過ぎない。よって、本発明は上述した実施の形態に限定されることなく、その趣旨
を逸脱しない範囲で、上述した実施の形態を適宜変形して実施することが可能である。
【実施例】
【００８１】
　以下、実施例によって本発明をより具体的に説明する。本発明はこれらの実施例に限定
されない。
【００８２】
　＜実施例１＞
　表１に示す化学組成の代符Ａ～Ｅの鋼を溶製し、鋳片を連続鋳造によって製造した。な
お、表１中の「‐」は、当該元素の含有量が不純物レベルであることを示す。
【００８３】
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【表１】

【００８４】
　各鋳片を分塊圧延機によって圧延し、ビレットを製造した。各ビレットから、熱間加工
によって、外径１９３．７ｍｍ、肉厚１９．０５ｍｍの素管を製造した。熱間圧延後、素
管を室温まで空冷した。
【００８５】
　各素管に、表２に示す条件で熱処理を実施して、試験Ｎｏ．１～１３の油井用ステンレ
ス鋼管を製造した。試験Ｎｏ．１１～１３の油井用ステンレス鋼管では、焼戻しの第１工
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却はいずれも空冷とした。
【００８６】
【表２】

【００８７】
　各油井用ステンレス鋼管から、ＡＰＩ規定に準拠した丸棒試験片（φ１２．７ｍｍ×Ｇ
Ｌ５０．８ｍｍ）を採取した。丸棒試験片の引張方向は、管軸方向とした。採取した丸棒
試験片を用いて、ＡＰＩ規定に準拠して、常温（２５℃）で引張試験を実施して降伏強度
を求めた。
【００８８】
　各油井用ステンレス鋼管に対して、実施形態で説明した方法に基づいて、残留オーステ
ナイト率の平均値、及び残留オーステナイト率の標準偏差を求めた。なお、各ステンレス
鋼管について、これとは別に、実施形態で説明した方法と光学顕微鏡観察を行ったところ
、いずれも鋼管もマルテンサイトを主相（観察視野の半分以上）とし、それ以外にフェラ
イト及び残留オーステナイト相からなる組織であった。
【００８９】
　各油井用ステンレス鋼管の降伏強度、残留オーステナイト率の平均値、及び残留オース
テナイト率の標準偏差を表３に示す。
【００９０】
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【表３】

【００９１】
　表３に示すように、試験Ｎｏ．１～１０の油井用ステンレス鋼管は、残留オーステナイ
ト率の平均値が１５％以下であり、標準偏差が１．０以下であった。これらの鋼管はさら
に、１２５ｋｓｉ（８６２ＭＰａ）以上の降伏強度を示した。
【００９２】
　一方、試験Ｎｏ．１１～１３の油井用ステンレス鋼管は、残留オーステナイト率の平均
値は１５％以下であったものの、標準偏差が１．０よりも大きかった。これは、これらの
鋼管では、焼戻しの第１工程を実施しなかったためと考えられる。
【００９３】
　各油井用ステンレス鋼管から、ＡＳＴＭ　Ｅ２３に準拠したフルサイズ試験片（Ｌ方向
）を採取した。採取した試験片を用いて、－１０℃及び－６０℃でシャルピー衝撃試験を
実施した。シャルピー衝撃試験は、各油井用ステンレス鋼管、各試験温度について３つの
試験片で実施し、平均値及び標準偏差を求めた。なお、標準偏差は標本標準偏差である。
【００９４】
　シャルピー衝撃試験の結果を表４に示す。表４中の「Ｅ－１０」の欄には、－１０℃の
シャルピー衝撃試験の吸収エネルギーを示している。「Ｅ－６０」の欄には、－６０℃の
シャルピー衝撃試験の吸収エネルギーを示している。「－」は、当該試験を実施していな
いことを示す。
【００９５】
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【００９６】
　表４に示すように、試験Ｎｏ．１～１０の油井用ステンレス鋼管は、－１０℃のシャル
ピー衝撃試験の平均値が１５０Ｊ以上であり、標準偏差が１５Ｊ以下であった。
【００９７】
　一方、試験Ｎｏ．１１の油井用ステンレス鋼管は、－１０℃のシャルピー衝撃試験の平
均値が１５０Ｊ未満であり、標準偏差も１５Ｊよりも大きかった。試験Ｎｏ．１２及び１
３の油井用ステンレス鋼管は、－１０℃のシャルピー衝撃試験の平均値は１５０Ｊ以上で
あったものの、標準偏差は１５Ｊよりも大きかった。これは、これらの鋼管では、焼戻し
の第１工程を実施しなかったためと考えられる。
【００９８】
　さらに、第２工程の保持時間を６０分以上とした試験Ｎｏ．３～５，８～１０の油井用
ステンレス鋼管は、－６０℃のシャルピー衝撃試験の平均値が５０Ｊ以上であった。
【００９９】
　図２は、第２工程の保持時間、残留オーステナイト率、及び－６０℃のシャルピー衝撃
試験の吸収エネルギーの関係を示すグラフである。図２は、試験Ｎｏ．１～５の油井用ス
テンレス鋼管から作成した。残留オーステナイト率は、肉厚中央部の値を用いた。
【０１００】
　図２に示すように、第２工程の保持時間を調整することによって、残留オーステナイト
率を制御できることが分かった。また、微細な残留オーステナイト相が均質に分散させる
ことによって、優れた低温靱性が得られることが分かった。
【０１０１】
　＜実施例２＞
　表５に示す化学組成の代符Ｆの鋼を溶製し、鋳片を連続鋳造によって製造した。
【０１０２】
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【表５】

