
腐食試験機

www.sanyo-si.com 4342

塩水噴霧

1939 年世界で最初に ASTM B117 として規格化された後、

代表的な腐食試験方法として知られており、塩水によって腐食

の進行が促進されます。

塩水シャワー

塩 水 噴 霧は、 霧 状に塩 水が撒かれるのに対し、 塩 水シャ

ワーはより大きな液滴で一気に試験サンプルを濡らします。

ISO16701, GMW14872, Ford CETP 00.00-L-467 など

の試験規格では塩水噴霧ではなく、塩水シャワー試験が求めら

れます。

乾燥

塩水や大気中の水分で濡れているときに腐食反応が進行し、そ

の後乾燥させることで腐食生成物が生成し、脱水や重合などの

化学変化が起こります。加えて温度を上昇させることで、化学

反応速度を速めます。

相対湿度制御

錆は水分と空気（酸素）によって進行し、雰囲気湿度によって

金属腐食の仕方が変化します。屋外環境を適切にシミュレーショ

ンするために温度と相対湿度を制御します。

腐食促進試験の主なサイクル

Q-FOG 塩水噴霧・複合サイクル試験機は、腐食試験における

ベストソリューションとして、自然環境を模擬した様々な環境を

槽内に作り出して試験を行うことができます。連続塩水噴霧試

験や塩水噴霧・乾燥のサイクル試験、いくつものステップを組

み合わせた複雑な試験など多様な条件で使用できます。1 台の

試験機で、幅広い試験方法を行えるのが Q-FOG の大きな魅力

です。

Q-FOG は 3 種類のモデルから選ぶことができます。

モデル SSP は、塩水噴霧試験と塩水噴霧・乾燥サイクル試験を

行うことができます。塩水噴霧試験を目的とされるにお勧めです。

モデル CCT は、塩水噴霧試験、塩水噴霧・乾燥サイクル試験、

さらに湿潤条件を組み合わせた試験が行うことができます。

モデル CRH は、塩水噴霧試験に加え、相対湿度コントロール

機能を搭載しているため、乾燥、湿潤条件も組み合わせた複合

サイクル試験が可能です。最新の塩水シャワー機能も搭載し、

すべてのお客様へお勧めのベストセラーモデルです。

塩水噴霧・複合サイクル試験機

製品・材料の腐食をシミュレーションする

塩水噴霧・複合サイクル試験機
毎年、腐食が原因で多くの製品やインフラに強度低下や損傷が引き起こされています。

特に金属材料の有用な特性、強度や外観などが腐食によって損なわれてしまいます。

Q-FOG 塩水噴霧・複合サイクル試験機は、

自然環境で数ヶ月から数年で起こる腐食を数日、数週間で再現する促進腐食試験機です。

製品・材料の耐食性向上や新たな防錆法の開発に寄与します。
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塩水噴霧・複合サイクル試験を
機能的にシンプルに実施
複合サイクル腐食試験機 Q-FOG モデルは、 塩水噴霧試

