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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
　Ｃ：０．５６～１．００％、
　Ｓｉ：０．０５～０．５０％、
　Ｍｎ：０．０５～１．００％、
　Ｐ：０．０２５％以下、
　Ｓ：０．０１０％以下、
　Ａｌ：０．００５～０．１００％、
　Ｍｏ：０．４０～１．００％、
　Ｖ：０．０７～０．３０％、
　Ｏ：０．０１０％以下、及び
　Ｎ：０．０３００％以下を含有し、残部はＦｅ及び不純物からなる化学組成を有し、
　８６２ＭＰａ以上の降伏応力を有し、
　Ｘ線回折により得られた［２１１］結晶面の半価幅が０．５０°以下である、低合金油
井管用鋼。
【請求項２】
　請求項１に記載の低合金油井管用鋼であって、
　前記Ｆｅの一部に代えて、
　Ｃｒ：２．００％以下を含有する、低合金油井管用鋼。
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【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の低合金油井管用鋼であって、
　前記Ｆｅの一部に代えて、
　Ｎｂ：０．１００％以下、
　Ｔｉ：０．１００％以下、及び、
　Ｚｒ：０．１００％以下からなる群から選択される１種又は２種以上を含有する、低合
金油井管用鋼。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の低合金油井管用鋼であって、
　前記Ｆｅの一部に代えて、
　Ｃａ：０．０１００％以下を含有する、低合金油井管用鋼。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の低合金油井管用鋼であって、
　前記Ｆｅの一部に代えて、
　Ｂ：０．００３０％以下を含有する、低合金油井管用鋼。
【請求項６】
　請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の低合金油井管用鋼であってさらに、残留オ
ーステナイト率が５％未満である、低合金油井管用鋼。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の低合金油井用鋼から製造され、
　１００～４５０ｍｍの外径と、
　５～１００ｍｍの肉厚とを有し、
　焼割れ欠陥を有さない、低合金油井管。
【請求項８】
　質量％で、Ｃ：０．５６～１．００％、Ｓｉ：０．０５～０．５０％、Ｍｎ：０．０５
～１．００％、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０１０％以下、Ａｌ：０．００５～０．
１００％、Ｍｏ：０．４０～１．００％、Ｖ：０．０７～０．３０％、Ｏ：０．０１０％
以下及びＮ：０．０３００％以下を含有し、残部はＦｅ及び不純物からなる化学組成を有
するビレットを熱間加工して鋼材を製造する工程と、
　連続冷却処理により、焼入れ温度からマルテンサイト変態開始温度に至るまでの時間が
６００秒以内となるような冷却速度で前記鋼材を焼入れする工程と、
　焼入れされた前記鋼材を焼戻しする工程とを備える、低合金油井管用鋼の製造方法。
【請求項９】
　質量％で、Ｃ：０．５６～１．００％、Ｓｉ：０．０５～０．５０％、Ｍｎ：０．０５
～１．００％、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０１０％以下、Ａｌ：０．００５～０．
１００％、Ｍｏ：０．４０～１．００％、Ｖ：０．０７～０．３０％、Ｏ：０．０１０％
以下及びＮ：０．０３００％以下を含有し、残部はＦｅ及び不純物からなる化学組成を有
するビレットを熱間加工して鋼材を製造する工程と、
　恒温処理を含む焼入れ処理を前記鋼材に対して実施する工程と、
　焼入れされた前記鋼材を焼戻しする工程とを備え、
　前記恒温処理を含む焼入れ処理を実施する工程は、
　前記鋼材を焼入れ温度から１００℃超３００℃以下の温度まで、０．７℃／ｓ以上の冷
却速度で冷却する初期冷却工程と、
　前記初期冷却処理工程後の鋼材を、１００℃超３００℃以下の温度範囲で保持する恒温
処理工程と、
　前記恒温処理工程後の鋼材を冷却する最終冷却工程とを含む、低合金油井管用鋼の製造
方法。
【請求項１０】
　請求項８又は請求項９に記載の製造方法であってさらに、
　前記熱間加工後であって前記焼入れ前の前記鋼材に対してノルマライズ処理を実施する
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工程を備える、低合金油井管用鋼の製造方法。
【請求項１１】
　請求項８～請求項１０のいずれか１項に記載の製造方法であって、
　前記ビレットは、前記Ｆｅの一部に代えて、Ｃｒ：２．００％以下を含有する、低合金
油井管用鋼の製造方法。
【請求項１２】
　請求項８～請求項１１のいずれか１項に記載の製造方法であって、
　前記ビレットは、前記Ｆｅの一部に代えて、Ｎｂ：０．１００％以下、Ｔｉ：０．１０
０％以下、及び、Ｚｒ：０．１００％以下からなる群から選択される１種又は２種以上を
含有する、低合金油井管用鋼の製造方法。
【請求項１３】
　請求項８～請求項１２のいずれか１項に記載の低合金油井管用鋼の製造方法であって、
前記ビレットは、前記Ｆｅの一部に代えて、Ｃａ：０．０１００％以下を含有する、低合
金油井管用鋼の製造方法。
【請求項１４】
　請求項８～請求項１３のいずれか１項に記載の低合金油井管用鋼の製造方法であって、
前記ビレットはさらに、前記Ｆｅの一部に代えて、Ｂ：０．００３０％以下を含有する、
低合金油井管用鋼の製造方法。
【請求項１５】
　請求項８～請求項１４のいずれか１項に記載の低合金油井管用鋼の製造方法であって、
　前記鋼材は素管であり、
　前記製造方法は、１００～４５０ｍｍの外径と、５～１００ｍｍの肉厚とを有する継目
無鋼管を製造する、低合金油井管用鋼の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油井管用鋼及びその製造方法に関し、さらに詳しくは、油井及びガス井用の
ケーシングやチュービング等の油井管に用いられる、低合金油井管用鋼及びその製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　油井やガス井（以下、油井及びガス井を総称して、単に「油井」という）の深井戸化に
より、油井管の高強度化が要求されている。従来、８０ｋｓｉ級（降伏応力が８０～９５
ｋｓｉ、つまり、５５１～６５４ＭＰａ）や、９５ｋｓｉ級（降伏応力が９５～１１０ｋ
ｓｉ、つまり、６５４～７５８ＭＰａ）の油井管が広く利用されてきた。しかしながら最
近では、１１０ｋｓｉ級（降伏応力が１１０～１２５ｋｓｉ、つまり、７５８～８６２Ｍ
Ｐａ）の油井管が利用され始めている。
【０００３】
　さらに、最近開発される深井戸の多くは、腐食性を有する硫化水素を含有する。そのた
め、油井管は高強度だけでなく、耐硫化物応力割れ性（耐Ｓｕｌｆｉｄｅ　Ｓｔｒｅｓｓ
　Ｃｒａｃｋｉｎｇ性：以下、耐ＳＳＣ性という）も要求される。
【０００４】
　従来の９５～１１０ｋｓｉ級の油井管の耐ＳＳＣ性の改善策として、鋼を清浄化したり
、鋼組織を微細化したりする方法が知られている。たとえば、特開昭６２－２５３７２０
号公報は、Ｍｎ、Ｐ等の不純物元素を低減して耐ＳＳＣ性を改善する方法を提案する。特
開昭５９－２３２２２０号公報は、焼入れ処理を２回実施することにより結晶粒を微細化
して、耐ＳＳＣ性を改善する方法を提案する。
【０００５】
　上述のとおり、油井管の高強度化の要求に応じて、最近では、１２５ｋｓｉ級（降伏応
力が８６２～９６５ＭＰａ）の油井管用鋼が提案されている。しかしながら、硫化物応力
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割れ（ＳＳＣ）は、強度が高くなるほど発生しやすい。したがって、１２５ｋｓｉ級以上
の油井管用鋼に対しては、従来の９５ｋｓｉ級や１１０ｋｓｉ級の油井管用鋼よりも、耐
ＳＳＣ性のさらなる改善が求められる。
【０００６】
　特開平６－３２２４７８号公報、特開平８－３１１５５１号公報、特開平１１－３３５
７３１号公報、特開２０００－１７８６８２号公報、特開２０００－２５６７８３号公報
、特開２０００－２９７３４４号公報、特開２０００－１１９７９８号公報、特開２００
５－３５０７５４号公報及び特開２００６－２６５６５７号公報は、高強度の油井管用鋼
