
JP 4289686 B2 2009.7.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
成形可能スチール等級から作られたスチールチュービング（４）を拡張する方法であって
、テーパー拡張セクション（６）を有する拡張マンドレル（５）をチュービング（４）を
通して移動させることによりチュービングを可塑的に拡張させる工程を含む方法において
、拡張工程の結果としてせぎりや延性破壊が生じることなく歪み硬化が起こるように非波
形かつ非スロットのチュービング（４）を拡張すること、拡張マンドレル（５）のテーパ
ー拡張セクション（６）がテーパーセラミック外面を有すること、及びチュービング（４
）を地下の井戸孔内部で拡張し、拡張マンドレル（５）が、拡張マンドレル（５）の前方
のチュービング（４）内に存在する流体を地表に抜き出すためのベントライン（８）を含
むことを特徴とするスチールチュービングを拡張する方法。
【請求項２】
チュービング（４）が、０．８より小さい降伏強度－引張り強さ比、及び少なくとも２７
５ＭＰａの降伏強度を有する成形可能スチール等級から作られる、請求項１記載の方法。
【請求項３】
チュービング（４）が、０．６から０．７までの間の降伏強度－引張り強さ比を有するス
チールから作られる、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
チュービング（４）が、双位相（ＤＰ）高強度低合金（ＨＳＬＡ）スチールから作られる
、請求項１、２又は３に記載の方法。
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【請求項５】
チュービング（４）が、少なくとも５５０ＭＰａの引張り強さを有するソラック等級ＤＰ
５５若しくはＤＰ６０、又は日本等級ＳＡＦＨ　５４０　Ｄ若しくはＳＡＦＨ　５９０　
Ｄから作られる、請求項４記載の方法。
【請求項６】
チュービング（４）が、以下のスチール等級のグループ、すなわち
－　ＡＳＴＭ　Ａ１０６高強度低合金（ＨＳＬＡ）シームレスパイプ、
－　ＡＳＴＭ　Ａ３１２オーステナイトステンレススチールパイプ、等級ＴＰ　３０４Ｌ
、
－　ＡＳＴＭ　Ａ３１２オーステナイトステンレススチールパイプ、等級ＴＰ　３１６　
Ｌ、及び
－　ＴＲＩＰスチールとして知られている高残留オーステナイト高強度熱間圧延スチール
、
から選択された成形可能高強度スチール等級から作られる、請求項１、２又は３に記載の
方法。
【請求項７】
拡張されたチュービングの外径が拡張されてないチュービング（４）の外径より少なくと
も２０％大きくなるように、チュービングを拡張し、チュービング（４）の成形可能スチ
ールの歪み硬化指数ｎが少なくとも０．１６である、請求項１～６のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項８】
拡張マンドレル（５）が、平滑なセラミック外面を有するテーパー拡張セクション（６）
を含み、該セラミック外面は、マンドレル（５）の長手方向軸に対して５°から４５°の
間の鋭角Ａにて配向し、チュービングの如何なる焼付きも引き起こすことなくチュービン
グ（４）を拡張させ、拡張工程の結果としてチュービング（４）の内面の平均粗さが小さ
くなる、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
テーパー拡張セクション（６）のセラミック外面が、酸化ジルコニウムから作られ、マン
ドレル（５）の長手方向軸に対して１５°から３０°までの間の鋭角Ａにて配向する、請
求項８記載の方法。
【請求項１０】
チュービング（４）を通して拡張マンドレル（５）をポンプ駆動することにより、チュー
ビング（４）を拡張する、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
拡張されたチュービング（４）の外径（Ｄ２）が、井戸孔又は井戸孔に存在するケーシン
グ（２）の内径より僅かに小さくなるように、チュービング（４）を拡張し、また、井戸
孔内及び拡張マンドレルの前方のチュービング（４）内に存在する流体が、拡張工程後に