験や Prohesion 試験、 多くの自動車規格試験を行うこ

とができます。直感的に操作できるコントロールパネルや

メンテナンスが容易な構造を持ち、7 日以上の運転にも

十分な大容量タンクも備えたシンプルなデザインです。噴

霧、湿潤、乾燥、シャワーの各種試験を行うことのできる

Q-FOG は、洗練されたデザインとシンプルさに加え、機

能性を兼ね備えた装置です。

用途に合わせて選べる 2 サイズ
ー 600L & 1100L
Q-FOG はいずれのモデルもチャンバー容量 600リットルと

1100 リットルの 2 種類から選ぶことができます。600 リッ

トルでは最大 160 枚、1100 リットルでは最大 240 枚も

の試験片を設置することができます。また試験機の設置も

キャスターとアジャスターの 2 種類を用意しており、キャス

ターを取り付けることで移動も簡単です。

塩水噴霧・複合サイクル腐食試験機

Q-FOG
SSP600、SSP1100、CCT600、
CCT1100、CRH600、CRH1100

劣化・腐食をリアルに再現する
複合サイクル試験機

７日以上の運転に対応する
120 リットルの大容量溶液タンク
120 リットルの大容量タンクが内蔵されており、大半の試験

で 7 日以上の運転にも十分な容量を準備しています。溶液

の減少についても残溶液量をお知らせする機能があり、溶

液を供給する手間を削減し、また必供給時が一目でわかる

機能を Q-FOG は備えています。

耐久性の高い FRP による
構造設計
Q-FOＧは硬質プラスチック（FRP）一体成型構造です。

FRP で作られた高強度かつ堅牢なチャンバーと蓋の低熱

伝導性により、効率的で正確な温度コントロールを実現し

ます。耐荷重は 500 kg を超え、大きな自動車部品などに

も耐える構造は何よりも安心です。

塩水噴霧試験機
Q-FOG SSP モデル

塩水噴霧試験規格でよく知られている ASTM B117, 

JIS Z2371, ISO 9227 などの規格に準拠した試験がで

きるモデルです。Q-FOG SSP モデルは ISO 推奨のノ

ズル式を採用しています。これは噴霧口の詰まりを低減

できる方式です。

タフな設計で各種規格試験に応える高機能試験機

大容量チャンバーのため、大量の試験片が設置可能です
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噴霧サイクル（全モデル）