の耐ＳＳＣ性の改善策を提案する。
【０００７】
　特開平６－３２２４７８号公報は、誘導加熱熱処理により鋼組織を微細化して１２５ｋ
ｓｉ級の鋼材の耐ＳＳＣ性を改善する方法を提案する。特開平８－３１１５５１号公報は
、直接焼入れ法を利用して焼入れ性を高め、焼戻し温度を高めるとき、１１０ｋｓｉ級～
１４０ｋｓｉ級の鋼管の耐ＳＳＣ性を改善する方法を提案する。特開平１１－３３５７３
１号公報は、最適な合金成分に調整することにより、１１０ｋｓｉ級～１４０ｋｓｉ級の
低合金鋼の耐ＳＳＣ性を改善する方法を提案する。特開２０００－１７８６８２号公報、
特開２０００－２５６７８３号公報及び特開２０００－２９７３４４号公報は、炭化物の
形態を制御して１１０ｋｓｉ級～１４０ｋｓｉ級の低合金油井管用鋼の耐ＳＳＣ性を改善
する方法を提案する。特開２０００－１１９７９８号公報は、微細なＶ炭化物を多量に析
出して１１０ｋｓｉ級～１２５ｋｓｉ級の鋼材のＳＳＣの発生時間を遅らせる方法を提案
する。特開２００５－３５０７５４号公報は、転位密度と水素拡散係数とを所望の値に制
御して、１２５ｋｓｉ級以上の油井管の耐ＳＳＣ性を改善する方法を提案する。特開２０
０６－２６５６５７号公報は、Ｃを多く含有し、かつ、水冷時に４００～６００℃で水冷
を停止し、４００～６００℃で等温変態熱処理（オーステンパ処理）を実施してベイナイ
ト単相組織を生成することにより、１２５ｋｓｉ級以上の油井管用鋼の耐ＳＳＣ性を改善
する方法を提案する。
【発明の開示】
【０００８】
　しかしながら、最近では、１２５ｋｓｉ級以上（降伏応力が８６２ＭＰａ以上）の油井
管用鋼の耐ＳＳＣ性のさらなる向上が求められている。
【０００９】
　本発明の目的は、８６２ＭＰａ（１２５ｋｓｉ）以上の降伏応力を有し、耐ＳＳＣ性に
優れた低合金油井管用鋼を提供することである。
【００１０】
　本発明による低合金油井管用鋼は、質量％で、Ｃ：０．５６～１．００％、Ｓｉ：０．
０５～０．５０％、Ｍｎ：０．０５～１．００％、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０１
０％以下、Ａｌ：０．００５～０．１００％、Ｍｏ：０．４０～１．００％、Ｖ：０．０
７～０．３０％、Ｏ：０．０１０％以下及びＮ：０．０３００％以下を含有し、残部はＦ
ｅ及び不純物からなる化学組成を有し、８６２ＭＰａ以上の降伏応力を有し、Ｘ線回折に
より得られた［２１１］結晶面の半価幅が０．５０°以下である。
【００１１】
　本発明の低合金油井管用鋼は、８６２ＭＰａ以上の降伏応力を有し、かつ、優れた耐Ｓ
ＳＣ性を有する。
【００１２】
　本発明の低合金油井管用鋼は、Ｆｅの一部に代えて、Ｃｒ：２．００％以下を含有して
もよい。また、本発明の低合金油井管用鋼は、Ｆｅの一部に代えて、Ｎｂ：０．１００％
以下、Ｔｉ：０．１００％以下、及び、Ｚｒ：０．１００％以下からなる群から選択され
る１種又は２種以上を含有してもよい。本発明による低合金油井用鋼管は、Ｆｅの一部に
代えて、Ｃａ：０．０１００％以下を含有してもよい。本発明による低合金油井管用鋼は
、Ｆｅの一部に代えて、Ｂ：０．００３０％以下を含有してもよい。好ましくは、本発明
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による低合金油井管用鋼はさらに、残留オーステナイト率が５％未満である。
【００１３】
　本発明による低合金油井管用鋼の第１の製造方法は、質量％で、Ｃ：０．５６～１．０
０％、Ｓｉ：０．０５～０．５０％、Ｍｎ：０．０５～１．００％、Ｐ：０．０２５％以
下、Ｓ：０．０１０％以下、Ａｌ：０．００５～０．１００％、Ｍｏ：０．４０～１．０
０％、Ｖ：０．０７～０．３０％、Ｏ：０．０１０％以下及びＮ：０．０３００％以下を
含有し、残部はＦｅ及び不純物からなる化学組成を有する鋼材を熱間加工する工程と、連
続冷却処理により、焼入れ温度からマルテンサイト変態開始温度に至るまでの時間が６０
０秒以内となるような冷却速度で鋼材を焼入れする工程と、焼入れされた鋼材を焼戻しす
る工程とを備える。
【００１４】
　本発明による第１の製造方法は、耐ＳＳＣ性に優れた低合金油井管用鋼を製造できる。
【００１５】
　本発明による低合金油井管用鋼の第２の製造方法は、質量％で、Ｃ：０．５６～１．０
０％、Ｓｉ：０．０５～０．５０％、Ｍｎ：０．０５～１．００％、Ｐ：０．０２５％以
下、Ｓ：０．０１０％以下、Ａｌ：０．００５～０．１００％、Ｍｏ：０．４０～１．０
０％、Ｖ：０．０７～０．３０％、Ｏ：０．０１０％以下及びＮ：０．０３００％以下を
含有し、残部はＦｅ及び不純物からなる化学組成を有する鋼材を熱間加工する工程と、恒
温処理を含む焼入れ処理を鋼材に対して実施する工程と、焼入れされた鋼材を焼戻しする
工程とを備える。恒温処理を含む焼入れ処理を実施する工程は、焼入れ温度から１００℃
超３００℃以下の温度までを０．７℃／ｓ以上の冷却速度で鋼材を冷却する初期冷却工程
と、初期冷却工程後の鋼材を、１００℃超３００℃以下の温度範囲で保持する恒温処理工
程と、恒温処理工程後の鋼材を冷却する最終冷却工程とを含む。
【００１６】
　本発明による第２の製造方法は、耐ＳＳＣ性に優れた低合金油井管用鋼を製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、炭化物のアスペクト比及び炭化物中の合金元素濃度と炭素濃度との関係
を示す図である。
【図２】図２は、［２１１］面回折ピーク半価幅（°）及び鋼中の水素濃度と炭素濃度と
の関係を示す図である。
【図３】図３は、本発明の第１の製造方法に係る連続冷却処理による焼入れ工程と、本発
明の第２の製造方法に係る恒温処理を含む焼入れ工程とを説明するための図である。
【図４】図４は、本発明の第１の製造方法における、鋼管の肉厚ｔ（ｍｍ）と、焼き割れ
が発生しないための、鋼管外面温度が８００℃から５００℃に至るまで臨界的な冷却速度
（℃／ｓ）との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳しく説明する。図中同一又は相当部分に
は同一符号を付してその説明を援用する。化学組成の元素に関する％は、質量％を意味す
る。
【００１９】
　［本発明に係る低合金油井管用鋼の概要］
　本発明者らは、低合金油井管用鋼の耐ＳＳＣ性は、鋼中の炭化物の形状及び転位密度の
影響を受けると考えた。そして、調査及び研究の結果、本発明者らは、以下の知見を得た
。
【００２０】
　（１）低合金油井管用鋼は通常、焼入れ焼戻しを実施される。焼入れ焼戻し時に、鋼中
に種々の炭化物が生成される。炭化物のうち、結晶粒界に生成されるＭ３Ｃ炭化物及びＭ

２３Ｃ６炭化物の形状が扁平であるほど、これらの炭化物を起点として、硫化物応力割れ
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（ＳＳＣ）が発生しやすくなる。ここで、Ｍ３Ｃ炭化物及びＭ２３Ｃ６炭化物の「Ｍ」は
、Ｆｅ、Ｃｒ又はＭｏである。以下、結晶粒界に生成されるＭ３Ｃ炭化物及びＭ２３Ｃ６

炭化物を、「粒界炭化物」と定義する。
【００２１】
　粒界炭化物が球状に近づくほど、粒界炭化物からＳＳＣが発生しにくくなり、耐ＳＳＣ
性が向上する。したがって、耐ＳＳＣ性を向上するためには、粒界炭化物を含む炭化物の
球状化が望ましい。
【００２２】
　焼戻し温度を高くすることにより炭化物をある程度球状化することはできる。しかしな
がら、焼戻し温度の高温化による炭化物の球状化には限界がある。そのため、焼戻し温度
を高くする方法以外の他の方法により、炭化物をさらに球状化できる方が好ましい。
【００２３】
　（２）Ｃ含有量を０．５６％以上にすれば、焼戻し条件等の製造条件を適正に選択する
ことにより、さらに炭化物を球状化することができる。図１の曲線Ｃ１は、低合金鋼にお
けるＣ含有量と、炭化物のアスペクト比との関係を示す図である。本明細書において、炭
化物のアスペクト比とは、後述する炭化物の平均短径と平均長径との比である。アスペク
ト比が１に近いほど、炭化物の球状化の程度が大きい。図１は以下の方法により得られた
。本発明の化学組成の範囲内の板材と、Ｃ含有量のみが本発明の化学組成の範囲から外れ
る板材とを準備した。各板材はいずれも、後述する本発明の製造方法により製造された。
具体的には、上述の化学組成の各鋼材を５０～１８０ｋｇ溶製してインゴットを製造した
。インゴットを熱間鍛造してブロックを製造した。ブロックを熱間圧延して厚さ１２～１
