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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学組成が、質量％で、
　Ｃ：０．３５％超～１．００％、
　Ｓｉ：０．０５％～０．５％、
　Ｍｎ：０．０５％～１．０％、
　Ａｌ：０．００５％～０．１０％、
　Ｍｏ：１．０％超～１０％、
　Ｐ：０．０２５％以下、
　Ｓ：０．０１０％以下、
　Ｏ：０．０１％以下、
　Ｎ：０．０３％以下、
　Ｃｒ：０％～２．０％、
　Ｖ：０％～０．３０％、
　Ｎｂ：０％～０．１％、
　Ｔｉ：０％～０．１％、
　Ｚｒ：０％～０．１％、
　Ｃａ：０％～０．０１％、
　Ｂ：０％～０．００３％、
であり、残部がＦｅ及び不純物からなり、
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　Ｘ線回折により得られるα相の（２１１）結晶面に相当する結晶面の半価幅を単位°で
ＨＷとしたとき、前記半価幅ＨＷと前記化学組成中の質量％で示した炭素含有量とが、下
記の式１を満たし、
　前記化学組成中の質量％で示した前記炭素含有量とモリブデン含有量とが、下記の式２
を満たし、
　円相当径が１ｎｍ以上であり、かつヘキサゴナル構造を有するＭ２Ｃ炭化物の個数が、
１平方ミクロン当たり５個以上であり、
　降伏強度が７５８ＭＰａ以上である、
ことを特徴とする油井管用鋼。
　ＨＷ×Ｃ１／２≦０．３８　　　（式１）
　Ｃ×Ｍｏ≧０．６　　　（式２）
【請求項２】
　前記化学組成として、質量％で、
　Ｃｒ：０．１％～２．０％、
を含有する、ことを特徴とする請求項１に記載の油井管用鋼。
【請求項３】
　前記化学組成として、質量％で、
　Ｖ：０．０５％～０．３０％、
を含有する、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の油井管用鋼。
【請求項４】
　前記化学組成として、質量％で、
　Ｎｂ：０．００２％～０．１％、
　Ｔｉ：０．００２％～０．１％、
　Ｚｒ：０．００２％～０．１％、
のうちの少なくとも１つを含有する、ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記
載の油井管用鋼。
【請求項５】
　前記化学組成として、質量％で、
　Ｃａ：０．０００３％～０．０１％、
を含有する、ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の油井管用鋼。
【請求項６】
　前記化学組成として、質量％で、
　Ｂ：０．０００３％～０．００３％、
を含有する、ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の油井管用鋼。
【請求項７】
　請求項１に記載の油井管用鋼の製造方法であって、
　化学組成が、質量％で、
　Ｃ：０．３５％超～１．００％、
　Ｓｉ：０．０５％～０．５％、
　Ｍｎ：０．０５％～１．０％、
　Ａｌ：０．００５％～０．１０％、
　Ｍｏ：１．０％超～１０％、
　Ｐ：０．０２５％以下、
　Ｓ：０．０１０％以下、
　Ｏ：０．０１％以下、
　Ｎ：０．０３％以下、
　Ｃｒ：０％～２．０％、
　Ｖ：０％～０．３０％、
　Ｎｂ：０％～０．１％、
　Ｔｉ：０％～０．１％、
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　Ｚｒ：０％～０．１％、
　Ｃａ：０％～０．０１％、
　Ｂ：０％～０．００３％、
であり、残部がＦｅ及び不純物からなり、前記化学組成中の質量％で示した炭素含有量と
モリブデン含有量とが下記の式２を満たす鋼片を、熱間加工して鋼材を得る熱間加工工程
と；
　前記熱間加工工程後の前記鋼材を、焼入れする焼入れ工程と；
　前記焼入れ工程後の前記鋼材を、６８０℃以上ＡＣ１点以下の温度範囲で焼戻しする焼
戻し工程と；を備え、
　前記焼入れ工程で、
　前記熱間加工工程後の前記鋼材を、焼入れ開始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１００秒以上６００秒以下となる条件によって連続的に冷却して焼入れ
する、
ことを特徴とする油井管用鋼の製造方法。
　Ｃ×Ｍｏ≧０．６　　　（式２）
【請求項８】
　請求項１に記載の油井管用鋼の製造方法であって、
　化学組成が、質量％で、
　Ｃ：０．３５％超～１．００％、
　Ｓｉ：０．０５％～０．５％、
　Ｍｎ：０．０５％～１．０％、
　Ａｌ：０．００５％～０．１０％、
　Ｍｏ：１．０％超～１０％、
　Ｐ：０．０２５％以下、
　Ｓ：０．０１０％以下、
　Ｏ：０．０１％以下、
　Ｎ：０．０３％以下、
　Ｃｒ：０％～２．０％、
　Ｖ：０％～０．３０％、
　Ｎｂ：０％～０．１％、
　Ｔｉ：０％～０．１％、
　Ｚｒ：０％～０．１％、
　Ｃａ：０％～０．０１％、
　Ｂ：０％～０．００３％、
であり、残部がＦｅ及び不純物からなり、前記化学組成中の質量％で示した炭素含有量と
モリブデン含有量とが下記の式２を満たす鋼片を、熱間加工して鋼材を得る熱間加工工程
と；
　前記熱間加工工程後の前記鋼材を、焼入れする焼入れ工程と；
　前記焼入れ工程後の前記鋼材を、６８０℃以上ＡＣ１点以下の温度範囲で焼戻しする焼
戻し工程と；を備え、
　前記焼入れ工程で、
　第１冷却処理として、前記熱間加工工程後の前記鋼材を、焼入れ開始温度からＭｓ点超
３００℃以下の温度範囲に至るまでの冷却速度が０．７℃／秒以上となる条件によって冷
却し、
　恒温処理として、前記第１冷却処理後の前記鋼材を、Ｍｓ点超３００℃以下の前記温度
範囲となる条件によって保持し、
　第２冷却処理として、前記恒温処理後の前記鋼材を冷却する、
ことを特徴とする油井管用鋼の製造方法。
　Ｃ×Ｍｏ≧０．６　　　（式２）
【請求項９】
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　前記焼入れ工程後で前記焼戻し工程前の前記鋼材の肉厚中央部のＣスケールでのロック
ウェル硬さをＨＲＣとしたとき、前記焼入れ工程で、前記ロックウェル硬さＨＲＣが下記
の式３を満たす条件によって前記鋼材を焼入れする、ことを特徴とする請求項７または８
に記載の油井管用鋼の製造方法。
　ＨＲＣ≧５０×Ｃ＋２６　　　（式３）
【請求項１０】
　請求項１に記載の油井管用鋼の製造方法であって、
　化学組成が、質量％で、
　Ｃ：０．３５％超～１．００％、
　Ｓｉ：０．０５％～０．５％、
　Ｍｎ：０．０５％～１．０％、
　Ａｌ：０．００５％～０．１０％、
　Ｍｏ：１．０％超～１０％、
　Ｐ：０．０２５％以下、
　Ｓ：０．０１０％以下、
　Ｏ：０．０１％以下、
　Ｎ：０．０３％以下、
　Ｃｒ：０％～２．０％、
　Ｖ：０％～０．３０％、
　Ｎｂ：０％～０．１％、
　Ｔｉ：０％～０．１％、
　Ｚｒ：０％～０．１％、
　Ｃａ：０％～０．０１％、
　Ｂ：０％～０．００３％、
であり、残部がＦｅ及び不純物からなり、前記化学組成中の質量％で示した炭素含有量と
モリブデン含有量とが下記の式２を満たす鋼片を、熱間加工して鋼材を得る熱間加工工程
と；
　前記熱間加工工程後の前記鋼材を、焼入れする焼入れ工程と；
　前記焼入れ工程後の前記鋼材を、６８０℃以上ＡＣ１点以下の温度範囲で焼戻しする焼
戻し工程と；を備え、
　前記焼入れ工程後で前記焼戻し工程前の前記鋼材の肉厚中央部のＣスケールでのロック
ウェル硬さをＨＲＣとしたとき、前記焼入れ工程で、前記ロックウェル硬さＨＲＣが下記
の式３を満たす条件によって前記鋼材を焼入れする、ことを特徴とする油井管用鋼の製造
方法。
　Ｃ×Ｍｏ≧０．６　　　　　　（式２）
　ＨＲＣ≧５０×Ｃ＋２６　　　（式３）
【請求項１１】
　前記熱間加工工程後で前記焼入れ工程前に、前記鋼材をノルマライズ処理するノルマラ
イズ工程をさらに備える、ことを特徴とする請求項７～１０のいずれか１項に記載の油井
管用鋼の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の油井管用鋼の製造方法であって、
　化学組成が、質量％で、
　Ｃ：０．３５％超～１．００％、
　Ｓｉ：０．０５％～０．５％、
　Ｍｎ：０．０５％～１．０％、
　Ａｌ：０．００５％～０．１０％、
　Ｍｏ：１．０％超～１０％、
　Ｐ：０．０２５％以下、
　Ｓ：０．０１０％以下、
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　Ｏ：０．０１％以下、
　Ｎ：０．０３％以下、
　Ｃｒ：０％～２．０％、
　Ｖ：０％～０．３０％、
　Ｎｂ：０％～０．１％、
　Ｔｉ：０％～０．１％、
　Ｚｒ：０％～０．１％、
　Ｃａ：０％～０．０１％、
　Ｂ：０％～０．００３％、
であり、残部がＦｅ及び不純物からなり、前記化学組成中の質量％で示した炭素含有量と
モリブデン含有量とが下記の式２を満たす鋼片を、熱間加工して鋼材を得る熱間加工工程
と；
　前記熱間加工工程後の前記鋼材を、焼入れする焼入れ工程と；
　前記焼入れ工程後の前記鋼材を、６８０℃以上ＡＣ１点以下の温度範囲で焼戻しする焼
戻し工程と；を備え、
　前記熱間加工工程後で前記焼入れ工程前に、前記鋼材をノルマライズ処理するノルマラ
イズ工程をさらに備える、ことを特徴とする油井管用鋼の製造方法。
　Ｃ×Ｍｏ≧０．６　　　（式２）
【請求項１３】
　前記鋼片が、前記化学組成として、質量％で、
　Ｃｒ：０．１％～２．０％、
を含有する、ことを特徴とする請求項７～１２のいずれか１項に記載の油井管用鋼の製造
方法。
【請求項１４】
　前記鋼片が、前記化学組成として、質量％で、
　Ｖ：０．０５％～０．３０％、
を含有する、ことを特徴とする請求項７～１３のいずれか１項に記載の油井管用鋼の製造
方法。
【請求項１５】
　前記鋼片が、前記化学組成として、質量％で、
　Ｎｂ：０．００２％～０．１％、
　Ｔｉ：０．００２％～０．１％、
　Ｚｒ：０．００２％～０．１％、
のうちの少なくとも１つを含有する、ことを特徴とする請求項７～１４のいずれか１項に
記載の油井管用鋼の製造方法。
【請求項１６】
　前記鋼片が、前記化学組成として、質量％で、
　Ｃａ：０．０００３％～０．０１％、
を含有する、ことを特徴とする請求項７～１５のいずれか１項に記載の油井管用鋼の製造
方法。
【請求項１７】
　前記鋼片が、前記化学組成として、質量％で、
　Ｂ：０．０００３％～０．００３％、
を含有する、ことを特徴とする請求項７～１６のいずれか１項に記載の油井管用鋼の製造
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する。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
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法に関する。
　本願は、２０１２年６月２０日に、日本に出願された特願２０１２－１３８６５０号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【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（降伏強度が８０～９５
ｋｓｉ、つまり、５５１～６５４ＭＰａ）や、９５ｋｓｉ級（降伏強度が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（降伏強度が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、日本国特開昭６２－２５３
７２０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。日本国特開昭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】
　油井管の高強度化の要求に応じて、最近では、１２５ｋｓｉ級（降伏強度が８６２～９
６５ＭＰａ）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】
　日本国特開平６－３２２４７８号公報、日本国特開平８－３１１５５１号公報、日本国
特開平１１－３３５７３１号公報、日本国特開２０００－１７８６８２号公報、日本国特
開２０００－２５６７８３号公報、日本国特開２０００－２９７３４４号公報、日本国特
開２０００－１１９７９８号公報、日本国特開２００５－３５０７５４号公報、日本国特
開２００６－２６５６５７号公報、日本国特開２０００－３１３９１９号公報及び国際公
開第２００７／００７６７８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】
　日本国特開平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１
２５ｋｓｉ級の鋼材の耐ＳＳＣ性を改善する方法を提案する。日本国特開平８－３１１５
５１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、１１
０ｋｓｉ級～１４０ｋｓｉ級の鋼管の耐ＳＳＣ性を改善する方法を提案する。日本国特開
平１１－３３５７３１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。日本国特開２００
０－１７８６８２号公報、日本国特開２０００－２５６７８３号公報、及び日本国特開２
０００－２９７３４４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。日本国特開２０００－１
１９７９８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。日本国特開２００５－３５０７５
４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。日本国特開２００６－２６５６５７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
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℃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。日本
国特開２０００－３１３９１９号公報及び国際公開第２００７／００７６７８号公報は、
従来の油井用鋼管よりもＭｏ含有量を高めることにより鋼管の耐ＳＳＣ性を改善する方法
を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】日本国特開昭６２－２５３７２０号公報
【特許文献２】日本国特開昭５９－２３２２２０号公報
【特許文献３】日本国特開平６－３２２４７８号公報
【特許文献４】日本国特開平８－３１１５５１号公報
【特許文献５】日本国特開平１１－３３５７３１号公報
【特許文献６】日本国特開２０００－１７８６８２号公報
【特許文献７】日本国特開２０００－２５６７８３号公報
【特許文献８】日本国特開２０００－２９７３４４号公報
【特許文献９】日本国特開２０００－１１９７９８号公報
【特許文献１０】日本国特開２００５－３５０７５４号公報
【特許文献１１】日本国特開２００６－２６５６５７号公報
【特許文献１２】日本国特開２０００－３１３９１９号公報
【特許文献１３】国際公開第２００７／００７６７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述したように、最近では、１１０ｋｓｉ級（降伏強度が７５８ＭＰａ以上）又は１２
５ｋｓｉ級以上（降伏強度が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。最近の油井及びガス井は、多量の硫化水素を含有するためである。
たとえば、日本国特開２００５－３５０７５４号公報及び日本国特開２００６－２６５６
５７号公報は、降伏強度が１２５ｋｓｉ級の耐ＳＳＣ性に優れる油井管用鋼を開示する。
しかしながら、耐ＳＳＣ評価試験で利用された試験浴は、いずれも０．１ａｔｍの硫化水
素を飽和させた試験浴である。したがって、高強度の油井管用鋼においては、さらなる高
圧の硫化水素を飽和させた試験浴でも優れた耐ＳＳＣ性が求められる。
【００１０】
　また、従来の１１０ｋｓｉ級以上の降伏強度を有する油井管は、チュービングパイプへ
の利用に適さない。９５ｋｓｉ級以下の降伏強度を有する油井管は、ケーシングパイプ及
びチュービングパイプに利用される。しかしながら、１１０ｋｓｉ級以上の降伏強度の油
井管では、切欠きが付与された場合の耐ＳＳＣ性（硫化水素環境中の応力拡大係数ＫＩＳ