【０１０３】
　この鋳片を分塊圧延機によって圧延し、ビレットを製造した。各ビレットから、熱間加
工によって、外径２８５．７５ｍｍ、肉厚３３．６５ｍｍの素管を製造した。熱間圧延後
、素管を室温まで空冷した。
【０１０４】
　各素管に、表６に示す条件で熱処理を実施して、試験Ｎｏ．１０１～１１３の油井用ス
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テンレス鋼管を製造した。試験Ｎｏ．１０１の油井用ステンレス鋼管では、焼戻しの第２
工程を実施しなかった。また、試験Ｎｏ．１０９の油井用ステンレス鋼管では、焼戻しの
第１工程を実施しなかった。なお、焼入れの冷却はいずれも水冷とし、焼戻しの第２工程
後の冷却はいずれも空冷とした。
【０１０５】
【表６】

【０１０６】
　各油井用ステンレス鋼管について、実施例１と同様の引張試験を実施して降伏強度及び
引張強度を求めた。また、各油井用ステンレス鋼管について、実施例１と同様のシャルピ
ー衝撃試験を実施した。
【０１０７】
　各油井用ステンレス鋼管の降伏強度、引張強度、及びシャルピー衝撃試験の結果を表７
に示す。
【０１０８】
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【表７】

【０１０９】
　表７に示すように、試験Ｎｏ．１０２～１０８の油井用ステンレス鋼管は、１２５ｋｓ
ｉ（８６２ＭＰａ）以上の降伏強度を示し、－１０℃のシャルピー衝撃試験の平均値が１
５０Ｊ以上であり、標準偏差が１５Ｊ以下であった。
【０１１０】
　さらに、第２工程の保持時間を６０分以上とした試験Ｎｏ．１０５～１０８の油井用ス
テンレス鋼管は、－６０℃のシャルピー衝撃試験の平均値が５０Ｊ以上であった。
【０１１１】
　一方、試験Ｎｏ．１０１の油井用ステンレス鋼管は、－１０℃のシャルピー衝撃試験の
平均値が１５０Ｊ未満であった。これは、焼戻しの第２工程を実施しなかったためと考え
られる。試験Ｎｏ．１０９の油井用ステンレス鋼管は、降伏強度が１２５ｋｓｉ未満であ
った。これは、焼戻しの第１工程を実施しなかったためと考えられる。
【０１１２】
　試験Ｎｏ．１１０の油井用ステンレス鋼管は、－１０℃のシャルピー衝撃試験の標準偏
差が１５Ｊよりも大きかった。これは、焼戻しの第１工程の保持温度が低すぎたためと考
えられる。試験Ｎｏ．１１１の油井用ステンレス鋼管は、－１０℃のシャルピー衝撃試験
の標準偏差が１５Ｊよりも大きかった。これは、焼戻しの第１工程の保持温度が高すぎた
ためと考えられる。
【０１１３】
　試験Ｎｏ．１１２の油井用ステンレス鋼管は、－１０℃のシャルピー衝撃試験の平均値
が１５０Ｊ未満であり、標準偏差も１５Ｊよりも大きかった。これは、焼戻しの第２工程
の保持温度が低すぎたためと考えられる。試験Ｎｏ．１１３の油井用ステンレス鋼管は、
降伏強度が１２５ｋｓｉ未満であった。これは、焼戻しの第２工程の保持温度が高すぎた
ためと考えられる。

【要約】
　靱性の優れた油井用ステンレス鋼管が安定して得られる製造方法を提供する。油井用ス
テンレス鋼管の製造方法は、化学組成が、質量％で、Ｃ：０．０５％以下、Ｓｉ：１．０
％以下、Ｍｎ：０．０１～１．０％、Ｐ：０．０５％以下、Ｓ：０．００２％未満、Ａｌ
：０．００１～０．１％、Ｃｒ：１６．０～１８．０％、Ｎｉ：３．０～５．５％、Ｍｏ
：１．８～３．０％、Ｃｕ：１．０～３．５％、Ｎ：０．０５％以下、Ｏ：０．０５％以
下、Ｔｉ：０～０．３％、Ｎｂ：０～０．３％、Ｖ：０～０．３％、Ｗ：０～２．０％、
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Ｃａ：０～０．０１％、Ｂ：０～０．０１％、残部：Ｆｅ及び不純物である素管を準備す
る工程と、素管を４２０～４６０℃の温度で６０～１８０分の保持時間の間保持する第１
工程と、第１工程の後、素管を５５０～６００℃の温度で５～３００分の保持時間の間保
持する第２工程とを備える。

【図１】

【図２】
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