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(57)【要約】
　降伏強度が８６２～９６５ＭＰａ未満の高強度と優れ
た耐ＳＳＣ性とを有する、鋼材及び油井用鋼管を提供す
る。本発明による鋼材は、質量％で、Ｃ：０．２５～０
．５０％、Ｓｉ：０．０５～０．５０％、Ｍｎ：０．０
５～１．００％、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０１
００％以下、Ａｌ：０．００５～０．１００％、Ｃｒ：
０．３０～１．５０％、Ｍｏ：０．２５～１．５０％、
Ｔｉ：０．００２～０．０５０％、Ｂ：０．０００１～
０．００５０％、Ｎ：０．００２～０．０１０％、及び
、Ｏ：０．０１００％以下を含有し、残部がＦｅ及び不
純物からなる化学組成を有する。さらに固溶Ｃを０．０
１０～０．０５０質量％含有する。降伏強度は８６２～
９６５ＭＰａ未満、降伏比は９０％以上である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
　Ｃ：０．２５～０．５０％、
　Ｓｉ：０．０５～０．５０％、
　Ｍｎ：０．０５～１．００％、
　Ｐ：０．０２５％以下、
　Ｓ：０．０１００％以下、
　Ａｌ：０．００５～０．１００％、
　Ｃｒ：０．３０～１．５０％、
　Ｍｏ：０．２５～１．５０％、
　Ｔｉ：０．００２～０．０５０％、
　Ｂ：０．０００１～０．００５０％、
　Ｎ：０．００２～０．０１０％、
　Ｏ：０．０１００％以下、
　Ｖ：０～０．３０％、
　Ｎｂ：０～０．１００％、
　Ｃａ：０～０．０１００％、
　Ｍｇ：０～０．０１００％、
　Ｚｒ：０～０．０１００％、
　Ｃｏ：０～０．５０％、
　Ｗ：０～０．５０％、
　Ｎｉ：０～０．５０％、及び、
　Ｃｕ：０～０．５０％を含有し、残部がＦｅ及び不純物からなる化学組成を有し、
　固溶Ｃを０．０１０～０．０５０質量％含有し、
　８６２～９６５ＭＰａ未満の降伏強度、及び、９０％以上の降伏比を有する、鋼材。
【請求項２】
　請求項１に記載の鋼材であって、
　前記化学組成は、
　Ｖ：０．０１～０．３０％、及び、
　Ｎｂ：０．００２～０．１００％からなる群から選択される１種以上を含有する、鋼材
。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の鋼材であって、
　前記化学組成は、
　Ｃａ：０．０００１～０．０１００％、
　Ｍｇ：０．０００１～０．０１００％、及び、
　Ｚｒ：０．０００１～０．０１００％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、鋼材。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の鋼材であって、
　前記化学組成は、
　Ｃｏ：０．０２～０．５０％、及び、
　Ｗ：０．０２～０．５０％からなる群から選択される１種以上を含有する、鋼材。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の鋼材であって、
　前記化学組成は、
　Ｎｉ：０．０２～０．５０％、及び、
　Ｃｕ：０．０１～０．５０％からなる群から選択される１種以上を含有する、鋼材。
【請求項６】
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　請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の化学組成を有し、
　固溶Ｃを０．０１０～０．０５０質量％含有し、
　８６２～９６５ＭＰａ未満の降伏強度、及び、９０％以上の降伏比を有する、油井用鋼
管。
【請求項７】
　請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の化学組成を有する中間鋼材を準備する準備
工程と、
　準備工程後、８００～１０００℃の前記中間鋼材を、３００℃／分以上の冷却速度で冷
却する焼入れ工程と、
　焼入れ後の前記中間鋼材を、６７０℃～Ａｃ１点で１０～１８０分保持した後、６００
℃から２００℃の間の平均冷却速度を５～１００℃／秒で冷却する焼戻し工程とを備える
、鋼材の製造方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の鋼材の製造方法であって、
　前記準備工程は、請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の化学組成を有する素材を
準備する素材準備工程と、
　前記素材を熱間加工して中間鋼材を製造する熱間加工工程とを含む、鋼材の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼材、油井用鋼管、及び、鋼材の製造方法に関し、さらに詳しくは、サワー
環境での使用に適した鋼材、油井用鋼管、及び、鋼材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、油井用鋼管の高強度化が要求されている。具体的には、８０ｋｓｉ級（降伏強度が
８０～９５ｋｓｉ、つまり、５５１～６５５ＭＰａ）や、９５ｋｓｉ級（降伏強度が９５
～１１０ｋｓｉ、つまり、６５５～７５８ＭＰａ）の油井用鋼管が広く利用されており、
最近ではさらに、１１０ｋｓｉ級（降伏強度が１１０～１２５ｋｓｉ、つまり、７５８～
８６２ＭＰａ）、及び１２５ｋｓｉ級（降伏強度が１２５ｋｓｉ～１４０ｋｓｉ、つまり
８６２～９６５ＭＰａ）の油井用鋼管が求められ始めている。
【０００３】
　深井戸の多くは、腐食性を有する硫化水素を含有するサワー環境である。このようなサ
ワー環境で使用される油井用鋼管は、高強度だけでなく、耐硫化物応力割れ性（耐Ｓｕｌ
ｆｉｄｅ　Ｓｔｒｅｓｓ　Ｃｒａｃｋｉｎｇ性：以下、耐ＳＳＣ性という）も要求される
。
【０００４】
　油井用鋼管に代表される鋼材の耐ＳＳＣ性を高める技術が、特開昭６２－２５３７２０
号公報（特許文献１）、特開昭５９－２３２２２０号公報（特許文献２）、特開平６－３
２２４７８号公報（特許文献３）、特開平８－３１１５５１号公報（特許文献４）、特開
２０００－２５６７８３号公報（特許文献５）、特開２０００－２９７３４４号公報（特
許文献６）、特開２００５－３５０７５４号公報（特許文献７）、特表２０１２－５１９
２３８号公報（特許文献８）及び特開２０１２－２６０３０号公報（特許文献９）に開示
されている。
【０００５】
　特許文献１は、Ｍｎ、Ｐ等の不純物を低減して、油井用鋼の耐ＳＳＣ性を高める方法を
提案する。特許文献２は、焼入れを２回実施して結晶粒を微細化し、鋼の耐ＳＳＣ性を高
める方法を提案する。
【０００６】
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　特許文献３は、誘導加熱熱処理により鋼組織を微細化して、１２５ｋｓｉ級の鋼材の耐
ＳＳＣ性を高める方法を提案する。特許文献４は、直接焼入れ法を利用して鋼の焼入れ性
を高め、さらに、焼戻し温度を高めることにより、１１０ｋｓｉ級～１４０ｋｓｉ級の鋼
管の耐ＳＳＣ性を高める方法を提案する。
【０００７】
　特許文献５及び特許文献６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性を高める方法を提案する。特許文献７は、転位密度と
水素拡散係数とを所望の値に制御して、１２５ｋｓｉ（８６２ＭＰａ）級以上の鋼材の耐
ＳＳＣ性を高める方法を提案する。特許文献８は、０．３～０．５％のＣを含有する低合
金鋼に対して、複数回の焼入れを実施することにより、１２５ｋｓｉ（８６２ＭＰａ）級
の鋼の耐ＳＳＣ性を高める方法を提案する。特許文献９は、２段熱処理の焼戻し工程を採
用して、炭化物の形態や個数を制御する方法を提案する。より具体的には、特許文献９で
は、大型のＭ３ＣあるいはＭ２Ｃの個数密度を抑制して、１２５ｋｓｉ（８６２ＭＰａ）
級の鋼の耐ＳＳＣ性を高める。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開昭６２－２５３７２０号公報
【特許文献２】特開昭５９－２３２２２０号公報
【特許文献３】特開平６－３２２４７８号公報
【特許文献４】特開平８－３１１５５１号公報
【特許文献５】特開２０００－２５６７８３号公報
【特許文献６】特開２０００－２９７３４４号公報
【特許文献７】特開２００５－３５０７５４号公報
【特許文献８】特表２０１２－５１９２３８号公報
【特許文献９】特開２０１２－２６０３０号公報
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１～９に開示された技術を適用しても、降伏強度が１２５
ｋｓｉ（ＹＳが８６２ＭＰａ）以上の油井用鋼管の場合、優れた耐ＳＳＣ性を安定して得
られない場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、降伏強度が８６２～９６５ＭＰａ未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）
の高強度と優れた耐ＳＳＣ性とを有する、鋼材及び油井用鋼管を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明による鋼材は、質量％で、Ｃ：０．２５～０．５０％、Ｓｉ：０．０５～０．５
０％、Ｍｎ：０．０５～１．００％、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０１００％以下、
Ａｌ：０．００５～０．１００％、Ｃｒ：０．３０～１．５０％、Ｍｏ：０．２５～１．
５０％、Ｔｉ：０．００２～０．０５０％、Ｂ：０．０００１～０．００５０％、Ｎ：０
．００２～０．０１０％、Ｏ：０．０１００％以下、Ｖ：０～０．３０％、Ｎｂ：０～０
．１００％、Ｃａ：０～０．０１００％、Ｍｇ：０～０．０１００％、Ｚｒ：０～０．０
１００％、Ｃｏ：０～０．５０％、Ｗ：０～０．５０％、Ｎｉ：０～０．５０％、及び、
Ｃｕ：０～０．５０％を含有し、残部がＦｅ及び不純物からなる化学組成を有する。本発
明による鋼材は、固溶Ｃを０．０１０～０．０５０質量％含有する。降伏強度は８６２～
９６５ＭＰａ未満、降伏比は９０％以上である。
【００１２】
　本発明による鋼材の製造方法は、準備工程と、焼入れ工程と、焼戻し工程とを備える。
準備工程では、上述の化学組成を有する中間鋼材を準備する。焼入れ工程では、準備工程
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後、８００～１０００℃の中間鋼材を、３００℃／分以上の冷却速度で冷却する。焼戻し
工程では、焼入れ後の中間鋼材を、６７０℃～Ａｃ１点で１０～１８０分保持した後、６
００～２００℃の平均冷却速度を５～１００℃／秒で冷却する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明による鋼材及び油井用鋼管は、降伏強度が８６２～９６５ＭＰａ未満（１２５～
１４０ｋｓｉ未満）の高強度と優れた耐ＳＳＣ性とを有する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、各試験番号の固溶Ｃ量と破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣとの関係を示す図である
。
【図２】図２は、実施例の各試験番号の固溶Ｃ量と破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣとの関係を示す
図である。
【図３Ａ】図３Ａは、実施例のＤＣＢ試験で用いるＤＣＢ試験片の側面図及び断面図であ
る。
【図３Ｂ】図３Ｂは、実施例のＤＣＢ試験で用いるクサビの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明者らは、鋼材及び油井用鋼管において、降伏強度が８６２～９６５ＭＰａ未満（
１２５～１４０ｋｓｉ未満）の高強度と耐ＳＳＣ性とを両立させる方法について調査検討
し、次の知見を得た。
【００１６】
　（ａ）高強度を有する鋼材においては、高強度になるほど鋼材の転位密度が増加する。
一方、転位は水素を吸蔵する。そのため、鋼材の転位密度が増加すれば、鋼材が吸蔵する
水素量は増加する。その結果、鋼材の水素濃度が高まり、鋼材の耐ＳＳＣ性は低下する。
すなわち、鋼材の転位密度を低減すれば、鋼材が吸蔵する水素量は低下する。その結果、
鋼材の水素濃度が低下し、鋼材の耐ＳＳＣ性が高まる。
【００１７】
　（ｂ）一方、降伏強度ＹＳ（Ｙｉｅｌｄ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ）を高めるには、鋼材の転
位密度を高めることが有効である。しかしながら、上述のとおり、鋼材の転位密度を高め
れば、鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する。一方、鋼材の転位が可動転位にならないようにすれ
ば、転位の消滅を抑制し、転位密度の低下を抑制することができる。この場合、鋼材の強
度を維持することができる。そこで本発明者らは、鋼材の転位を不動転位にすることで、
鋼材の降伏強度を高めることを考えた。
【００１８】
　具体的に、本発明者らは、鋼材中に固溶しているＣ（以下、固溶Ｃという）によって転
位を固溶Ｃ不動転位にすることについて検討した。その結果、鋼材中の固溶Ｃ量を調整す
ると、鋼材の降伏強度だけでなく、鋼材の耐ＳＳＣ性が高まる場合があることを、本発明
者らは見出した。すなわち、鋼材中の固溶Ｃ量を調整すれば、鋼材の転位密度を維持しつ
つ、鋼材の耐ＳＳＣ性を高めることができる。
【００１９】
　したがって、鋼材の高強度と耐ＳＳＣ性とを両立させるためには、固溶Ｃ量を適正に制
御することで、転位密度と固溶Ｃ不動転位密度とのバランスをとる必要があるのではない
かと本発明者らは考えた。そこで本発明者らは、固溶Ｃ量を適正に制御することで、転位
密度のバランスをとる方法についてさらに調査検討した。
【００２０】
　［固溶Ｃ量と耐ＳＳＣ性との関係］
　表１に示す化学組成を有する鋼に対して熱間圧延を実施し、板厚１５ｍｍの鋼板を製造
した。
【００２１】
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【表１】