ＳＣ値）が低くなる。そのため、生産流体に直接曝されるチュービングパイプに１１０ｋ
ｓｉ級以上の従来の油井管を利用する場合、潜在する欠陥又は孔食を起点としてＳＳＣが
発生する可能性がある。したがって、１１０ｋｓｉ級以上の強度の油井管用鋼に対しては
、チュービングパイプにも利用できるように、ＫＩＳＳＣ値が高いことも望まれている。
【００１１】
　本発明の目的は、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。具体的
には、１１０ｋｓｉ級以上（７５８ＭＰａ以上）または１２５ｋｓｉ級以上（８６２ＭＰ
ａ以上）の降伏強度（０．２％耐力）を有し、かつ、高圧の硫化水素の環境下での耐ＳＳ
Ｃ性や切欠きが付与された場合の耐ＳＳＣ性などを含む耐ＳＳＣ性に優れる低合金油井管
用鋼を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の要旨は、以下の通りである。



(8) JP 5522322 B1 2014.6.18

10

20

30

40

50

【００１３】
　（１）本発明の一態様に係る低合金油井管用鋼は、化学組成が、質量％で、
　Ｃ：０．３５％超～１．００％、Ｓｉ：０．０５％～０．５％、Ｍｎ：０．０５％～１
．０％、Ａｌ：０．００５％～０．１０、Ｍｏ：１．０％超～１０％、Ｐ：０．０２５％
以下、Ｓ：０．０１０％以下、Ｏ：０．０１％以下、Ｎ：０．０３％以下、Ｃｒ：０％～
２．０％、Ｖ：０％～０．３０％、Ｎｂ：０％～０．１％、Ｔｉ：０％～０．１％、Ｚｒ
：０％～０．１％、Ｃａ：０％～０．０１％、Ｂ：０％～０．００３％であり、残部がＦ
ｅ及び不純物からなり、Ｘ線回折により得られるα相の（２１１）結晶面に相当する結晶
面の半価幅を単位°でＨＷとしたとき、前記半価幅ＨＷと前記化学組成中の質量％で示し
た炭素含有量とが、下記の式１を満たし、前記化学組成中の質量％で示した前記炭素含有
量とモリブデン含有量とが、下記の式２を満たし、円相当径が１ｎｍ以上であり、かつヘ
キサゴナル構造を有するＭ２Ｃ炭化物の個数が、１平方ミクロン当たり５個以上であり、
降伏強度が７５８ＭＰａ以上である。
　ＨＷ×Ｃ１／２≦０．３８　　　（式１）
　Ｃ×Ｍｏ≧０．６　　　（式２）
【００１４】
　本発明の上記態様による低合金油井管用鋼は、優れた耐ＳＳＣ性を有する。
【００１５】
　（２）上記（１）に記載の低合金油井管用鋼では、前記化学組成として、質量％で、Ｃ
ｒ：０．１％～２．０％を含有してもよい。
【００１６】
　（３）上記（１）又は（２）に記載の低合金油井管用鋼では、前記化学組成として、質
量％で、Ｖ：０．０５％～０．３０％を含有してもよい。
【００１７】
　（４）上記（１）～（３）のいずれか１項に記載の低合金油井管用鋼では、前記化学組
成として、質量％で、Ｎｂ：０．００２％～０．１％、Ｔｉ：０．００２％～０．１％、
Ｚｒ：０．００２％～０．１％のうちの少なくとも１つを含有してもよい。
【００１８】
　（５）上記（１）～（４）のいずれか１項に記載の低合金油井管用鋼では、前記化学組
成として、質量％で、Ｃａ：０．０００３％～０．０１％を含有してもよい。
【００１９】
　（６）上記（１）～（５）のいずれか１項に記載の低合金油井管用鋼では、前記化学組
成として、質量％で、Ｂ：０．０００３％～０．００３％を含有してもよい。
【００２０】
　（７）本発明の一態様に係る低合金油井管用鋼の製造方法は、上記（１）に記載の油井
管用鋼の製造方法であって、化学組成が、質量％で、Ｃ：０．３５％超～１．００％、Ｓ
ｉ：０．０５％～０．５％、Ｍｎ：０．０５％～１．０％、Ａｌ：０．００５％～０．１
０％、Ｍｏ：１．０％超～１０％、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０１０％以下、Ｏ：
０．０１％以下、Ｎ：０．０３％以下、Ｃｒ：０％～２．０％、Ｖ：０％～０．３０％、
Ｎｂ：０％～０．１％、Ｔｉ：０％～０．１％、Ｚｒ：０％～０．１％、Ｃａ：０％～０
．０１％、Ｂ：０％～０．００３％であり、残部がＦｅ及び不純物からなり、前記化学組
成中の質量％で示した炭素含有量とモリブデン含有量とが下記の式２を満たす鋼片を、熱
間加工して鋼材を得る熱間加工工程と；前記熱間加工工程後の前記鋼材を、焼入れする焼
入れ工程と；前記焼入れ工程後の前記鋼材を、６８０℃以上ＡＣ１点以下の温度範囲で焼
戻しする焼戻し工程と；を備え、前記焼入れ工程で、前記熱間加工工程後の前記鋼材を、
焼入れ開始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１００秒以上６００
秒以下となる条件によって連続的に冷却して焼入れする。
　Ｃ×Ｍｏ≧０．６　　　（式２）
【００２１】
　（８）本発明の他の態様に係る低合金油井管用鋼の製造方法は、上記（１）に記載の油
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井管用鋼の製造方法であって、化学組成が、質量％で、Ｃ：０．３５％超～１．００％、
Ｓｉ：０．０５％～０．５％、Ｍｎ：０．０５％～１．０％、Ａｌ：０．００５％～０．
１０％、Ｍｏ：１．０％超～１０％、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０１０％以下、Ｏ
：０．０１％以下、Ｎ：０．０３％以下、Ｃｒ：０％～２．０％、Ｖ：０％～０．３０％
、Ｎｂ：０％～０．１％、Ｔｉ：０％～０．１％、Ｚｒ：０％～０．１％、Ｃａ：０％～
０．０１％、Ｂ：０％～０．００３％であり、残部がＦｅ及び不純物からなり、前記化学
組成中の質量％で示した炭素含有量とモリブデン含有量とが下記の式２を満たす鋼片を、
熱間加工して鋼材を得る熱間加工工程と；前記熱間加工工程後の前記鋼材を、焼入れする
焼入れ工程と；前記焼入れ工程後の前記鋼材を、６８０℃以上ＡＣ１点以下の温度範囲で
焼戻しする焼戻し工程と；を備え、前記焼入れ工程で、第１冷却処理として、前記熱間加
工工程後の前記鋼材を、焼入れ開始温度からＭｓ点超３００℃以下の温度範囲に至るまで
の冷却速度が０．７℃／秒以上となる条件によって冷却し、恒温処理として、前記第１冷
却処理後の前記鋼材を、Ｍｓ点超３００℃以下の前記温度範囲となる条件によって保持し
、第２冷却処理として、前記恒温処理後の前記鋼材を冷却する。
　Ｃ×Ｍｏ≧０．６　　　（式２）
【００２２】
　（９）上記（７）または（８）に記載の低合金油井管用鋼の製造方法では、前記焼入れ
工程後で前記焼戻し工程前の前記鋼材の肉厚中央部のＣスケールでのロックウェル硬さを
ＨＲＣとしたとき、前記焼入れ工程で、前記ロックウェル硬さＨＲＣが下記の式３を満た
す条件によって前記鋼材を焼入れしてもよい。
　ＨＲＣ≧５０×Ｃ＋２６　　　（式３）
【００２３】
　（１０）本発明の他の態様に係る低合金油井管用鋼の製造方法は、上記（１）に記載の
油井管用鋼の製造方法であって、化学組成が、質量％で、Ｃ：０．３５％超～１．００％
、Ｓｉ：０．０５％～０．５％、Ｍｎ：０．０５％～１．０％、Ａｌ：０．００５％～０
．１０％、Ｍｏ：１．０％超～１０％、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０１０％以下、
Ｏ：０．０１％以下、Ｎ：０．０３％以下、Ｃｒ：０％～２．０％、Ｖ：０％～０．３０
％、Ｎｂ：０％～０．１％、Ｔｉ：０％～０．１％、Ｚｒ：０％～０．１％、Ｃａ：０％
～０．０１％、Ｂ：０％～０．００３％であり、残部がＦｅ及び不純物からなり、前記化
学組成中の質量％で示した炭素含有量とモリブデン含有量とが下記の式２を満たす鋼片を
、熱間加工して鋼材を得る熱間加工工程と；前記熱間加工工程後の前記鋼材を、焼入れす
る焼入れ工程と；前記焼入れ工程後の前記鋼材を、６８０℃以上ＡＣ１点以下の温度範囲
で焼戻しする焼戻し工程と；を備え、前記焼入れ工程後で前記焼戻し工程前の前記鋼材の
肉厚中央部のＣスケールでのロックウェル硬さをＨＲＣとしたとき、前記焼入れ工程で、
前記ロックウェル硬さＨＲＣが下記の式３を満たす条件によって前記鋼材を焼入れする。
　Ｃ×Ｍｏ≧０．６　　　　　　（式２）
　ＨＲＣ≧５０×Ｃ＋２６　　　（式３）
【００２４】
　（１１）上記（７）～（１０）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
は、前記熱間加工工程後で前記焼入れ工程前に、前記鋼材をノルマライズ処理するノルマ
ライズ工程をさらに備えてもよい。
【００２５】
　（１２）本発明の他の態様に係る低合金油井管用鋼の製造方法は、上記（１）に記載の
油井管用鋼の製造方法であって、化学組成が、質量％で、Ｃ：０．３５％超～１．００％
、Ｓｉ：０．０５％～０．５％、Ｍｎ：０．０５％～１．０％、Ａｌ：０．００５％～０
．１０％、Ｍｏ：１．０％超～１０％、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０１０％以下、
Ｏ：０．０１％以下、Ｎ：０．０３％以下、Ｃｒ：０％～２．０％、Ｖ：０％～０．３０
％、Ｎｂ：０％～０．１％、Ｔｉ：０％～０．１％、Ｚｒ：０％～０．１％、Ｃａ：０％
～０．０１％、Ｂ：０％～０．００３％であり、残部がＦｅ及び不純物からなり、前記化
学組成中の質量％で示した炭素含有量とモリブデン含有量とが下記の式２を満たす鋼片を
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、熱間加工して鋼材を得る熱間加工工程と；前記熱間加工工程後の前記鋼材を、焼入れす
る焼入れ工程と；前記焼入れ工程後の前記鋼材を、６８０℃以上ＡＣ１点以下の温度範囲
で焼戻しする焼戻し工程と；を備え、前記熱間加工工程後で前記焼入れ工程前に、前記鋼
材をノルマライズ処理するノルマライズ工程をさらに備える。
　Ｃ×Ｍｏ≧０．６　　　（式２）
　（１３）上記（７）～（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
は、前記鋼片が、前記化学組成として、質量％で、Ｃｒ：０．１％～２．０％を含有して
もよい。
【００２６】
　（１４）上記（７）～（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
は、前記鋼片が、前記化学組成として、質量％で、Ｖ：０．０５％～０．３０％を含有し
てもよい。
【００２７】
　（１５）上記（７）～（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
は、前記鋼片が、前記化学組成として、質量％で、Ｎｂ：０．００２％～０．１％、Ｔｉ
：０．００２％～０．１％、Ｚｒ：０．００２％～０．１％のうちの少なくとも１つを含
有してもよい。
【００２８】
　（１６）上記（７）～（１５）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
は、前記鋼片が、前記化学組成として、質量％で、Ｃａ：０．０００３％～０．０１％を
含有してもよい。
【００２９】
　（１７）上記（７）～（１６）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
は、前記鋼片が、前記化学組成として、質量％で、Ｂ：０．０００３％～０．００３％を
含有してもよい。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の上記態様による低合金油井管用鋼は、優れた耐ＳＳＣ性を有する。
　本発明の上記態様によって製造された低合金油井管用鋼は、優れた耐ＳＳＣ性を有する
。
　具体的には、１１０ｋｓｉ級以上（７５８ＭＰａ以上）または１２５ｋｓｉ級以上（８
６２ＭＰａ以上）の降伏強度（０．２％耐力）を有し、かつ、高圧の硫化水素の環境下で
の耐ＳＳＣ性や切欠きが付与された場合の耐ＳＳＣ性などを含む耐ＳＳＣ性に優れる低合
金油井管用鋼を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１Ａ】本発明の一実施形態に係る低合金油井管用鋼に含まれるヘキサゴナルＭ２Ｃ炭
化物の透過型電子顕微鏡画像である。
【図１Ｂ】同実施形態に係る低合金油井管用鋼に含まれるヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の電
子回折像写真及び同定結果を示す図である。
【図２】同実施形態に係る低合金油井管用鋼の電解抽出残渣炭化物のＸ線回折による回折
図形の一例である。
【図３】本発明の一実施形態に係る低合金油井管用鋼の製造方法の焼入れ工程を説明する
図であって、連続冷却処理による焼入れ工程と、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】連続冷却処理による焼入れにおける、鋼管の肉厚ｔ（ｍｍ）と、焼割れが発生し
ないための冷却速度ＣＲ８－５（℃／秒）との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の好適な実施形態について図面を参照して詳しく説明する。図中同一又は
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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。
【００３３】
　本発明者らは、低合金油井管用鋼の耐ＳＳＣ性に関する調査及び検討を行い、次の知見
を得た。
【００３４】
　（Ａ）低合金油井管用鋼中にヘキサゴナル（Ｈｅｘａｇｏｎａｌ）Ｍ２Ｃ炭化物を生成
することにより、耐ＳＳＣ性が高まる。ここで、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物とは、結晶構
造がヘキサゴナル（六方晶）のＭ２Ｃ炭化物である。Ｍ２Ｃの「Ｍ」は、Ｍｏ又は、Ｍｏ
及びＶである。
【００３５】
　Ｍｏ及びＣは、微細炭化物であるヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の生成を促進する。図１Ａ
は、本発明の同実施形態に係る低合金油井管用鋼の透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）画像である。ヘキサゴナ
ルＭ２Ｃ炭化物は円盤状の微細な炭化物であり、その粒径は、円相当径で、概ね１ｎｍ～
５０ｎｍである。ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物は、立方晶のＭ２Ｃ炭化物と異なる。ヘキサ
ゴナルＭ２Ｃ炭化物は、円盤状であるため、拡散性の水素をトラップしやすい。ヘキサゴ
ナルＭ２Ｃ炭化物は水素を強くトラップし、トラップされた水素は不活性となるので、Ｓ
ＳＣの発生が抑制されると考えられる。さらに、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物は微細である
ため、ＳＳＣの起点になりにくい。したがって、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物は、耐ＳＳＣ
性の向上に寄与する。ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物は、後述する電子顕微鏡観察及び電子線
回折によって同定できる。また、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の存在自体については、後述
のように電解抽出物の残渣のＸ線回折によっても確認できる。
【００３６】
　粒径（円相当径）が１ｎｍ以上のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物が１平方ミクロン（μｍ２

