
複合サイクル腐食試験機

We make corrosion testing simple. 
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腐食に関する基礎知識

腐食により年間に数千億円もの製品や設備に

損害が発生しています。特に金属においては

主要な性質を劣化させます。その他の例と

して強度、外観、液体やガスの透明性の劣

化が挙げられます。Q-FOG試験機を使う事

でわずか数日あるいは数週間の間に、屋外で

何ヶ月あるいは何年もかけて発生する劣化を

再現させる事ができます。

複合サイクル腐食試験機は、屋外での

大気腐食を屋内の試験所で再現するた

めの最高の手段を提供します。調査で

は、構成、形態、相対腐食率の試験結

果は屋外での結果に類似するという

データが出ています。複合サイクル腐

食試験以前は、従来の塩水噴霧(摂氏35

度での継続的な塩水噴霧)が試験所での

腐食シミュレーションの標準的な手段

でした。しかし従来の塩水噴霧は屋外

における加湿／乾燥サイクルを模擬す

るには不十分であったため、屋外との

相関性が低い試験結果が出ることも

度々でした。

Q-FOG®複合サイクル試験機では、屋外条

件を再現するよう設定された反復サイ

クルを通して、試料が一連の異なる環

境に曝されます。プロヒージョン試験

のようなシンプルなサイクルは、塩水

噴霧と乾燥状態の2つのサイクルで構成

されることが多々あります。より複雑

な自動車試験法では、塩水噴霧と乾燥

に加え、加湿あるいは結露サイクルを

組み込んだ多段階サイクルが必要とな

る場合があります。

一台のQ-FOG試験機で、一連の最重要腐

食環境を周期的にシミュレーションする

ことが可能です。

複合サイクル腐食試験機

また極めて複雑な試験サイクルでもQ-

FOGコントローラーで容易にプログラム

することができます。

Q-FOG試験機には3つのモデルがあり、

ベースモデルSSPは従来の塩水噴霧およ

びプロヒージョン試験が可能です。モ

デルCCTはベースモデルの機能に加え、

ほとんどの複合サイクル自動車用試験

が可能で、相対湿度100％(結露)機能が

加わっています。モデルCRHはベースモ

デルの機能に加え可変湿度制御とオプ

ションのシャワー機能を使用可能で

す。全てのQ-FOG試験機は試験要求に合

わせ、大小のチャンバーサイズを選択

可能です。
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Q-FOGを使用する理由

どんなに高度な技術を誇る製品であっ

ても、難解で保全･補修が難しいもので

あってはならないと我々は考えていま

す。特殊な機能や不要な機能の追加に

より試験機の設計が複雑になる事を避

け、よりシンプルにすることに技術的

な努力を費やしました。例えばモ

ジュール式のサブシステム構成、容易

なトラブルシューティング、容易な部

品交換です。これらによって通常のメ

ンテナンスや修理がとても簡単にな

り、専門技術者が不要になりました

(必要であれば技術者の派遣はいたしま

す)。

Q-FOG腐食試験機は業界における最小の

総保有コスト(TCO)を実現するための具

体的な設計がされています。低価格、高

信頼性、低運用コストにより腐食試験機

の新たな基準を築き上げます。モデル

CRHは相対湿度制御が可能な腐食試験機

におけるコストパフォーマンスのブレー

クスルーを実現します。現在では小規

模の研究部門においても複合サイクル

腐食試験機を使うことは一般的となって

います。

Q-FOG試験器は設置･プログラミング･操

作が簡単です。試料の取付と評価は腰の

高さにある開閉がし易い扉により簡単に

行えます。全てのモデルが試験機の前で

監視することなく、24時間×7日の完全

な自動化された稼働が可能です。試験中

に発生する問題は確実に警告メッセー

ジとして伝えます。

メンテナンスが簡単シンプルかつ
優れた費用対効果

Q-FOGの全ての機能は簡素化と信頼性を念頭に設計されています

使用が簡単
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Q-FOGの基本モデルであるモデルSSPは、

