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（∂LP）との関係等を求めて延性破壊発生点を同定し，破壊  

靭性値（J三C，沌C，JⅢC）を求めて，各々の破壊靭性値の大小  

を比較した．  

（2）試験結果   

試験結果をFig．3にまとめて示す。線形温度域では，破  

壊靭性借覧互C，KⅡC，KⅢC値は温度とともに増加し，また，鼠  

ヱC＜監ⅡC＜監ⅢC，J‡C＜JⅡC＜JⅢCの大小関係を得た．   

さらに，鼠keのJ積分［10］を用いて，本項で用いた4点努  

断試験におけるモード勘モードⅢ弾塑性破壊靭性値JⅡC，  

JⅢCの簡易評価式を求め，次式を得た．  

JⅡC，JⅢC＝射（3戯）［Joβ♂∂－ヂ＊♂〆＊／2ヨ   

ここで，ダ：負荷カ，∂：き裂端葬断変位㌧ ∂廓：♂の塑  

性成分，＊：き裂の発生風牒：試験片厚さ，あ：リガメン  

ト長さ  

豊．望穀鋼⑬聴鰻勒性優に盈ぽず破壊竜虎ド⑬影響   

キャスク用鍛鋼についても破壊モード試験を行い，鋳鉄  

と同様の方法で破壊靭悼惜KⅢC，監皿C，JⅡC，JⅢC値を求め  

て，大小を比較した。JIC値については，同じ供試ブロッ  

クからCT試験片を切出して別途破壊靭性試験を行って得  

られた値を比較に用いた．  

（1）供試材ならびに試験方法   

実貯蔵キャスクと同等の鍛鋼（ÅSTM SA350LF5Cl．1  

鋳造したJ‡SG5504（1992）「低温用厚肉フェライト球状黒鉛  

鋳鉄品」（記号FCD300LT）製底付円筒ブロック（510mm厚  

さ，外径約2。4in，長さ約3．7m）の胴部よりぅ試験片の軸方  

向が鋳鉄供試体の軸方向となるよう1／射ならびに3／射（君：  

肉厚）位置より試験片を機械的に切出して試験に供した，   

試験温度は6温度（20，－40，－100，－130，－1輔，凸196℃）とし，  

負荷力，負荷力点変位，き裂端変位等を記録した，負荷方  

法は，引張（モードり，3点曲げ（モードⅠ），4点薬断（モード  

Ⅱ，Ⅲ）とし，いずれも静的に行った．試験数は合計92本  

である．   

試験片の形状。寸法はぅFig．2に示すように，いずれも厚  

さ5りmmX幅100mmX長さ600mmの矩型とした．試験片  

の予き裂面が鋳鉄供試体の肉厚方向と平行となるように  

した．   

線形温度域（－100～－196℃）の試験（監値を求める試験）に  

おいては，疲労予き裂長さは各破壊モードについて同一  

（予き裂長さ：機械切欠き45mm＋疲労き裂約5mm，き裂長  

さ／横幅比：α／w＝0．5）とした。   

非線形温度域（20～¶100℃）の試験（J値を求める試験）にお  

いては，機械切欠き付試験片と疲労予き裂付試験片の2種  

類とした．機械切欠き付試験片は，き裂進展に相当するポ  

テンシャルエネルギー勾配を測定するのが目的で，疲労  

予き裂付試験片の延性き裂の発生点を同定するためのキ  

ーカーブを作成するため，最大負荷力近傍まで負荷した  

後除荷した．疲労予き裂付試験片では∴延性き裂の進展量  

を変化させるのが目的で工具なる変位畳まで負荷した後  

徐荷した．予き裂のない場合の荷重一変位曲線をマスター  

カーブ（基準曲線）として，予き裂がある場合の荷重一変位  

曲線がマスターカーブから離脱し始める点をき裂の発生  

点と見なしてき裂発生点を求める方法をキーカーブ法と  

いう。   

非線形温度域の試験における各々の予き裂形状を以下  

に示す。   

イ）機械切欠き付試験片：  

切欠き先端曲率半径：2mm  

予き裂長さ：42～58mmの間の2mmピッチ，9種類  

き裂長さ／板幅比：βル＝0。4～0．6，2mピッチ   