）中に５個以上あれば、低合金油井管用鋼の耐ＳＳＣ性が高まる。なお、粒径が１ｎｍ未
満のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物も存在する可能性がある。しかしながら、１ｎｍ未満のヘ
キサゴナルＭ２Ｃ炭化物の電子顕微鏡および電子線回折での同定は技術的に困難である。
したがって、本発明では、単位面積当たりの粒径が１ｎｍ以上のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化
物の個数で規定した。
【００３７】
　（Ｂ）Ｍｏ含有量を１％よりも高く、１０％以下にする。この場合、上述のヘキサゴナ
ルＭ２Ｃ炭化物の生成が促進されるだけでなく、硫化水素環境において、水素の鋼中への
侵入が抑制される。具体的には、硫化水素環境下の鋼の表面には、腐食生成物であるＦｅ
硫化物が生成する。Ｍｏは、Ｆｅ硫化物中に濃化してＦｅ硫化物の鋼表面に対する保護性
能を高める。そのため、硫化水素環境から鋼中への水素の侵入が抑制され、耐ＳＳＣ性が
高まる。
【００３８】
　（Ｃ）低合金油井管用鋼ではさらに、焼入れ焼戻し時に、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物以
外の他の種々の炭化物も生成する。炭化物のうち、結晶粒界又はマルテンサイト組織のラ
ス界面に主に生成するＭ３Ｃ炭化物及びＭ２３Ｃ６炭化物を、本発明では「粒界炭化物」
と定義する。ここで、Ｍ３Ｃ炭化物及びＭ２３Ｃ６炭化物の「Ｍ」は、Ｆｅ、Ｃｒ、又は
Ｍｏである。
【００３９】
　粒界炭化物は、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物よりも顕著に大きく、数１００ｎｍのサイズ
を有する。粒界炭化物は大きいため、粒界炭化物の形状が扁平になるほど、粒界炭化物を
起点として硫化物応力割れ（ＳＳＣ）が発生しやすくなる。一方、粒界炭化物の形状が球
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、粒界炭化物を球状化するのが好ましい。
【００４０】
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　焼戻し温度を高くすることにより粒界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粒界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、粒界炭化物をさらに球状化できる方が好
ましい。
【００４１】
　Ｃ含有量を高めれば、具体的には、Ｃ含有量を０．３５％よりも高くすれば、鋼中の粒
界炭化物をさらに球状化することができる。そのため、耐ＳＳＣ性がさらに高まる。Ｃ含
有量を高めることにより粒界炭化物が球状化する理由は、次のとおりと推定される。Ｃ含
有量が高まれば、粒界炭化物の総量も増加する。そのため、各粒界炭化物中のＣｒ及びＭ
ｏ濃度は低下し、粒界炭化物が球状化する。
【００４２】
　（Ｄ）鋼中の転位密度が高い場合、耐ＳＳＣ性が低下する。転位は水素のトラップサイ
トとして作用するためである。転位はコットレル効果によって水素を弱くトラップし、ト
ラップされた水素は再び拡散することが可能なので、硫化物応力割れ（ＳＳＣ）の亀裂先
端部に拡散して水素脆性を引き起こすと考えられる。すなわち、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化
物を含み、かつ転位密度が低い場合、鋼中の水素は、優先的に、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化
物に強くトラップされる。その結果、耐ＳＳＣ性が向上する。したがって、転位密度は低
い方が好ましい。
【００４３】
　ところで、Ｘ線回折での結晶面の半価幅は、転位密度の影響を受ける。具体的には、転
位密度の増加によって半価幅は拡大する。したがって、本発明では、Ｘ線回折により得ら
れる（２１１）結晶面の回折ピークの半価幅ＨＷ（°）を、結晶歪みの程度を示す指標と
する。結晶格子の歪みが大きいほど、転位密度が高い。Ｃ含有量が０．３５％よりも高く
、Ｍｏ含有量が１％よりも高い場合、半価幅ＨＷが式１を満たせば、鋼中の転位密度は十
分に低く、優れた耐ＳＳＣ性が得られる。
　ＨＷ×Ｃ１／２≦０．３８　　　（式１）
　ここで、式１のＣには、炭素含有量（質量％）が代入される。
【００４４】
　本実施形態に係る低合金油井管用鋼は、金属組織として、主に、焼戻しマルテンサイト
及び焼戻しベイナイトを含む。ただ、フェライト、マルテンサイト、及びベイナイトは、
いずれもＢＣＣ（Ｂｏｄｙ　Ｃｅｎｔｅｒｅｄ　Ｃｕｂｉｃ）の結晶構造またはそれを含
む組織に対応するので、Ｘ線回折によって、フェライトと、マルテンサイトと、ベイナイ
トとを区別することは難しい。本発明では、フェライト、マルテンサイト、及びベイナイ
トをα相と見なす。すなわち、上記（２１１）結晶面の回折ピークの半価幅ＨＷとは、α
相の（２１１）結晶面に相当する結晶面の半価幅ＨＷを意味する。
【００４５】
　以上より、本実施形態が規定する化学組成の範囲において、粒径が１ｎｍ以上のヘキサ
ゴナルＭ２Ｃ炭化物が１平方ミクロン（μｍ２）中に５個以上析出し、かつ、半価幅ＨＷ
が式１を満たせば、優れた耐ＳＳＣ性が得られる。
【００４６】
　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、本実施形態による低
合金油井管用鋼について説明する。
【００４７】
　［化学組成］
　本実施形態による低合金油井管用鋼は、次に示す化学組成を有する。なお、以下の説明
において、各元素の含有量の「％」は、「質量％」を意味する。また、下記する各元素の
数値限定範囲には、下限値および上限値がその範囲に含まれる。ただ、下限値に「超」と
示す数値限定範囲には下限値が含まれず、上限値に「未満」と示す数値限定範囲には上限
値が含まれない。
【００４８】
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　本実施形態に係る低合金油井管用鋼は、基本元素として、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ａｌ、Ｍｏ
を含有する。
【００４９】
　Ｃ：０．３５％超～１．００％
　本実施形態に係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ＳＳＣ性が向上する。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、０．３５％よりも高く、１．００％以下である。好ましいＣ含有量の下
限は０．４５％であり、さらに好ましくは０．５１％であり、さらに好ましくは０．５６
％である。好ましいＣ含有量の上限は、１．００％未満であり、さらに好ましくは０．８
０％であり、さらに好ましくは、０．７０％である。
【００５０】
　Ｓｉ：０．０５％～０．５％
　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％～０．５％である。好ましいＳｉ含有量
の下限は、０．０５％よりも高く、さらに好ましくは０．１％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、０．５％未満であり、さらに好まし
くは０．４０％であり、さらに好ましくは、０．３０％である。
【００５１】
　Ｍｎ：０．０５％～１．０％
　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％～１．０％である。好ましいＭｎ含
有量の下限は、０．０５％よりも高く、さらに好ましくは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、１．０％未満であり、さらに好
ましくは０．７０％であり、さらに好ましくは０．６５％であり、さらに好ましくは０．
５０％である。
【００５２】
　Ａｌ：０．００５％～０．１０％
　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
．１０％である。好ましいＡｌ含有量の下限は、０．００５％よりも高く、さらに好まし
くは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、０．１０％未満であり、さらに好ましくは０．０６％であり、さらに好ましく
は、０．０５％である。本実施形態でいう「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：１．０％超～１０％
　モリブデン（Ｍｏ）は、焼入れ性を高め、組織中のマルテンサイト率を高める。そのた
め、Ｍｏは鋼の強度を高める。Ｍｏはさらに、硫化水素環境において、鋼の表面に形成さ
れるＦｅ硫化物（腐食生成物）中に濃化し、Ｆｅ硫化物の鋼表面に対する保護性能を高め
る。これにより、鋼中への水素の侵入が抑制され、鋼の耐ＳＳＣ性が高まる。Ｍｏはさら
に、微細炭化物であるヘキサゴナル（Ｈｅｘａｇｏｎａｌ）Ｍｏ２Ｃ炭化物を形成する。
ヘキサゴナルＭｏ２Ｃ炭化物は拡散性水素を強く固定（トラップ）するため、水素による
ＳＳＣの発生が抑制される。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、１．０％よりも高く、１０％以下である。好ましいＭｏ含有量
の下限は、１．２０％であり、さらに好ましくは１．３０％であり、さらに好ましくは１
．５５％である。好ましいＭｏ含有量の上限は１０％未満であり、さらに好ましくは４．
０％であり、さらに好ましくは３．０％である。
【００５４】
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　本実施形態に係る低合金油井管用鋼は、不純物を含有する。なお、「不純物」とは、鋼