プロヒージョン試験･ASTM B117･ASTM 

G85･BS 3900･F4とF9･DIN50.021･ISO 

9227･その他の試験を含む多数の促進腐

食試験が可能です。塩水噴霧･Dwell･ド

ライオフなどの機能も備えた、最もコ

ストパフォーマンスの高いモデルです。

モデルCCTはモデルSSPが持つ全ての特長

だけでなく、多くのサイクル腐食試験に

おいて重要な暴露条件のひとつである湿

度100％(結露)サイクル試験を含む柔軟

性も併せ持ちます。オプションで蓋の脇

に観察窓を取付可能で、内部の照明によ

り試験状況の目視確認が容易です。

Q-FOG モデルSSP
プロヒージョン試験用
従来塩水噴霧試験用

Q-FOG モデルCCT
湿度100％の設定が可能な
研究用・自動車サイクル試験用

Q-FOGの各モデル
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Q-FOG モデルCRH
可変湿度設定が可能な
研究用・自動車サイクル試験用

モデルCRHは湿度制御を備える腐食試験機のなかで圧倒的なコストパフォーマンスを

実現します。モデルCCTの全ての特長に加え、革新的なエアプリコンディショナーに

よる完全な可変湿度制御も兼ね備えています。GMW14872,･SAEJ2334のほかFord･ISO･

GB/T･VW･Volvo･Chrysler･Renaultなど、ほとんどの主要な自動車腐食試験規格に適合

しています。オプションのプログラム可能なシャワー機能には、先進的なスプレーノ

ズル洗浄機能を備えており、他社チャンバーにおいてしばしば見られるノズルの目詰

まりを防ぐことができます。
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ミスト量と距離を独立して変更でき

ない従来のシステムと比べより優れ

たミスト放散が可能です。可変速ぜ

ん動ポンプがスプレー用噴霧器に送

る腐食剤の量をコントロールし、同

時に空気圧制御器が噴霧距離を制御

します。なお、Q-FOG腐食試験機の正

確な運用には純水が必要です。 

10ページを参照

チャンバーは腰の高さにあり、開閉

が容易な蓋により試料設置がし易く

なっています。オプションのテストパ

ネルラック、吊下げロッドキット、

格子棚を用いる事で様々な形状、サ

イズ、重量(544kgまで)の試料を容易

に設置する事が可能です。

全てのモデル(SSP,CCT,CRH)におい

て、試料のサイズや量に応じて選択可

能な600リットルと1,100リットルの

チャンバーを用意しています。キャス

ターを取り付ける事により移動が容易

になります。

全ての構成部品は、校正、点検、定期

予防保全のためにアクセスし易い位置

にあります。モジュラー構造のため修

理も簡単です。Q-FOGコントローラに

より詳細を記述する形式の警告メッ

セージや自動安全停止機能を含む自己

診断機能を提供します。

12-13ページを参照

モデルCRHは、チャンバー内を均等に

シャワー噴射するためのシャワーモ

ジュールをオプションで追加すること

ができ、数多くの自動車試験規格に対

応します。クイック取外しスプレーノ

ズルは、革新的な自己洗浄機能を持ち

他のシステムで見られる沈殿物など

の詰まりを防ぎます。

11ページを参照

内蔵式の溶液リザーバーにより、ス

ペースを最大限に生かしつつ、保守を

最低限に抑えます。120リットルのリ

ザーバーは、ほとんどの試験を7日間

かそれ以上実施するために十分な容量

です。また、このリザーバーは塩分

フィルターと、溶液が少なくなった時

に通知するための内蔵型アラームを備

えています。

強化繊維樹脂
による構造

容易な試験片
の取付け

全モデルにおいて2サイズ
のチャンバーを選択可能

ユーザインターフェースは、機能、

信頼性、使い易さを考慮した設計に

なっています。自己診断エラーチェッ

クや最大10個の試験条件を保存するこ

とができます。

容易な操作とメンテナンス

独自のチャンバーヒータと強力な空

冷／乾燥送風システムにより、驚くほ

ど短時間での温度変更が可能です。追

加のエアヒーターを使うと低湿での

乾燥暴露が可能です。従来のウォー

タージャケットを用いる試験機で

は、水の熱的質量により迅速なサイ

クルが行えず、また低湿環境を作り

出すこともできません。

10ページを参照

驚くほど簡単なユーザ
インターフェース

内蔵式の溶液
リザーバー(容器)