【００２２】
　熱間圧延後の鋼板を放冷し、鋼板温度を常温とした。鋼板に対して、９２０℃加熱で焼
入れ及び６９０℃で焼戻しを行った。焼戻し後、鋼板を室温まで冷却した。焼戻し後の冷
却速度（℃／秒）は表２に示すとおりであった。焼戻し後の冷却はシャワー型水冷装置を
用いて実施した。
【００２３】

【表２】

【００２４】
　冷却後、後述する試験方法に基づいて、各鋼板に対して、引張試験を実施した。さらに
後述する試験方法及び計算方法に基づいて、固溶Ｃ量（質量％）を算出した。なお、固溶
Ｃ量は、後述する試験方法に記載のとおり、鋼板のＣ含有量と炭化物として析出したＣの
量（以下、析出Ｃ量ともいう）との差から算出した。析出Ｃ量は、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｍｎ及び
Ｍｏの残渣量及びセメンタイト中の濃度とＶ及びＮｂの残渣量とから算出した。各元素の
残渣量（質量％）及びセメンタイト中の濃度（質量％）は表３のとおりであった。
【００２５】
【表３】

【００２６】
　さらに、後述する試験方法に基づいて、ＤＣＢ試験を実施し、各試験番号の破壊靭性値
Ｋ１ＳＳＣ（ＭＰａ√ｍ）を求めた。図１は、各試験番号の固溶Ｃ量と破壊靭性値Ｋ１Ｓ

ＳＣとの関係を示す図である。
【００２７】
　図１を参照して、固溶Ｃ量が高まるにしたがい、破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣが高まった。固
溶Ｃ量が０．０１０質量％以上であれば、破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣが３０．０ＭＰａ√ｍ以
上となり、優れた耐ＳＳＣ性を示した。
【００２８】
　そこで本発明者らは、固溶Ｃ量と耐ＳＳＣ性とについて、さらに詳細に検討した。図２
は、後述する実施例の各試験番号の固溶Ｃ量と耐ＳＳＣ性との関係を示す図である。図２
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は、後述する実施例のうち、化学組成が本発明の範囲内にあり、焼戻し工程の保持時間及
び焼戻し工程の冷却速度以外の製造条件が、本発明の好ましい範囲内にある鋼材について
、図１と同様にして固溶Ｃ量（質量％）と破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣ（ＭＰａ√ｍ）とを用い
て作成した。
【００２９】
　図２を参照して、固溶Ｃ量が０．０１０質量％以上であれば、破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣが
３０．０ＭＰａ√ｍ以上となり、優れた耐ＳＳＣ性を示した。一方、固溶Ｃ量が０．０５
０質量％を超えれば、破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣが３０．０ＭＰａ√ｍ未満となった。すなわ
ち、固溶Ｃ量が高すぎる場合、かえって耐ＳＳＣ性が低下することが明らかになった。
【００３０】
　この理由については明らかになっていない。しかしながら、本発明の化学組成、及び、
ＹＳの範囲では、固溶Ｃ量を０．０５０質量％以下とすれば、優れた耐ＳＳＣ性を得るこ
とができる。
【００３１】
　以上より、化学組成、及び、焼戻し条件を調整して、ＹＳを８６２～９６５ＭＰａ未満
（１２５～１４０ｋｓｉ未満）とし、さらに、固溶Ｃ量を０．０１０～０．０５０質量％
とすることにより、破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣが３０．０ＭＰａ√ｍ以上となり、優れた耐Ｓ
ＳＣ性を得ることができる。したがって、本発明において、固溶Ｃ量は０．０１０～０．
０５０質量％とする。
【００３２】
　なお、固溶Ｃ量を適正に制御して、転位密度のバランスをとるために、鋼材のミクロ組
織は焼戻しマルテンサイト及び焼戻しベイナイト主体の組織とする。焼戻しマルテンサイ
ト及び焼戻しベイナイト主体とは、焼戻しマルテンサイト及び焼戻しベイナイトの体積率
の合計が９０％以上であることを意味する。鋼材のミクロ組織が焼戻しマルテンサイト及
び焼戻しベイナイト主体であれば、本発明の鋼材において、ＹＳは８６２～９６５ＭＰａ
未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）、降伏比ＹＲ（ＹＳと引張強度ＴＳ（Ｔｅｎｓｉｌｅ
　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ）との比）は９０％以上となる。
【００３３】
　以上の知見に基づいて完成した本発明による鋼材は、質量％で、Ｃ：０．２５～０．５
０％、Ｓｉ：０．０５～０．５０％、Ｍｎ：０．０５～１．００％、Ｐ：０．０２５％以
下、Ｓ：０．０１００％以下、Ａｌ：０．００５～０．１００％、Ｃｒ：０．３０～１．
５０％、Ｍｏ：０．２５～１．５０％、Ｔｉ：０．００２～０．０５０％、Ｂ：０．００
０１～０．００５０％、Ｎ：０．００２～０．０１０％、Ｏ：０．０１００％以下、Ｖ：
０～０．３０％、Ｎｂ：０～０．１００％、Ｃａ：０～０．０１００％、Ｍｇ：０～０．
０１００％、Ｚｒ：０～０．０１００％、Ｃｏ：０～０．５０％、Ｗ：０～０．５０％、
Ｎｉ：０～０．５０％、及び、Ｃｕ：０～０．５０％を含有し、残部がＦｅ及び不純物か
らなる化学組成を有する。本発明による鋼材は、固溶Ｃを０．０１０～０．０５０質量％
含有する。降伏強度は８６２～９６５ＭＰａ未満、降伏比は９０％以上である。
【００３４】
　上記化学組成は、Ｖ：０．０１～０．３０％、及び、Ｎｂ：０．００２～０．１００％
からなる群から選択される１種以上を含有してもよい。
【００３５】
　上記化学組成は、Ｃａ：０．０００１～０．０１００％、Ｍｇ：０．０００１～０．０
１００％、及び、Ｚｒ：０．０００１～０．０１００％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。
【００３６】
　上記化学組成は、Ｃｏ：０．０２～０．５０％、及び、Ｗ：０．０２～０．５０％から
なる群から選択される１種以上を含有してもよい。
【００３７】
　上記化学組成は、Ｎｉ：０．０２～０．５０％、及び、Ｃｕ：０．０１～０．５０％か
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らなる群から選択される１種以上を含有してもよい。
【００３８】
　上記鋼材は、上記化学組成を有し、固溶Ｃを０．０１０～０．０５０質量％含有し、８
６２～９６５ＭＰａ未満の降伏強度、及び、９０％以上の降伏比を有する油井用鋼管であ
ってもよい。
【００３９】
　油井用鋼管は、ラインパイプ用鋼管であってもよく、油井管であってもよい。油井用鋼
管は、継目無鋼管であってもよい。油井管は、たとえば、ケーシングやチュービングであ
る。
【００４０】
　本発明による油井用鋼管は、上記化学組成を有すれば、肉厚が１５ｍｍ以上であっても
、優れた強度及び優れた耐ＳＳＣ性を示す。
【００４１】
　上記優れた耐ＳＳＣ性とは、具体的には、脱気した５％食塩水及び４ｇ／Ｌの酢酸Ｎａ
を混合させ、塩酸にてｐＨ３．５に調整した溶液と、１０％のＨ２Ｓガス及び９０％のＣ
Ｏ２ガスを全圧１ａｔｍとした混合ガスとが封入されたオートクレーブを用いたＮＡＣＥ
　ＴＭ０１７７－２００５　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｄに準拠したＤＣＢ試験において、Ｋ１ＳＳ