を工業的に製造する際に、原料としての鉱石、スクラップ、または製造環境等から混入す
るものを指す。これら不純物のなかで、Ｐ、Ｓ、Ｏ、Ｎは、上記効果を十分に発揮させる
ために、以下のように制限することが好ましい。また、不純物の含有量は少ないことが好
ましいので、下限値を制限する必要がなく、不純物の下限値が０％でもよい。
【００５５】
　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
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、０．０２５％未満であり、さらに好ましくは０．０２０％以下で
あり、さらに好ましくは、０．０１５％以下である。
【００５６】
　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、０．０１０％未満であり、さらに好ましくは０．０
０５％以下であり、さらに好ましくは、０．００３％以下である。
【００５７】
　Ｏ：０．０１％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、０．０１％以下であり、より好ましくは０．００５％以下である。
【００５８】
　Ｎ：０．０３％以下
　窒素（Ｎ）は、不純物である。Ｎが過剰に含有されれば、粗大な窒化物が形成される。
粗大な窒化物は、孔食の起点となり、耐ＳＳＣ性が低下しやすい。したがって、Ｎ含有量
は０．０３％以下である。Ｎ含有量の上限は、好ましくは０．０３％未満であり、さらに
好ましくは０．０２５％であり、さらに好ましくは０．０２％である。一方、微量に含有
される窒素（Ｎ）は、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。よって、微量のＮが意図的に鋼に含有されてもよい。
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、０．００３％であり、さらに好
ましくは、０．００４％である。
【００５９】
　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炭窒化物の効
果を積極的に求めない場合は、Ｎは不純物として、０．００３％未満であってもよい。
【００６０】
　本実施形態に係る低合金油井管用鋼の化学組成は、上述の基本元素と後述の選択元素と
を含有し、残部は、Ｆｅ及び上述の不純物からなる。上記したように、ここでいう不純物
は、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。
【００６１】
　［選択元素について］
　本実施形態に係る低合金油井管用鋼の化学組成は、上記Ｆｅの一部に代えて、さらに、
Ｃｒ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｃａ、Ｂのうちの少なくとも１つの選択元素を含有しても
よい。これらの選択元素は、その目的に応じて含有させればよい。よって、これらの選択
元素の下限値を制限する必要がなく、下限値が０％でもよい。また、これらの選択元素が
不純物として含有されても、上記効果は損なわれない。
【００６２】
　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。
【００６３】
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　Ｃｒ：０％～２％
　クロム（Ｃｒ）は、選択元素である。Ｃｒは、鋼の焼入れ性を高める。Ｃｒが少しでも
含有されれば、上記効果が得られる。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、必要に応じて、Ｃｒ含有量は０％～２％とする。好ましいＣｒ含有量
の下限は、０．１％であり、さらに好ましくは０．２％であり、さらに好ましくは０．５
％である。好ましいＣｒ含有量の上限は、２％未満であり、さらに好ましくは１．５％で
あり、さらに好ましくは１．０％であり、さらに好ましくは０．８％未満であり、さらに
好ましくは０．７％である。
【００６４】
　低合金油井管用鋼はさらに、Ｆｅの一部に代えて、Ｖを含有してもよい。
【００６５】
　Ｖ：０％～０．３０％
　バナジウム（Ｖ）は、Ｍｏと共に、微細炭化物であるヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物を生成
し、耐ＳＳＣ性を高める。ここでいうヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の「Ｍ」は、Ｍｏ及びＶ
である。Ｖはさらに、立方晶のＭＣ炭化物（ＭはＭｏ及びＶ）を形成し、高降伏強度を得
るための鋼の焼戻し温度を高める。この立方晶のＭＣ炭化物は、粒界炭化物と異なって微
細であるため、ＳＳＣの起点になりにくい。Ｖが少しでも含有されれば、上記効果が得ら
れる。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、必要に応じて、Ｖ含有量は０％～０．３０％とする
。好ましいＶ含有量の下限は、０．０５％であり、さらに好ましくは０．０７％であり、
さらに好ましくは０．１％である。好ましいＶ含有量の上限は、０．３０％未満であり、
さらに好ましくは０．２５％であり、さらに好ましくは、０．２０％である。
【００６６】
　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。
【００６７】
　Ｎｂ：０％～０．１％
　Ｔｉ：０％～０．１％
　Ｚｒ：０％～０．１％
　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、必要に応じて、Ｎｂ含有量は０％～０．
１％とし、Ｔｉ含有量は０％～０．１％とし、Ｚｒ含有量は、０％～０．１％とする。Ｎ
ｂ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０．００２％以上であれば、上記効果が顕著に得られる。さらに好ましい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０．０５％である。
【００６８】
　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。
【００６９】
　Ｃａ：０％～０．０１％
　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、必要に
応じて、Ｃａ含有量は、０％～０．０１％とする。好ましいＣａ含有量の下限は、０．０
００３％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、０．００３０％であり、さらに好ましくは、０．００２％である。
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【００７０】
　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。
【００７１】
　Ｂ：０％～０．００３％
　ボロン（Ｂ）は選択元素である。Ｂは、鋼の焼入れ性を高める。Ｂが少しでも含有され
れば、上記効果が得られる。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、必要に応じて、Ｂ含有量は、０％～０．００３％とする。好ましいＢ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Ｂ含
有量の上限は、０．００１５％であり、さらに好ましくは、０．００１２％である。
【００７２】
　本実施形態に係る低合金油井管用鋼の金属組織は、主に、焼戻しマルテンサイト及び焼
戻しベイナイトを含み、また、ヘキサゴナル構造を有するＭ２Ｃ炭化物などの析出物を含
む。
【００７３】
　［ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物について］
　低合金油井管用鋼は、１平方ミクロン当たり５個（つまり、５個／μｍ２）以上のヘキ
サゴナルＭ２Ｃ炭化物を含有する。ここで、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物は、ヘキサゴナル
（六方晶）の炭化物であり、立方晶のＭ２Ｃ炭化物とは異なる。ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化
物の「Ｍ」は、Ｍｏ又は、Ｍｏ及びＶである。
【００７４】
　ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の個数は、次の方法で測定される。低合金油井管用鋼の任意
の箇所、例えば、鋼板又は鋼管の厚さの中央部を含む領域からＴＥＭ（透過型電子顕微鏡
）用サンプルを採取する。サンプルの採取方法は薄膜法、または抽出レプリカ法等の方法
を用いる。採取されたサンプル中の１０視野をＴＥＭで観察し、各視野のＴＥＭ画像を得
る。各視野の面積は１μｍ２とする。各視野の炭化物の電子線回折パターンを確認し、炭
化物の種類を同定する。図１Ｂは、電子顕微鏡観察時のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の回折
パターンの典型例を示す。なお、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物は、Ｘ線回折によっても、立
方晶のＭ２Ｃ炭化物を含む他の炭化物と明確に区別することができる。したがって、ヘキ
サゴナルＭ２Ｃ炭化物が析出していることの確認自体は、鋼材中の炭化物を電解抽出した
後、抽出残渣のＸ線回折を行うことによっても可能である。図２は、Ｘ線回折の一例を示
す図である。図２の横軸はＸ線の２θ（°）を示し（ただし、θは入射角である）、縦軸
は回折強度を示す。図２中の「Ｍｏ２Ｃ」、「ＭＣ」は、炭化物の種類を示す。「Ｍｏ２

