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(57)【要約】
【課題】制御された腐食環境での腐食の進行に伴う金属
材料からの元素の溶出量を、高精度で定量分析すること
が可能な腐食試験装置および腐食試験方法を提供する。
【解決手段】試料１１を設置することのできる設置部１
２および試料表面を腐食流体が流れる試験流路１３を有
する装置本体部１と、腐食流体を、導入流路１４を介し
て装置本体部１に導入するに際し、試料表面との境界に
おいて層流になるよう整流する整流部２と、試料表面を
流れた後の腐食流体を、排出流路１５を介して回収する
回収部３とを備える、腐食試験装置。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料を設置することのできる設置部および試料表面を腐食流体が流れる試験流路を有す
る装置本体部と、
　腐食流体を、導入流路を介して装置本体部に導入するに際し、試料表面との境界におい
て層流になるよう整流する整流部と、
　試料表面を流れた後の腐食流体を、排出流路を介して回収する回収部とを備える、腐食
試験装置。
【請求項２】
　前記装置本体部が、電気化学測定用電極をさらに有する、請求項１に記載の腐食試験装
置。
【請求項３】
　前記整流部が、腐食流体の動粘性係数および試験流路の幅に応じて、下記（ｉ）式を満
足する条件で試験流路内を流れるように腐食流体の体積流量を調整可能な１つ以上の送流
ポンプを含む、請求項１または請求項２に記載の腐食試験装置。
　　２Ｆ／νｗ＜１０００　　　・・・（ｉ）
　但し、式中の各記号の意味は以下のとおりである。
　Ｆ：腐食流体の体積流量（ｍ３／ｓ）
　ν：腐食流体の動粘性係数（ｍ２／ｓ）
　ｗ：試験流路の幅（ｍ）
【請求項４】
　前記送流ポンプが、前記導入流路上および前記排出流路上のそれぞれに少なくとも１つ
ずつ配置される、請求項３に記載の腐食試験装置。
【請求項５】
　前記装置本体部が、試料表面を装置本体部の外部から観察するための観察窓をさらに有
する、請求項１から請求項４までのいずれかに記載の腐食試験装置。
【請求項６】
　前記整流部が、前記導入流路および前記排出流路の上方に前記試験流路が配置され、前
記試験流路と前記導入流路および前記排出流路との間に、それぞれ、上昇流路および下降
流路が設けられる機構を含む、請求項１から請求項５までのいずれかに記載の腐食試験装
置。
【請求項７】
　２種類以上の流体を切り替えながら装置本体部に導入することが可能な切替部をさらに
備える、請求項１から請求項６までのいずれかに記載の腐食試験装置。
【請求項８】
　試料の表面を含む平面上に腐食流体が流れる試験流路を設け、該試験流路に腐食流体を
連続的に流し、その後、該腐食流体を回収して分析を行い、腐食に伴う元素の溶出量を測
定するに際し、腐食流体が試料表面との境界において層流になるよう整流する、腐食試験
方法。
【請求項９】
　腐食試験後に試料を取り出し、試料表面に析出した腐食生成物を採取してその分析を行
う、請求項８に記載の腐食試験方法。
【請求項１０】
　前記試験流路内に電気化学測定用電極を設置し、腐食試験中に試料の電気化学測定を行
う、請求項８または請求項９に記載の腐食試験方法。
【請求項１１】
　腐食流体の動粘性係数および試験流路の幅に応じて、下記（ｉ）式を満足する条件で試
験流路内を流れるように腐食流体の体積流量を調整することで腐食流体が試験表面との境
界において層流になるよう整流する、請求項８から請求項１０までのいずれかに記載の腐
食試験方法。
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　　２Ｆ／νｗ＜１０００　　　・・・（ｉ）
　但し、式中の各記号の意味は以下のとおりである。
　Ｆ：腐食流体の体積流量（ｍ３／ｓ）
　ν：腐食流体の動粘性係数（ｍ２／ｓ）
　ｗ：試験流路の幅（ｍ）
【請求項１２】
　試料表面を観察するための観察窓を設け、腐食試験中に試料表面の腐食生成物の解析を
行う、請求項８から請求項１１までのいずれかに記載の腐食試験方法。
【請求項１３】
　２種類以上の流体を切り替えながら前記試験流路に流す、請求項８から請求項１２まで
のいずれかに記載の腐食試験方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、腐食に伴い金属材料から溶出する元素の量を高精度で分析することが可能な