Ｃ（ＭＰａ√ｍ）が、３０．０ＭＰａ√ｍ以上であることを意味する。
【００４２】
　また、上記固溶Ｃ量は、鋼材中の炭化物中のＣ量（質量％）の、鋼材の化学組成のＣ含
有量からの差分を意味する。鋼材中の炭化物中のＣ量は、鋼材に対して抽出残渣分析を実
施して残渣として得られた炭化物（セメンタイト及びＭＣ型炭化物）中のＦｅ濃度＜Ｆｅ
＞ａ、Ｃｒ濃度＜Ｃｒ＞ａ、Ｍｎ濃度＜Ｍｎ＞ａ、Ｍｏ濃度＜Ｍｏ＞ａ、Ｖ濃度＜Ｖ＞ａ
、Ｎｂ濃度＜Ｎｂ＞ａと、抽出レプリカ法により得られたレプリカ膜をＴＥＭ観察するこ
とにより特定されたセメンタイトに対してＥＤＳによる点分析を実施して得られたセメン
タイト中のＦｅ濃度＜Ｆｅ＞ｂ、Ｃｒ濃度＜Ｃｒ＞ｂ、Ｍｎ濃度＜Ｍｎ＞ｂ、Ｍｏ濃度＜
Ｍｏ＞ｂとを用いて、式（１）～式（５）により求める。
　＜Ｍｏ＞ｃ＝（＜Ｆｅ＞ａ＋＜Ｃｒ＞ａ＋＜Ｍｎ＞ａ）×＜Ｍｏ＞ｂ／（＜Ｆｅ＞ｂ＋
＜Ｃｒ＞ｂ＋＜Ｍｎ＞ｂ）　（１）
　＜Ｍｏ＞ｄ＝＜Ｍｏ＞ａ－＜Ｍｏ＞ｃ　（２）
　＜Ｃ＞ａ＝（＜Ｆｅ＞ａ／５５．８５＋＜Ｃｒ＞ａ／５２＋＜Ｍｎ＞ａ／５３．９４＋
＜Ｍｏ＞ｃ／９５．９）／３×１２　（３）
　＜Ｃ＞ｂ＝（＜Ｖ＞ａ／５０．９４＋＜Ｍｏ＞ｄ／９５．９＋＜Ｎｂ＞ａ／９２．９）
×１２　（４）
　（固溶Ｃ量）＝＜Ｃ＞－（＜Ｃ＞ａ＋＜Ｃ＞ｂ）　（５）
　なお、本明細書において、セメンタイトとは、Ｆｅ含有量が５０質量％以上の炭化物を
意味する。
【００４３】
　本発明による鋼材の製造方法は、準備工程と、焼入れ工程と、焼戻し工程とを備える。
準備工程は、上述の化学組成を有する中間鋼材を準備する。焼入れ工程は、準備工程後、
８００～１０００℃の中間鋼材を、３００℃／分以上の冷却速度で冷却する。焼戻し工程
は、焼入れ後の中間鋼材を、６７０℃～Ａｃ１点で１０～１８０分保持した後、６００℃
から２００℃の間の平均冷却速度を５～１００℃／秒で冷却する。
【００４４】
　上記製造方法の準備工程は、上述の化学組成を有する素材を準備する素材準備工程と、
素材を熱間加工して中間鋼材を製造する熱間加工工程とを含んでもよい。
【００４５】
　以下、本発明の鋼材及び油井用鋼管について詳述する。元素に関する「％」は、特に断
りがない限り、質量％を意味する。
【００４６】
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　［化学組成］
　本発明による鋼材の化学組成は、次の元素を含有する。
【００４７】
　Ｃ：０．２５～０．５０％
　炭素（Ｃ）は、鋼材の焼入れ性を高め、鋼材の強度を高める。Ｃ含有量が０．２５％以
上であれば、他の元素含有量が本発明の範囲内であることを条件として、降伏強度を８６
２ＭＰａ以上にすることができる。Ｃはさらに、製造工程中の焼戻し時において、炭化物
の球状化を促進し、鋼材の耐ＳＳＣ性を高める。炭化物が分散されればさらに、鋼材の強
度が高まる。Ｃ含有量が低すぎれば、これらの効果が得られない。一方、Ｃ含有量が高す
ぎれば、鋼材の靭性が低下し、焼割れが発生しやすくなる。したがって、Ｃ含有量は０．
２５～０．５０％である。Ｃ含有量の好ましい上限は０．４５％であり、より好ましくは
０．４０％である。
【００４８】
　Ｓｉ：０．０５～０．５０％
　シリコン（Ｓｉ）は、鋼を脱酸する。Ｓｉ含有量が低すぎれば、この効果が得られない
。一方、Ｓｉ含有量が高すぎれば、鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する。したがって、Ｓｉ含有
量は０．０５～０．５０％である。Ｓｉ含有量の好ましい下限は０．１５％であり、より
好ましくは０．２０％である。Ｓｉ含有量の好ましい上限は０．４５％であり、より好ま
しくは０．４０％である。
【００４９】
　Ｍｎ：０．０５～１．００％
　マンガン（Ｍｎ）は、鋼を脱酸する。Ｍｎはさらに、焼入れ性を高める。Ｍｎ含有量が
低すぎれば、これらの効果が得られない。一方、Ｍｎ含有量が高すぎれば、Ｍｎは、Ｐ及
びＳ等の不純物とともに、粒界に偏析する。この場合、鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する。し
たがって、Ｍｎ含有量は０．０５～１．００％である。Ｍｎ含有量の好ましい下限は０．
２５％であり、より好ましくは０．３０％である。Ｍｎ含有量の好ましい上限は０．９０
％であり、より好ましくは０．８０％である。
【００５０】
　Ｐ：０．０２５％以下
　燐（Ｐ）は不純物である。Ｐは、粒界に偏析して鋼材の耐ＳＳＣ性を低下する。したが
って、Ｐ含有量は、０．０２５％以下である。Ｐ含有量の好ましい上限は０．０２０％で
あり、より好ましくは０．０１５％である。Ｐ含有量はなるべく低い方が好ましい。Ｐ含
有量の下限は、たとえば、０．００３％である。
【００５１】
　Ｓ：０．０１００％以下
　硫黄（Ｓ）は不純物である。Ｓは、粒界に偏析して鋼材の耐ＳＳＣ性を低下する。した
がって、Ｓ含有量は０．０１００％以下である。Ｓ含有量の好ましい上限は０．００５０
％であり、より好ましくは０．００３０％である。Ｓ含有量はなるべく低い方が好ましい
。Ｓ含有量の下限は、たとえば、０．０００３％である。
【００５２】
　Ａｌ：０．００５～０．１００％
　アルミニウム（Ａｌ）は、鋼を脱酸する。Ａｌ含有量が低すぎれば、この効果が得られ
ず、鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する。一方、Ａｌ含有量が高すぎれば、粗大な酸化物系介在
物が生成して鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する。したがって、Ａｌ含有量は０．００５～０．
１００％である。Ａｌ含有量の好ましい下限は０．０１５％であり、より好ましくは０．
０２０％である。Ａｌ含有量の好ましい上限は０．０８０％であり、より好ましくは０．
０６０％である。本明細書にいう「Ａｌ」含有量は「酸可溶Ａｌ」、つまり、「ｓｏｌ．
Ａｌ」の含有量を意味する。
【００５３】
　Ｃｒ：０．３０～１．５０％
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　クロム（Ｃｒ）は、鋼材の焼入れ性を高め、鋼材の強度を高める。Ｃｒはさらに、焼戻
し軟化抵抗を高め、高温焼戻しを可能にする。その結果、鋼材の耐ＳＳＣ性が高まる。Ｃ
ｒ含有量が低すぎれば、これらの効果が得られない。一方、Ｃｒ含有量が高すぎれば、鋼
材の靭性及び耐ＳＳＣ性が低下する。したがって、Ｃｒ含有量は０．３０～１．５０％で
ある。Ｃｒ含有量の好ましい下限は０．３５％であり、より好ましくは０．４０％である
。Ｃｒ含有量の好ましい上限は１．３０％である。
【００５４】
　Ｍｏ：０．２５～１．５０％
　モリブデン（Ｍｏ）は、鋼材の焼入れ性を高める。Ｍｏはさらに、微細な炭化物を生成
し、鋼材の焼戻し軟化抵抗を高める。その結果、Ｍｏは、高温焼戻しにより耐ＳＳＣ性を
高める。Ｍｏ含有量が低すぎれば、この効果が得られない。一方、Ｍｏ含有量が高すぎれ
ば、上記効果が飽和する。したがって、Ｍｏ含有量は０．２５～１．５０％である。Ｍｏ
含有量の好ましい下限は０．５０％であり、より好ましくは０．６５％である。Ｍｏ含有
量の好ましい上限は１．２０％であり、より好ましくは１．００％である。
【００５５】
　Ｔｉ：０．００２～０．０５０％
　チタン（Ｔｉ）は窒化物を形成し、ピンニング効果により、結晶粒を微細化する。これ
により、鋼材の強度が高まる。Ｔｉ含有量が低すぎれば、この効果が得られない。一方、
Ｔｉ含有量が高すぎれば、Ｔｉ窒化物が粗大化して鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する。したが
って、Ｔｉ含有量は０．００２～０．０５０％である。Ｔｉ含有量の好ましい下限は０．
００３％であり、より好ましくは０．００５％である。Ｔｉ含有量の好ましい上限は０．
０３０％であり、より好ましくは０．０２０％である。
【００５６】
　Ｂ：０．０００１～０．００５０％
　ボロン（Ｂ）は鋼に固溶して、鋼材の焼入れ性を高め、鋼材の強度を高める。Ｂ含有量
が低すぎれば、この効果が得られない。一方、Ｂ含有量が高すぎれば、粗大な窒化物が生
成して鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する。したがって、Ｂ含有量は０．０００１～０．００５
０％である。Ｂ含有量の好ましい下限は０．０００３％であり、より好ましくは０．００
０７％である。Ｂ含有量の好ましい上限は０．００３５％であり、より好ましくは０．０
０２５％である。
【００５７】
　Ｎ：０．００２～０．０１０％
　窒素（Ｎ）は不可避に含有される。Ｎは粗大な窒化物を形成して、鋼材の耐ＳＳＣ性を
低下する。したがって、Ｎ含有量は、０．００２～０．０１０％である。Ｎ含有量の好ま