ロ）疲労予き裂付試験片：  

予き裂長さ：機械切欠き46mm＋疲労き裂約4mm  

き裂長さ／板幅比：α／w＝0．5  

試験結果をもとに，引張試験はW。F．Brown等の式阿，3  

点曲げ試験はASTME3卵［7］を適用して勘C値を，Å。Otsuka  

等の式［8］とK．Tohgoの式［9］を用いてKⅡC，KⅢC値を算出  

し，脆性破壊発生点の破壊靭性値（KIC，監毘C，監ⅢC）を求めた。  

J積分値については，ポテンシャルエネルギー勾配法およ  

びキーカーブ法を適用し，J積分（J‡，JⅡ，JⅢ）と負荷力点変位  

・←卜d亡】   

」伽」軋．＿＿」 （un抽画  

（∂）軸deItest（3Pcjnt B即d弓ng）   

門 口  
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レベルにあると考えられたのでヲ「監IC≦監ⅡC」，「JiC≦  

拍C」のように＝を含めた表現とした．  

望。認密度め   

各モ、州ドの破壊鞠性値を求めて比較した結果，キャス  

ク用鋳鉄（DC富），鍛鋼ともに，監‡C≦監ⅡC＜監皿C，JさC≦拍C  

＜加班の関係が得られ，モ肌ド互の破壊靭性値が最も低く，  

最も厳しい評価を与えることが確認できた．  

3 薬奇骨呆タを憩露』た東壁椀遺物藍』て⑳破壊韓隆  
El瑠℡13］  

大型の表面予き裂付き試験片ならびに板厚貫通予き裂  

付き試験片を用いて，前項で最も厳しい評価を与えるこ  

とが明らかとなった引張および引張曲げ負荷条件下での  

延性破壊試験を実施し，才積分破壊強度評価に必要な構  

造物としてのデータを取得した，  

れらの大小を比較した。  

（2）試験結果   

試験結果をFig．4にまとめて示す．図中には材料試験で  

得られた2TC7卜試験片によるモード‡の破壊靭性情（監‡ゆ  

を比較のために併せて示した－ モードⅢ9 Ⅲの破壊靭性  

値は，温度の上昇とともに増加する傾向を示し，鋳鉄の  

大小関係とほぼ同様に，監耳C≦監丑Cく監ⅢC，J‡C≦J∬C＜加配  

の関係が認められた。   

なおフ鍛鋼のモード互においては，データが少なくて  

曖昧な点が残るがヲシヤルピー衝撃試験結果や且TC71試  

験結果等を総合的に判断するとフロ50℃では延性と脆性の  

両方が混在する領域にあり，約825℃で上部棚域に達しプ  

『25℃より温度が高くなるにつれて破壊靭性値は低下し  

てくると推察された．   

－50℃以下においてはモード互がモードⅡよりも低く，  

－50℃以上の温度域ではモード互とモード正とは同等の  

甘盈あ邑監且甘藍＄竜e⑳流感昆官主⑮駄  

負荷モード  予き裂の種類Q長さ（出田1）  

面き裂  冴＝36．＄4  

許＝3撃。32   ぢニ55．ヲ4  

盈＝4¢．57  怒＝5臥5＄  

盈＝30．3  （設定値）  貫通切欠き  

表面き裂  a＝3′ア．26   G＝56．2旦  

二  

T＿6      ′′  

a＝35．94  G＝52。まむ  

昆＝42．29   ¢＝5臥19  

FST一旦   温ニ39．且且  G＝5射猶  

引張  旧 ‖ 鍛鋼      表面き裂          T町2             凹 ′／  昆＝ヨ且．15 c＝4且．33     甘一ヨ  車表面切欠き －」空且・37 G＝53・60     T巴ヲ  貫通切欠き  a＝3り。3  （設定値）     T－B  ′J    a＝21‖4  （設定値）     T一名  表面き裂   a＝3乱34  e＝53．96     ■r－5  ′J      鼠＝3且．01  c＝40．74  
a＝30。79  £＝朗．86  「う＿6  車表面切欠き  a＝舶．宣ほ  e＝55．04  