５mmの板材を製造した。板材を連続冷却処理により焼入れした。このとき、板材の表面温
度が焼入れ温度（９２０℃）からマルテンサイト変態開始温度（Ｍｓ点）に至るまでの時
間は６００秒以内であった。冷却後、７００℃で板材を焼戻しした。焼戻し後、各板材か
ら、厚さは板厚のまま、幅２０ｍｍ、長さ１０ｍｍの試験片を採取した。板材の断面方向
に試験片を樹脂埋めし、研磨した。研磨後の試験片に対して、抽出レプリカ法による電子
顕微鏡観察を実施し、炭化物のアスペクト比を求めた。具体的には、１００００倍の倍率
で５視野観察し、各視野内の全ての炭化物の長径と短径とを測定した。このとき、各炭化
物内で複数の径を測定し、最大径を「長径」とし、最小径を「短径」とした。５視野で測
定された全炭化物の長径の平均（以下、平均長径という）を求めた。同様に、５視野で測
定された全炭化物の短径の平均（以下、平均短径という）を求めた。以下の式（Ａ）に基
づいて、板材のアスペクト比を求めた。
　アスペクト比＝平均短径／平均長径　（Ａ）
【００２４】
　さらに、各視野で任意に選択された１０個の炭化物中のＣｒ含有量、Ｍｏ含有量及びＭ
ｎ含有量をＥＤＸ（エネルギー分散型Ｘ線マイクロアナライザ）により同定した。各炭化
物で同定されたＣｒ含有量、Ｍｏ含有量及びＭｎ含有量の合計値の平均を炭化物における
「合金元素濃度」（単位は質量％）と定義した。上述の方法で求められたアスペクト比と
、合金元素濃度（％）とを用いて、図１を作成した。
【００２５】
　図１中の曲線Ｃ１は、Ｃ含有量に対する炭化物のアスペクト比を示す。図１中の曲線Ｃ
２は、Ｃ含有量に対する合金元素濃度（％）を示す。図１を参照して、炭化物のアスペク
ト比は、Ｃ含有量が０．５６％になるまでは、Ｃ含有量の増大にしたがって顕著に増大し
た。つまり、Ｃ含有量の増大にしたがって、炭化物は球状化された。一方、Ｃ含有量が０
．５６％を超えると、アスペクト比はＣ含有量の増大にしたがって増大するものの、その
増大の度合いは、Ｃ含有量が０．５６％以下の場合と比較して小さかった。
【００２６】
　さらに、図１中の曲線Ｃ２で示される炭化物中の合金元素濃度は、Ｃ含有量が０．５６
％になるまでは、Ｃ含有量の増大にしたがって顕著に減少した。一方、Ｃ含有量が０．５
６％以上となると、合金元素濃度の減少の度合いは、Ｃ含有量が０．５６％未満の場合と
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比較して小さかった。
【００２７】
　以上より、Ｃ含有量が０．５６％以上であれば、製造条件を適正に選択することにより
、炭化物は顕著に球状化される。この理由については以下の事項が推定される。合金元素
（Ｃｒ、Ｍｏ、Ｍｎ）は、炭化物中のＦｅと置換して炭化物中に含有される。図１の曲線
Ｃ２により示すとおり、鋼中のＣ含有量が増加すれば、炭化物中の合金元素濃度が低くな
り、炭化物中のＦｅ濃度が高くなる。そのため、炭化物が球状化すると推定される。
【００２８】
　（３）［２１１］面の回折ピークの半価幅（鋼中の転位密度と正相関を有する）及び鋼
中の水素濃度と炭素濃度との関係は、図２のとおりになる。ここで、［２１１］面は、α
－Ｆｅ（フェライト）の［２１１］面を意味する。図２は以下の方法により得られた。Ｃ
以外の元素の含有量が本発明の化学組成の範囲内であり、かつ、種々のＣ含有量を有する
複数の板材を準備した。準備された板材を図１を得たときと同じ製造方法で製造した。焼
戻し後の板材から厚さは板厚のまま、幅２０ｍｍ、長さ１ｍｍの試験片を採取した。試験
片を用いて、Ｘ線回折により、［２１１］結晶面の半価幅を求めた。半価幅は鋼材中の転
位密度を反映すると考えられる。さらに、板材から厚さ２ｍｍ、幅１０ｍｍ、長さ４０ｍ
ｍの試験片を採取した。採取された試験片を、試験浴（常温であり、１ａｔｍの硫化水素
ガスを飽和させた５％ＮａＣｌ＋０．５％ＣＨ３ＣＯＯＨ水溶液）内に３３６時間浸漬し
た。そして、浸漬された試験片を試験浴から取り出し、鋼中の拡散性吸蔵水素含有量を昇
温離脱法により測定し、図２を得た。図２中の曲線Ｃ３は、Ｃ含有量と半価幅との関係を
示す。図２中の横軸は、Ｃ含有量（％）を示す。図２中の曲線Ｃ４は、Ｃ含有量と鋼中の
水素濃度（ｐｐｍ）との関係を示す。
【００２９】
　一般的に、Ｃ含有量が多いほど、マルテンサイト率（鋼中の組織全体に対するマルテン
サイトの体積率）は高くなりやすい。図２の曲線Ｃ３を参照して、Ｃ含有量が高いほど、
鋼中の転位密度は顕著に低くなった。さらに、図２の曲線Ｃ４を参照して、鋼中の水素濃
度も、Ｃ含有量の増加とともに顕著に低下した。そして、Ｃ含有量が０．５６％以上にな
ると、水素濃度はそれほど低下しなかった。
【００３０】
　以上より、Ｃ含有量が高くなり、マルテンサイト率が高くなるに従い、焼戻し後の転位
密度が低下し、鋼中の水素濃度も顕著に低下した。そして、水素濃度の低下は、Ｃ含有量
が０．５６％近傍で収束し、Ｃ含有量が０．５６％以上になると、それほど低下しなかっ
た。
【００３１】
　したがって、マルテンサイト率が高いほど、焼戻し後の転位密度が低下する。転位は、
水素のトラップサイトとなる。転位密度が低下することにより、鋼中の水素濃度も低下し
、耐ＳＳＣ性が向上する。
【００３２】
　（４）転位密度は、Ｘ線回折による得られる［２１１］結晶面の回折ピークの半価幅（
°）に比例する。Ｃ含有量を０．５６％以上として適正なマルテンサイト率とし、［２１
１］結晶面の半価幅（°）を０．５０以下とすれば、優れた耐ＳＳＣ性が得られる。
【００３３】
　（５）上述のとおり、Ｃ含有量が０．５６％以上であり、かつ、Ｘ線回折により得られ
る［２１１］結晶面の半価幅（°）が０．５０以下であれば、炭化物が球状化し、かつ、
転位密度も低下するため、耐ＳＳＣ性が向上する。しかしながら、Ｃ含有量が０．５６％
以上である場合、焼入れの条件次第で、マルテンサイト変態による焼割れが発生する可能
性がある。特開２００６－２６５６５７号公報では、マルテンサイト変態による焼割れを
防止するため、熱間加工後に４００℃～６００℃で恒温変態熱処理（オーステンパ処理）
を実施して鋼の組織をベイナイト主体の組織にする。しかしながら、Ｃ含有量が０．５６
％以上の鋼の組織をベイナイト主体とした場合、オーステンパ処理時に大量の炭化物が生
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成する。生成された大量の炭化物は焼戻し時の転位の回復を阻害する。そのため、焼戻し
後の鋼の転位密度が高くなる。したがって、焼入れ後の鋼の組織は、ベイナイト単体では
なく、マルテンサイトを含有する方が好ましい。マルテンサイトが生成される焼入れ条件
では、焼入れ時に多量の炭化物が生成しにくいからである。
【００３４】
　（６）冷却後の鋼のマルテンサイトとベイナイトとを定量的に測定するのは困難である
。しかしながら、焼入れ後の鋼（つまり、焼入れまま材）の硬さは、鋼中のマルテンサイ
ト率が増えるほど、高まる。焼入れ後であって、焼戻し前の低合金油井用鋼の硬さが、以
下の式（１）を満たせば、転位密度を低減するのに十分な量のマルテンサイトが鋼中に生
成され、焼戻し後の鋼の［２１１］結晶面の半価幅が０．５０°以下になる。
　ロックウェル硬さ（ＨＲＣ）≧５０×Ｃ＋２６　（１）
　ここで、式（１）中の元素（Ｃ）は、対応する元素の含有量（質量％）が代入される。
【００３５】
　（７）本発明による低合金油井管用鋼の焼入れ工程には、たとえば、図３に示す連続冷
却処理による焼入れＣ１０と、恒温処理を含む焼入れＣ１１とのいずれかを採用できる。
連続冷却処理による焼入れＣ１０は、水冷や油冷により連続的に鋼の温度を低下して、鋼
を焼入れする。恒温処理を含む焼入れＣ１１は、焼入れ温度から、１００℃超３００℃以
下の温度まで０．７℃／ｓ以上の冷却速度で冷却する（以下、この冷却工程を初期冷却工
程という）。冷却により１００℃超３００℃以下の温度になった後、冷却を停止し、１０
０℃超３００℃以下の温度で鋼を一定時間保持する（以下、この工程を恒温処理工程とい
う）。その後、鋼を常温までさらに冷却する（以下、この冷却を最終冷却工程という）。
要するに、恒温処理を含む焼入れＣ１１は、初期冷却工程と、恒温処理工程と、最終冷却
工程とを含む。
【００３６】
　本発明における「恒温処理を含む焼入れ工程」では、恒温処理の温度がベイナイト変態
が生じやすい温度域よりも低い点で、特開２００６－２６５６５７号公報に記載されたオ
ーステンパとは異なる。
【００３７】