しい上限は０．００５％であり、より好ましくは０．００４％である。Ｎ含有量はなるべ
く低い方が好ましい。ただし、若干量のＴｉを含有させて、微細窒化物の析出による結晶
粒の微細化をさせるために、Ｎを０．００２％以上含有させる。
【００５８】
　Ｏ：０．０１００％以下
　酸素（Ｏ）は不純物である。Ｏは粗大な酸化物を形成し、鋼材の耐食性を低下する。し
たがって、Ｏ含有量は０．０１００％以下である。Ｏ含有量の好ましい上限は０．００３
０％であり、より好ましくは０．００２０％である。Ｏ含有量はなるべく低い方が好まし
い。Ｏ含有量の下限は、たとえば、０．０００３％である。
【００５９】
　本発明による鋼材の化学組成の残部は、Ｆｅ及び不純物からなる。ここで、不純物とは
、鋼材を工業的に製造する際に、原料としての鉱石、スクラップ、又は製造環境などから
混入されるものであって、本発明の鋼材に悪影響を与えない範囲で許容されるものを意味
する。
【００６０】
　［任意元素について］
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　上述の鋼材の化学組成はさらに、Ｆｅの一部に代えて、Ｖ及びＮｂからなる群から選択
される１種以上を含有してもよい。これらの元素はいずれも任意元素であり、鋼材の耐Ｓ
ＳＣ性を高める。
【００６１】
　Ｖ：０～０．３０％
　バナジウム（Ｖ）は任意元素であり、含有されなくてもよい。含有される場合、ＶはＣ
又はＮと結合して炭化物、窒化物又は炭窒化物等（以下、「炭窒化物等」という）を形成
する。これらの炭窒化物等は、ピンニング効果により鋼材のサブ組織を微細化し、鋼材の
耐ＳＳＣ性を高める。Ｖはさらに、焼戻し時に微細な炭化物を形成する。微細な炭化物は
鋼材の焼戻し軟化抵抗を高め、鋼材の強度を高める。Ｖはさらに、球状のＭＣ型炭化物と
なるため、針状のＭ２Ｃ型炭化物の生成を抑制して、耐ＳＳＣ性を高める。Ｖが少しでも
含有されれば、これらの効果がある程度得られる。しかしながら、Ｖ含有量が高すぎれば
、鋼材の靭性が低下する。したがって、Ｖ含有量は０～０．３０％である。Ｖ含有量の好
ましい下限は０．０１％であり、より好ましくは０．０２％である。Ｖ含有量の好ましい
上限は０．１５％であり、より好ましくは０．１２％である。
【００６２】
　Ｎｂ：０～０．１００％
　ニオブ（Ｎｂ）は任意元素であり、含有されなくてもよい。含有される場合、Ｎｂは炭
窒化物等を形成する。これらの炭窒化物等はピンニング効果により鋼材のサブ組織を微細
化し、鋼材の耐ＳＳＣ性を高める。Ｎｂはさらに、球状のＭＣ型炭化物となるため、針状
のＭ２Ｃ型炭化物の生成を抑制して、耐ＳＳＣ性を高める。Ｎｂが少しでも含有されれば
、これらの効果がある程度得られる。しかしながら、Ｎｂ含有量が高すぎれば、窒化物が
過剰に生成して鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する。したがって、Ｎｂ含有量は０～０．１００
％である。Ｎｂ含有量の好ましい下限は０．００２％であり、より好ましくは０．００３
％であり、さらに好ましくは０．００７％である。Ｎｂ含有量の好ましい上限は０．０５
０％未満であり、より好ましくは０．０２５％であり、さらに好ましくは０．０２０％で
ある。
【００６３】
　上記のＶとＮｂの含有量の合計は、０．２％以下であることが好ましく、０．１５％以
下であることがさらに好ましい。
【００６４】
　上述の鋼材の化学組成はさらに、Ｆｅの一部に代えて、Ｃａ、Ｍｇ及び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。これらの元素はいずれも任意元素で
あり、鋼材の耐ＳＳＣ性を高める。
【００６５】
　Ｃａ：０～０．０１００％
　カルシウム（Ｃａ）は任意元素であり、含有されなくてもよい。含有される場合、Ｃａ
は、鋼材中の硫化物を微細化し、鋼材の耐ＳＳＣ性を高める。Ｃａが少しでも含有されれ
ば、この効果がある程度得られる。しかしながら、Ｃａ含有量が高すぎれば、鋼材中の酸
化物が粗大化して、鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する。したがって、Ｃａ含有量は０～０．０
１００％である。Ｃａ含有量の好ましい下限は０．０００１％であり、より好ましくは０
．０００３％であり、さらに好ましくは０．０００６％である。Ｃａ含有量の好ましい上
限は０．００２５であり、より好ましくは０．００２０％である。
【００６６】
　Ｍｇ：０～０．０１００％
　マグネシウム（Ｍｇ）は任意元素であり、含有されなくてもよい。含有される場合、Ｍ
ｇは、鋼材中のＳを硫化物として無害化し、鋼材の耐ＳＳＣ性を高める。Ｍｇが少しでも
含有されれば、この効果がある程度得られる。しかしながら、Ｍｇ含有量が高すぎれば、
鋼材中の酸化物が粗大化して鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する。したがって、Ｍｇ含有量は０
～０．０１００％である。Ｍｇ含有量の好ましい下限は０．０００１％であり、より好ま
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しくは０．０００３％であり、さらに好ましくは０．０００６％であり、さらに好ましく
は０．００１０％である。Ｍｇ含有量の好ましい上限は０．００２５％であり、より好ま
しくは０．００２０％である。
【００６７】
　Ｚｒ：０～０．０１００％
　ジルコニウム（Ｚｒ）は任意元素であり、含有されなくてもよい。含有される場合、Ｚ
ｒは鋼材中の硫化物を微細化し、鋼材の耐ＳＳＣ性を高める。Ｚｒが少しでも含有されれ
ば、この効果がある程度得られる。しかしながら、Ｚｒ含有量が高すぎれば、鋼材中の酸
化物が粗大化して鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する。したがって、Ｚｒ含有量は０～０．０１
００％である。Ｚｒ含有量の好ましい下限は０．０００１％であり、より好ましくは０．
０００３％であり、さらに好ましくは０．０００６％である。Ｚｒ含有量の好ましい上限
は０．００２５％であり、より好ましくは０．００２０％である。
【００６８】
　上記のＣａ、ＭｇおよびＺｒからなる群から選択される２種以上を複合して含有する場
合の合計量は、０．０１％以下であることが好ましく、０．００５％以下であることがさ
らに好ましい。
【００６９】
　上述の鋼材の化学組成はさらに、Ｆｅの一部に代えて、Ｃｏ及びＷからなる群から選択
される１種以上を含有してもよい。これらの元素はいずれも任意元素であり、硫化水素環
境中で保護性の腐食被膜を形成し、水素侵入を抑制する。これにより、鋼材の耐ＳＳＣ性
を高める。
【００７０】
　Ｃｏ：０～０．５０％
　コバルト（Ｃｏ）は任意元素であり、含有されなくてもよい。含有される場合、Ｃｏは
硫化水素環境中で保護性の腐食被膜を形成し、水素侵入を抑制する。これにより、鋼材の
耐ＳＳＣ性を高める。Ｃｏが少しでも含有されれば、この効果がある程度得られる。しか
しながら、Ｃｏ含有量が高すぎれば、鋼材の焼入れ性が低下して、鋼材の強度が低下する
。したがって、Ｃｏ含有量は０～０．５０％である。Ｃｏ含有量の好ましい下限は０．０
２％であり、より好ましくは０．０５％である。Ｃｏ含有量の好ましい上限は０．４５％
であり、より好ましくは０．４０％である。
【００７１】
　Ｗ：０～０．５０％
　タングステン（Ｗ）は任意元素であり、含有されなくてもよい。含有される場合、Ｗは
硫化水素環境中で保護性の腐食被膜を形成し、水素侵入を抑制する。これにより、鋼材の
耐ＳＳＣ性を高める。Ｗが少しでも含有されれば、この効果がある程度得られる。しかし
ながら、Ｗ含有量が高すぎれば、粗大な炭化物が生成して鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する。
したがって、Ｗ含有量は０～０．５０％である。Ｗ含有量の好ましい下限は０．０２％で
あり、より好ましくは０．０５％である。Ｗ含有量の好ましい上限は０．４５％であり、
より好ましくは０．４０％である。
【００７２】
　上述の鋼材の化学組成はさらに、Ｆｅの一部に代えて、Ｎｉ及びＣｕからなる群から選
択される１種以上を含有してもよい。これらの元素はいずれも任意元素であり、鋼の焼入
れ性を高める。
【００７３】
　Ｎｉ：０～０．５０％
　ニッケル（Ｎｉ）は任意元素であり、含有されなくてもよい。含有される場合、Ｎｉは
鋼材の焼入れ性を高め、鋼材の強度を高める。Ｎｉが少しでも含有されれば、この効果が
ある程度得られる。しかしながら、Ｎｉ含有量が高すぎれば、局部的な腐食を促進させ、
耐ＳＳＣ性が低下する。したがって、Ｎｉ含有量は０～０．５０％である。Ｎｉ含有量の
好ましい下限は０．０２％であり、より好ましくは０．０５％である。Ｎｉ含有量の好ま