試験機は強固な繊維強化プラスチック

(FRP)から成ります。堅牢で重厚な

チャンバーと蓋は熱伝導が低いため、

効率が良くしかも高精度な温度制御が

可能です。また耐熱性の高いプラス

チックの使用により、他のキャビネッ

トを使用する他社試験機と比べより高

い温度での使用が可能です。

3

5

21

4
温度サイクルの
急速変化

自己洗浄ノズル付の
シャワーモジュールミスト分散の精密制御

Q-FOGの主要機能
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モデルCRHはエアプリコンディショ

ナー(写真右)による高精度な相対湿度

制御ができ、主要な自動車向けの複合

サイクル腐食試験規格に適合します。

この革新的な機能によりほとんどの試

験所における温湿度の差異を補償する

ことができます。

詳細は11ページを参照

相対湿度の制御

Q-FOG試験機には不必要な機能はありません 、なぜならお客様が必要な機能だけを搭載しているからです

1

3

4

5

2
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サイクル腐食試験機は、試料を連続する異な

る環境にさらします。簡単な試験例として噴

霧と乾燥の二条件があります。より洗練され

た手順(特に自動車試験において)としては、

塩水噴霧･シャワー･乾燥サイクルを伴なう湿

度に関連する複数のサイクルが要求されま

す。

腐食試験と標準について

基本モデルSSPによって、プロヒージョン･ASTM B117･ASTMG85･BS3900･F4やF9･

DIN50.021･ISO9227･GB/T10125など数多くの促進腐食テストが可能です。

プロヒージョン試験　　1時間の噴霧、1時間の乾燥、急速温度変化、異なる腐食剤、

を用いてより現実的な試験を実現します。多くの研究者が工業用保護コーティングの

試験に有効であると結論づけています。 

塩水噴霧試験　　継続的な塩水噴霧への暴露は、組立て部品やコーティング材の耐食

性試験として広く指定されています。メッキや塗装を施した仕上げ材、航空宇宙産業

および軍事用コンポーネント、電気／電子システムなどがその用途に含まれます。

これらの試験のほとんどは、ASTM B117(塩水噴霧)･BS 3900･F4といった特定の仕様

に合わせて実施されます。これらの試験は相対腐食試験に広く用いられ、通常、高温

状態で乾燥サイクルを組み込まずに行われます。噴霧のためには高温に熱した高湿な

空気が必要となります。

プロヒージョン試験と従来の塩水噴霧試験
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Corrosion Testing & Standards