チュービング（４）の周りに空いて残る環状空間を介して地表に抜き出される、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１２】
チュービングを巻き取りドラムから巻き取った後、チュービング（４）を地下の井戸孔内
に降ろす、請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
本発明は、チュービング（tubing）の拡張に関する。特に、本発明は、拡張マンドレルを
チュービングに通して移動させることによりスチールチュービングを拡張する方法に関す
る。
チュービングを拡張する方法及び装置は、数多く知られている。
欧州特許明細書第６４３７９４号には、地下の井戸孔（borehole）の壁に抗してケーシン
グを拡張する方法が開示されており、このケーシングは可鍛材料から作られ、好ましくは
少なくとも２５％の非軸方向歪みの可塑性変形が可能であり、このケーシングは、ケーシ
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ングを通じてポンプ駆動、引っ張り、又は押圧される拡張マンドレルにより拡張され得る
。
他の拡張方法及び装置は、独国特許明細書第１５８３９９２号、及び米国特許明細書第３
，２０３，４８３号、第３，１６２，２４５号、第３，１６７，１２２号、第３，３２６
，２９３号、第３，７８５，１９３号、第３，４８９，２２０号、第５，０１４，７７９
号、第５，０３１，６９９号、第５，０８３，６０８号、第５，３６６，０１２号に開示
されている。
公知の拡張方法の多くは、初めから波形にされた管（corrugated tube）を使用しており
、後者の従来技術は、拡張マンドレルにより穴下方に拡張されたスロット管（slotted tu
be）を使用している。
公知の方法において波形又はスロット管を使用することは、管を所望通りに拡張するのに
必要な拡張力を減じるように働く。
請求の範囲第１項の前段部に従った方法は、米国特許明細書第５，３６６，０１２号から
公知である。この公知方法においては、スロット管が、テーパー拡張セクションを備えた
拡張マンドレルにより拡張される。
本発明の目的は、少なくともある程度は堅固な、すなわち非スロットチュービングを拡張
するための方法を提供することである。本方法では、チュービングを拡張する際小さい力
を加えることが求められ、拡張されてないチュービングよりも大きい径と高い強度を有す
るチュービングが得られる。また、本方法は、拡張する前に既に管形状を有し得るチュー
ビングにより実行され得る。
本発明による方法は、少なくともある程度は堅固な（solid）且つ成形可能な、（formabl
e）スチール等級（grade）から作られチュービングを通して拡張マンドレルを移動させる
工程を含む。該マンドレルのテーパー拡張セクションは、テーパーセラミック外面を有す
る。このチュービングは、拡張工程の結果として如何なるせぎり及び延性破壊も生じるこ
となく歪み硬化が為される。
歪み硬化の結果、チュービングは拡張プロセスの間により強くなる。というのは、拡張が
さらに大きくなると、前の拡張に対するよりもより大きな歪みが要求されるからである。
拡張マンドレルのテーパー付きセラミック外面と組み合わせて、チュービングに対して成
形可能スチール等級を使用することは、共同作用効果を奏することが分かった。というの
は、得られる拡張チュービングが、適度に増強された強度を有する一方、拡張力は低く保
たれるからである。チュービングが地下の井戸孔で使用されるなら、拡張前のチュービン
グの低い降伏強度と高い延性により、リールドラムから井戸孔内に巻き取られるチュービ
ングが使用できる。
冶金技術では、歪み硬化（strain-hardening）と加工硬化（work-hardening）なる用語は
同意語であり、両方とも可塑的変形により生じる強度の増大を示すのに用いられる。
この明細書で用いられる用語である成形可能スチール等級は、チュービングが、種々の形
状に可塑的に変形される一方でその構造上の完全性を維持することができることを意味す
る。
スチールの成形特性を決める方法は、メタルハンドブック、第９版、１４巻、成形と鍛造