(13) JP WO2018/066689 A1 2018.4.12

10

20

30

40

50

しい上限は０．３５％であり、より好ましくは０．２５％である。
【００７４】
　Ｃｕ：０～０．５０％
　銅（Ｃｕ）は任意元素であり、含有されなくてもよい。含有される場合、Ｃｕは鋼材の
焼入れ性を高め、鋼材の強度を高める。Ｃｕが少しでも含有されれば、この効果がある程
度得られる。しかしながら、Ｃｕ含有量が高すぎれば、焼入れ性が高くなりすぎ、耐ＳＳ
Ｃ性が低下する。したがって、Ｃｕ含有量は０～０．５０％である。Ｃｕ含有量の好まし
い下限は０．０１％であり、より好ましくは０．０２％であり、さらに好ましくは０．０
５％である。Ｃｕ含有量の好ましい上限は０．３５％であり、より好ましくは０．２５％
である。
【００７５】
　［固溶Ｃ量］
　本発明において、固溶Ｃ量は０．０１０～０．０５０質量％である。固溶Ｃ量が０．０
１０質量％未満であれば、結晶の転位の固定が十分でなく、鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する
。一方、固溶Ｃ量が０．０５０質量％を超えれば、かえって鋼材の耐ＳＳＣ性が低下する
。したがって、固溶Ｃ量は０．０１０～０．０５０質量％である。固溶Ｃ量の好ましい下
限は０．０２０質量％であり、より好ましくは０．０３０質量％である。
【００７６】
　この範囲の固溶Ｃ量は、たとえば、焼戻しの保持時間を制御すること、及び、焼戻し後
の冷却速度を制御することで得られる。この理由は次のとおりである。
【００７７】
　焼戻し工程において、焼戻しの保持時間が短い場合、焼戻しが不十分である。この場合
、鋼材中の炭化物の析出が不足して、固溶Ｃ量が高くなりすぎる。その結果、鋼材の耐Ｓ
ＳＣ性が低下する。一方、焼戻しの保持時間が長すぎる場合、これらの効果は飽和する。
したがって、焼戻しの保持時間は１０～１８０分である。
【００７８】
　焼戻し工程において、焼戻し後の冷却において、冷却速度が遅い場合、固溶したＣが温
度低下中に再析出する。従来の鋼材の製造方法では、焼戻し後の冷却は放冷で行っていた
ため、冷却速度が遅かった。そのため、固溶Ｃ量はほぼ０質量％であった。そこで、本実
施形態においては、焼戻し後の冷却速度を高めて、０．０１０～０．０５０質量％の固溶
Ｃ量を得る。
【００７９】
　冷却方法としてたとえば、焼戻し温度から素管を連続的に強制冷却し、鋼材の表面温度
を連続的に低下する。このような連続冷却処理としてはたとえば、水槽に鋼材を浸漬して
冷却する方法や、シャワー水冷、ミスト冷却あるいは強制風冷により鋼材を加速冷却する
方法がある。
【００８０】
　焼戻し後の冷却速度は、焼戻しされた鋼材の断面内で最も遅く冷却される部位（たとえ
ば両表面を強制冷却する場合は、鋼材厚さの中央部）において測定する。具体的に、鋼材
が鋼板である場合、鋼板の板厚中央部にシース型の熱電対を装入し、測温することで、焼
戻し後の冷却速度を測定できる。鋼材が鋼管である場合、鋼管の肉厚中央部にシース型の
熱電対を装入し、測温することで、焼戻し後の冷却速度を測定できる。また、鋼材の片側
表面のみを強制冷却する場合、非接触型の赤外線型温度計によって、鋼材の非強制冷却側
の表面温度を測定できる。
【００８１】
　６００℃から２００℃の間は、Ｃの拡散が比較的早い温度域である。したがって、６０
０℃から２００℃の間の平均冷却速度は５℃／秒以上である。焼戻し後の冷却速度の好ま
しい下限は１０℃／秒であり、より好ましくは１５℃／秒である。
【００８２】
　一方、焼戻し後の冷却速度が速すぎると、焼戻しの均熱保持後に固溶していたＣがほと
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んど析出しない。その結果、固溶Ｃ量が過剰となる場合がある。したがって、焼戻し後の
冷却速度は１００℃／秒以下である。焼戻し後の冷却温度の好ましい上限は５０℃／秒で
あり、より好ましくは４０℃／秒である。
【００８３】
　この場合、固溶Ｃ量を０．０１０～０．０５０質量％とすることができる。
【００８４】
　［固溶Ｃ量の算出方法］
　固溶Ｃ量は、鋼材中の炭化物中のＣ量（質量％）の、鋼材の化学組成のＣ含有量からの
差分を意味する。鋼材中の炭化物中のＣ量は、鋼材に対して抽出残渣分析を実施して残渣
として得られた炭化物（セメンタイト及びＭＣ型炭化物）中のＦｅ濃度＜Ｆｅ＞ａ、Ｃｒ
濃度＜Ｃｒ＞ａ、Ｍｎ濃度＜Ｍｎ＞ａ、Ｍｏ濃度＜Ｍｏ＞ａ、Ｖ濃度＜Ｖ＞ａ、Ｎｂ濃度
＜Ｎｂ＞ａと、抽出レプリカ法により得られたレプリカ膜をＴＥＭ観察することにより特
定されたセメンタイトに対してＥＤＳによる点分析を実施して得られたセメンタイト中の
Ｆｅ濃度＜Ｆｅ＞ｂ、Ｃｒ濃度＜Ｃｒ＞ｂ、Ｍｎ濃度＜Ｍｎ＞ｂ、Ｍｏ濃度＜Ｍｏ＞ｂと
を用いて、式（１）～式（５）により求める。
　＜Ｍｏ＞ｃ＝（＜Ｆｅ＞ａ＋＜Ｃｒ＞ａ＋＜Ｍｎ＞ａ）×＜Ｍｏ＞ｂ／（＜Ｆｅ＞ｂ＋
＜Ｃｒ＞ｂ＋＜Ｍｎ＞ｂ）　（１）
　＜Ｍｏ＞ｄ＝＜Ｍｏ＞ａ－＜Ｍｏ＞ｃ　（２）
　＜Ｃ＞ａ＝（＜Ｆｅ＞ａ／５５．８５＋＜Ｃｒ＞ａ／５２＋＜Ｍｎ＞ａ／５３．９４＋
＜Ｍｏ＞ｃ／９５．９）／３×１２　（３）
　＜Ｃ＞ｂ＝（＜Ｖ＞ａ／５０．９４＋＜Ｍｏ＞ｄ／９５．９＋＜Ｎｂ＞ａ／９２．９）
×１２　（４）
　（固溶Ｃ量）＝＜Ｃ＞－（＜Ｃ＞ａ＋＜Ｃ＞ｂ）　（５）
　なお、本明細書において、セメンタイトとは、Ｆｅ含有量が５０質量％以上の炭化物を
意味する。以下、固溶Ｃ量の算出方法を詳しく示す。
【００８５】
　［鋼材のＣ含有量の定量］
　鋼材が板材である場合、板厚中央部から、切粉状の分析サンプルを採取する。酸素気流
中燃焼－赤外線吸収法により、Ｃ含有量（質量％）を分析する。これを鋼材のＣ含有量（
＜Ｃ＞）とする。
【００８６】
　［炭化物として析出するＣ量（析出Ｃ量）の計算］
　析出Ｃ量は、次の手順１～手順４により算出する。具体的には、手順１で抽出残渣分析
を実施する。手順２で透過電子顕微鏡（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　
Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ：以下、「ＴＥＭ」という）を用いた抽出レプリカ法、及び、エネ
ルギー分散型Ｘ線分析法（Ｅｎｅｒｇｙ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ　Ｘ－ｒａｙ　Ｓｐｅｃ
ｔｒｏｍｅｔｒｙ：以下、「ＥＤＳ」という）によりセメンタイト中の元素濃度分析（以
下「ＥＤＳ分析」という）を実施する。手順３でＭｏ含有量を調整する。手順４で析出Ｃ
量を算出する。
【００８７】
　［手順１．抽出残渣分析による、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｖ、及び、Ｎｂ残渣量の定
量］
　手順１では、鋼材中の炭化物を残渣として捕捉し、残渣中のＦｅ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｍｏ、
Ｖ、及び、Ｎｂ含有量を決定する。ここで、「炭化物」とは、セメンタイト（Ｍ３Ｃ型炭
化物）及びＭＣ型炭化物の総称である。具体的な手順は以下のとおりである。鋼材が板材
である場合、板厚中央部から、６ｍｍ径で長さ５０ｍｍの円柱状試験片を採取する。鋼材
が鋼管である場合、鋼管の肉厚中央部から、肉厚中心が横断面の中心になるように、６ｍ
ｍ径で長さ５０ｍｍの円柱状試験片を採取する。採取した試験片表面を予備の電解研磨に
て５０μｍ程度研磨して新生面を得る。電解研磨した試験片を電解液１０％アセチルアセ
トン＋１％テトラアンモニウム＋メタノールで電解する。電解後の電解液を０．２μｍの
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フィルターを通して残渣を捕捉する。得られた残渣を酸分解し、ＩＣＰ（誘導結合プラズ
マ）発光分析にてＦｅ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｖ、Ｎｂ濃度を質量％単位で定量する。この
濃度をそれぞれ＜Ｆｅ＞ａ、＜Ｃｒ＞ａ、＜Ｍｎ＞ａ、＜Ｍｏ＞ａ、＜Ｖ＞ａ、＜Ｎｂ＞
ａと定義する。
【００８８】
　［手順２．抽出レプリカ法及びＥＤＳによる、セメンタイト中のＦｅ、Ｃｒ、Ｍｎ、及
び、Ｍｏ含有量の定量］
　手順２では、セメンタイト中のＦｅ、Ｃｒ、Ｍｎ、及び、Ｍｏ含有量を決定する。具体
的な手順は以下のとおりである。鋼材が板材である場合板厚中央部から、鋼材が鋼管であ
る場合肉厚中央部から、ミクロ試験片を切り出し、鏡面研磨にて表面を仕上げる。試験片
を３％ナイタール腐食液に１０分浸漬し、表面を腐食する。その表面をカーボン蒸着膜で
覆う。蒸着膜で表面を覆った試験片を５％ナイタール腐食液に浸漬し、２０分保持し、蒸
着膜を剥離させる。剥離した蒸着膜をエタノールで洗浄した後、シートメッシュですくい
取り、乾燥させる。この蒸着膜（レプリカ膜）を、ＴＥＭで観察し、２０個のセメンタイ
トについてＥＤＳによる点分析を行う。セメンタイト中の炭素を除く合金元素の合計を１
００％とした場合の、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｍｎ、及びＭｏ濃度を質量％単位で定量する。２０個
のセメンタイトについて濃度を定量し、それぞれの元素の算術平均値を＜Ｆｅ＞ｂ、＜Ｃ
ｒ＞ｂ、＜Ｍｎ＞ｂ、＜Ｍｏ＞ｂと定義する。
【００８９】
　［手順３．Ｍｏ量の調整］
　続いて、炭化物中のＭｏ濃度を求める。ここで、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｍｎ、及び、Ｍｏはセメ
ンタイトに濃化する。一方、Ｖ、Ｎｂ、及び、ＭｏはＭＣ型炭化物に濃化する。すなわち
、Ｍｏは、焼戻しによりセメンタイト及びＭＣ型炭化物の両方に濃化する。したがって、
Ｍｏ量については、セメンタイト及びＭＣ型炭化物について個別に算出する。なお、Ｖは
セメンタイトにもその一部が濃化する場合がある。しかしながら、Ｖのセメンタイトへの
濃化量は、ＭＣ型炭化物への濃化量と比較して無視できるほど小さい。したがって、固溶
Ｃ量を求める上で、ＶはＭＣ型炭化物のみに濃化するとみなす。
【００９０】
　具体的に、セメンタイトとして析出するＭｏの量（＜Ｍｏ＞ｃ）は、式（１）により算
出する。
　＜Ｍｏ＞ｃ＝（＜Ｆｅ＞ａ＋＜Ｃｒ＞ａ＋＜Ｍｎ＞ａ）×＜Ｍｏ＞ｂ／（＜Ｆｅ＞ｂ＋
＜Ｃｒ＞ｂ＋＜Ｍｎ＞ｂ）　（１）
【００９１】
　一方、ＭＣ型炭化物として析出するＭｏの量（＜Ｍｏ＞ｄ）は、式（２）により質量％
単位で算出する。
　＜Ｍｏ＞ｄ＝＜Ｍｏ＞ａ－＜Ｍｏ＞ｃ　（２）
【００９２】
　［手順４．析出Ｃ量の算出］
　析出Ｃ量は、セメンタイトとして析出するＣ量（＜Ｃ＞ａ）とＭＣ型炭化物として析出
するＣ量（＜Ｃ＞ｂ）の合計として、算出される。＜Ｃ＞ａ及び＜Ｃ＞ｂはそれぞれ、式
（３）及び式（４）により、質量％単位で算出される。なお、式（３）は、セメンタイト
の構造がＭ３Ｃ型（ＭはＦｅ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｍｏを含む）であることから導かれた式であ
る。
　＜Ｃ＞ａ＝（＜Ｆｅ＞ａ／５５．８５＋＜Ｃｒ＞ａ／５２＋＜Ｍｎ＞ａ／５３．９４＋
＜Ｍｏ＞ｃ／９５．９）／３×１２　（３）
　＜Ｃ＞ｂ＝（＜Ｖ＞ａ／５０．９４＋＜Ｍｏ＞ｄ／９５．９＋＜Ｎｂ＞ａ／９２．９）
×１２　（４）
【００９３】
　以上より、析出Ｃ量は、＜Ｃ＞ａ＋＜Ｃ＞ｂである。
【００９４】
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　［固溶Ｃ量の計算］
　固溶Ｃ量（以下、＜Ｃ＞ｃともいう）は、鋼材のＣ含有量（＜Ｃ＞）と、析出Ｃ量との
差として、式（５）により質量％単位で算出する。
　＜Ｃ＞ｃ＝＜Ｃ＞－（＜Ｃ＞ａ＋＜Ｃ＞ｂ）　（５）
【００９５】
　［ミクロ組織］
　本発明の鋼材のミクロ組織は、主として焼戻しマルテンサイト及び焼戻しベイナイトか
らなる。より具体的には、ミクロ組織は体積率で９０％以上の焼戻しマルテンサイト及び
／又は焼戻しベイナイトからなる。すなわち、ミクロ組織は、焼戻しマルテンサイト及び
焼戻しベイナイトの体積率の合計が９０％以上である。ミクロ組織の残部はたとえば、残