ASTM B117の様なより厳しい制限を課す試験における条件としては変化のない継続す

る環境の提供が必要です。対照的な場合、試験材料は湿り、温度、日射、腐食性溶液

濃度が循環的に移り変わる気候変化にさらされます。循環する環境における腐食とい

うものは、化学反応や材料の種類によっては最高の耐腐食性を示す継続する環境条件

のものとは大きく異なる事があります。

多くの自動車腐食試験法は典型的に試料を塩水スプレー、高湿、低湿乾燥、外気環境

に繰り返しさらします。これらの試験方法は元々は手間のかかる手作業で築かれまし

た。GMW 14872のような近年の自動車サイクル試験では、多くの研究条件施設におい

ては実現が容易でない相対湿度条件の制御を取入れています。これらの試験方法は時

として、一般的な微細な塩水ミスト噴霧よりも大流量であるシャワー/降雨の手順を

要求します。また変化にかかる時間についてもしばしば厳密に制御されます。

複合サイクル腐食試験

サイクル腐食試験とUV暴露

QUVによる暴露試験とQ-FOGによるサイクル腐食試験の相互実行に

より、幾つかの材料における実使用と試験結果の相関性を改善させ

ることが可能です

QUV®促進耐候試験機とQ-FOGサイクル腐食試験機はそれぞれが特

筆すべき特長を持っています。それぞれを使用することで、特に

橋梁やその他のインフラに用いる工業用保守塗料のための革新的

な腐食試験となります。

コーティングの紫外光安定は耐腐食性の主要な因子となり得ま

す。腐食サイクルとしてQUV促進耐候性試験機とサイクル腐食試

験器を1週間ずつ交互に使用した場合、一般的な塩水スプレー、

モデルCCT単体、モデルCRH単体のいずれの結果と比べても、より

現実的な結果が得られる事が研究結果が得られています。

詳細についてはASTM D5894をご参照ください。



10 www.q-lab.com

複合サイクル腐食試験機
機能について

噴霧サイクルにおいては、腐食試験器は

一般的な塩水スプレー装置として動作し

ます︓
• 溶液リザーバー(容器)の腐食溶液が

ポンプによりノズルへ送水されます

• 圧縮空気はバブルタワーを通過する

ことで加湿されノズルへ送られます

• ノズルにより溶液は微細な腐食性の

霧状のミストとして噴射されます

• チャンバーヒーターによりプログラ

ム設定した槽内温度を保ちます

ドライオフ時は、ブロアにより室内の空

気をエアヒーターに送り加熱し、拡散板

を通過させ試料を乾燥させます。これに

より試験槽内を低湿にし試料を乾燥させ

ます。チャンバー内温度はエアヒーター

とチャンバーヒーターで制御されます。

Dwell機能(図中に記載無し)使用時は、

槽内温度はチャンバヒータだけで制御し

ます

モデルCRHはドライオフ･Dwell機能の代

わりに湿度制御機能を使用します。

噴霧機能 (全モデルに搭載)

ドライオフ(乾燥)機能 (モデルSSP, CCT)

コントローラー

リッド(開閉扉)
排気

圧縮空気

リザーバーから
ポンプへ

溶液
リザーバー

バブル
タワー

試料

噴霧
ノズル

チャンバー
ヒーター

ポンプ

D.I.
Water In

Compressed 
Air In

Blower
Module

Air Heater

Diffuser

Blower

Humidification

Conditioned Air

Controller

Lid
Vent

Compressed
Air In

Solution
To Pump

Solution
Reservoir

Bubble
Tower

Specimens

Fog
NozzleChamber

Heater

Pump

D.I.
Water In

Compressed 
Air In

Blower
Module

エアヒータ

拡散板

ブロア

Humidification

Conditioned Air
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モデルCRHはエアプリコンディショナー、ブロワーモジュール、特別な湿度発生ノズルを介して試験槽を指定した相対

湿度と温度に保ちます。試験を適切に行うためには不純物のない脱イオン水(純水)が必要です。湿度/温度機能と試験

条件要求の関連については操作マニュアルに記載があります。

相対湿度制御機能 (モデルCRH)

Controller

Lid
Vent

Compressed
Air In

Solution
To Pump

Solution
Reservoir

Bubble
Tower

Specimens

Fog
NozzleChamber

Heater

Pump

Air Heater

Diffuser

Blower

加湿

脱イオン水
取入口

蒸気
発生器

シャワー機能はいくつかの自動車試験仕様で要求されま
す。ユーザーが調整可能な量の溶液がシャワーモジュー
ルのノズルから試料に均一にスプレーされます：

モデルCCTの加湿機能は、試験槽内を蒸気発生により相

対湿度95-100%に保ちます。試験を適切に行うためには

不純物のない脱イオン水(純水)が必要です。蒸気発生

器のヒータによりプログラムした槽内温度を維持しま

す。モデルCRHでは加湿機能の代わりに相対湿度制御機

能を使用します。

シャワー機能 (モデルCRHにオプション設定)