（Forming and Forging）、ＡＳＭインターナショナル発行、メタルパーク（Metals Park
）、オハイオ（米国）、に記載されている。
せぎり（necking）なる用語は、局所圧縮の発生による或場所での非一様可塑性変形を引
き起こす幾何学効果を示す。せぎりの観点から、せぎり領域での連続的な加工硬化は、ネ
ック内の最小断面の連続的な低減に対してもはや補償しない。従って、スチールの負荷運
搬容量は低下する。連続的な負荷により、実際にさらに可塑的変形の全てが、ネック領域
に制限され、その結果、高度に非一様変形が、破壊が起こるまでせぎり領域において発生
して発達する。
延性破壊なる用語は、延性特性を示すコンポーネントの可塑変形が、コンポーネントが局
所的に２つに割れるほど極度に進む場合に欠陥が発生することを意味する。内部ボイド（
void）の核形成、成長及び凝結は、欠陥まで進み、鈍い繊維状の破裂表面を残す。せぎり
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及び延性破壊なる用語の詳細な説明は、ハンドブック「機械設計における材料欠陥（Fail
ure of Materials in Mechanical Design）」、Ｊ．Ａ．コリンズ（Collins）、第２版、
Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ発行、ニューヨーク（米国）、１９９３年、に
与えられている。
好ましくは、チュービングは成形可能な高強度スチール等級から作られ、０．８より小さ
い降伏強度－引張り強さの比を有し、少なくとも２７５ＭＰａの降伏強度を有する。高強
度スチールなる用語は、この明細書で用いられる場合には、少なくとも２７５ＭＰａの降
伏強度を有するスチールを示す。
チュービングが、降伏応力／引張り応力の比が０．６から０．７までの成形可能スチール
等級から作られることも好ましい。
双位相（dual phase：ＤＰ）高強度低合金（high-strength，low-allow：ＨＳＬＡ）スチ
ールは、拡張された管の良好な表面仕上げを確実にする管の拡張工程中におけるルーダー
ズ（Luders）バンド形成を除去する明確な降伏点を欠く。
本発明による方法で使用される適当なＨＳＬＡ双位相（ＤＰ）スチールは、ソラック（So
llac）により開発され少なくとも５５０Ｍｐａの引張り強さを有する等級ＤＰ５５及びＤ
Ｐ６０、並びに新日本製鐵株式会社により開発され少なくとも５４０ＭＰａの引張り強さ
を有する等級ＳＡＦＨ５４０及びＳＡＦＨ５９０Ｄである。
米国特許明細書第４，９３８，２６６号には双位相スチールを製造するための方法が開示
されているのが分かる。
その他の適当なスチールは、以下の成形可能な高強度スチール等級である。
－　ＡＳＴＭ　Ａ１０６高強度低合金（ＨＳＬＡ）シームレスパイプ、
－　ＡＳＴＭ　Ａ３１２オーステナイトステンレススチールパイプ、等級ＴＰ３０４Ｌ、
－　ＡＳＴＭ　Ａ３１２オーステナイトステンレススチールパイプ、等級ＴＰ３１６Ｌ、
及び
－　新日鐵により開発された等級ＳＡＦＨ５９０Ｅ，ＳＡＦＨ６９０Ｅ，ＳＡＦＨ７８０
Ｅのような高残留オーステナイト高強度熱間圧延スチール（低合金ＴＲＩＰスチール）。
上記ＤＰと他の適当なスチールは各々、少なくとも０．１６の歪み硬化指数ｎを有し、拡
張されたチュービングの外径が、拡張されてないチュービングの外径より少なくとも２０
％大きくなるようにチュービングを拡張させることが出来る。
歪み硬化、加工硬化、歪み硬化指数ｎなどの用語の詳しい説明は、ハンドブック「金属形
成力学と冶金学（Metal Forming-Mechanics and Metallurgy）」、第２版、Ｐｒｅｎｔｉ
ｃｅ　Ｈａｌｌ発行、ニュージャージー（米国）、１９９３年、の第３章及び第１７章に
為されている。
適切には、拡張マンドレルは、円錐形のセラミック外面を有する拡張セクションを含む。
米国特許明細書第３，９０１，０６３号には管引き操作で使用するための円錐形セラミッ
ク外面を有するプラグが開示されている。拡張マンドレルがチュービングを通してポンプ
駆動される場合には、マンドレルがシールセクションを含むことが好ましい。このシール
セクションは、拡張マンドレルの背後に油圧を作用させることによりマンドレルがチュー