Tめ2   JJ  a＝32．掴   6＝66，75  

圭  
R十丁十   

Tロ3   ／′  a＝3軋94   G＝69．現  

鋳鉄   」  T－7  貫通切欠き 盈＝ヨ4．9（設定値）  
1 表面き裂盈＝蝕646瑚・琵1  

郡℃  Tロ5  ′g  盈＝32．47c＝66．71  

T06  ／J 盈＝34．89監＝69．ユ0  

†  
引張曲げ  FST竃印且  表面き裂  盈ニ33．B2  G＝弧46  

Tm2   ′タ  a＝23朋 。＝36．5i  

鼠．T．   T℡3  頼義面切欠き  訊＝32．14  G＝65．96  

TⅥ7  盈＝3札9   （設定値）  
鍛鋼  

T匂毘   ／／  a＝1臥2  （設定値）  

表面き裂  a＝32．86 c＝67．00  

プ′  盈＝22．箆3 G＝施箆6  ＿25℃  T．椙  1   】       T鱒5     T一る  ＊表面切欠き  a＝33．S4】 6ニ66．20   
＊：ダルノッチ（切欠き先端半径，寵＝2。5m）  
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之0噌ali／ggrossご 臥且537（タイ好0・7347  

ど伊代椚泌上き裂をはさんだ標点距離間の歪  

用礪射き裂から十分遠方あるいはっき裂位置でぴ）  

き裂を想定しない場合の歪  

y：評点問距離の半義㌧獄等価貫通き裂の半長  

従って，実際の歪の評価に用いた評点間距離γとき裂寸  

法が分かればっど那SSと上或を用いて－ゾ積分設計曲線を  

評価するォ01膵『忍且且を求めることができる，   

この場合の延性き裂の発生に関する判定基準は以下の  

ように設定できる．  

顧く如 二 延性き裂は発生しない  

夢≧釦：延性き裂が発生す5  
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と得られ，ゆ＜ゆだであることからフ この想定事故の場合  

には少なくともキャスク胴部において延性き裂は発生し  

ないと評欄できる。   

なおっ本章では材料の破壊靭性パラメト一夕齢どの値を  

静的破壊靭性JIC値から求めたがフ実際の評価に際して  

は必要に応じて評価事象における歪適度を考慮した動的  

破壊靭性情才耳d値を用いてゆcの値を求めるのが望ましいn  

ちなみにフ蝕1落下事故時における容器本体の歪速度はり  

約且0騨1～且0‾ヱ／se6（且む0～且り【1MPa√m／seぢ）のオーダである．  

外力としての剰員（2）式のま／朋の項がなくなることによっ  

て歪速度の影響がなくなっている。  

＄鰭攫のま磨め  

キャスク用鋳鉄及び鍛鋼の破壊靭性値に及ぼす破壊モ  

ードの影響を調べた紆乳、モ∵¶ド互ラ正，別の中で，モ鵬  

ドⅠの引張ならびに引張一曲げの破壊靭悼惜が最も低く，  

最も厳しい評価を与えることを確認した。   

また，最も厳しい評価を与えるモード‡の引張ならび  

に引張①曲げを対象にぅ鋳鉄及び鍛鋼についてフ実キャス  

クを想定した大型構造物としての破壊試験を実施しヲ』と  

歪みとの関係を得るとともに。表面き裂と等価な貫通き  

裂との試験結果を比較う両者に良い一致が認められるこ  

とを確認した．   

さらに∋破壊籾性試験で得られた鋳鉄及び鍛鋼の材料  

データをもとにクJ値を基準化した¢や基準歪の設定方法  

等を検討しフJ積分に基づく非線形破壊強度評価式を提案  

するとともにプ落卜事象を例として実機への具体的な適  

用方法を紹介した。   

得られた結果を以下に示す，  

且）キャスク用鋳鉄（DCり，鍛鋼ともにフ監IC≦監ⅡCく監ⅢCフ  

∬IC≦摘Cく紬Cの関係が得られラモド甘の破壊靭  

性値が最も低く）最も厳しい評価を与えることが確  

認できた．  

」積分を無次元化した夢（＝誹2冗厨どγ2α）と無次元化し   

た歪い／どγ）を用いることによりヲ材料による影響が少   

なくなりっ某用Ver飽1i関係はほぼ→本の曲線で近似でき  

・二、．  

3）キャスク用鋳鉄及び鍛鋼に対するっ負荷モード及び材  

料に依存しないJ積分設計曲線を以卜のように提案する。  

2）ここで，劉ま欠陥を力学的に評価する応力パラメータ 

釦は材料の破壊靭性パラメータ  

ゆ＝ぴ’2／2）（ど／どダ）ユ 蝕 g／gyく1  

¢ヂ（g／gγ的0．5）払r ど／g〝≧且  

夢：無次元化した才積分（ゆ＝〟2花屋ど〆β），  

′：形状係数，g〝：降伏歪う ∫：歪量  

4）∠0V閑且且とど訂OSSの関係は以下の式が得られた。  
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