　本発明における「恒温処理を含む焼入れ工程」において、恒温処理は、１００℃超３０
０℃以下の温度に鋼材を保持する。恒温処理は、鋼材を上述の温度範囲に保持すれば足り
、鋼材を一定温度に保持することに限定されない。
【００３８】
　焼き割れ制御の観点において、好ましくは、恒温処理をＭｓ点超３００℃以下で行う。
この場合、初期冷却の冷却速度を十分大きくすることができる。詳細な機構は明確ではな
いが、この場合、恒温処理の過程で若干量析出するベイナイトが最終冷却における焼き割
れの発生を抑制するものと推定される。
【００３９】
　「恒温処理」は、Ｍｓ点以下１００℃超の温度範囲で行ってもよい。この場合、初期冷
却の冷却速度を抑制する。しかしながら、冷却速度が遅すぎれば、焼入れ後の鋼の硬度は
低すぎる。少なくとも、初期冷却において、フェライト・パーライト又は大量のベイナイ
トが生成する冷却速度は回避されるべきである。したがってこの場合、初期冷却時の好ま
しい冷却速度は、０．７℃／ｓ以上である。
【００４０】
　最終冷却の冷却方法は特に限定されない。ただし、厚肉の鋼管等の焼割れが発生しやす
い形状の鋼に対しては、徐冷するのが好ましい。
【００４１】
　連続冷却処理による焼入れを採用する場合、焼入れ温度（８５０～９２０℃）からＭｓ
点に至るまでの時間（以下、Ｍｓ点通過時間という）が６００秒以内であれば、式（１）
が満たされ、焼戻し後の鋼の［２１１］結晶面の半価幅が０．５０°以下になる。そのた
め、優れた耐ＳＳＣ性を有する低合金油井管用鋼が得られる。一方、焼割れを抑制するた
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めには、Ｍｓ点通過時間は１００秒以上であるのが好ましい。
【００４２】
　恒温処理を含む焼入れを採用する場合、初期冷却の停止温度及び恒温処理温度が１００
℃超３００℃以下であれば、式（１）が満たされ、かつ、焼き割れが抑制される。
【００４３】
　（８）Ｃ含有量が０．３０％以上の低合金鋼では、焼入れにより焼割れが発生しやすい
。焼割れは、マルテンサイト変態に伴い発生する応力に起因すると考えられる。鋼中のＣ
濃度が高いほど結晶格子の歪みが大きく、応力が増大する。
【００４４】
　鋼板と比較して鋼管は周方向に拘束される形状を有する。鋼管に掛かる応力は、鋼板に
掛かる応力よりも複雑になる。そのため、焼割れは、鋼板よりも鋼管で発生しやすい。肉
厚が大きい鋼管はさらに、焼割れが発生しやすい。Ｃ含有量が０．３０％以上の鋼管のう
ち、外径が１００～４００ｍｍ、肉厚が５～１００ｍｍの鋼管では焼割れがさらに発生し
やすく、Ｃ含有量が０．５０％以上になると、焼割れがさらに発生しやすい。上述の（７
）に記載の方法で焼入れを実施すれば、Ｃ含有量が０．５６％以上の低合金鋼管は、焼入
れにより最適量のマルテンサイト、好適な形状の炭化物、好適な半価幅を得ることができ
、かつ、焼割れの発生を抑制できる。
【００４５】
　以上の知見に基づいて、本発明者らは、本発明を完成した。以下、本発明による低合金
油井管用鋼について説明する。
【００４６】
　［化学組成］
　本発明による低合金油井管用鋼は、次に示す化学組成を有する。
【００４７】
　Ｃ：０．５６～１．００％
　本発明による低合金油井管用鋼では、炭素（Ｃ）の含有量が、従前の低合金油井管用鋼
よりも多い。Ｃが多く含有されることにより、粒界炭化物の球状化が促進され、鋼の耐Ｓ
ＳＣ性が向上する。さらに、Ｃが多く含有されることにより、鋼のマルテンサイト変態が
促進される。その結果、焼戻し時に転位の回復が促進され、焼戻し後の鋼の転位密度が低
くなる。一方、Ｃが過剰に含有されれば、その効果は飽和する。したがって、Ｃ含有量は
、０．５６～１．００％である。好ましいＣ含有量の下限は、０．５８％であり、さらに
好ましくは、０．６１％である。好ましいＣ含有量の上限は、０．８０％であり、さらに
好ましくは、０．７０％である。
【００４８】
　Ｓｉ：０．０５～０．５０％
　シリコン（Ｓｉ）は、鋼を脱酸する。一方、Ｓｉが過剰に含有されれば、その効果は飽
和する。したがって、Ｓｉ含有量は、０．０５～０．５０％である。好ましいＳｉ含有量
の下限は、０．１０％であり、さらに好ましくは、０．１３％である。好ましいＳｉ含有
量の上限は、０．３５％であり、さらに好ましくは、０．３０％である。
【００４９】
　Ｍｎ：０．０５～１．００％
　マンガン（Ｍｎ）は、鋼の焼入れ性を高める。一方、Ｍｎが過剰に含有されれば、燐（
Ｐ）及び硫黄（Ｓ）等の不純物元素とともに粒界に偏析する。その結果、鋼の耐ＳＳＣ性
が低下する。したがって、Ｍｎ含有量は、０．０５～１．００％である。好ましいＭｎ含
有量の下限は、０．１０％であり、さらに好ましくは０．３５％である。好ましいＭｎ含
有量の上限は、０．６０％であり、より好ましくは０．５０％であり、さらに好ましくは
０．４７％である。
【００５０】
　Ｐ：０．０２５％以下
　燐（Ｐ）は、不純物である。Ｐは、粒界に偏析して鋼の耐ＳＳＣ性を低下する。そのた
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め、Ｐ含有量は少ない方が好ましい。したがって、Ｐ含有量は、０．０２５％以下である
。好ましいＰ含有量は、０．０１８％以下であり、さらに好ましくは、０．０１４％以下
である。
【００５１】
　Ｓ：０．０１０％以下
　硫黄（Ｓ）は、Ｐと同様に不純物である。Ｓは、粒界に偏析して鋼の耐ＳＳＣ性を低下
する。そのため、Ｓ含有量は少ない方が好ましい。したがって、Ｓ含有量は、０．０１０
％以下である。好ましいＳ含有量は、０．００５％以下であり、さらに好ましくは、０．
００３％以下であり、さらに好ましくは、０．００１５％以下である。
【００５２】
　Ａｌ：０．００５～０．１００％
　アルミニウム（Ａｌ）は、鋼を脱酸する。一方、Ａｌが過剰に含有されれば、その効果
は飽和するとともに、介在物が増加する。したがって、Ａｌ含有量は、０．００５～０．
１００％である。好ましいＡｌ含有量の下限は、０．０１０％であり、さらに好ましくは
、０．０２０％である。好ましいＡｌ含有量の上限は、０．０６０％であり、さらに好ま
しくは、０．０５０％である。本明細書でいう「Ａｌ」の含有量は、「酸可溶Ａｌ」、つ
まり、「ｓｏｌ．Ａｌ」の含有量を意味する。
【００５３】
　Ｍｏ：０．４０～１．００％
　モリブデン（Ｍｏ）は、後述のＶと共に、微細炭化物であるＭＣ（ＭはＭｏ及びＶ）を
形成する。これにより、８６２ＭＰａ以上（１２５ｋｓｉ以上）の降伏応力を得るための
鋼の焼戻し温度を高める。そのため、粒界炭化物が球状化し、転位密度が低減する。一方
、Ｍｏが過剰に含有されれば、その効果は飽和する。したがって、Ｍｏ含有量は、０．４
０～１．００％である。好ましいＭｏ含有量の下限は、０．６５％であり、さらに好まし
くは、０．７０％である。好ましいＭｏ含有量の上限は０．９０％であり、さらに好まし
くは、０．８０％である。
【００５４】
　Ｖ：０．０７～０．３０％
　バナジウム（Ｖ）は、Ｍｏと共に、微細炭化物であるＭＣ（ＭはＭｏ及びＶ）を形成し
、８６２ＭＰａ以上の降伏応力を得るための鋼の焼戻し温度を高める。一方、Ｖが過剰に
含有されれば、焼入れ時に固溶するＶ量が飽和し、焼戻し温度を高める効果も飽和する。
したがって、Ｖ含有量は、０．０７～０．３０％である。好ましいＶ含有量の下限は、０
．０８％である。好ましいＶ含有量の上限は、０．２０％であり、さらに好ましくは、０
．１５％である。
【００５５】
　Ｏ：０．０１０％以下
　酸素（Ｏ）は、不純物である。Ｏが過剰に含有されれば、粗大な酸化物が生成され、鋼
の靭性及び耐ＳＳＣ性を低下する。そのため、Ｏ含有量は少ない方が好ましい。したがっ
て、Ｏ含有量は、０．０１０％以下である。
【００５６】
　Ｎ：０．０３００％以下
　窒素（Ｎ）は、Ａｌ、Ｎｂ、Ｔｉ、Ｚｒと結合して窒化物や炭窒化物を形成してピニン
グ効果により鋼の組織を細粒化する。このような効果を得るための好ましいＮ含有量の下
限は、０．００３０％であり、さらに好ましくは、０．００４０％である。好ましいＮ含
有量の上限は、０．０２００％であり、さらに好ましくは、０．０１５０％である。
【００５７】
　なお、鉄鋼の製造において、Ｎは不純物である。上述のような窒化物又は端窒化物の効
果を積極的に求めない場合は、Ｎは不純物として、０．００３０％未満であってもよい。
【００５８】
　低合金油井管用鋼の化学組成の残部は、Ｆｅ及び不純物からなる。ここでいう不純物は