腐食試験装置および腐食試験方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大気中で使用される金属材料の表面では腐食が生じることがあり、腐食の態様および進
行度合いは、使用環境によって様々である。そのため、使用環境に応じた最適な金属材料
を選別するためにも、それぞれの環境において、金属材料表面でどのような腐食反応が生
じるか明らかにすることは重要な課題といえる。
【０００３】
　腐食試験としては、実環境における曝露試験のほか、塩水噴霧試験等の腐食促進試験（
例えば、特許文献１を参照。）または電気化学試験（例えば、特許文献２を参照。）等が
従来用いられてきた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１４９１９８号公報
【特許文献２】特開２０１１－１７４８５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の腐食試験方法では、実環境での腐食反応に伴う材料からの元素の
溶出量を正確に測定することは極めて困難であった。すなわち、実環境曝露試験および腐
食促進試験では、試験後の材料を評価することで腐食の程度を解析するため、腐食に伴う
元素の溶出量を測定することはできない。また、電気化学試験では腐食挙動を間接的に評
価することは可能であるが、元素の溶出量を定量的に測定することはできないという問題
がある。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点を解決し、制御された腐食環境での腐食の進行に伴う金属材料
からの元素の溶出量を、高精度で定量分析することが可能な腐食試験装置および腐食試験
方法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】
【０００７】
　本発明者らは、特定の腐食環境に曝された金属材料表面から溶出する元素の量を定量的
に分析する方法について鋭意検討した結果、以下の知見を得るに至った。
【０００８】
　成分を調製した腐食流体を試料表面に流して腐食反応を生じさせた後、腐食流体を回収
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し分析を行うことで、元素の溶出量を定量的に分析することが可能となる。
【０００９】
　その際、試料表面を通過する腐食流体の流れに乱れが生じると、腐食反応の再現性が低
下し、高精度な溶出量の測定が困難となる。そのため、腐食流体が試料表面において層流
となるように整流する必要がある。
【００１０】
　本発明は、上記の知見に基づいて完成されたものであり、下記の腐食試験装置および腐
食試験方法を要旨とする。
【００１１】
　（１）試料を設置することのできる設置部および試料表面を腐食流体が流れる試験流路
を有する装置本体部と、
　腐食流体を、導入流路を介して装置本体部に導入するに際し、試料表面との境界におい
て層流になるよう整流する整流部と、
　試料表面を流れた後の腐食流体を、排出流路を介して回収する回収部とを備える、腐食
試験装置。
【００１２】
　（２）前記装置本体部が、電気化学測定用電極をさらに有する、上記（１）に記載の腐
食試験装置。
【００１３】
　（３）前記整流部が、腐食流体の動粘性係数および試験流路の幅に応じて、下記（ｉ）
式を満足する条件で試験流路内を流れるように腐食流体の体積流量を調整可能な１つ以上
の送流ポンプを含む、上記（１）または（２）に記載の腐食試験装置。
　　２Ｆ／νｗ＜１０００　　　・・・（ｉ）
　但し、式中の各記号の意味は以下のとおりである。
　Ｆ：腐食流体の体積流量（ｍ３／ｓ）
　ν：腐食流体の動粘性係数（ｍ２／ｓ）
　ｗ：試験流路の幅（ｍ）
【００１４】
　（４）前記送流ポンプが、前記導入流路上および前記排出流路上のそれぞれに少なくと
も１つずつ配置される、上記（３）に記載の腐食試験装置。
【００１５】
　（５）前記装置本体部が、試料表面を装置本体部の外部から観察するための観察窓をさ
らに有する、上記（１）から（４）までのいずれかに記載の腐食試験装置。
【００１６】
　（６）前記整流部が、前記導入流路および前記排出流路の上方に前記試験流路が配置さ
れ、前記試験流路と前記導入流路および前記排出流路との間に、それぞれ、上昇流路およ
び下降流路が設けられる機構を含む、上記（１）から（５）までのいずれかに記載の腐食
試験装置。
【００１７】
　（７）２種類以上の流体を切り替えながら装置本体部に導入することが可能な切替部を
さらに備える、上記（１）から（６）までのいずれかに記載の腐食試験装置。
【００１８】