ビング内を移動する際に、シールセクションがチュービングの拡張部分に可塑的に係合す
るようなテーパー拡張セクションからの距離にて配置される。このことは、前記距離が拡
張されたチュービングの壁厚の少なくとも３倍であるならば、一般に達成される。
円錐形のセラミック面を用いることにより、拡張工程中の摩擦力が低減され、拡張管に係
合するシールセクションを設けることにより、油圧力がチュービングを過度に拡張してし
まうことが避けられる。
このような場合には、拡張マンドレルが、井戸孔及び拡張マンドレルの前方のチュービン
グ内に存在する如何なる流体をも地表に抜き出すためのベントラインを含むことが好まし
い。
別法として、拡張されたチュービングの内径が井戸孔又は井戸孔内に存在するケーシング
の内径よりも僅かに小さくなるように、チュービングが拡張され、それにより、井戸孔及
び拡張マンドレルの前方のチュービング内に存在する如何なる流体も、拡張工程後にチュ
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ービングの周りに空いたまま残る環状空間を介して地表に抜き出される。
本発明は、本発明による方法で拡張されたチュービングが設けられた井戸にも関する。こ
のような場合には、チュービングは、チュービングを通して炭化水素流体を地表に輸送す
る生産チュービングとして働くことができ、巻き取り可能なサービス及び／又はキル（ki
ll）ラインは、チュービング長の少なくとも実質的な部分を通過し、それを通ってライン
流体が井戸孔の底に向かってポンプ駆動され得る一方、炭化水素流体は、周囲の生産チュ
ービングを介して生産される。このような拡張された生産チュービングを使用することに
より、井戸穴のほとんど全体を炭化水素流体の輸送のために使用することができ、その結
果、所望の生産速度を達成するのに相対的に細い井戸孔が利用できる。
別法として、井戸孔内に存在するケーシングの内面に抗して、チュービングが拡張され得
る。このような場合には、チュービングは生産チュービング及び／又は防護クラッディン
グ（cladding）として用いることができる。防護クラッディングは、腐食性井戸流体、及
びメンテナンスや改修作業中に井戸内に降ろす工具からの損傷に対して井戸を保護するも
のである。
本発明による方法及び井戸システムにおけるこれら及びその他の目的、特徴、効果は、添
付請求の範囲、要約、及び添付図面を参照した以下の詳細な説明から明らかとなる。添付
図面において、図１は、地下井戸孔の長手方向断面図であり、本発明による方法でチュー
ビングが拡張されている。
図１を参照すると、地下層群１を横切る井戸孔と、セメントから成る環状本体３により井
戸孔内に固定されたケーシング２が示されている。
生産チュービング４は、双位相高強度低合金（ＨＳＬＡ）スチール又は他の成形可能高強
度スチールから作られ、ケーシング２内に吊される。
拡張マンドレル５は、チュービング４を通って長手方向に移動され、それにより、拡張チ
ュービングの外径がケーシング２の内径より僅かに小さいか又はほぼ等しくなるように、
チュービング４を拡張する。
拡張マンドレル５には、一連のセラミック面が備わり、拡張工程中のピグ（pig）とチュ
ービング４の間の摩擦力を制限する。示された例では、チュービングを実際に拡張する円
錐形セラミック面のセミトップ角Ａは、約２５°である。酸化ジルコニウムは、平滑な円
錐形リングとして形成され得る適切なセラミック材料であることが分かっている。実験及
びシミュレーションにより、もし円錐形セミトップ角Ａが２０～３０°であるならば、パ
イプは、本質的に前記円錐形部分の外側先端又は縁にて、場合によっては円錐形部分の約
中間にて、Ｓ字状となるように変形し、セラミック面のテーパー部６に接触することが示
されている。
実験によると、拡張するチュービング４がＳ字状となることが有利であることも示された
。というのは、このことにより、セラミック面６のテーパー部とチュービング４との間の
接触面の長さが減り、それにより、拡張マンドレル５とチュービング４の間の摩擦量も減
るからである。
実験によると、もし前記セミトップ角Ａが１５°よりも小さいならば、管とピグ間の相対