Ｃ」は、ヘキサゴナルＭｏ２Ｃ炭化物を示す。「ＭＣ」は、立方晶のＭＣ炭化物（ＭはＭ
ｏ及びＶ）又は立方晶のＭ２Ｃ炭化物を示す。図２中の「（０２１）」、「（１１２）」
等は、結晶面（ミラー指数）を示す。図２に示すとおり、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物は、
Ｘ線回折により、立方晶のＭＣ炭化物又は立方晶のＭ２Ｃ炭化物を含む他の炭化物と明確
に区別することができる。
【００７５】
　電子顕微鏡観察の各視野で同定された粒径１ｎｍ以上のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の個
数をカウントし、１μｍ２当たりの平均個数を算出する。算出された平均個数を、１μｍ
２あたりのヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の個数（個／μｍ２）と定義する。ヘキサゴナルＭ

２Ｃ炭化物の個数が５個／μｍ２以上であれば、優れた耐ＳＳＣ性が得られる。
【００７６】
　ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の粒径は概ね１ｎｍ～５０ｎｍである。ここで、ヘキサゴナ
ルＭ２Ｃ炭化物の粒径は次の方法で測定される。画像解析により、各ヘキサゴナルＭ２Ｃ
炭化物の面積を求める。求めた面積の円相当径を、そのヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の粒径
と定義する。上述のように、本実施形態においては粒径１ｎｍ以上のヘキサゴナルＭ２Ｃ
炭化物の個数を計数する。
【００７７】
　ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の粒径及び個数の上限値は、特に限定されない。ただ、粒径
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が５０ｎｍ超のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物はほとんど観察されないので、ヘキサゴナルＭ

２Ｃ炭化物の粒径の上限値を５０ｎｍとしてもよい。
【００７８】
　また、本実施形態に係る低合金油井管用鋼は、上述したように、粒界炭化物の形状が球
状であることが好ましい。具体的には、炭化物のうち、結晶粒界又はマルテンサイト組織
のラス界面に生成するＭ３Ｃ炭化物及びＭ２３Ｃ６炭化物などの粒界炭化物のアスペクト
比の平均値が、３以下であることが好ましく、２以下であることがさらに好ましい。ここ
で、アスペクト比とは、観察面上の粒界炭化物の長径をその短径で割った値のことである
。アスペクト比は、次の方法で測定される。低合金油井管用鋼の任意の箇所、例えば、鋼
板又は鋼管の厚さの中央部を含む領域からサンプルを採取する。採取されたサンプル中の
１０視野を、光学顕微鏡、走査型電子顕微鏡、または透過型電子顕微鏡を用いて観察する
。各視野に含まれる粒界炭化物のアスペクト比を測定し、その平均値を計算すればよい。
【００７９】
　また、本実施形態に係る低合金油井管用鋼は、上述したように、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭
化物を含むと同時に、転位密度が低いことが好ましい。
【００８０】
　［半価幅ＨＷについて］
　本実施形態の低合金油井管用鋼においては、Ｘ線回折法により得られるα相の（２１１
）結晶面に相当する結晶面の回折ピークの半価幅ＨＷ（°）は、式１を満たす。
　ＨＷ×Ｃ１／２≦０．３８　　　（式１）
　ここで、元素記号Ｃには、Ｃ含有量（質量％）が代入される。
【００８１】
　半価幅ＨＷ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、低合金油井
管用鋼の任意の箇所、例えば、鋼板又は鋼管の厚さの中央部を含む領域からサンプルを採
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、Ｃｏ
Ｋα線（Ｋα１）を入射Ｘ線として使用し、Ｘ線回折を実施する。そして、α相の（２１
１）結晶面に相当する結晶面の半価幅を単位°で測定する。
【００８２】
　具体的には、ＣｏＫα線中のＫα１とＫα２とをフィッティングにより分離して、Ｋα
１のみを抽出し、試験片の（２１１）結晶面でのＫα１線の回折による半価幅（°）を求
める。なお、半価幅はピーク高さの半価になる高さで測定する（ピークトップ法）。また
、装置由来の半価幅に関しては、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、これを実測された値から差し
引いて補正を行えばよい。
【００８３】
　転位は水素の弱いトラップサイトとして作用し、トラップされた水素は再び拡散するこ
とが可能なので、耐ＳＳＣ性を低下する。したがって、転位密度は低い方が好ましい。半
価幅が式１を満たせば、転位密度が抑制され鋼中に拡散可能な水素が蓄積しにくいと考え
られる。そのため、優れた耐ＳＳＣ性が得られる。一方、半価幅が式１を満たさなければ
、転位密度の抑制が不十分と考えられ、耐ＳＳＣ性が低い。
【００８４】
　ＨＷ×Ｃ１／２の下限値は、特に限定されない。耐ＳＳＣ性を好ましく向上させるため
には、ＨＷ×Ｃ１／２の値は小さいほど好ましい。
【００８５】
　また、本実施形態に係る低合金油井管用鋼は、本発明の一態様の効果をさらに好ましく
得るために、上述した化学組成中の質量％で示した炭素含有量とモリブデン含有量とが、
所定の関係を満たすことが好ましい。
【００８６】
　［Ｃ含有量及びＭｏ含有量の関係について］
　好ましくは、低合金油井管用鋼の化学組成はさらに、式２を満たす。
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　Ｃ×Ｍｏ≧０．６　　　（式２）
　ここで、式２中の元素記号Ｃには、Ｃ含有量（質量％）が代入され、元素記号Ｍｏには
、Ｍｏ含有量（質量％）が代入される。
【００８７】
　Ｃ含有量及びＭｏ含有量が式２を満たせば、後述の製造条件で製造する場合に、ヘキサ
ゴナルＭ２Ｃ炭化物が生成され、その個数が５個／μｍ２以上になる。そのため、優れた
耐ＳＳＣ性が得られる。より具体的には、１２５ｋｓｉ級以上で充分な耐ＳＳＣ性が得ら
れ、かつ、１１０ｋｓｉ級以上で高いＫＩＳＳＣ値が得られる。
【００８８】
　さらに耐ＳＳＣ性を向上させるためには、Ｃ含有量及びＭｏ含有量の関係が、Ｃ×Ｍｏ
≧０．６５であることが好ましく、Ｃ×Ｍｏ≧０．７であることがより好ましい。
【００８９】
　［組織について］
　上述したように、本実施形態の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を含む。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含み、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％以下と
する。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。
【００９０】
　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、ＣｏＫα線（Ｋα１）を入射Ｘ線
として使用し、Ｘ線回折を実施する。α相の（２１１）結晶面、（２００）結晶面、（１
１０）結晶面に相当する結晶面の積分回折強度と、オーステナイトの（２２０）結晶面、
（２００）結晶面、（１１１）結晶面の積分回折強度とから、残留オーステナイト率を定
量する。
【００９１】
　また、本実施形態の低合金油井管用鋼のように、Ｃ含有量が高ければ、マルテンサイト
変態による焼割れが発生しやすい。焼割れを抑制する方法として、焼入れ時の水冷を途中
で停止して、油井管用鋼の組織をベイナイト主体の組織にする方法がある。しかしながら
、組織がベイナイト主体である場合、焼入れ時に相当量の炭化物が生成する。これらの炭
化物は、焼戻し時の転位の回復を遅らせる。したがって、ベイナイト主体の組織の場合、
転位密度が高くなり、式１が満たされない。
【００９２】
　焼入れ後の組織内のマルテンサイト率が高ければ、焼戻しによって、転位密度は低減さ
れる。現状、焼入れ後の鋼中のマルテンサイトの体積率とベイナイトの体積率とを定量的
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。したがって、好ましくは、焼入れ
後であって、焼戻し前の低合金油井管用鋼（つまり、焼入れまま材）の肉厚中央部（鋼板
又は鋼管の厚さの中央部）のＣスケールでのロックウェル硬さ（ＨＲＣ）が、以下の式３
を満たせば、焼戻しによって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
生成される。
　ロックウェル硬さ（ＨＲＣ）≧５０×Ｃ＋２６　（式３）
【００９３】
　たとえば、Ｃ含有量が０．６％の鋼の場合、焼入れままのロックウェル硬さ（ＨＲＣ）
が５６以上であれば、焼戻し後において、転位は充分に回復し（つまり、式１が満たされ
）、耐ＳＳＣ性が高まる。
【００９４】
　本実施形態に係る低合金油井管用鋼は、上述した化学組成と金属組織とを同時に満たす
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ことで、降伏強度と耐ＳＳＣ性とが同時に優れるという顕著な効果を得ることができる。
具体的には、上述した化学組成と金属組織とを同時に満たす本実施形態に係る低合金油井
管用鋼は、降伏強度が７５８ＭＰａ以上であり、かつ高圧の硫化水素の環境下での耐ＳＳ
Ｃ性や切欠きが付与された場合の耐ＳＳＣ性などの耐ＳＳＣ性にも優れる。
【００９５】
　次に、本発明の一実施形態に係る低合金油井管用鋼の製造方法について説明する。本実
施形態に係る製造方法は、上記した低合金油井管用鋼の製造方法に関する。
【００９６】
　［製造方法］
　本実施形態に係る低合金油井管用鋼の製造方法では、一例として、継目無鋼管（低合金
油井管）の製造方法について説明する。
【００９７】
　本実施形態に係る低合金油井管用鋼の製造方法は、製鋼工程、鋳造工程、分塊加工工程
、熱間加工工程、焼入れ工程、及び焼戻し工程を有する。
【００９８】
　製鋼工程として、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、鋳造
工程として、溶鋼を連続鋳造法により連続鋳造材（鋳片）にする。連続鋳造材はたとえば
、スラブやブルームである。また、溶鋼を連続鋳造法によりラウンドビレットにしてもよ
い。また、溶鋼を造塊法によりインゴットにしてもよい。
【００９９】
　必要に応じて、分塊加工工程として、スラブやブルーム、インゴットを熱間分塊加工し
てビレット（継目無鋼管製管用ビレット）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。
【０１００】
　熱間加工工程として、連続鋳造又は熱間分塊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。本実施形態では、鋼材の形状は素管である。たとえば、熱間加工工程
では、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。
【０１０１】
　焼入れ工程として、熱間加工された鋼材（素管）に対して、焼入れを実施する。焼入れ
工程での焼入れは、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。本発明では、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。本実施形
態のようなＣ含有量の高い鋼では、一般的な焼入れ方法を採用する場合、管の肉厚が約１
０ｍｍ以上になると、焼入れ時に焼割れが発生しやすくなる。そのため、図３に示すよう
な焼入れ方法を採用する。なお、図３中の「Ｍｓ点」は、マルテンサイト変態開始温度を
意味する。
【０１０２】
　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
材の焼入れ開始温度（鋼材の焼入れ開始時の表面温度）を８５０℃～９２０℃にするのが
好ましい。
【０１０３】
　また、マルテンサイト変態開始温度（Ｍｓ点）は、鋼の化学組成に依存して変化する値
である。各化学組成でのＭｓ点は、一般的な推定式、例えば以下の式４によっても、あま
り大きくない誤差で推定することができる。下記の推定式に関して、化学組成に含まれな
い元素にはゼロを代入すればよい。
　Ｍｓ（℃）＝５２１－３５３×Ｃ－２２×Ｓｉ－２４．３×Ｍｎ－７．７×Ｃｕ－１７
．３×Ｎｉ－１７．７×Ｃｒ－２５．８×Ｍｏ　　　（式４）
【０１０４】
　以下に、連続冷却処理による焼入れ、および恒温処理を含む焼入れを詳しく説明する。
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【０１０５】
　［焼入れ工程で連続冷却処理による焼入れを利用する場合］
　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、焼入れ開始温度か
ら、鋼材を連続的に冷却し、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、ミスト冷却、又は空冷
により鋼材を冷却する方法がある。
【０１０６】
　連続冷却処理において、鋼材の表面温度が焼入れ開始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点通過時間という）は、好ましくは、１００秒以
上６００秒以下である。Ｍｓ点通過時間が６００秒を超えると、式３を満たす硬度が得ら
れにくくなり、焼入れ後の鋼組織中のマルテンサイト率が低下する。そのため、式１が満
たされず、優れた耐ＳＳＣ性が得られない。
【０１０７】
　また、Ｍｓ点通過時間が６００秒を超えると、冷却中に粒界炭化物が生成される。これ
らの粒界炭化物が生成されると、焼戻し時にこれらを核として炭化物が成長し、鋼中のＣ
やＭｏなどが消費される。そのため、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物を好ましく生成すること
が難しくなる。その結果、優れた耐ＳＳＣ性が得られない。
【０１０８】
　一方、Ｍｓ点通過時間が１００秒未満であると、焼入れ時に焼割れが発生しやすくなる
。そのため、Ｍｓ点通過時間は１００秒以上であることが好ましい。
【０１０９】
　鋼材が素管（鋼管）である場合であって、上記連続冷却処理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（℃
／秒）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ＣＲ