　（８）試料の表面を含む平面上に腐食流体が流れる試験流路を設け、該試験流路に腐食
流体を連続的に流し、その後、該腐食流体を回収して分析を行い、腐食に伴う元素の溶出
量を測定するに際し、腐食流体が試料表面との境界において層流になるよう整流する、腐
食試験方法。
【００１９】
　（９）腐食試験後に試料を取り出し、試料表面に析出した腐食生成物を採取してその分
析を行う、上記（８）に記載の腐食試験方法。
【００２０】
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　（１０）前記試験流路内に電気化学測定用電極を設置し、腐食試験中に試料の電気化学
測定を行う、上記（８）または（９）に記載の腐食試験方法。
【００２１】
　（１１）腐食流体の動粘性係数および試験流路の幅に応じて、下記（ｉ）式を満足する
条件で試験流路内を流れるように腐食流体の体積流量を調整することで腐食流体が試験表
面との境界において層流になるよう整流する、上記（８）から（１０）までのいずれかに
記載の腐食試験方法。
　　２Ｆ／νｗ＜１０００　　　・・・（ｉ）
　但し、式中の各記号の意味は以下のとおりである。
　Ｆ：腐食流体の体積流量（ｍ３／ｓ）
　ν：腐食流体の動粘性係数（ｍ２／ｓ）
　ｗ：試験流路の幅（ｍ）
【００２２】
　（１２）試料表面を観察するための観察窓を設け、腐食試験中に試料表面の腐食生成物
の解析を行う、上記（８）から（１１）までのいずれかに記載の腐食試験方法。
【００２３】
　（１３）２種類以上の流体を切り替えながら前記試験流路に流す、上記（８）から（１
２）までのいずれかに記載の腐食試験方法。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、制御された腐食環境において、金属材料表面から溶出する元素量を簡
易かつ正確に測定することが可能である。したがって、金属材料表面における腐食反応の
解明につながり、使用環境に最適な金属材料の選択に大きく貢献することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に係る腐食試験装置の一例を説明するための模式図である。
【図２】本発明に係る腐食試験装置の他の一例を説明するための模式図である。
【図３】本発明に係る腐食試験装置の他の一例を説明するための模式図である。
【図４】本発明に装置本体部の一例を上面側から見た模式図である。
【図５】本発明に装置本体部の他の一例を上面側から見た模式図である。
【図６】本発明に装置本体部の他の一例を上面側から見た模式図である。
【図７】実施例における溶出量および反応量の経時変化を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１～３は、本発明に係る腐食試験装置の一例を模式的に示した図である。本発明の腐
食試験装置には、装置本体部１、整流部２および回収部３が含まれる。各構成要素につい
て、以下に詳細を示す。ただし、本発明は下記の実施形態に限定されるものではない。
【００２７】
　１．装置本体部
　図１～３には、側面から見た装置本体部１の断面図が示されている。装置本体部１は、
試料１１を設置することのできる設置部１２および試験流路１３を有する。試料１１の表
面に腐食流体を連続的に流すことによって、常に制御された腐食環境下において試料と腐
食流体との間で腐食反応を生じさせることが可能となる。なお、腐食流体は液体であって
も気体であっても良い。
【００２８】
　設置部１２は、試料１１の有する１つの面のみが腐食流体に曝される構成となっている
ことが望ましい。また、設置部１２の材質については特に制限は設けないが、例えば、フ
ッ素樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン等の腐食流体と反応が生じない材質のものを選
択することが望ましい。
【００２９】
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　試験流路１３の厚さについて制限は設けないが、薄すぎると試料表面における腐食流体
の流れに乱れが生じ得る。一方、厚すぎると流れる腐食流体の量に対して試験表面に接触
する流体の割合が小さくなるため、反応後における腐食流体中に溶出した元素の濃度が減
少し、分析精度が低下するおそれがある。また、溶出した元素の厚さ方向への拡散が大き
くなり、試験の再現性が低下するおそれがある。したがって、腐食流体の動粘性係数等に
応じて適宜調整することが好ましく、腐食流体が液体である場合、試験流路１３の厚さは