加湿機能 (モデルCCT)

シャワーモジュール

シャワー
ポンプ

調温調湿
エアー 

エアプリコンディショナー

脱イオン水
取入口

圧縮空気
取入口

ブロア
モジュール 

調温調湿
エアー

• ノズルはスプレーバーに固定され噴霧機能を使用

する場合は容易に取り外すことができます。

• 噴霧機能時と比べ、スプレーの液粒は十分に大き

く、流量も十分に多く、シャワーの時間はだいぶ

少なくなります。

• シャワーのオン/オフの時間はより適切な腐食速

度の制御のために直接設定できます。
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容易な操作性

Q-FOG腐食性サイクル試験機の操作はとても

簡単です。試料の取付から評価までは幾つか

の専用設計の試料ホルダーオプションにより

容易に行う事ができます。プログラミングは

直感的に行う事ができます。全モデルとも完

全自動化により、24時間×7日間の自動運転

が可能です。 

開け閉めがしやすいリッド(開閉扉)は腰

位置の低いところにあり試料の設置がし

易くなっています。

標準的なラックパネルホルダはあらゆる

サイズの平板状試料を設置することが可

能です。切り欠きは垂直方向から15°傾

けられています。

吊下げロッドにより小さい試料、立体物

あるいは固定の難しい変形した試料など

を設置する事が可能です。

拡散板やラック位置に置く必要のあるサ

イズの大きな試料については、格子状の

ラックを使用することで最大544kgまで

の試料を設置することが可能です。

機能性と使い勝手が考慮されたQ-FOGコ

ントローラによりユーザは10個までのプ

ログラムをメモリー上に作成･保存で

き、それらはバッテリーによりバック

アップされます。

プロヒージョン･ASTM B117･GMW 

14872･SAE J2334を含む主要な規格の大

多数に適合しており、他にもFord･ ISO･

GB･VW･Volvo･Chrysler･Renaultなどにも

適合しますき。数多くの規格について

出荷時に設定がプログラミングされお

りすぐに試験ができます。

試料取付 プログラミング 規格適合
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校正とメンテナンス

Q-FOG試験機のチャンバは極端に少ないメン

テナンスとユーザ自身による保守ができるよ

うに設計されています。チャンバ内の環境を

モニターして制御するために、数々のセンサ

が取付けられています。定期的な校正と予防

保全のための部品は簡単に扱うことが出来る

よう設計されています。

チャンバー温度センサ(および相対湿度

センサー、CRHモデルのみ)は、常に正確

な試験結果を得るために、6か月毎にお

客様によるセンサ校正作業が必要です。

校正にかかる時間はわずか数分です。必

要なものは、基本的な工具、校正済み基

準温度計、断熱容器だけです。

定期サービスのためのタイマーにより

1,000時間毎の操作に対して定期サービ

スの実施を促すメッセージを表示しま

す。

この定期予防保全の際にはバブルタワー

(塩水溶液を噴霧する際の圧縮空気の加

湿に使用)の溶液を抜いたあとに充填が

必要です。エアフィルタとウォーター

フィルターのクリーニングが必要です。

また試験槽の壁とヒータのクリーニング

も推奨します。

毎年一回のフィルターとぜん動ポンプの

配管の交換が必要ですが、わずか数分で

完了します。

Q-FOGコントローラは警告メッセージや

自動停止機能などを含めた完全な自己診

断機能を搭載しています。

わかりやすいユーザマニュアルによって

初めて使うユーザでもほとんどのトラブ

ルシューティングが可能です。

校正 予防メンテナンス サービス性

取外し可能なサイドアクセスパネルか

らメンテナンスや修理に必要なパーツ

に直接アクセスする事が可能です。全

ての構成部品の形状や設置位置は簡単

に点検やメンテナンスができるよう慎

重な設計がされています。

トラブルシューティング
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アクセサリとオプション
各種試料ホルダ、その他