８－５は、次の式５を満たす。
　ＣＲ８－５≦２８３７×ｔ－２．２　（式５）
　ここで、ｔは鋼管の肉厚（単位はｍｍ）である。
【０１１０】
　冷却速度ＣＲ８－５が式５を満たせば、連続冷却処理による焼入れが実施された鋼管に
おいて、焼割れの発生が好ましく抑制される。焼入れ時において、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：
Ｆｉｎｉｔｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｍｅｔｈｏｄ）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。
【０１１１】
　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
。
【０１１２】
　図４は、連続冷却処理による焼入れにおける、鋼管の肉厚ｔ（ｍｍ）と、焼割れが発生
しないための冷却速度ＣＲ８－５（℃／秒）との関係を示す図である。図４中の曲線Ｃ４
は、式５の右辺（＝２８３７×ｔ－２．２）を意味する。曲線Ｃ４は、引張残留応力が２
００ＭＰａとなる、冷却速度ＣＲ８－５（℃／秒）と鋼管肉厚ｔ（ｍｍ）との関係を示す
。
【０１１３】
　図４を参照して、曲線Ｃ４の下側では、焼割れが抑制される。一方、曲線Ｃ４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Ｃ
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Ｒ８－５が式５を満たすように鋼管を冷却する。この場合、特に、１００～４００ｍｍの
外径と、５～１００ｍｍの肉厚とを有する継目無鋼管において、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。なお、式５の右辺値（＝２８３
７×ｔ－２．２）は鋼中のＣ含有量が約０．６％の場合であるが、Ｃ含有量が増加すれば
式５の右辺で計算されるよりも小さな冷却速度が、逆にＣ含有量が減少すれば式５の右辺
で計算されるよりも大きな冷却速度が、焼割れ防止のための上限の冷却速度になる。
【０１１４】
　すなわち、焼入れ工程で連続冷却処理による焼入れを行う場合、Ｍｓ点通過時間を制御
することで、低合金油井管用鋼の耐ＳＳＣ性を向上させることが可能でなり、また、ＣＲ

８－５≦２８３７×ｔ－２．２の関係から好ましい製造条件を類推することで、製造時の
焼割れを好ましく防止することが可能である。
【０１１５】
　［焼入れ工程で恒温処理を含む焼入れを利用する場合］
　図３中の恒温処理を含む焼入れ（曲線Ｃ１１）は、第１冷却処理（初期冷却）と、恒温
処理と、第２冷却処理（最終冷却）とを含む。
【０１１６】
　初期冷却では、熱間加工後の鋼材（素管）を、焼入れ開始温度からＭｓ点超～３００℃
の温度範囲内に至るまで冷却し、Ｍｓ点超～３００℃の温度範囲内で冷却を停止する。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３を満たさず、式１も満たされない。その
ため、優れた耐ＳＳＣ性が得られない。
【０１１７】
　また、冷却停止温度が３００℃を超えると、粒界炭化物が生成される。これらの粒界炭
化物が生成されると、焼戻し時にこれらを核として炭化物が成長し、鋼中のＣやＭｏなど
が消費される。そのため、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物を好ましく生成することが難しくな
る。その結果、優れた耐ＳＳＣ性が得られない。
【０１１８】
　一方、冷却停止温度がＭｓ点以下であると、冷却速度が大きい場合に焼割れが発生しや
すくなる。また、冷却停止温度がＭｓ点以下である場合は、実質的に連続冷却処理を行う
ことに等しくなる。
【０１１９】
　恒温処理では、初期冷却後の鋼材を、Ｍｓ点超～３００℃の温度範囲内で一定時間保持
する。恒温処理では、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。恒温処理での好ましい保持時間は、５分～６０分である。
【０１２０】
　最終冷却では、恒温処理後の鋼材を冷却する。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。
【０１２１】
　恒温処理を含む焼入れ工程では、恒温処理の温度（Ｍｓ点超～３００℃）が、ベイナイ
ト変態が生じやすい温度域よりも低い。したがって、恒温処理を含む焼入れ工程は、日本
国特開２００６－２６５６５７号公報に記載されたオーステンパとは異なる。
【０１２２】
　焼割れ制御の観点において、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割れの発生を抑制す
るものと推定される。
【０１２３】
　恒温処理を含む焼入れを利用する場合においては、初期冷却での冷却速度が、０．７℃
／秒以上とすることが好ましい。０．７℃／秒未満ではフェライト・パーライト又は大量
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のベイナイトが生成するおそれがある。なお恒温処理を含む焼入れを利用する場合におい
ては、適正な恒温処理である限り、焼割れを回避できるので初期冷却速度に特段の上限は
ない。
【０１２４】
　また、連続冷却処理による焼入れ、及び恒温処理を含む焼入れを含む焼入れ工程では、
焼入れ工程後で焼戻し工程前の鋼材の肉厚中央部のＣスケールでのロックウェル硬さをＨ
ＲＣとしたとき、ロックウェル硬さＨＲＣが下記の式３を満たす条件によって鋼材を焼入
れすることが好ましい。ロックウェル硬さＨＲＣが下記の式３を満たせば、焼戻しによっ
て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る。
　ＨＲＣ≧５０×Ｃ＋２６　　　（式３）
【０１２５】
　［焼戻し工程］
　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、得ようとする降伏強度に応じて適
宜調整される。換言すれば、焼戻し温度を調整することにより、降伏強度を７５８ＭＰａ
以上、さらに好ましくは８６２ＭＰａ以上に調整できる。
【０１２６】
　好ましい焼戻し温度は６８０℃～ＡＣ１点である。さらに好ましい焼戻し温度の下限は
６９０℃であり、さらに好ましい焼戻し温度の下限は７００℃超であり、さらに好ましい
焼戻し温度の下限は７１０℃である。焼戻温度がＡＣ１点以下であれば、焼戻温度が高い
ほどヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物を好ましく生成することができる。好ましい焼戻し時間は
、均熱で１０分～９０分である。
【０１２７】
　なお、上記のＡＣ１点は、加熱時にオーステナイト変態が始まる温度である。ＡＣ１点
は、鋼の化学組成に依存して変化する値である。各化学組成でのＡＣ１点は、一般的な推
定式、例えば以下の式６によっても、あまり大きくない誤差で推定することができる。下
記の推定式に関して、化学組成に含まれない元素にはゼロを代入すればよい。
　ＡＣ１（℃）＝７５０．８－２６．６×Ｃ＋１７．６×Ｓｉ－１１．６×Ｍｎ－２２．
９×Ｃｕ－２３×Ｎｉ－２４．１×Ｃｒ＋２２．５×Ｍｏ－３９．７×Ｖ－５．７×Ｔｉ
＋２３２．４×Ｎｂ－１６９．４×Ａｌ－８９４．７×Ｂ　　　（式６）
【０１２８】
　鋼材の化学組成が上述した式２を満たす場合、上述の好ましい焼戻し温度で焼戻しを実
施することにより、鋼中に粒径が１ｎｍ以上のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物が５個／μｍ２