留オーステナイト等である。上述の化学組成を有する鋼材のミクロ組織が、焼戻しマルテ
ンサイト及び焼戻しベイナイトの体積率の合計が９０％以上を含有すれば、ＹＳが８６２
～９６５ＭＰａ未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）、及びＹＲが９０％以上となる。した
がって、本実施形態においては、ＹＳが８６２～９６５ＭＰａ未満（１２５～１４０ｋｓ
ｉ未満）、及びＹＲが９０％以上であれば、ミクロ組織は、焼戻しマルテンサイト及び焼
戻しベイナイトの体積率の合計が９０％以上であるものとする。好ましくは、ミクロ組織
は焼戻しマルテンサイト及び／又は焼戻しベイナイトのみからなる。
【００９６】
　なお、焼戻しマルテンサイト及び焼戻しベイナイトの体積率の合計を観察により求める
場合、以下の方法で求めることができる。鋼材が板材である場合、板厚中央部から、圧延
方向１０ｍｍ、板幅方向１０ｍｍの観察面を有する小片を切り出す。鋼材が鋼管である場
合、肉厚中央部から管軸方向１０ｍｍ、管周方向１０ｍｍの観察面を有する小片を切り出
す。観察面を鏡面に研磨した後、ナイタール腐食液に１０秒程度浸漬して、エッチングに
よる組織現出を行う。エッチングした観察面を、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ：Ｓｃａｎｎｉ
ｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）を用いて二次電子像にて観察する。１
視野あたり４００μｍ２（倍率５０００倍）とし、１０視野観察する。各視野において、
コントラストから焼戻しマルテンサイト及び焼戻しベイナイトを特定する。特定した焼戻
しマルテンサイト及び焼戻しベイナイトの面積分率の合計を、各視野の焼戻しマルテンサ
イト及び焼戻しベイナイトの面積分率とする。本実施の形態において、各視野で求めた、
焼戻しマルテンサイト及び焼戻しベイナイトの面積分率の合計の算術平均値を、焼戻しマ
ルテンサイト及び焼戻しベイナイトの体積率とする。
【００９７】
　［鋼材の形状］
　本実施形態の鋼材の形状は特に限定されない。鋼材はたとえば鋼管、鋼板である。鋼材
が油井用鋼管である場合、好ましい肉厚は９～６０ｍｍである。本発明は特に、厚肉の油
井用鋼管としての使用に適する。より具体的には、本発明による鋼材が１５ｍｍ以上、さ
らに、２０ｍｍ以上の厚肉の油井用鋼管であっても、優れた強度及び耐ＳＳＣ性を示す。
【００９８】
　［鋼材のＹＳ及びＹＲ］
　本実施形態の鋼材のＹＳは８６２～９６５ＭＰａ未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）で
あり、ＹＲは９０％以上である。本明細書でいうＹＳは、引張り試験で得られた０．６５
％伸び時の応力を意味する。要するに、本実施形態の鋼材の強度は１２５ｋｓｉ級である
。本実施形態の鋼材は、このような高強度であっても、上述の化学組成、固溶Ｃ量、及び
、ミクロ組織を満たすことで、優れた耐ＳＳＣ性を有する。
【００９９】
　［鋼材の耐ＳＳＣ性］
　本実施形態の鋼材の耐ＳＳＣ性は、ＮＡＣＥ　ＴＭ０１７７－２００５　Ｍｅｔｈｏｄ
　Ｄに準拠したＤＣＢ試験によって評価できる。溶液は脱気した５％食塩水と４ｇ／Ｌの
酢酸Ｎａとを混合させて、かつ塩酸にてｐＨ３．５に調整する。オートクレーブ内に封入
する気体は、１０％のＨ２Ｓガスと９０％のＣＯ２ガスの混合ガスを全圧１ａｔｍとする
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。その後、クサビを打ち込んだＤＣＢ試験片を容器内に封入し、溶液を攪拌させながら、
かつ前記混合ガスを連続的に吹き込みながら、２４℃で３週間保持する。以上の条件で求
めた、本実施形態の鋼材のＫ１ＳＳＣ（ＭＰａ√ｍ）は、３０．０ＭＰａ√ｍ以上である
。
【０１００】
　［製造方法］
　本発明による鋼材の製造方法は、準備工程と、焼入れ工程と、焼戻し工程とを備える。
準備工程は素材準備工程と、熱間加工工程とを含んでもよい。本実施形態では、鋼材の製
造方法の一例として、油井用鋼管の製造方法を説明する。油井用鋼管の製造方法は、素管
を準備する工程（準備工程）と、素管に対して焼入れ及び焼戻しを実施して、油井用鋼管
とする工程（焼入れ工程及び焼戻し工程）とを備える。以下、各工程について詳述する。
【０１０１】
　［準備工程］
　準備工程は、上述の化学組成を有する中間鋼材を準備する。中間鋼材は、上記化学組成
を有していれば、製造方法は特に限定されない。ここでいう中間鋼材は、最終製品が鋼板
の場合は、板状の鋼材であり、最終製品が鋼管の場合は素管である。
【０１０２】
　好ましくは、準備工程は、素材を準備する工程（素材準備工程）と、素材を熱間加工し
て中間鋼材を製造する工程（熱間加工工程）とを含んでもよい。以下、素材準備工程と、
熱間加工工程を含む場合について、詳述する。
【０１０３】
　［素材準備工程］
　素材準備工程では、上述の化学組成を有する溶鋼を用いて素材を製造する。具体的には
、溶鋼を用いて連続鋳造法により鋳片（スラブ、ブルーム、又は、ビレット）を製造する
。溶鋼を用いて造塊法によりインゴットを製造してもよい。必要に応じて、スラブ、ブル
ーム又はインゴットを分塊圧延して、ビレットを製造してもよい。以上の工程により素材
（スラブ、ブルーム、又は、ビレット）を製造する。
【０１０４】
　［熱間加工工程］
　熱間加工工程では、準備された素材を熱間加工して中間鋼材を製造する。鋼材が鋼管で
ある場合、中間鋼材は素管に相当する。始めに、ビレットを加熱炉で加熱する。加熱温度
は特に限定されないが、たとえば、１１００～１３００℃である。加熱炉から抽出された
ビレットに対して熱間加工を実施して、素管（継目無鋼管）を製造する。たとえば、熱間
加工としてマンネスマン法を実施し、素管を製造する。この場合、穿孔機により丸ビレッ
トを穿孔圧延する。穿孔圧延する場合、穿孔比は特に限定されないが、たとえば、１～４
である。穿孔圧延された丸ビレットをさらに、マンドレルミル、レデューサ、サイジング
ミル等により熱間圧延して素管にする。熱間加工工程での累積の減面率はたとえば、２０
～７０％である。
【０１０５】
　他の熱間加工方法により、ビレットから素管を製造してもよい。たとえば、カップリン
グのように短尺の厚肉鋼材である場合、鍛造により素管を製造してもよい。以上の工程に
より肉厚が９～６０ｍｍの素管が製造される。
【０１０６】
　熱間加工により製造された素管は空冷されてもよい（Ａｓ－Ｒｏｌｌｅｄ）。熱間加工
により製造された鋼管はまた、常温まで冷却せずに、熱間製管後に直接焼入れを実施した
り、熱間製管後に補熱（再加熱）した後、焼入れを実施してもよい。ただし、直接焼入れ
、又は、補熱後に焼入れを実施する場合、焼割れの抑制を目的として、焼入れ途中に冷却
を停止したり、緩冷却を実施したりする方が好ましい。
【０１０７】
　熱間製管後に直接焼入れ、又は熱間製管後に補熱した後焼入れを実施した場合、残留応
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力を除去することを目的として、焼入れ後であって次工程の熱処理前に、応力除去焼鈍し
処理（ＳＲ処理）を実施することが好ましい。以下、焼入れ工程について詳述する。
【０１０８】
　焼入れ工程は、準備された中間鋼材に対して、焼入れを実施する。本明細書において、
「焼入れ」とは、Ａ３点以上の中間鋼材を急冷することを意味する。好ましい焼入れ温度
は８００～１０００℃である。焼入れ温度とは、熱間加工後に直接焼入れを実施する場合
、最終の熱間加工を実施する装置の出側に設置した測温計で測温された中間鋼材の表面温
度に相当する。焼入れ温度とはさらに、熱間加工後に補熱した後、焼入れを実施する場合
、補熱を実施する炉の温度に相当する。
【０１０９】
　焼入れ方法はたとえば、焼入れ開始温度から素管を連続的に冷却し、素管の表面温度を
連続的に低下させる。連続冷却処理の方法は特に限定されない。連続冷却処理の方法はた
とえば、水槽に素管を浸漬して冷却する方法や、シャワー水冷又はミスト冷却により素管
を加速冷却する方法である。
【０１１０】
　焼入れ時の冷却速度が遅すぎれば、マルテンサイト及びベイナイト主体のミクロ組織と
ならず、本願で規定する機械的性能が得られない。したがって、焼入れ時の冷却速度（８
００℃から５００℃の間の平均冷却速度）は３００℃／分以上とする。好ましい焼入れ時
の冷却速度の下限は４５０℃／分であり、より好ましくは６００℃／分である。
【０１１１】
　好ましくは、素管に対してオーステナイト域での加熱を複数回実施した後、焼入れ処理
を実施する。この場合、焼入れ前のオーステナイト粒が微細化されるため、鋼材の耐ＳＳ
Ｃ性が高まる。複数回焼入れ処理を実施することにより、オーステナイト域での加熱を複
数回繰り返してもよいし、焼準処理及び焼入れ処理を実施することにより、オーステナイ
ト域での加熱を複数回繰り返してもよい。以下、焼戻し工程について詳述する。
【０１１２】
　［焼戻し工程］
　焼戻し工程は、上述の焼入れ処理を実施した後、焼戻し処理を実施する。焼戻し温度は
、鋼材の化学組成、及び得ようとするＹＳに応じて適宜調整する。つまり、本実施形態の
化学組成を有する中間鋼材（素管）に対して、焼戻し温度を調整して、鋼材のＹＳを８６
２～９６５ＭＰａ未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）に調整する。
【０１１３】
　好ましい焼戻し温度は６７０℃～Ａｃ１点である。焼戻し温度が６７０℃以上であれば
、炭化物が十分に球状化され、耐ＳＳＣ性がさらに高まる。
【０１１４】
　焼戻しの保持時間（焼戻し時間）が短すぎれば、炭化物の析出が進まないため、固溶Ｃ
量が過剰となる。焼戻し時間が長すぎても、Ｃを固溶させる効果は飽和する。したがって
、固溶Ｃ量を適切な範囲に制御するために、焼戻し時間は１０～１８０分である。焼戻し
時間の好ましい下限は１５分である。なお、鋼材が鋼管である場合、他の形状と比較して
、焼戻しの均熱保持中に鋼管の温度ばらつきが発生しやすい。したがって、鋼材が鋼管で
ある場合、焼戻し時間は１５～１８０分とするのが好ましい。
【０１１５】
　焼戻し後の冷却は、従来は制御されていなかった。しかしながら、冷却速度が遅ければ
、固溶していたＣのほとんどが、温度低下中に再析出してくる。つまり固溶Ｃ量が、ほぼ
０質量％になる。そこで本実施形態においては、焼戻し後の冷却を加速する。これにより
、本発明の固溶Ｃ量が得られる。
【０１１６】
　冷却方法としてたとえば、焼戻し温度から素管を連続的に強制冷却し、鋼材の表面温度
を連続的に低下する。このような連続冷却処理としてたとえば、水槽に素管を浸漬して冷
却する方法や、シャワー水冷、ミスト冷却あるいは強制風冷により鋼材を加速冷却する方
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【０１１７】
　焼戻し後の冷却速度は、焼戻しされた中間鋼材の断面内で最も遅く冷却される部位（た
とえば両表面を強制冷却する場合は、中間鋼材厚さの中心部）において測定する。６００
℃から２００℃の間は、Ｃの拡散が比較的早い温度域である。したがって、６００℃から
２００℃の間の平均冷却速度は５℃／秒以上である。焼戻し後の冷却速度の好ましい下限
は１０℃／秒であり、より好ましくは１５℃／秒である。
【０１１８】
　一方、焼戻し後の冷却速度が速すぎると、焼戻しの均熱保持後に固溶していたＣがほと
んど析出しない。その結果、固溶Ｃ量が過剰となる場合がある。この場合、かえって耐Ｓ
ＳＣ性が低下する。したがって、焼戻し後の冷却速度は１００℃／秒以下である。焼戻し
後の冷却温度の好ましい上限は５０℃／秒であり、より好ましくは４０℃／秒である。
【０１１９】
　上述の製造方法では、一例として鋼管の製造方法を説明した。しかしながら、本発明の
鋼材は、鋼板や他の形状であってもよい。鋼板や他の形状の製造方法も、上述の製造方法
と同様に、準備工程と、焼入れ工程と、焼戻し工程とを備える。
【実施例】
【０１２０】
　表４に示す化学組成を有する、１８０ｋｇの溶鋼を製造した。
【０１２１】
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【表４】