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、鋼の原料として利用される鉱石やスクラップ、又は、製造過程の環境等から混入する元
素をいう。
【００５９】
　［選択元素について］
　低合金油井管用鋼はさらに、Ｆｅの一部に代えて、Ｃｒを含有してもよい。
【００６０】
　Ｃｒ：２．００％以下
　クロム（Ｃｒ）は、選択元素である。Ｃｒは、鋼の焼入れ性を高める。一方、Ｃｒが過
剰に含有されれば、その効果は飽和する。したがって、Ｃｒ含有量は２．００％以下であ
る。Ｃｒ含有量が０．１０％以上であれば、上記効果が顕著に得られる。しかしながら、
Ｃｒ含有量が０．１０％未満であっても、上記効果はある程度得られる。好ましいＣｒ含
有量の下限は、０．５０％である。好ましいＣｒ含有量の上限は、１．５０％であり、さ
らに好ましくは、１．２０％である。
【００６１】
　低合金油井管用鋼はさらに、Ｆｅの一部に代えて、Ｎｂ、Ｔｉ、Ｚｒからなる群から選
択される１種又は２種以上を含有してもよい。
【００６２】
　Ｎｂ：０．１００％以下
　Ｔｉ：０．１００％以下
　Ｚｒ：０．１００％以下
　ニオブ（Ｎｂ）、チタン（Ｔｉ）及びジルコニウム（Ｚｒ）は、いずれも選択元素であ
る。これらの元素は、ＣやＮと結合して炭化物、窒化物又は炭窒化物を形成する。これら
の析出物（炭化物、窒化物及び炭窒化物）は、ピンニング（ｐｉｎｎｉｎｇ）効果により
鋼の組織を細粒化する。Ｎｂ、Ｔｉ及びＺｒからなる群から選択された１種又は２種以上
が少しでも含有されれば、上記効果が得られる。一方、Ｎｂ、Ｔｉ、Ｚｒが過剰に含有さ
れれば、その効果は飽和する。したがって、Ｎｂ含有量は０．１００％以下であり、Ｔｉ
含有量は０．１００％以下であり、Ｚｒ含有量は、０．１００％以下である。Ｎｂ含有量
が０．００２％以上、又は、Ｔｉ含有量が０．００２％以上、又は、Ｚｒ含有量が０．０
０２％以上であれば、上記効果が顕著に得られる。好ましいＮｂ含有量、Ｔｉ含有量及び
Ｚｒ含有量の下限は、いずれも０．００５％である。好ましいＮｂ含有量、Ｔｉ含有量及
びＺｒ含有量の上限は、いずれも０．０５０％である。
【００６３】
　本発明に係る低合金油井管用鋼はさらに、Ｆｅの一部に代えて、Ｃａを含有してもよい
。
【００６４】
　Ｃａ：０．０１００％以下
　カルシウム（Ｃａ）は選択元素である。Ｃａは、鋼中のＳと結合して硫化物を形成し、
介在物の形状を改善して耐ＳＳＣ性を高める。Ｃａが少しでも含有されれば、上記効果が
得られる。一方、Ｃａが過剰に含有されれば、その効果は飽和する。したがって、Ｃａ含
有量は、０．０１００％以下である。好ましいＣａ含有量の下限は、０．０００３％であ
り、さらに好ましくは、０．０００５％である。好ましいＣａ含有量の上限は、０．００
３０％であり、さらに好ましくは、０．００２０％である。
【００６５】
　本発明に係る低合金油井管用鋼はさらに、Ｆｅの一部に代えて、Ｂを含有してもよい。
【００６６】
　Ｂ：０．００３０％以下
　ボロン（Ｂ）は選択元素である。Ｂは、鋼の焼入れ性を高める。一方、Ｂが過剰に含有
されれば、その効果は飽和する。したがって、Ｂ含有量は、０．００３０％以下である。
好ましいＢ含有量の下限は、０．０００３％以上であり、さらに好ましくは、０．０００
５％である。好ましいＢ含有量の上限は、０．００１５％であり、さらに好ましくは、０
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．００１２％である。
【００６７】
　［組織及び転位密度］
　本発明に係る低合金油井管用鋼の組織は、焼戻しマルテンサイト及び焼戻しベイナイト
の混合組織からなる。より具体的には、低合金油井管用鋼の組織は、主として、焼戻しマ
ルテンサイトと、焼戻しベイナイトとからなり、他に、炭化物や窒化物、炭窒化物等の析
出物や、介在物や、残留オーステナイトを含んでもよい。ただし、残留オーステナイト率
（組織全体に対する残留オーステナイトの体積率：単位は％）は、５％以下である。残留
オーステナイトは、強度のばらつきを発生させるためである。なお、低合金油井管用鋼の
組織は、油井管の肉厚が薄く、焼割れが起こる可能性が極めて低い場合、焼戻しマルテン
サイト単相であってもよい。残留オーステナイト率は、Ｘ線回折法により、以下のとおり
測定される。具体的には、製造された鋼板又は鋼管の厚さの中央部を含むサンプルを採取
する。採取されたサンプルの表面を化学研磨する。化学研磨された表面に対して、ＣｏＫ
α線を入射Ｘ線として使用し、Ｘ線回折を実施する。フェライトの（２１１）面、（２０
０）面、（１１０）面の面積分強度と、オーステナイトの（２２０）面、（２００）面、
（１１１）面の面積分強度とから、残留オーステナイト率を定量する。
【００６８】
　さらに、本発明に係る低合金油井管用鋼において、Ｘ線回折法により得られる［２１１
］結晶面の回折ピークの半価幅は、０．５０°以下である。
【００６９】
　半価幅は、次の方法により求める。研磨された試験片の表面に対してＸ線回折を実施す
る。Ｘ線回折では、３０ｋＶ、１００ｍＡの条件でＣｏＫα線（波長は１．７８８９Å）
を用いる。ＣｏＫα線中のＫα１とＫα２をフィッティングにより分離して、Ｋα1のみ
を抽出し、Ｋα1線の試験片のαＦｅ［２２１］面での回折による半価幅（°）を求める
。ピークトップ法に基づいて、ピーク高さの半価になる高さを半価幅として測定する。さ
らに、ＬａＢ６(六ホウ化ランタン)の単結晶(半価幅を持たない理想な単結晶)を用いて、
Ｘ線回折装置由来の半価幅を測定する。測定された装置固有の半価幅を、測定された半価
幅から差し引いて補正を行う。補正後の値を、［２１１］結晶面の回折ピークの半価幅と
定義する。
【００７０】
　半価幅が０．５０°以下であれば、転位密度が低いために鋼中に水素が蓄積しにくく、
耐ＳＳＣ性が向上する。一方、半価幅が０．５０°を超えると、転位密度が高いため、耐
ＳＳＣ性が低下する。
【００７１】
　［製造方法］
　本発明に係る低合金油井管用鋼の製造方法の一例を説明する。本例では、継目無鋼管（
低合金油井管）の製造方法について説明する。
【００７２】
　上述の化学組成の鋼を溶製し、周知の方法で精錬する。続いて、溶鋼を連続鋳造法によ
り連続鋳造材にする。連続鋳造材はたとえば、スラブやブルームやビレットである。また
、溶鋼を造塊法によりインゴットにしてもよい。
【００７３】
　スラブやブルーム、インゴットを熱間加工してビレットにする。熱間圧延によりビレッ
トにしてもよいし、熱間鍛造によりビレットにしてもよい。
【００７４】
　連続鋳造又は熱間加工により得られたビレットを熱間加工して鋼材を製造する。本例で
は、鋼材は素管である。たとえば、熱間加工としてマンネスマン法を実施し、素管とする
。他の熱間加工方法により素管を製造してもよい。
【００７５】
　熱間加工された鋼材（素管）に対して、焼入れを実施する。上述のとおり、本明細書で
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は、図３における連続冷却処理による焼入れＣ１０と、恒温処理を含む焼入れＣ１１とを
、いずれも「焼入れ」と定義する。
【００７６】
　いずれの焼入れ（連続冷却処理による焼入れ、恒温処理を含む焼入れ）においても、鋼
材の焼入れ温度（鋼材の焼入れ時の表面温度）を８５０～９２０℃にするのが好ましい。
【００７７】
　連続冷却処理による焼入れの場合、図３の曲線Ｃ１０に示すとおり、焼入れ温度から、
鋼材の表面温度を連続的に低下する。連続冷却処理はたとえば、水槽や油槽に鋼材を浸漬
して冷却する方法や、シャワー水冷により鋼材を冷却する方法がある。連続冷却処理にお
いて、鋼材の表面温度が焼入れ温度からＭｓ点に至るまでの時間（Ｍｓ点通過時間という
）は、１００秒～６００秒の範囲内である。通過時間が６００秒を超えると、式（１）を
満たす硬度が得られず、鋼組織中のマルテンサイト率が低すぎる。そのため、優れた耐Ｓ
ＳＣ性が得られない。一方、通過時間が１００秒未満である場合、焼割れが発生する可能
性が高くなる。
【００７８】
　恒温処理を含む焼入れの場合、図３の曲線Ｃ１１に示すとおり、初期冷却により冷却し
た後、１００℃超～３００℃の温度範囲内で一定時間保持する（恒温処理）。恒温処理を
含む焼入れの場合、焼き割れは発生しにくい。初期冷却の冷却停止温度は、１００℃より
も高く、３００℃以下である。冷却停止温度が３００℃を超えると、鋼組織中のベイナイ
ト率が過剰に高くなり、大量の炭化物が生成される。そのため、焼戻し処理において転位