以上析出し、耐ＳＳＣ性が高まる。
【０１２９】
　以上の工程により、降伏強度と耐ＳＳＣ性とが同時に優れた低合金油井管（継目無鋼管
）用鋼が製造される。特に、上記の焼入れ工程と焼戻し工程とを複合的に制御することで
、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の生成と転位密度の制御とを同時に制御することが可能とな
る。
【０１３０】
　上述の製造方法例では、熱間加工工程後に焼入れ工程を実施する。しかしながら、熱間
加工工程と焼入れ工程との間に、鋼材をノルマライズ（焼準）処理するノルマライズ工程
を実施してもよい。具体的には、熱間加工工程後の鋼材（素管）を、ＡＣ３点以上の高い
温度で一定時間保持し、その後放冷する。好ましい保持温度は、９００℃～９２０℃であ
る。保持時間はたとえば、５分～６０分である。なお、上記のＡＣ３点は、加熱時にオー
ステナイト変態が終了する温度である。
【０１３１】
　ノルマライズ処理は通常、熱間加工工程後、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、ノルマライズ処理は、熱間加工工程後、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。なお、上記のＡｒ３点は、冷却時
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【０１３２】
　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）旧オーステナイト結晶粒
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。
【０１３３】
　上記製造方法例では、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。
【０１３４】
　さらに、上述の製造方法例では、式２を満たす化学組成の鋼材を用いて、焼戻し温度を
規定して、鋼中に粒径が１ｎｍ以上のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物を５個／μｍ２以上生成
する。しかしながら、他の製造条件により、粒径が１ｎｍ以上のヘキサゴナルＭ２Ｃを鋼
中に５個／μｍ２以上析出させてもよい。
【実施例１】
【０１３５】
　表１及び表２に示す化学組成を有する鋼Ａ～Ｚ及び鋼ＡＡ～ＡＧのインゴットを製造し
た。また、表２中に、上記した式４から計算されるＭｓ点、および式６から計算されるＡ

Ｃ１点を示す。なお、表中で、下線付き数値は本発明の範囲外であることを示し、空欄は
合金元素を意図的に添加していないことを示す。
【０１３６】
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【表１】

【０１３７】
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【表２】

【０１３８】
　表２中の「Ｆ２」欄には、次の式７により得られた値が記載される。
　Ｆ２＝Ｃ×Ｍｏ　　　（式７）
　要するに、Ｆ２は式２の左辺である。
【０１３９】
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　鋼Ａ～鋼Ｕの化学組成はいずれも、本発明の範囲内であり、かつ、Ｆ２が式２を満たし
た。一方、鋼Ｖ～Ｚ、鋼ＡＢ～ＡＥにおいては、いずれかの元素の含有量が本発明の範囲
外であった。鋼ＡＡ、ＡＦ及びＡＧの化学組成は本発明の範囲内であったが、式２を満た
さなかった。
【０１４０】
　各インゴットの重量は３０ｋｇ～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、１５ｍｍ～２５ｍｍの厚さを有する鋼材（板材）を製造した。
【０１４１】
　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、板材の降伏強度を１１０ｋｓｉ級（７５８ＭＰａ以上）及び１２５ｋｓｉ級
（８６２ＭＰａ以上）に調整した。
【０１４２】
　ノルマライズ処理では、ＡＣ３点以上の温度（９２０℃）で１０分均熱し、その後、放
冷した。一方、焼入れ及び焼戻しは、次のとおり実施した。
【０１４３】
　［焼入れ］
　焼入れ時の焼入れ開始温度を８５０℃～９２０℃の範囲に調整した。
【０１４４】
　［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、板材を焼入れ開始温度に加熱した後、シャワー
冷却、ミスト冷却又は空冷により、Ｍｓ点通過時間（焼入れ開始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）ＴＣＣ（秒）を調整した。
【０１４５】
　［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、０．７℃／秒以上の冷却
速度で第１冷却処理（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
却における冷却停止温度ＡＴＩＣ（℃）を変化させた。冷却停止温度ＡＴＩＣで、２５分
～４０分保持した（恒温処理）後、常温まで水冷した（第２冷却処理（最終冷却））。
【０１４６】
　［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。
【０１４７】
　［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沿って
切断した。そして、断面の板厚中央部のＣスケールでのロックウェル硬さＨＲＣを、ＪＩ
Ｓ（Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）　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、対応するマークの硬さと
定義した。
【０１４８】
　［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沿って切断した。そして、切断された板材を樹脂埋めして
研磨し、この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。
【０１４９】
　［焼戻し］
　焼入れ後の板材に対して、焼戻しを実施した。焼戻し温度（℃）及び焼戻し時間（分）
を制御して、各板材の降伏強度を１１０ｋｓｉ級（７５８ＭＰａ以上）及び１２５ｋｓｉ
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級（８６２ＭＰａ以上）に調整した。
【０１５０】
　［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。
【０１５１】
　［半価幅測定試験及び残留オーステナイト率測定試験］
　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３０ｋＶ、１００ｍＡの条件でＣｏＫα線（Ｋα１、波長は１．７８８９Å）を用い
てＸ線回折試験を行い、試験片のα相の（２１１）結晶面に相当する結晶面の回折ピーク
の半価幅（°）を求めた。
【０１５２】
　具体的には、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、試験片のαＦｅ（２１１）面でのＫα１線の回折による半価幅（°）を求
めた。なお、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）。また
、装置由来の半価幅に関しては、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、これを実測された値から差し
引いて補正を行った。
【０１５３】
　さらに、上述のＸ線回折法により、残留オーステナイト率（全体に対する残留オーステ
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
、ＣｏＫα線（Ｋα１、波長は１．７８８９Å）を入射Ｘ線として使用し、Ｘ線回折を実
施した。α相の（２１１）結晶面、（２００）結晶面、（１１０）結晶面に相当する結晶
面の積分回折強度と、オーステナイトの（２２０）結晶面、（２００）結晶面、（１１１
）結晶面の積分回折強度とから、残留オーステナイト率を定量した。
【０１５４】
　［降伏強度試験］
　焼戻し後の各板材から、板材の長手方向または圧延方向と、引張方向とが同じとなるよ
うに、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、降伏強度（０．２％耐力
、単位はＭＰａ）を求めた。
【０１５５】
　［耐ＳＳＣ性試験］
　耐ＳＳＣ性試験では、降伏強度が１２５ｋｓｉ（８６２ＭＰａ）以上の板材を用いて、
定荷重引張試験及びオートクレーブ試験を実施した。
【０１５６】
　［定荷重引張試験］
　各板材から、板材の長手方向または圧延方向と引張方向とが同じとなる平行部を有する
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　Ｍｅｔｈｏｄ　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浴を利用した。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。
【０１５７】
　試験片をＡ浴に浸漬した。Ａ浴中の試験片に対して、実降伏強度（各マークの降伏強度
）の９０％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。
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　［オートクレーブ試験］
　近年増加している１ａｔｍ以上の圧力の硫化水素を含有する井戸環境での鋼材の使用を
想定し、Ｂ浴を利用したオートクレーブ試験を実施した。Ｂ浴は、１０ａｔｍの硫化水素
を飽和させた５％ＮａＣｌ水溶液であった。具体的な試験方法は次のとおりとした。
【０１５９】
　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、実降伏強度（各
マークの降伏強度）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、Ｂ浴が作製され、Ｂ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。
【０１６０】
　［ＤＣＢ試験］
　降伏強度が１１０ｋｓｉ（７５８ＭＰａ）以上の板材から、厚さ１０ｍｍ、幅２５ｍｍ
、長さ１００ｍｍのＤＣＢ（Ｄｏｕｂｌｅ　Ｃａｎｔｉｌｅｖｅｒ　Ｂｅａｍ）試験片を
採取した。採取したＤＣＢ試験片を用いて、ＮＡＣＥ　ＴＭ０１７７　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｄ
に基づいて、ＤＣＢ試験を実施した。試験浴にはＢ浴を使用した。Ｂ浴にＤＣＢ試験片を
３３６時間浸漬した。３３６時間経過後、ＤＣＢ試験片に発生したき裂進展長さを測定し
た。測定したき裂進展長さに基づいて、応力拡大係数ＫＩＳＳＣ（ｋｓｉ√ｉｎ）を求め
た。応力拡大係数ＫＩＳＳＣが、２５ｋｓｉ√ｉｎ以上の板材は耐ＳＳＣ性に優れると評
価した。
【０１６１】
　［耐ＳＳＣ性試験結果］
　表３～表６に、製造条件及び耐ＳＳＣ試験結果を示す。
【０１６２】
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【表３】