的に高い摩擦力を生じ、もし前記トップ角が３０°よりも大きいならば、チュービング４
の可塑的曲がり故に余分な可塑的作用が生じ、このことがより高い熱散逸やチュービング
４を通したピグ５の前方移動の破裂をも引き起こすことも示された。従って、前記セミト
ップ角Ａは１５～３０°の間で選択されるのが好ましく、常に５～４５°の間とすべきで
ある。
実験によると、拡張工程中のチュービングの焼付きを避けるためには、拡張マンドレル５
のテーパー部は非金属外面を有するべきであることも示された。さらに、拡張マンドレル
のテーパー部用にセラミック面を使用することにより、チュービング４の内面の平均粗さ
が拡張工程の結果として小さくなった。また、実験によると、セラミックテーパー面６を
備えた拡張マンドレル５は、拡張後にチュービング外径Ｄ２が非拡張チュービングの外径
Ｄ１より少なくとも２０％大きくなるように、成形可能スチールから成るチュービング５
を拡張でき、適当な成形可能スチールは、ＤＰ５５及びＤＰ６０として公知の双位相（Ｄ
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Ｐ）高強度低合金（ＨＳＬＡ）スチール；ＡＳＴＭ　Ａ１０６ＨＳＬＡシームレスパイプ
、ＡＳＴＭ　Ａ３１２オーステナイトステンレススチールパイプ、等級ＴＰ３０４Ｌ及び
ＴＰ３１６Ｌ、並びに新日鐵により製造されているＴＲＩＰスチールとして公知の高残留
オーステナイト高強度熱間圧延スチールである。
マンドレル５は、一対のシールリング７を備え、これらのシールリング７は、リング７が
チュービング４の可塑的に拡張されたセクションに面するよう円錐形セラミック面６から
一定距離にて配置される。シールリングは、高い油圧の流体がマンドレル５の円錐形セラ
ミック面６と拡張するチュービング４の間に存在してチュービング４の不規則に大きな拡
張を生じることを避けるよう働く。
拡張マンドレル５は、コイルベントライン８に連通した中央ベント通路９を備え、ベント
ライン８を通って流体が地表に抜き出され得る。拡張工程の完了後、ピグ５はベントライ
ンにより地表まで引っ張り上げられ得、コイルキル及び／又はサービスライン（図示せず
）が拡張されたチュービング４内に降ろされ得て、炭化水素流体流入ゾーンに向けてキル
及び／又はトリートメント流体を注入するのを容易にする。この注入は、通常は生産チュ
ービングと井戸ケーシングの間の環を介して行われる。しかしながら、もしチュービング
４がより小さい径に拡張されるならば、ケーシング２と拡張チュービング４の間の残りの
環状空間は、拡張工程中に流体を抜き出し、生産工程中に流体を注入するのに使用できる
。この場合には、ベントライン８とキル及び／又はサービスラインを使用する必要はない
。
従来の井戸では、たとえ井戸が反れてケーシングが不規則な内面を有していても、チュー
ビングにスムーズに挿入できるようにするために、井戸の内径の５０％より小さい外径を
有する生産チュービングを使用することがしばしば必要である。従って、本発明による本
来の位置へのチュービング拡張方法が井戸穴の効率的な使用を強化することは明らかであ
る。
油圧によりチュービング内に拡張マンドレルを移動させる代わりに、マンドレルは、ケー
ブルによりチュービング内で引っ張られ得、又はパイプストリング若しくはロッドにより
チュービング内で押され得ることも理解される。
本発明による方法は、井戸穴の外部で用いられるチュービング、例えば地上施設での油田
管を拡張したり、損傷又は腐食した実在のチュービング内にてチュービングを拡張するの
に用いることができる。
本発明は、以下の比較実験に基づいてさらに説明される。
実験１
円錐形セラミック面を有する拡張マンドレル（円錐形のセミトップ角Ａ＝２０°）が、ケ
ーシング等級Ｌ８０、１３％Ｃｒとして公知の従来の油田管を通して移動させられた。こ
のケーシングは、広く使用されているケーシングタイプであり、初めの外径は１０１．６
ｍｍ（４”）、初めの壁厚は５．７５ｍｍ、破裂圧力は８５０バール、歪み効果指数ｎ＝
０．０７５である。拡張マンドレルは、拡張された管の外径が１２７ｍｍとなるように設
計され、よって、径は２０％増加する。管は拡張工程中に破裂した。分析によると、材料