数１０μｍ～３ｍｍ程度とするのが好ましい。
【００３０】
　また、試験流路１３の幅についても試料の大きさに合わせて適宜選択することが可能で
あるが、分析精度を高めるためには、２０～３０ｍｍ程度とするのが好ましい。図４に示
すように、試験流路１３の幅ｗは、ゴム等の材質でできたスペーサー２５を用いて腐食流
体の流れを制限することで変更することが可能である。
【００３１】
　図２および３に示すように、装置本体部１は電気化学測定用電極２１をさらに有してい
ても良い。電気化学測定用電極２１（具体的には、対電極および参照電極）は試験流路１
３の試料近くに、腐食流体の流路を阻害しないように設置される。電気化学測定用電極２
１を設けることによって、腐食電流密度の測定および試料の電位を変化させた際の腐食挙
動の変化が電気化学的に解析可能となる。
【００３２】
　さらに、図２および３に示すように、装置本体部１は観察窓２２をさらに有していても
良い。腐食試験においては、試料表面から元素が腐食流体中に溶出するだけでなく、溶出
した元素が試料表面に二次的に析出し腐食生成物を生じ得る。装置本体部１に観察窓２２
を設けることによって、試料表面を外部から視認することができるようになり、腐食試験
による元素の溶出または腐食生成物の析出の様子を常時観察することが可能となる。また
、観察窓２２を通してレーザー光、Ｘ線等を照射することで、腐食生成物のその場分析を
実施することが可能となる。
【００３３】
　２．整流部
　図１～３に示すように、本発明に係る腐食試験装置においては、腐食流体を、導入流路
１４を介して前記の装置本体部１に導入する。その際、上述のように、試料表面において
腐食流体の流れに乱れが生じると、腐食反応の再現性が低下し、高精度な溶出量の測定が
困難となる。そのため、腐食流体が試料表面において層流となるように整流する必要があ
る。したがって、本発明に係る腐食試験装置は、試料表面との境界において、腐食流体が
層流となるように整流する整流部２を備える。
【００３４】
　整流部２の構成については、試料表面において腐食流体が層流になるように調整可能な
ものであれば特に制限はないが、例えば、腐食流体の動粘性係数および試験流路の幅に応
じて、下記（ｉ）式を満足する条件で試験流路内を流れるように腐食流体の体積流量を調
整可能な１つ以上の送流ポンプを含む構成とすることが望ましい。
　　２Ｆ／νｗ＜１０００　　　・・・（ｉ）
　但し、式中の各記号の意味は以下のとおりである。
　Ｆ：腐食流体の体積流量（ｍ３／ｓ）
　ν：腐食流体の動粘性係数（ｍ２／ｓ）
　ｗ：試験流路の幅（ｍ）
【００３５】
　また、上記の送流ポンプは、図２に示すように、前述の導入流路１４の途中および後述
の排出流路１５の途中のそれぞれに少なくとも１つずつ配置されることが望ましい（図２
における２ａおよび２ｂ。）。このような構成にすることで、装置本体部の流路における
腐食流体の圧力を静水圧にすることができるため、気泡の混入等を防止し、より精度の高
い腐食試験を行うことが可能となる。
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【００３６】
　また、整流部の構成は、図３に示すように、試験流路１３を導入流路１４および排出流
路１５の上方に配置し、試験流路１３と導入流路１４との間に上昇流路２３を設け、試験
流路１３と排出流路１５との間に、下降流路２４を設ける機構をさらに含むものとしても
良い。
【００３７】
　試験流路１３を導入流路１４および排出流路１５より上方に設けることにより、上昇流
路２３および下降流路２４が緩衝効果を発揮し、送流ポンプの脈動の影響を緩和させるこ
とができ、試料表面を流れる腐食流体の流れをより確実に層流にすることができ、腐食試
験の精度を向上させることができる。
【００３８】
　図５および６は、上昇流路２３および下降流路２４を備えた本発明に係る腐食試験装置
の装置本体部１を上面側から見た模式図である。図５に示すように、上昇流路２３および
下降流路２４は円状としても良いが、図５に示すように、試験流路１３の幅に近い幅を有
する長方形の形状とすれば、試料表面上を腐食流体が平行に流れ、より均一な流れとなる
ため、試験の再現性向上のためには望ましい。
【００３９】
　さらに、上昇流路２３および下降流路２４の付近では多少の上下方向への拡散が生じ、
流れが平行でないため、上昇流路２３および下降流路２４と試料との距離は１０ｍｍ以上
程度とすることが望ましい。
【００４０】
　３．回収部
　図１～３に示すように、試料表面を流れた後の腐食流体は、排出流路１５を介して回収