【０１６３】
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【表４】

【０１６４】
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【表５】

【０１６５】
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【表６】

【０１６６】
　表３及び表４中の「ノルマライズ」欄の「有」は、対応するマークの鋼材に対して、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「ＣＣ」は、対応するマーク
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。「ＩＣ」は、対応す
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るマークの鋼に恒温処理を含む焼入れが実施されたことを示す。「ＴＣＣ」欄には、連続
冷却処理におけるＭｓ点通過時間ＴＣＣ（秒）が示される。「ＡＴＩＣ」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ＡＴＩＣ（℃）が示される。「硬さＨＲ
Ｃ」欄には、対応するマークのロックウェル硬さ（ＨＲＣ）が示される。「粒度番号」欄
には、対応するマークの旧オーステナイト粒度番号が示される。「Ｆ３」欄には、式３の
右辺の値Ｆ３＝５０Ｃ＋２６が示される。表５及び表６中の「焼戻し」欄の「温度」欄及
び「時間」欄には、対応するマークの焼戻し温度（℃）及び焼戻し時間（分）が示される
。「ＨＷ」欄には、対応するマークの半価幅（°）が示される。「Ｆ１」欄には、式１の
左辺Ｆ１＝ＨＷ×Ｃ１／２の値が示される。「Ｍ２Ｃ」欄には、ヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化
物の個数（個／μｍ２）が示される。「ＹＳ」欄には、対応するマークの降伏強度（ＭＰ
ａ）が示される。
【０１６７】
　「ＳＳＣ試験」には、Ａ浴及びＢ浴での耐ＳＳＣ性試験結果が示される。「無」は、割
れが発生しなかったことを示す。「有」は割れが発生したことを示す。
【０１６８】
　なお、マーク１～７０の全ての残留オーステナイト率は０％であった。
【０１６９】
　表３～表６を参照して、マーク１～５３の鋼材の化学組成はいずれも、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。さらに、マーク１～５３の鋼材では、Ｆ１
値が０．３８以下であり、式１を満たした。さらに、マーク１～５３の鋼材では、粒径（
円相当径）が１ｎｍ以上のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物が５個／μｍ２以上であった。さら
に、マーク１～５３の鋼材では、粒界炭化物のアスペクト比の平均値が３以下であった。
そのため、マーク１～５３の鋼材では、Ａ浴及びＢ浴いずれの耐ＳＳＣ性試験においても
、割れが観察されなかった。
【０１７０】
　なお、ノルマライズ処理が実施されたマーク（３、４、７、８、１１、１２、１５、１
６、１９、２０、２３、２４、２６～２８、３２、３３、３５，３６、３８、３９、４１
、及び４２）の旧オーステナイト粒の結晶粒度番号は１０以上であり、同じ鋼種でノルマ
ライズ処理を実施しなかったマーク（たとえば、マーク４に対するマーク１等）と比較し
て、細粒化された。
【０１７１】
　一方、マーク５４、５５、５７及び５８では、化学組成が本発明の範囲内であり、かつ
、式２を満たすものの、連続冷却処理による焼入れでのＭｓ点通過時間ＴＣＣが６００秒
を超えた。さらに、焼戻し温度が６８０℃未満であった。そのため、焼入れまま材でのロ
ックウェル硬さがＦ３値よりも低く式３を満たさず、Ｆ１値が０．３８を超えて式１を満
たさず、粒径１ｎｍ以上のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物も５個／μｍ２未満であった。その
ため、マーク５４、５５、５７及び５８では、Ａ浴及びＢ浴のいずれの耐ＳＳＣ性試験に
おいても、割れが観察された。なお、５４、５５、５７及び５８と同様の焼入れを行った
鋼について、７２０℃で３０分の焼戻しを行った鋼を試作したが、７５８ＭＰａ以上の降
伏強度を達成することができなかったのでその他の評価を行わなかった。
【０１７２】
　マーク５６は、化学組成が本発明の範囲内であり、かつ、式２を満たした。しかしなが
ら、恒温処理を含む焼入れにおける冷却停止温度ＡＴＩＣが３００℃を超えた。さらに、
焼戻し温度が６８０℃未満であった。そのため、焼入れまま材でのロックウェル硬さが式
３を満たさず、Ｆ１値が０．３８を超えて式１を満たさず、粒径１ｎｍ以上のヘキサゴナ
ルＭ２Ｃ炭化物も５個／μｍ２未満であった。そのため、マーク５６では、Ａ浴及びＢ浴
のいずれの耐ＳＳＣ性試験においても、割れが観察された。
【０１７３】
　マーク５９では、Ｃ含有量が本発明のＣ含有量の下限未満であった。そのため、Ａ浴及
びＢ浴のいずれの耐ＳＳＣ性試験においても、割れが観察された。Ｃ含有量が少なすぎ、
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粒界炭化物が充分に球状化しなかったと推定される。
【０１７４】
　マーク６０では、Ｍｎ含有量が本発明の上限を超えた。マーク６１では、Ｐ含有量が本
発明の上限を超えた。マーク６２は、Ｓ含有量が本発明の上限を超えた。そのため、Ａ浴
及びＢ浴のいずれの耐ＳＳＣ性試験においても、割れが観察された。過剰なＭｎ、Ｐ、Ｓ
が粒界に偏析し、耐ＳＳＣ性が低下したと考えられる。
【０１７５】
　マーク６３、６５及び６６では、Ｍｏ含有量が本発明の下限未満であった。そのため、
粒径１ｎｍ以上のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の個数が５個／μｍ２未満であった。マーク
６３、６５及び６６はそのため、Ａ浴及びＢ浴のいずれの耐ＳＳＣ性試験においても、割
れが観察された。
【０１７６】
　マーク６４、６９及び７０の化学組成は本発明の範囲内であったものの、式２を満たさ
ず、粒径１ｎｍ以上のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の個数が５個／μｍ２未満であった。マ
ーク６４、６９及び７０はそのため、Ａ浴及びＢ浴のいずれの耐ＳＳＣ性試験においても
、割れが観察された。
【０１７７】
　マーク６７のＣ含有量は本発明の下限未満であり、式２も満たさなかった。そのため、
粒径１ｎｍ以上のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物の個数が５個／μｍ２未満であった。そのた
め、Ａ浴及びＢ浴のいずれの耐ＳＳＣ性試験においても、割れが観察された。
【０１７８】
　マーク６８の鋼材はＡｌを含有せず、さらに、Ｏ含有量が本発明の上限を超えた。その
ため、Ａ浴及びＢ浴のいずれの耐ＳＳＣ性試験においても、割れが観察された。
【０１７９】
　［ＤＣＢ試験結果］
　表７及び表８に、製造条件及びＤＣＢ試験結果を示す。なお、表７及び表８の表示方法
や略語は、表３～表６と対応する。
【０１８０】
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【表７】

【０１８１】
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【表８】

【０１８２】
　表８中の「ＫＩＳＳＣ」欄には、対応するマークの鋼の応力拡大係数ＫＩＳＳＣ（ｋｓ
ｉ√ｉｎ）が示される。
【０１８３】
　表７及び表８を参照して、マーク７１～９３の鋼材の化学組成はいずれも、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。さらに、マーク７１～９３の鋼材では
、Ｆ１値が０．３８以下であり、式１を満たした。さらに、マーク７１～９３の鋼材では
、粒径１ｎｍ以上のＭ２Ｃが５個／μｍ２以上であった。さらに、マーク７１～９３の鋼
材では、粒界炭化物のアスペクト比の平均値が３以下であった。そのため、マーク７１～
９３の鋼材の応力拡大係数ＫＩＳＳＣは、２５ｋｓｉ√ｉｎ以上と高かった。なお、ノル
マライズ処理が実施されたマーク７８及び８２の旧オーステナイト結晶粒度は、１０以上
であった。
【０１８４】
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　一方、マーク９４、９５及び９７では、化学組成が本発明の範囲内であり、かつ、式２
を満たすものの、連続冷却処理による焼入れでのＭｓ点通過時間ＴＣＣが６００秒を超え
た。さらに、焼戻し温度が６８０℃未満であった。そのため、焼入れまま材でのロックウ
ェル硬さが式３を満たさず、Ｆ１値が０．３８を超えて式１を満たさず、粒径１ｎｍ以上
のヘキサゴナルＭ２Ｃ炭化物も５個／μｍ２未満であった。そのため、マーク９４、９５
及び９７の鋼材の応力拡大係数ＫＩＳＳＣはいずれも、２５ｋｓｉ√ｉｎ未満と低かった
。
【０１８５】
　マーク９６では、化学組成が本発明の範囲内であり、かつ、式２を満たした。しかしな
がら、恒温処理を含む焼入れにおける冷却停止温度ＡＴＩＣが３００℃を超えた。さらに
、焼戻し温度が６８０℃未満であった。そのため、焼入れまま材でのロックウェル硬さが
式３を満たさず、Ｆ１値が０．３８を超えて式１を満たさず、粒径１ｎｍ以上のヘキサゴ
ナルＭ２Ｃ炭化物も５個／μｍ２未満であった。そのため、マーク９６の鋼材の応力拡大
係数ＫＩＳＳＣは、２５ｋｓｉ√ｉｎ未満と低かった。
【０１８６】
　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。
【産業上の利用可能性】
【０１８７】
　本発明の上記態様によれば、耐ＳＳＣ性に優れた低合金油井管用鋼の提供が可能となる
。具体的には、１１０ｋｓｉ級以上（７５８ＭＰａ以上）または１２５ｋｓｉ級以上（８
６２ＭＰａ以上）の降伏強度を有し、かつ、高圧の硫化水素の環境下での耐ＳＳＣ性や切
欠きが付与された場合の耐ＳＳＣ性などを含む耐ＳＳＣ性に優れる低合金油井管用鋼を提
供することが可能となるので、産業上の利用可能性が高い。
【符号の説明】
【０１８８】
　Ｃ１０　　連続冷却処理による焼入れ工程
　Ｃ１１　　恒温処理を含む焼入れ工程
　Ｃ４　　　冷却速度と鋼管肉厚との関係
【要約】
　この油井管用鋼は、化学組成が、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ａｌ、Ｍｏ、Ｐ、Ｓ、Ｏ、Ｎ、及び
、残部としてＦｅと不純物とを含み、α相の（２１１）結晶面に相当する結晶面の半価幅
ＨＷと化学組成中の質量％で示した炭素含有量とが、ＨＷ×Ｃ１／２≦０．３８を満たし
、化学組成中の質量％で示した炭素含有量とモリブデン含有量とが、Ｃ×Ｍｏ≧０．６を
満たし、円相当径が１ｎｍ以上であり、かつヘキサゴナル構造を有するＭ２Ｃ炭化物の個
数が、１平方ミクロン当たり５個以上であり、降伏強度が７５８ＭＰａ以上である。



(38) JP 5522322 B1 2014.6.18

【図２】 【図３】

【図４】



(39) JP 5522322 B1 2014.6.18

【図１Ａ】

【図１Ｂ】



(40) JP 5522322 B1 2014.6.18

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  大村　朋彦
            東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　新日鐵住金株式会社内
(72)発明者  荒井　勇次
            東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　新日鐵住金株式会社内
(72)発明者  河野　佳織
            東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　新日鐵住金株式会社内
(72)発明者  坂本　明洋
            東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　新日鐵住金株式会社内
(72)発明者  岡村　一男
            東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　新日鐵住金株式会社内
(72)発明者  山本　憲司
            東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　新日鐵住金株式会社内
(72)発明者  近藤　桂一
            東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　新日鐵住金株式会社内
(72)発明者  永橋　浩二
            東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　新日鐵住金株式会社内
(72)発明者  妹尾　昌尚
            東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　新日鐵住金株式会社内

    審査官  河野　一夫

(56)参考文献  特開２００６－２６５６５７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ２２Ｃ　　　１／００　－　４９／１４
              Ｃ２１Ｄ　　　８／１０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