噴霧モードを使用すると、塩水噴霧試験機として機

能します。

○装置付属の溶液タンクにある腐食液が噴霧ノズルより

噴霧されます。

○圧縮空気は、バブルタワーを通じて湿潤空気となり、

噴霧ノズルへと達します。

○溶液と湿潤空気で作られた微細な腐食霧を噴射します。

○チャンバーヒーターによって、設定槽内温度値を保持

します。

乾燥サイクル（SSP&CCT モデル）

乾燥機能中は、チャンバー内に室内空気を取り入れ

ます。エアヒーターによって過熱された空気がチャ

ンバー内を低湿度状態にし、試験サンプルを乾燥さ

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。

Q-FOG モデル CRH 試験機は乾燥・湿潤機能に代わって、 湿度制
御機能があります。

湿潤サイクル（CCT モデル）

CCT モデルでは湿潤機能を使用できます。湿潤機

能中は、蒸気を発生させることにより槽内を 95%-

100% の相対湿度で維持します。適切な試験を行

うために純水が必要となります。

蒸気製造装置ヒーターによって、設定温度を維持します。

シャワーサイクル（CRH モデル）

シャワー機能は、自動車の試験規格で必要とされま

す。溶液は、特別に取り付けられたスプレーノズル

から均一に試験体へスプレーされます。

○ノズルはシャワーモジュールに設置され、噴霧機能時

に簡単に取り外しできます。

○噴霧サイクル時の腐食霧よりも、スプレー噴射液の粒

径は大きく、流量は多く、試験時間は短くなります。

○シャワー ON/OFF の時間は、腐食速度のよりよい制

御を実現するために直接設定できます。

相対湿度（RH）
制御サイクル（CRH モデル）

CRH モデルでは、エアープレコンディショナー、ブ

ロワーモジュール、湿度発生ノズルが取り付けられ

ています。これにより相対湿度 (RH) と温度を制御

します。試験には純水が必要となります。

Q-FOG 各モデルで行える試験条件



高められた機能と直感的な操作性

Q-FOG 複合サイクル腐食試験機は極めて簡単に操作すること

ができます。特別にデザインされたサンプルホルダーによって容

易に試験片を取り付けることができます。Q-FOG は直感的に、

誰でも使用することを可能にしています。全てのモデルで自動

制御され、長時間の連続運転が可能です。

独自条件もプログラム操作で簡単
機能性と操作性の両方を追求した Q-FOG のコントロールパネル。自

分自身で試験条件を作ることが可能です。そして 10 個の試験条件を

記録することができます。

多くの試験規格に適合
Prohesion、ASTM B117、GMW 14872、SAE J2334、その

他 GM 9540P、Ford CETP:00.00-L-467、Volkswagen PV-

1210、Volvo VCS-1027、1449, Renault D17-2028*、ISO 

16701 などの代表的な各種国際的試験規格に適合しています。

高水準の塩水噴霧槽内均一性を実現

JIS Z2371, ISO9227, ASTM B117 などの塩水噴霧試験で

は塩水噴霧の槽内均一性を確かめるために塩水噴霧を採取し、

測定することが要求されます。Q-FOG ではこれら試験規格に

適合している噴霧ノズル式を採用しています。槽内に均一に噴

霧できる独自の特殊なノズルを採用することにより、高水準な均

一性で塩水噴霧することが可能です。また、ノズルは FRP で

できており、とても頑丈です。回すだけで取り外せるため清掃

も大変簡便です。丈夫でシンプルなので清掃中の破損などもあ

りません。

最新規格に適合する精密な槽内温度・湿度環境

Q-FOG CRH モデルはチャンバーの側面にプリエアコンディ

ショナーが接続されます。プリエアコンディショナーは槽内に

乾燥し、冷えた空気をチャンバーに送り込む役割です。従来の

試験機では槽内温度は制御できても湿度を精密に制御すること

が難しく、 精密な湿度制御は要求されませんでした。Q-FOG 

CRH モデルは湿度制御の問題を解消し、 精密な湿度環境を

作り出すことができる装置です。最新の自動車関連試験規格

Renault ECC1, Ford CETP:00.00-L-467, Volvo VCS-

1027,1449 (ACTII), SAE J2721 などに準拠した試験をす

ることができます。

簡潔でシンプルな校正とメンテナンス

Q-FOG 試験機は、メンテナンスの必要性が少なく、またお客

様自身で手入れができる設計になっています。チャンバー内の

環境をモニター・制御するために多くのセンサーが取り付けられ

ています。定期的な校正やメンテナンスの部品はシンプルであ

り、扱いやすいデザインとなっています。

半年に 1 度で済む校正作業
数分で済んでしまう簡単な Q-FOG のチャンバー温度センサーの校正

は、お客様自身でご対応可能です。たった数分で作業完了し、すぐ

に試験を開始することができます。

定期メンテナンス (1,000 時間毎 ) はシンプル
Q-FOG には、1000 時間毎の定期メンテナンスをお知らせするタイ

マーが内蔵されています。年に一度のフィルタやチューブの交換は、

時間を取らずお客様自身で行えるシンプルなものとなっています。

Q-FOG の特徴と機能

Q-FOG はシンプルな構造の
ためメンテナンスが非常に簡
単です

Renault D17-2028 試験の特殊 Rinse サイクルは Q-FOG CRH モデルのウォー
ルウォッシュキットアクセサリで対応可能です。

独自のノズル式塩水噴霧により
均一性の高い塩水噴霧試験がで
きます。
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テストパネルホルダー
標準試験片や平面の物を載せることが