【０１２２】
　上記溶鋼を用いてインゴットを製造した。インゴットを熱間圧延して、板厚２０ｍｍの
鋼板を製造した。
【０１２３】
　熱間圧延後の各試験番号の鋼板を放冷して鋼板温度を常温（２５℃）とした。
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【０１２４】
　放冷後、鋼板を再加熱して鋼板温度を焼入れ温度（オーステナイト単相域となる９２０
℃）とし、２０分均熱保持した。均熱保持後、鋼板を水槽に浸漬して焼入れした。このと
き、８００℃から５００℃の間の平均冷却速度は９００℃／分であった。試験番号２３に
ついては、焼き入れ温度にて均熱保持後、油槽浸漬にて冷却した。このとき、８００℃か
ら５００℃の間の平均冷却速度は１８０℃／分であった。
【０１２５】
　焼入れ後、各鋼板に対して焼戻し処理を実施した。焼戻し処理では、ＡＰＩ規格の１２
５ｋｓｉ級（降伏強度が８６２～９６５ＭＰａ未満）となるように、焼戻し温度を調整し
た。各焼戻し温度で熱処理を実施した後、冷却した。冷却は、鋼板の両面からミスト水冷
の制御冷却を実施した。なお、あらかじめ鋼板の板厚中央部にシース型のＫ熱電対を装入
し、焼戻しおよびその後の冷却について測温した。焼戻し温度（℃）、焼戻し時間（分）
、及びその後の６００℃から２００℃の間の平均冷却速度、すなわち焼戻し後冷却速度（
℃／秒）を表５に示す。なお、試験番号１～試験番号２３の鋼材のＡｃ１点はいずれも７
５０℃であり、焼戻し温度はＡｃ１点よりも低く設定した。
【０１２６】
【表５】