が回復しにくく、転位密度が低下しにくい。したがって、冷却後の鋼の硬さが式（１）を
満たさず、優れた耐ＳＳＣ性が得られない。恒温処理での好ましい保持時間は、５～６０
分である。また、恒温処理後は、鋼材に対して最終冷却を実施する。最終冷却は、水冷で
あってもよいし、空冷であってもよい。要するに、最終冷却時の冷却速度は特に限定され
ない。
【００７９】
　鋼材が素管（鋼管）である場合であって、上記連続冷却による焼入れを実施するとき、
鋼管外面の温度が８００℃から５００℃となるまでの間の冷却速度をＣＲ８－５（℃／ｓ
）と定義する。素管のＣ含有量が約０．６％である場合、好ましくは、冷却速度ＣＲ８－

５は、次の式（２）を満たす。
　ＣＲ８－５≦２８３７ｔ－２．２　（２）
　ここで、ｔは鋼管の肉厚（単位はｍｍ）である。
【００８０】
　冷却速度ＣＲ８－５が式（２）を満たせば、焼割れの発生が抑制される。焼入れ時にお
いて、素管（鋼管）の外面側と内面側とで、マルテンサイト変態の発生に時間差が生じる
。そのため、鋼管内に、焼割れの原因となる残留応力が発生すると考えられる。焼入れ時
の残留応力は、有限要素法（ＦＥＭ）による応力歪み分布解析により求めることができる
。ＦＥＭ解析結果による残留応力値と、実際の鋼管の焼割れ挙動とを対応させた結果、引
張残留応力が２００ＭＰａ以下であれば、本実施形態の鋼管の焼割れは抑制されることが
確認できた。
【００８１】
　鋼管の肉厚ｔ（ｍｍ）が大きいほど、鋼管の内外面でのマルテンサイト変態に時間差が
生じ、引張残留応力は大きくなる。冷却速度が遅ければ、上述のマルテンサイト変態の時
間差が小さくなる。したがって、引張残留応力も小さくなり、焼割れの発生も抑制される
。
【００８２】
　図４は、本発明の第１の製造方法の連続冷却処理における、鋼管の肉厚ｔ（ｍｍ）と、
焼割れが発生しないための、鋼管外面温度が８００℃から５００℃に至るまで臨界的な冷
却速度（℃／ｓ）との関係を示す図である。図４中の曲線Ｃ５は、式（２）の右辺（＝２
８３７ｔ－２．２）を意味する。曲線Ｃ５は、引張残留応力が２００ＭＰａとなる、冷却
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速度ＣＲ８－５（℃／ｓ）と鋼管肉厚ｔ（ｍｍ）との関係を示す。曲線Ｃ５の下側では、
焼割れが抑制される。一方、曲線Ｃ５の上側では、焼割れは発生しやすくなる。したがっ
て、好ましくは、冷却時において、冷却速度ＣＲ８－５が式（２）を満たすように鋼管を
冷却する。この場合、本発明の第１の製造方法であっても、特に、１００～４００ｍｍの
外径と、５～４５ｍｍの肉厚とを有する継目無鋼管において、［２２１］結晶面の半価幅
が０．５０°以下であって、焼割れ欠陥を有さない、又は、焼割れの発生が抑制される継
目無鋼管が製造される。
【００８３】
　連続冷却処理による焼入れ、又は、恒温処理を含む焼入れを実施した後、鋼材に対して
焼戻しを実施する。焼戻し温度は、鋼材の化学組成と、得ようとする降伏応力に応じて適
宜調整される。焼戻し温度はたとえば、６５０～７３５℃である。焼戻しにより、鋼材の
降伏応力は８６２ＭＰａ以上に調整される。ここで、降伏応力とは、０．２％耐力を意味
する。好ましい焼戻し温度は７００℃以上である。この場合、鋼管中の炭化物がさらに球
状化され、耐ＳＳＣ性がさらに高まる。
【００８４】
　以上の工程により低合金油井管（継目無鋼管）が製造される。上述の製造方法では、熱
間加工後に焼入れを実施する。しかしながら、熱間加工と焼入れとの間に、ノルマライズ
（焼準）処理を実施してもよい。具体的には、熱間加工後の鋼材（素管）を、Ａ３点より
も高い温度（たとえば、８５０～９５０℃）で一定時間保持し、その後放冷する。保持時
間はたとえば、５～６０分である。
　ノルマライズ処理は通常、熱間加工後、鋼材を常温に冷却した後、Ａｃ３点以上に加熱
する。しかしながら、本発明においてノルマライズ処理は、熱間加工後、鋼材をそのまま
Ａｒ３点以上の温度に保持することにより実施されてもよい。
【００８５】
　ノルマライズ処理を実施すれば、鋼の結晶粒が微細化する。具体的には、ノルマライズ
処理後の焼入れ後において、（つまり、焼入れまま材において）旧オーステナイト粒界の
粒度番号がＡＳＴＭ　Ｅ１１２に規定される１０以上になる。結晶粒の微細化により、耐
ＳＳＣ性がさらに向上する。特に、９２５ＭＰａ以上の降伏応力を有する低合金油井管用
鋼は、ノルマライズ処理を実施することにより、さらに優れた耐ＳＳＣ性を有する。
【００８６】
　以上の工程により製造された低合金油井管（継目無鋼管）のＸ線回折により得られた［
２１１］結晶面の半価幅は０．５０°以下になる。そのため、耐ＳＳＣ性に優れる。
【００８７】
　上記製造方法では、鋼材を素管又は鋼管として、継目無鋼管の製造方法を説明した。し
かしながら、鋼材の形状は特に限定されない。鋼材は板材や、棒鋼、線材であってもよい
。
【実施例１】
【００８８】
　表１に示す化学組成を有する鋼Ａ～Ｚ及び鋼ＡＡ～ＡＣのインゴットを製造した。
【００８９】
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【表１】

【００９０】
　鋼Ａ～鋼Ｏ、鋼ＡＢ及び鋼ＡＣの化学組成はいずれも、本発明の化学組成の範囲内であ
った。一方、鋼Ｐ～鋼ＵのＣ含有量は、本発明のＣ含有量の下限未満であった。鋼ＶのＭ
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ｎ含有量は、本発明のＭｎ含有量の上限を超えた。鋼ＷのＰ含有量は、本発明のＰ含有量
の上限を超えた。鋼ＸのＳ含有量は、本発明のＳ含有量の上限を超えた。鋼ＹのＭｏ含有
量は、本発明のＭｏ含有量の下限未満であった。鋼Ｚは、Ｖを含有しなかった。鋼ＡＡの
Ｏ（酸素）含有量は、本発明のＯ含有量の上限を超えた。
【００９１】
　各インゴットの重量は３０～１５０ｋｇであった。各インゴットから、ブロックを採取
した。ブロックを１２５０℃に加熱した。加熱されたブロックを熱間鍛造及び熱間圧延し
て、１５～２５ｍｍの厚さを有する板材を製造した。
【００９２】
　製造された板材に対して、焼入れ焼戻し処理、又は、ノルマライズ処理後に焼入れ焼戻
しを実施し、板材の降伏応力を１２５ｋｓｉ級（８６２ＭＰａ～９６５ＭＰａ）及び１４
０ｋｓｉ級（９６５ＭＰａ～１０６８ＭＰａ）に調整した。
【００９３】
　ノルマライズ処理では、Ａ３点以上の温度（９２０℃）で１０分均熱し、その後、周知
の方法で放冷した。一方、焼入れ及び焼戻しは、以下のとおり実施した。
【００９４】
　［焼入れ］
　焼入れ時の焼入れ温度を８５０～９２０℃の範囲に調整した。
【００９５】
　［連続冷却処理による焼入れ］
　連続冷却処理による焼入れを行う場合、板材を焼入れ温度に加熱した後、シャワー冷却
、ミスト冷却又は空冷により、焼入れ温度からマルテンサイト変態開始温度（Ｍｓ点）に
至るまでの時間（Ｍｓ点通過時間）を調整した。
【００９６】
　［恒温処理を含む焼入れ］
　恒温処理を含む焼入れを行う場合、塩浴冷却又は水冷により５℃／ｓ以上で初期冷却を
実施した。冷却途中で板材の引き上げを行い、初期冷却の停止温度を変化させた。停止温
度で２５～４０分保持した（恒温処理）後、常温まで水冷した（最終冷却）。
【００９７】
　［焼入れまま材に対する試験］
　焼入れ後の板材（以下、焼入れまま材という）に対して、以下の試験を実施した。
【００９８】
　［焼入れまま材の硬さ試験］
　焼入れまま材の硬さを、以下の方法により測定した。焼入れまま材を板厚方向に切断し
た。そして、断面の板厚中央部のロックウェル硬さＨＲＣを、ＪＩＳ　Ｇ０２０２に基づ
いて求めた。具体的には、断面の板厚中央部の任意の３点において、ロックウェル硬さＨ
ＲＣを求めた。求めた３点のロックウェル硬さＨＲＣの平均を、対応する試験番号の硬さ
と定義した。
【００９９】
　［旧オーステナイト結晶粒度試験］
　さらに、焼入れまま材を用いて、旧オーステナイト結晶粒度試験を実施した。具体的に
は、焼入れまま材を板厚方向に切断した。そして、切断された板材を樹脂埋めし、断面を
ピクリン酸によりエッチングした。エッチングされた断面を観察し、ＡＳＴＭ　Ｅ１１２
に準拠して、旧オーステナイト結晶粒の粒度番号を決定した。
【０１００】
　［焼戻し］
　焼入れ後の板材に対して、焼戻しを実施し、板材の降伏応力を１２５ｋｓｉ級（８６２
ＭＰａ～９６５ＭＰａ）及び１４０ｋｓｉ級（９６５ＭＰａ～１０６８ＭＰａ）に調整し
た。焼戻し温度は６５０℃～７３５℃であった。
【０１０１】