できるラックです。ラック 1 本の耐荷

重は 113kg です。Q-FOG 600L モ

デルでは、8 本のラックで 75×150 

mm の試験片で 160 枚積載可能です。

1100L モデルでは 10 本のラックで

240 枚積載可能です。

照合試験片（コロージョンクーポン） 

GMW14872 準拠  コロージョンクーポン

GMW14872, SAE J2334, SAE J2721 などの試験規格では、試験

片が確実に腐食されたのかの確認にコロージョンクーポンを用いて腐食減

量を測定し、あるレンジに収まるように試験機を調整することが規格化さ

れています。コロージョンクーポンを固定するラックも用意しています。

塩水噴霧試験用  照合試験片

JIS Z2371, ISO 9227, ASTM B117, VDA-233-102 試験規格に

適合した照合試験片を取り扱っています。

純水供給システム :RO+EDI 純水装置 
多くの耐候性試験規格は厳格な供給水質を規定しています。不純物を含

む水 を試験に使用すると試験機に負担をかけるだけでなく、不純物の 試

験サンプルへの 付着や汚染、シリカの表面堆積など試験結果へ影響を及

ぼします。最新の RO+EDI 方式の純水装置を採用することで、規格適

合試験が実施でき、正しい耐候性劣化評価ができます。 Q-FOG シリー

ズでは、全モデルに導入・採用されることを推奨します。 また、タンク

に貯められた純水は塩水作成に用いることができ、便利です。

サンプルハンガーセット
サンプルハンガーを用いることで、立

体物や小さなもの、 特殊な形状のも

のを吊るし、 試験することができま

す。 直 径 20mm のハンガーの耐 荷

重は 45kg で、 簡単に取り付けでき

ます。Q-FOG 600L モデルで 6 本、

1100L モデルで 8 本使用します。

重量物試験用格子キット
非常に大きなもの、重い立体物（ホイー

ルリム、エンジンパーツなど）を試験

するために使用します。Q-FOG の耐

荷重は 544 kg となっており、自動車

のパーツやその他部材などの試験に適

した構造となっています。

アクセスポート
電線などのワイヤー類の試験や槽内に

別途センサーなどを設けたい場合には

チャンバーの壁に穴を開けるアクセス

ポートをお薦めします。直径 100mm

の穴を開けることができ、 外に塩水な

どが漏れないようガスケットで塞ぐ仕様

です。

Q-FOG アクセサリー & オプション

塩水噴霧試験用 塩キット
J IS  Z2371 , ISO9227 ,  ASTM 

B117 などの塩水噴霧試験では試験に

用いる塩水に厳しい要求事項がありま

す。Q-Lab 社ではこれに適合する塩

(塩化ナトリウム)と塩水を作成するキッ

トを提供しています。品質証明書付の

安心できるキットです。

メンテナンスキット
Q-FOG シリーズでは定期的なメンテナ

ンスで必要な消耗部品を用意していま

す。そのキットは塩水ポンプチューブ、

乾湿球温度計のガーゼ、エアフィルター

などが含まれています。メンテナンス

キットは年 1 回、交換するだけで試験

機の安定性を高めます。
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モデル CXB-12-K CXC-35-K CXD-2.76-5.90-K

適合規格
GMW 14872, GMW 9540P
SAE J2334, SAE J2721

ASTM B117
ISO 9227,VDA-233-102

JIS Z2371

寸法 [mm] 25×51×3.00 76×127×0.80 70×150×1.20
炭素 ( 最大値 %) 0.13 0.15 0.08
マグネシウム ( 最大値 %) 0.60 0.60 0.45
リン ( 最大値 %) 0.035 0.030 0.030
硫黄 ( 最大値 %) 0.035 0.035 0.030
枚数（1 箱） 30 30 30

照合試験片のサイズと数量
照合試験片（コロージョンクーポン）

システム構成例 
一般的な Q-FOGシリーズと RO+EDI 純水装置のシステム構成は以下のようになります。 

100L
Tank



Q-FOG 適合試験規格一覧（抜粋）

モデル SSP600 & CCT600 CRH600 SSP1100 & CCT1100 CRH1100

チャンバー
サイズ

容量（蓋除く） 511 リットル 857 リットル

容量（蓋含む） 640 リットル 1103 リットル

溶液タンク 120 リットル 120 リットル

チャンバー
温度範囲

噴霧機能 or 温度維持機能 20 ‒ 60 ℃ 20 ‒ 60 ℃ 20 ‒ 60 ℃ 20 ‒ 60 ℃

乾燥機能 20 ‒ 70 ℃ 20 ‒ 70 ℃ 20 ‒ 70 ℃ 20 ‒ 70 ℃

湿潤 /RH 制御機能 25 ‒ 60 ℃ 20 ‒ 60 ℃ 25 ‒ 60 ℃ 20 ‒ 60 ℃

シャワー機能 ― 20 ‒ 50 ℃ ― 20 ‒ 50 ℃

試験片積
載量

100 x 300 mm 128 枚 （テストパネルホルダー 8 本使用） 200 枚 （テストパネルホルダー 10 本使用）

75 x 150 mm 160 枚（テストパネルホルダー 10 本使用） 240 枚（テストパネルホルダー 12 本使用 )

耐荷重

テストパネルホルダー（/ 本） 最大 113 kg 最大 113 kg

サンプルハンガー（/ 本） 最大 45 kg 最大 45 kg

チャンバー全体 最大 544 kg 最大 544 kg

供給水水質
> 200kΩ・ｃｍ ; <5μS/cm; 

<2.5ppm TDS
> 5MΩ・cm; <0.2μS/cm; 

<0.1ppm TDS, Silica
> 200kΩ・ｃｍ ; <5μS/cm; 