の延性制限は越えられて延性破壊が起こった。
実験２
油又はガス井戸での生産チュービングとしてますます使用されているタイプＱＴ－８００
のコイルチュービングを用いた実験が行われた。チュービングは、初めに外径が６０．３
ｍｍ、壁厚が５．１５ｍｍ、破裂圧力が８００バール、歪み硬化指数ｎ＝０．１４である
。拡張マンドレルは、チュービングを通って移動させられ、マンドレルは、円錐形面を包
絡する円錐のセミトップ角Ａが５°となるような円錐形セラミック面を含み、拡張された
チュービングの外径が７３ｍｍ（約２１％増し）となるように設計された。このチュービ
ングは拡張工程中に破裂する。分析によると、高い摩擦力故に拡張工程中に拡張圧力がパ
イプの破裂圧力を越えたことが分かった。
実験３
ＡＳＴＭ　Ａ１０６等級Ｂとして公知の成形可能スチール等級から作られるシームレスパ
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イプを用いて実験が行われた。このパイプは、初めに外径が１０１．６ｍｍ（４”）、初
めの壁厚が５．７５ｍｍ、歪み硬化指数ｎ＝０．１７５であった。
拡張マンドレルは、パイプを通ってポンプ駆動された。このマンドレルは、円錐形面を包
絡する円錐のセミトップ角Ａが２０°であり、且つ、拡張されたパイプの外径が１２７ｍ
ｍ（５”）であり外径が２１％増加するような円錐形セラミック面を含んだ。
パイプは首尾良く拡張され、パイプを通ってマンドレルを移動させるようにマンドレルに
与えられた油圧は、２７５～３００バールの間であった。拡張されたパイプの破裂圧力は
、５２０～５３０バールの間であった。

【図１】



(8) JP 4289686 B2 2009.7.1

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  ドネリー，マルテイン
            オランダ国エヌエル―１０３１　シー・エム　アムステルダム、バトホイスウエヒ　３
(72)発明者  フアウレ，アルバン，ミシエル
            オランダ国エヌエル―２２８８　ジー・デイー　リヤスヴイヤク、ヴオルメルラーン　６
(72)発明者  マルケツツ，フランツ
            オランダ国エヌエル―２２８８　ジー・デイー　リヤスヴイヤク、ヴオルメルラーン　６
(72)発明者  ステユワート，ロバート，ブルース
            オランダ国エヌエル―２２８８　ジー・デイー　リヤスヴイヤク、ヴオルメルラーン　６
(72)発明者  ローベツク，ヴイルヘルムス，クリスチアヌス，マリア
            オランダ国エヌエル―２２８８　ジー・デイー　リヤスヴイヤク、ヴオルメルラーン　６

    合議体
    審判長  山口　由木
    審判官  関根　裕
    審判官  宮崎　恭

(56)参考文献  特表平７－５０７６１１（ＪＰ，Ａ）
              特開平３－２２６３０８（ＪＰ，Ａ）
              特開平４－７１７２６（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第３９０１０６３（ＵＳ，Ａ）
              特表平７－５０７６１０（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６４－３６８９３（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６０－１３７５１１（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６０－１３７５１１（ＪＰ，Ａ）
              特開昭２－２４４５０５（ＪＰ，Ａ）
              実開昭６３－１３８９８６（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              E21B 43/10
              B21D 39/20
              C21D  7/12


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