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　［焼戻し後の板材に対する評価試験］
　焼入れ焼戻しが実行された板材を用いて、以下の評価試験を実施した。
【０１０２】
　［半価幅測定試験及び残留オーステナイト率試験］
　焼戻し後の板材から試験片を採取した。試験片の表面をエメリー紙で研磨した。研磨が
進むほど、粒度の細かいエメリー紙を使用した。１２００番のエメリー紙で試験片の表面
を研磨した後、微量の弗酸を含有した常温の過酸化水素水中に試験片を浸漬し、研磨によ
り試験片の表面に形成された加工硬化層を除去した。加工硬化層が除去された試験片に対
してＸ線回折を行った。Ｘ線回折では、３０ｋＶ、１００ｍＡの条件でＣｏＫα線（波長
は１．７８８９Å）を用いた。ＣｏＫα線中のＫα１とＫα２をフィッティングにより分
離して、Ｋα1のみを抽出し、Ｋα1線の試験片のαＦｅ［２２１］面での回折による半価
幅（°）を求めた。半価幅はピーク高さの半価になる高さで測定した（ピークトップ法）
。さらに、ＬａＢ６(六ホウ化ランタン)の単結晶(半価幅を持たない理想な単結晶)を用い
て、装置由来の半価幅を測定し、測定された装置固有の半価幅を、実測された値から差し
引いて補正を行った。補正後の値を、各試験片の半価幅と定義した。
【０１０３】
　さらに、上述のＸ線回折法により、残留オーステナイト率（全体に対するオーステナイ
トの体積率（％））を測定した。具体的には、鋼材の厚さ方向の中央部を含むサンプルを
採取した。採取されたサンプルの表面を化学研磨した。化学研磨された表面に対して、Ｃ
ｏＫα線を入射Ｘ線として使用し、Ｘ線回折を実施した。フェライトの（２１１）面、（
２００）面、（１１０）面の面積分強度と、オーステナイトの（２２０）面、（２００）
面、（１１１）面の面積分強度とから、残留オーステナイト率を定量した。
【０１０４】
　［降伏応力試験］
　焼戻し後の各板材から、外径６ｍｍ、長さ４０ｍｍの平行部を有する丸棒引張試験片を
採取した。採取された丸棒引張試験片を用いて、常温（２５℃）で引張試験を行い、降伏
応力（０．２％耐力）を求めた。
【０１０５】
　［耐ＳＳＣ性試験］
　耐ＳＳＣ性試験では、ａ浴～ｃ浴を利用した。ａ浴及びｂ浴を用いて定荷重引張試験を
実施した。ｃ浴を用いてオートクレーブ試験を実施した。
【０１０６】
　［定荷重引張試験］
　各板材から、圧延方向に延びる平行部を有する丸棒引張試験片を採取した。平行部の外
径は６．３５ｍｍであり、長さは２５．４ｍｍであった。ＮＡＣＥ　ＴＭ０１７７　Ｍｅ
ｔｈｏｄ　Ａに基づいて、常温（２５℃）において試験浴中で定荷重引張試験を実施した
。試験浴には、ａ浴とｂ浴とを準備した。ａ浴は、常温であり、１ａｔｍの硫化水素ガス
を飽和させた５％ＮａＣｌ＋０．５％ＣＨ３ＣＯＯＨ水溶液であった。ｂ浴は、常温であ
り、０．１ａｔｍの硫化水素ガス（残部は炭酸ガス）を飽和させた５％ＮａＣｌ＋０．５
％ＣＨ３ＣＯＯＨ水溶液であった。
【０１０７】
　１２５ｋｓｉ（８６２ＭＰａ）近傍の降伏応力を有する板材に対しては、ａ浴を用いて
耐ＳＳＣ性試験を実施した。具体的には、試験片をａ浴に浸漬した。そして、ａ浴中の試
験片に対して、１２５ｋｓｉ（８６２ＭＰａ）の８５％の定荷重を負荷した。７２０時間
経過後の試験片に破断が発生しているか否かを観察した。破断が発生しなかった板材は耐
ＳＳＣ性に優れると評価した。
【０１０８】
　１４０ｋｓｉ近傍の降伏応力を有する板材に対しては、ｂ浴を用いて耐ＳＳＣ性試験を
実施した。具体的には、試験片をｂ浴に浸漬した。そして、ｂ浴中の試験片に対して、実
降伏応力（各試験番号の降伏応力）の９０％の定荷重を負荷した。７２０時間経過後の試
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、その板材は耐ＳＳＣ性に優れると評価した。
【０１０９】
　［オートクレーブ試験］
　ｃ浴を用いたオートクレーブ試験を実施し、耐ＳＳＣ性を評価した。ｃ浴は、常温であ
り、１０ａｔｍの硫化水素を飽和させた５％ＮａＣｌ水溶液であった。
【０１１０】
　各板材から２ｍｍ×１０ｍｍ×７５ｍｍの４点曲げ試験片を採取した。４点曲げ治具を
用いて、採取された４点曲げ試験片に、ＡＳＴＭ　Ｇ３９に準拠して、実降伏応力（各試
験番号の降伏応力）の９０％の応力を負荷した。応力が負荷された４点曲げ試験片をオー
トクレーブ内に配置した。４点曲げ試験片を配置した後、脱気した５％ＮａＣｌ水溶液を
オートクレーブ内に注入した。その後、１０ａｔｍの硫化水素を封入した。以上の工程に
より、オートクレーブ内に、ｃ浴が作製され、ｃ浴中に４点曲げ試験片が浸漬された。１
０ａｔｍの硫化水素を封入してから７２０時間経過した後、試験片に割れが発生している
か否かを目視観察した。割れが発生していなかった場合、その板材は耐ＳＳＣ性に優れる
と評価した。なお、試験中のオートクレーブ中の圧力は、常に１０ａｔｍになるよう調整
した。
【０１１１】
　［試験結果］
　表２に試験結果を示す。
【０１１２】
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【表２】

【０１１３】
　表２中の「ノルマライズ」欄の「有」は、対応する試験番号の鋼に対して、ノルマライ
ズ処理が実施されたことを示す。「冷却方法」欄の「連続」は、対応する試験番号の鋼に
対して、連続冷却処理による焼入れが実施されたことを示す。「恒温」は、対応する試験
番号の鋼に恒温処理を含む焼入れが実施されたことを示す。「Ｍｓ点通過時間」欄には、
連続冷却処理におけるＭｓ点通過時間（ｓ）が示される。「停止温度」欄には、恒温処理
を含む焼入れにおける初期冷却の冷却停止温度（℃）が示される。「硬さ（ＨＲＣ）」欄
には、対応する試験番号のロックウェル硬さ（ＨＲＣ）が示される。「旧γ粒度番号」欄
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には、対応する試験番号の旧オーステナイト粒度番号が示される。「５０Ｃ（％）＋２６
」欄には、式（１）の右辺の値Ｆ１＝５０Ｃ＋２６が示される。「焼戻し温度」欄及び「
焼戻し時間」欄には、対応する試験番号の板材の焼戻し温度（℃）及び焼戻し時間（分）
が示される。「半価幅」欄には、対応する試験番号の半価幅（°）が示される。「炭化物
中の合金元素濃度」欄には、図１において説明した方法で得られる、各試験番号の炭化物
中の合金元素濃度（％）が示される。「炭化物のアスペクト比」欄には、式（Ａ）により
求められる、各試験番号の炭化物のアスペクト比が示される。「ＹＳ」欄には、対応する
試験番号の降伏応力（ＭＰａ）が示される。「ＳＳＣ試験」には、ａ浴～ｃ浴での試験結
果が示される。「無し」は、割れが発生しなかったことを示す。「有り」は割れが発生し
たことを示す。なお、試験番号１～７２の全ての残留オーステナイト率は０％であった。
【０１１４】
　表２を参照して、試験番号１～４３の化学組成は、本発明による低合金油井管用鋼の化
学組成の範囲内であった。また、試験番号１～４３の板材の降伏応力は、いずれも、８６
２ＭＰａ以上であり、１２５ｋｓｉ以上であった。
【０１１５】
　さらに、試験番号１～４３において、連続冷却処理による焼入れが実施された試験番号
（１～５、１１～１９、２２～２８、３１～４３）では、Ｍｓ点通過時間が６００秒以内
であった。試験番号１～４３において、恒温処理を含む焼入れが実施された試験番号（６
～１０、２０、２１、２９及び３０）では、停止温度が１００℃よりも高く３００℃以下
であった。そのため、試験番号１～４３はいずれも、式（１）を満たし、その半価幅はい
ずれも、０．５０°以下であった。さらに、試験番号１～４３の炭化物中の合金元素濃度
は２０．０％以下であり、炭化物のアスペクト比は０．４５以上であった。これらの試験
番号の焼戻し温度は、いずれも７００℃以上であった。
【０１１６】
　試験番号１～４３では、ａ浴及びｂ浴を用いた耐ＳＳＣ試験において、割れが確認され
なかった。さらに、降伏応力が８６２ＭＰａ～９２５ＭＰａの試験片では、ノルマライズ
処理の有無にかかわらず、ｃ浴における耐ＳＳＣ試験においても割れが確認されなかった
。すなわち、８６２ＭＰａ～９２５ＭＰａの板材は、１ａｔｍ以上の硫化水素を含有した
環境下においても、優れた耐ＳＳＣ性を示した。
【０１１７】
　炭化物を球状化するには、炭化物中の合金元素濃度の低減に加えて、焼入れ後の焼戻し
温度を高めることが有効であった。炭化物を球状化するには、焼戻し温度を７００℃以上