<2.5ppm TDS
> 5MΩ・cm; <0.2μS/cm; 

<0.1ppm TDS, Silica

消費水量 (MAX) 2 リットル / 時 5リットル / 時 2 リットル / 時 5リットル / 時

排水口 32 mm (1-1/4 in) 

排気口 内径 102 mm ( 4 in ) min

チャンバー
内寸法

w x h x d （蓋除く） 109 x 46 x 66 cm 146 x 46 x 82 cm

w x h x d （蓋含む） 109 x 72 x 66 cm 146 x 78 x 82 cm

装置外寸 （蓋閉）w x h x d 188 x 122 x 102 cm 225 x 127 x 119 cm

エアープレコンディショナー寸法
w x h x d

― 82 x 101 x 93 cm ― 82 x 101 x 93 cm

装置全体寸法　w x h x d
（エアープレコンディショナー含む） 

― 275×102×122 cm ― 311×127×119 cm

装置本体重量
（エアープレコンディショナー含む）

224 kg 333 kg 269 kg 378 kg

供給水圧
0.2-3.8 bar 

(0.02 - 0.38 MPa)
0.6-3.8 bar 

(0.06 - 0.38 MPa)
0.2-3.8 bar 

(0.02 - 0.38 MPa)
0.6-3.8 bar 

(0.06 - 0.38 MPa)

圧縮空気
最大値 1.7 lps (3.5 cfm)  
3-8 bar (0.3-0.8 MPa )

最大値 1.7 lps (3.5 cfm)  
4-10 bar (0.4-1.0 MPa )

最大値 1.7 lps (3.5 cfm)  
3-8 bar (0.3-0.8 MPa )

最大値 1.7 lps (3.5 cfm)  
4-10 bar (0.4-1.0 MPa )

電源
単相 200V 16A

50/60Hz
3 相 200V 25A

50/60Hz
単相 200V 20A

50/60Hz
3 相 200V 30A

50/60Hz

※ 1. 上記カタログスペックの値は設置環境温度を 20℃にしております。その他の温度環境での試験は上記の値と異なる可能性がございます。
2. モデル SSP には湿潤サイクルはございません。モデル CCT は 95-100％の湿潤サイクルが可能です。モデル CRH は相対湿度制御サイクルが可能です。ただし、試験機設

置環境に依存します。
3.CRH エアープレコンディショナーは本体チャンバーの正面右隣りに最低 5cm 間隔を空けた設置を推奨します。
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Q-FOG 仕様一覧

規格番号 名称 

ASTM B117 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus

ASTM G85 Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing

ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres -- Salt spray tests

JIS Z2371 塩水噴霧試験方法

塩水噴霧試験

規格番号 名称 

ASTM D2803 Standard Guide for Testing Filiform Corrosion Resistance of Organic Coatings on Metal

ISO 11997-1 
Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions, Part 1: Wet (salt fog)/dry/
humidity

ISO 16701 
Corrosion of metals and alloys -- Corrosion in artificial atmosphere -- Accelerated corrosion test involving 
exposure under controlled conditions of humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution

JIS K 5600-7-9 塗料一般試験方法－第 7 部：塗膜の長期耐久性－第 9 節：サイクル腐食試験方法－塩水噴霧／乾燥／湿潤

SAE J2721 Recommended Corrosion Test Methods for Commercial Vehicle Components

VDA 621-415 Anticorrosive check of vehicle coating with circular changing stress  

複合サイクル試験

規格番号 名称 

BMW CCT Corrosion Cycle Test  

Chrysler LP-463PB-52-01 Chipping Corrosion Test  

Ford CETP:00.00-L-467 Laboratory Accelerated Cyclic Corrosion Test

GMW 14872 Accelerated Corrosion Test

Renault D17-2028  （ECC1） Corrosion test with automatic changeover of humidity & drying phases

Volkswagen PV-1210 Climate Corrosion Test Cycle

Volvo VCS-1027, 149 （ACT I） Accelerated Corrosion Test

Volvo VCS-1027, 1449 （ACT II） Laboratory Accelerated Cyclic Corrosion Test

代表的な自動車業界向け試験規格