【０１２７】
　［評価試験］
　［ＹＳ及びＴＳ試験］
　引張試験はＡＳＴＭ　Ｅ８に準拠して行った。上記の焼入れ及び焼戻し処理後の各鋼板
の板厚中央から、直径６．３５ｍｍ、平行部長さ３５ｍｍの丸棒引張試験片を作製した。
引張試験片の軸方向は、鋼板の圧延方向と平行であった。各丸棒試験片を用いて、常温（
２５℃）、大気中にて引張試験を実施して、各位置におけるＹＳ（ＭＰａ）及びＴＳ（Ｍ
Ｐａ）を得た。なお、本実施例では、引張試験で得られた０．６５％伸び時の応力を、各
試験番号のＹＳと定義した。また一様伸び中の最大応力をＴＳとした。このＹＳとＴＳの
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比をＹＲ（％）とした。
【０１２８】
　［ミクロ組織判定試験］
　本実施形態のミクロ組織において、試験番号２３以外は、ＹＳが８６２～９６５ＭＰａ
未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）、及び、ＹＲが９０％以上であったため、焼戻しマル
テンサイト及び焼戻しベイナイトの体積率の合計は９０％以上であると判断した。試験番
号２３では、フェライトが生成したものと考えられる。
【０１２９】
　［固溶Ｃ量測定試験］
　上述の測定方法により、固溶Ｃ量（質量％）を測定及び算出した。なお、ＴＥＭは日本
電子（株）製ＪＥＭ－２０１０で、加速電圧は２００ｋＶとし、ＥＤＳ点分析は照射電流
２．５６ｎＡ、各点で６０秒の計測を行った。ＴＥＭによる観察領域は８μｍ×８μｍと
し、任意の１０視野で観察した。固溶Ｃ量の計算において用いる、各元素の残渣量及びセ
メンタイト中の濃度は表６のとおりであった。
【０１３０】
【表６】

【０１３１】
　［ＤＣＢ試験］
　各鋼板を用いて、ＮＡＣＥ　ＴＭ０１７７－２００５　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｄに準拠したＤ
ＣＢ試験を実施し、耐ＳＳＣ性を評価した。具体的には、各鋼板の肉厚中央部から、図３
Ａに示すＤＣＢ試験片を３本ずつ採取した。図３Ａは、ＤＣＢ試験片の側面図及び断面図
である。ＤＣＢ試験片の長手方向が圧延方向と平行となるよう採取した。鋼板からさらに
、図３Ｂに示すクサビを作製した。図３Ｂは、クサビの斜視図である。クサビの厚さｔは
３．１０ｍｍであった。
【０１３２】
　ＤＣＢ試験片のアームの間にクサビを打ち込んだ。その後、くさびが打ち込まれたＤＣ
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Ｂ試験片を容器内に封入した。脱気した５％食塩水と４ｇ／Ｌの酢酸Ｎａとを混合させて
、かつ塩酸にてｐＨ３．５に調整された溶液を、容器中に気体部分が残るように容器内に
注入した。その後、オートクレーブ内に１０％のＨ２Ｓガスと９０％のＣＯ２ガスの混合
ガスを全圧１ａｔｍとして封入して液相を攪拌し、この混合ガスを溶液に飽和させた。
【０１３３】
　以上の工程を経た容器を閉じた後、溶液を攪拌させながら、かつ前記混合ガスを連続的
に吹き込みながら、２４℃で３週間保持した。その後、容器内から、ＤＣＢ試験片を取り
出した。
【０１３４】
　取出した各ＤＣＢ試験片のアーム先端に形成された孔にピンを差し込んで引張試験機で
切欠部を開口し、クサビ解放応力Ｐを測定した。さらに、ＤＣＢ試験片の切欠きを液体窒
素中で解放させて、浸漬中の割れ進展長さａを測定した。割れ進展長さａはノギスを用い
て目視で測定した。得られたクサビ解放応力Ｐと、割れ進展長さａとに基づいて、式（６
）を用いて破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣ（ＭＰａ√ｍ）を求めた。
【０１３５】
【数１】

【０１３６】
　式（６）中のｈはＤＣＢ試験片の各アームの高さ（ｍｍ）であり、ＢはＤＣＢ試験片の
厚さ（ｍｍ）であり、ＢｎはＤＣＢ試験片のウェブ厚さ（ｍｍ）である。これらは、ＮＡ
ＣＥ　ＴＭ０１７７－９６　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｄに規定されている。
【０１３７】
　各試験番号で３つのＤＣＢ試験片の破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣ（ＭＰａ√ｍ）を求めた。各
試験番号において、３つのＤＣＢ試験片の破壊靭性値の算術平均を、その試験番号の破壊
靭性値Ｋ１ＳＳＣ（ＭＰａ√ｍ）と定義した。得られた破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣを表５に示
す。上記定義された破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣ値が３０．０ＭＰａ√ｍ以上である場合、耐Ｓ
ＳＣ性が良好であると判断した。なお、試験槽に浸漬前にクサビを打ち込んだ際のアーム
の間隔が、Ｋ１ＳＳＣ値に影響を与える。したがって、アームの間隔をマイクロメーター
で実測しておき、ＡＰＩ規格の範囲内であることも確認した。
【０１３８】
　［試験結果］
　表５に試験結果を示す。
【０１３９】
　表４及び表５を参照して、試験番号１～１３の鋼板の化学組成は適切であり、かつＹＳ
が８６２～９６５ＭＰａ未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）であり、ＹＲが９０％以上で
あった。さらに固溶Ｃ量が０．０１０～０．０５０質量％であった。その結果、Ｋ１ＳＳ

Ｃが３０．０ＭＰａ√ｍ以上であり、優れた耐ＳＳＣ性を示した。
【０１４０】
　一方、試験番号１４及び１５の鋼板では、化学組成は適切であり、ＹＳが８６２～９６
５ＭＰａ未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）及びＹＲが９０％以上であったものの、焼戻
し後の冷却速度が遅すぎた。そのため、固溶Ｃ量が０．０１０質量％未満であった。その
結果、破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣが３０．０ＭＰａ√ｍ未満となり、優れた耐ＳＳＣ性を示さ
なかった。
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【０１４１】
　試験番号１６の鋼板では、化学組成は適切であり、ＹＳが８６２～９６５ＭＰａ未満（
１２５～１４０ｋｓｉ未満）及びＹＲが９０％以上であったものの、焼戻し時間が短すぎ
た。そのため、固溶Ｃ量が０．０５０質量％を超えた。その結果、破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣ

が３０．０ＭＰａ√ｍ未満となり、優れた耐ＳＳＣ性を示さなかった。
【０１４２】
　試験番号１７の鋼板では、化学組成は適切であり、ＹＳが８６２～９６５ＭＰａ未満（
１２５～１４０ｋｓｉ未満）及びＹＲが９０％以上であったものの、焼戻し後の冷却速度
が速すぎた。そのため、固溶Ｃ量が０．０５０質量％を超えた。その結果、破壊靭性値Ｋ

１ＳＳＣが３０．０ＭＰａ√ｍ未満となり、優れた耐ＳＳＣ性を示さなかった。
【０１４３】
　試験番号１８の鋼板では、固溶Ｃ量が０．０１０～０．０５０質量％であり、ＹＳが８
６２～９６５ＭＰａ未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）、及び、ＹＲが９０％以上であっ
たものの、Ｃｒ含有量が低すぎた。その結果、破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣが３０．０ＭＰａ√
ｍ未満となり、優れた耐ＳＳＣ性を示さなかった。
【０１４４】
　試験番号１９の鋼板では、固溶Ｃ量が０．０１０～０．０５０質量％であり、ＹＳが８
６２～９６５ＭＰａ未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）、及び、ＹＲが９０％以上であっ
たものの、Ｍｏ含有量が低すぎた。その結果、破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣが３０．０ＭＰａ√
ｍ未満となり、優れた耐ＳＳＣ性を示さなかった。
【０１４５】
　試験番号２０の鋼板では、固溶Ｃ量が０．０１０～０．０５０質量％であり、ＹＳが８
６２～９６５ＭＰａ未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）、及び、ＹＲが９０％以上であっ
たものの、Ｍｎ含有量が高すぎた。その結果、破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣが３０．０ＭＰａ√
ｍ未満となり、優れた耐ＳＳＣ性を示さなかった。
【０１４６】
　試験番号２１の鋼板では、固溶Ｃ量が０．０１０～０．０５０質量％であり、ＹＳが８
６２～９６５ＭＰａ未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）、及び、ＹＲが９０％以上であっ
たものの、Ｎ含有量が高すぎた。その結果、破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣが３０．０ＭＰａ√ｍ
未満となり、優れた耐ＳＳＣ性を示さなかった。
【０１４７】
　試験番号２２の鋼板では、固溶Ｃ量が０．０１０～０．０５０質量％であり、ＹＳが８
６２～９６５ＭＰａ未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）、及び、ＹＲが９０％以上であっ
たものの、Ｓｉ含有量が高すぎた。その結果、破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣが３０．０ＭＰａ√
ｍ未満となり、優れた耐ＳＳＣ性を示さなかった。
【０１４８】
　試験番号２３の鋼板では、化学組成は適切であり、固溶Ｃ量が０．０１０～０．０５０
質量％であり、ＹＳが８６２～９６５ＭＰａ未満（１２５～１４０ｋｓｉ未満）であった
ものの、ＹＲが９０％を下回った。その結果、破壊靭性値Ｋ１ＳＳＣが３０．０ＭＰａ√
ｍ未満となり、優れた耐ＳＳＣ性を示さなかった。焼入れ後の冷却速度が遅かったために
、組織にフェライトが混入したためと考えられる。
【０１４９】
　以上、本発明の実施の形態を説明した。しかしながら、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。したがって、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更して実施するこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【０１５０】
　本発明による鋼材は、サワー環境に利用される鋼材に広く適用可能であり、好ましくは
、油井環境に利用される油井用鋼材として利用可能であり、さらに好ましくは、ケーシン
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グ、チュービング、ラインパイプ等の油井用鋼管として利用可能である。

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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