とするのが好ましかった。
【０１１８】
　試験番号３、１４～１９、２２、２５～２８、３０、３３及び３４では、ノルマライズ
処理が実施された。そのため、旧オーステナイト結晶粒度番号が１０以上になった。その
ため、９２５ＭＰａを超える降伏応力を有する試験番号（３、２２及び２５）のｃ浴での
耐ＳＳＣ試験において、割れが確認されなかった。一方、９２５ＭＰａを超える降伏応力
を有する試験番号１は、ノルマライズ処理されなかったため、ｃ浴での耐ＳＳＣ性試験に
おいて割れが確認された。
【０１１９】
　恒温処理を含む焼入れが施された試験番号４４～４６、４９～５８の化学組成は、本発
明による低合金油井管用鋼の化学組成の範囲内であった。しかしながら、恒温処理を含む
焼入れにおける初期冷却の停止温度が３００℃を超えた。そのため、試験番号４４～４６
、４９～５８の焼入れまま材のロックウェル硬さ（ＨＲＣ）は、式（１）を満たさず、試
験番号４４～４６、４９～５８の半価幅はいずれも０．５０°を超えた。そのため、ａ浴
及びｃ浴の耐ＳＳＣ性試験において、試験番号４４～４６、４９～５８の試験片には、割
れが確認された。
【０１２０】
　連続冷却処理が実施された試験番号４７及び４８の化学組成は、本発明による低合金油
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井管用鋼の化学組成の範囲内であった。しかしながら、Ｍｓ点通過時間が６００秒を超え
た。そのため、試験番号４７及び４８のロックウェル硬さ（ＨＲＣ）は、式（１）を満た
さず、半価幅はいずれも０．５０°を超えた。そのため、ａ浴及びｃ浴の耐ＳＳＣ性試験
において、試験番号４７及び４８の試験片には、割れが確認された。
【０１２１】
　試験番号５９～６６のＣ含有量は、本発明による低合金油井管用鋼のＣ含有量の下限未
満であった。そのため、試験番号５９～６６の炭化物中の合金元素濃度は２０．０％を超
え、炭化物のアスペクト比は０．４５未満であった。そのため、ａ浴及びｃ浴の耐ＳＳＣ
性試験において、又は、ｂ浴の耐ＳＳＣ性試験において、試験番号５９～６６の試験片に
は、割れが確認された。
【０１２２】
　試験番号６７のＭｎ含有量は、本発明による低合金油井管用鋼のＭｎ含有量の上限を超
えた。試験番号６８のＰ含有量は、本発明による低合金油井管用鋼のＰ含有量の上限を超
えた。試験番号６９のＳ含有量は、本発明による低合金油井管用鋼のＳ含有量の上限を超
えた。試験番号７０のＭｏ含有量は、本発明による低合金油井管用鋼のＭｏ含有量の上限
を超えた。試験番号７１の化学組成は、Ｖを含有しなかった。試験番号７２のＯ含有量は
、本発明による低合金油井管用鋼のＯ含有量の上限を超えた。したがって、ａ浴及びｃ浴
の耐ＳＳＣ性試験において、試験番号６７～７２の試験片には、割れが確認された。
【実施例２】
【０１２３】
　表３に示す化学組成を有する鋼種ＡＤ及びＡＥの溶鋼（各１９０トン）を製造した。製
造された溶鋼を用いて、連続鋳造法により、直径３１０ｍｍの丸ビレットを製造した。通
常のマンネスマン－マンドレル法に従って、丸ビレットを穿孔圧延及び延伸圧延し、外径
１１４．０～２４４．５ｍｍ、肉厚１３．８～６０．０ｍｍの素管（継目無鋼管）を製造
した。製造された素管を放冷した。放冷後、素管に対して表４に示す、連続冷却処理によ
る焼入れまたは恒温処理を含む焼入れのいずれかの工程を含む熱処理を行い、継目無鋼管
を製造した。肉厚が５０ｍｍ以上の試験番号８０～８３に対しては連続冷却処理による焼
入れは用いず、焼入方法として恒温処理を含む焼入れを用いた。なお、焼入温度は８５０
～９２０℃の範囲であった。また、恒温処理を含む焼入れの実施においては、焼入温度に
加熱後、初期冷却として水冷により５℃／ｓ以上で冷却を行い、冷却停止温度に達した後
、必要な場合には間欠冷却で鋼管の温度を恒温処理温度付近に安定化させて、恒温熱処理
を実施した。
【０１２４】
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【表３】

【０１２５】
　製造された継目無鋼管に対して、実施例１と同様の評価試験を実施した。但し、降伏応
力試験においては、丸棒引張試験片に代えて、各継目無鋼管から弧状引張試験片を採取し
た。弧状引張試験片の横断面は弧状であり、弧状引張試験片の長手方向は、鋼管の長手方
向と平行であった。
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【０１２６】
　耐ＳＳＣ性評価用の丸棒試験片の長手方向は、継目無鋼管の長手方向と平行であった。
丸棒試験片の寸法は実施例１と同じであった。
【０１２７】
　評価試験の結果を表４に示す。
【０１２８】
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【表４】

【０１２９】
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　連続冷却処理による焼入を用いた場合については、表４中の「ＣＲ８－５」欄には、冷
却速度ＣＲ８－５（℃／ｓ）が示される。また、「２８３７ｔ－２．２」欄には、式（２
）の右辺の値が示される。「焼割れ」欄中の「有り」は、焼入れ後に焼割れが発生したこ
とを示す。「無し」は焼入れ後に焼割れが認められなかったことを示す。
【０１３０】
　表４を参照して、試験番号７３は、焼入れ時に浸漬水冷を実施した。そのため、Ｍｓ点
通過時間は１０秒と短かく、冷却速度ＣＲ８－５が式（２）を満たさなかった。そのため
、試験番号７３の継目無鋼管には、両管端の間に延びる焼割れが観察された。なお、試験
番号７３の継目無鋼管はそのまま焼戻しを実施した。そして、試験番号７３の継目無鋼管
に対しても上述の評価試験を実施した。
【０１３１】
　試験番号７４～８３は本発明の化学組成及び本発明による第１の製造方法または本発明
による第２の製造方法で規定される製造条件を満足し、第１の製造方法の場合、冷却速度
ＣＲ８－５も式（２）を満たした。そのため、焼入れ後の継目無鋼管で焼割れが発生せず
、かつ、優れた耐ＳＳＣ性も得られた。特に、試験番号７６，７７、７９、８１及び８３
では、ノルマライズ処理を実施して継目無鋼管を細粒化した。そのため、これらの試験番
号では、試験条件の厳しいｃ浴中でもＳＳＣは発生しなかった。なお、試験番号７３の鋼
管は焼割れが発生したが、耐ＳＳＣ性は良好であった。
【０１３２】
　表４において、試験番号７３～８３ではいずれも、炭化物中の合金元素濃度が２０．０
％以下であった。炭化物中の合金元素の低減には、Ｃ含有量の増加と、Ｃｒ、Ｍｏ等の合
金元素の低減が有効である。しかしながら、Ｍｏは焼戻し温度を高めるため、Ｍｏ含有量
の低減は焼戻し温度の高温化の観点から望ましくない。したがって、Ｃｒ含有量の低減が
、炭化物中の合金元素濃度の低減について有効であった。
【０１３３】
　さらに、試験番号７３～８３ではいずれも、アスペクト比が０．４５以上であり、炭化
物の球状化が充分達成されていた。炭化物の球状化には、炭化物中の合金元素濃度の低減
に加えて、焼入れ後の焼戻し温度を高めることが有効であった。炭化物を球状化するには
、焼戻し温度を７００℃以上とするのが好ましかった。
【０１３４】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、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内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。
【要約】
　８６２ＭＰａ（１２５ｋｓｉ）以上の降伏応力を有し、耐硫化物応力割れ性（耐ＳＳＣ
性）に優れた低合金油井管用鋼を提供する。本発明による低合金油井管用鋼は、質量％で
、Ｃ：０．５６～１．００％、Ｓｉ：０．０５～０．５０％、Ｍｎ：０．０５～１．００
％、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０１０％以下、Ａｌ：０．００５～０．１００％、
Ｍｏ：０．４０～１．００％、Ｖ：０．０７～０．３０％、Ｏ：０．０１０％以下、Ｎ：
０．０３００％以下を含有し、残部はＦｅ及び不純物からなる化学組成を有し、８６２Ｍ
Ｐａ以上の降伏応力を有し、Ｘ線回折により得られた［２１１］結晶面の半価幅が０．５
０°以下である。
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