ASTM B117に適合する530gのNaClによる

塩水用のキットが用意されています。指

定された量の水を追加するだけで5％塩

水溶液を用意する事ができます。

Q-PANEL標準試験片のような平らな試料

を載せるラックです。ラック1台あたり

の耐荷重は113kgで、試料を差し込んで

保持するためのスリットは垂直位置か

ら6°あるいは15°傾いています。

600リットルのモデルの場合、最大8台の

ラックに75×150mmの試料を160枚積載可

能です。1100Lのモデルの場合、最大10

台のラックに240枚積載可能です。

腐食試験片であるQ-PANELは、研究用の

腐食試験において高い再現性を誇り、質

量損失の無いように設計されGMW 14872･

GM9540P･SAE J2334･SAE J2721･ASTM 

B117･ISO 9227･VDA-233-102に適合しま

す。

外部噴霧吸収シリンダー、簡易センサや

電源ケーブルのためのアクセスポート、

低水圧ウォーターブースターポンプ、

ウェットボトムアダプターキット(ASTM 

G85 Annex2,3適合)、をオプションで用

意しています。

小型で変形した立体物などの試料には吊

下げロッドキットを使用します。直径

20mmのロッド1本あたり45kgまでの試料

を吊り下げる事ができ、ロッドの取付

も簡単です。キットには600リットルの

試験機の場合6本のロッドが、1,100リッ

トルの試験機の場合8本のロッドが含ま

れます。フックや結束バンドなどで試

料を取付けることができます。

非常に大きいか重量のある車輪やエンジ

ン部品のような立体物のために、ラック

あるいは拡散板の高さに設置する試料設

置用の格子が使用可能です。頑丈な構

造を持つQ-FOG試験機は最大544kgまでの

重量を分散させ、自動車部品などの重

量物に対応することができます。

塩水スターターキット

テストパネルラック

腐食試験片 他のアクセサリ

吊下げロッドキット 大型･重量物用格子ラック
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機能一覧
機能 SSP CCT CRH
チャンバーサイズ指定 (600リットルあるいは1100リットル) 4 4 4

プロヒージョン試験、噴霧/乾燥サイクル試験 4 4 4

従来の塩水噴霧試験 4 4 4

湿度95-100%が要求される自動車サイクル試験 – 4 4

可変湿度制御が要求される自動車サイクル試験 – – 4

内蔵塩水溶液リザーバ (120L) 4 4 4

急速温度サイクルのための内部チャンバーヒータ 4 4 4

耐腐食性強化ファイバーグラス構造 4 4 4

プログラミングが簡単な最もシンプルなユーザインターフェース 4 4 4

5言語対応 (英語, フランス語, スペイン語, ドイツ語, イタリア語) 4 4 4

自己診断, エラーメッセージ, 安全停止機能付きコントローラ 4 4 4

ソルトフォグ (可変速ぜん動ポンプによる塩水噴霧) 4 4 4

ドライオフ (強制送気による温度制御) 4 4 4

Dwell (強制送気を使用しない温度制御) 4 4 –

照明付き観察窓 – 4 4

プログラマブル立ち上がり時間 – – 4

自己洗浄スプレーノズル付シャワーモジュール – – 4

試料パネルラック, 吊下げロッド, 試料置き格子 2 2 2

Q-PANEL 腐食試験試験片 (GMW 14872, ASTM B117, ISO 9227などに適合) 2 2 2

外部噴霧収集シリンダー 2 2 2

内部アクセスポート 2 2 2

加水ポンプ 2 2 2

ウェットボトムアダプターキット (ASTM G85 Annex 2, 3に適合) 2 2 2

4 標準 2 オプション

他のQ-LAB製品とサービス

促進耐候性試験機 キセノン照射式
試験槽

標準試験片 屋外暴露試験 太陽光照射試験 受託試験 屋外暴露ラック

0859-01 & 0859-03
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