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発電プラント用高靭性高張力厚鋼板 SA-738 Gr. B の開発
Development of
SA-738 Gr. B High Strength Steel Plate with Excellent Toughness
for Power Generating Plants
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要旨
近年の米国や中国，新興国を中心とした原子力発電所の新規建設の需要増加に対応して，JFE スチールでは，
原子炉格納容器に使用される ASME 規格（ASME：The American Society of Mechanical Engineers）SA-738
Gr. B 高張力厚鋼板を開発した。本開発鋼は，ASME 規格において板厚 44.5 mm 以下で規定されている，溶接部
の溶接後熱処理（PWHT：Post-weld heat treatment）の省略規定を満足する優れた低温靭性を有しているととも
に，予熱低減にも配慮した溶接施工性に優れた鋼材である。また，板厚 100 mm 級の厚物材では，不純物低減に
よる低温靭性の向上を図るとともに，連続鋳造スラブに対して鍛造 - 圧延プロセスを適用し，優れた内質健全性を
達成した。これらの開発鋼は，新型原子炉の格納容器としてすでに適用されつつある。

Abstract:
JFE Steel has developed ASME SA-738 Gr. B (ASME: The American Society of Mechanical Engineers) high
strength steel plate for reactor containment vessels in response to great demand for new construction of nuclear
power plants mainly in America, China, and developing countries. The developed steel has excellent toughness to
meet the requirement of exemption rule of post-weld heat treatment (PWHT) in ASME with thickness 44.5 mm or
less, and also has good weldability through the reduction of preheat temperature. Heavy section plate around 100 mm
thickness has good toughness by redeucing impurity levels, and excellent internal qualities can be obtained through
the application of a forging and plate rolling process to continuous casting slabs. These developed steels have already
been adapted to some nuclear power plants.
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