部３において回収される。回収された腐食流体を分析することによって、試料から溶出し
た元素量を定量的に測定することが可能となる。回収した腐食流体を分析するための装置
については特に制限はなく、公知の分析装置を用いれば良い。
【００４１】
　腐食流体が溶液である場合、溶液中の元素の濃度は微量であることが多いため、分析装
置として、ＩＣＰ－ＭＳを用いるのが望ましい。回収した溶液は、そのままインラインで
分析装置に供給することでリアルタイム分析を行っても良いし、例えば一定時間ごとに容
器に回収した後、個別に分析を行っても良い。また、得られた溶液を直接分析に供しても
良いし、濃縮、希釈、または試薬の追加等の処理を施した後、分析に供しても良い。
【００４２】
　なお、上述のように、腐食試験においては、試料表面から元素が腐食流体中に溶出する
だけでなく、溶出した元素が試料表面に二次的に析出し腐食生成物を生じ得る。そのため
、腐食溶液の分析だけでなく、腐食試験後に試料を取り出し、試料表面に析出した腐食生
成物を採取してその分析を行うこともできる。
【００４３】
　制御された腐食環境において、腐食による腐食生成物の種類、成分および析出量を明ら
かにすることによって、所定の腐食環境における腐食生成物の析出過程を明らかにすると
ともに、腐食生成物による腐食抑制効果の定量的な評価も行うことができるようになる。
【００４４】
　析出物の分析方法については特に制限はなく、例えば、腐食生成物の重量測定、ＸＲＤ
による腐食生成物の種類の特定、ＸＲＦ、ＥＰＭＡ、ＩＣＰ－ＯＥＳ、ＩＣＰ－ＭＳ等に
よる成分分析を行うことができる。
【００４５】
　４．調製部
　図１～３に示しているように、本発明における腐食試験装置は、調製部４をさらに備え
ており、調製部４で調製した腐食流体を装置本体部１に供給する構成とすることができる
。調製部４を備えることで、所定の腐食環境を再現するための腐食溶液を正確に調製する
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ことが可能となる。
【００４６】
　５．切替部
　本発明に係る腐食試験装置は、図２に示すように、２種以上の腐食流体を切り替えなが
ら装置本体部１に導入することが可能な切替部５をさらに備えていても良い。切替部５を
備えることによって、２種類以上の流体を交互に試料表面に流すことが可能となるため、
異なる腐食環境を連続的に再現することができるようになる。また、例えば、液体と気体
とを交互に装置本体部１に導入することで、湿潤工程と乾燥工程とを繰り返すことが可能
となる。
【００４７】
　以下、実施例によって本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限
定されるものではない。
【実施例１】
【００４８】
　図３に示す腐食試験装置を用いて腐食試験を行った。試料としては２５ｍｍ四方の純亜
鉛を用い、腐食流体としては酸素飽和状態の０．５質量％ＮａＣｌ溶液を用いた。回収し
た溶液中のＺｎ濃度をＩＣＰ－ＭＳを用いて一定時間ごとに分析し、Ｚｎ溶出量の経時変
化を求めた。また、試験後に試料を取り出し、試料表面に析出した腐食生成物だけを二ク
ロム酸アンモニウム水溶液を用いて選択的に溶解させ、その溶液中のＺｎ濃度をＩＣＰ－
ＯＥＳを用いて分析し、Ｚｎ析出量を測定した。結果を図７に示す。なお、図中の反応量
は溶出量に析出量を足した値である。
【００４９】
　図７からも分かるように、反応量と時間との間に極めて良好な正の相関関係が認められ
た。このことからも腐食環境下における腐食反応を極めて正確に再現し、それに伴う元素
の挙動を定量的に評価できていることが明らかである。また、元素の溶出量は、わずかで
はあるが時間の変化と共に上に凸の曲線を描いている。この結果は、析出物の生成による
腐食抑制効果の結果、溶出が時間とともに抑制されていることを反映しているものと考え
られる。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明によれば、制御された腐食環境において、金属材料表面から溶出する元素量を簡
易かつ正確に測定することが可能である。したがって、金属材料表面における腐食反応の
解明につながり、使用環境に最適な金属材料の選択に大きく貢献することができる。
【符号の説明】
【００５１】
１．装置本体部
２．整流部
　２ａ，ｂ．送流ポンプ
３．回収部
４．調製部
５．切替部
１１．試料
１２．設置部
１３．試験流路
１４．導入流路
１５．排出流路
２１．電気化学測定用電極
２２．観察窓
２３．上昇流路
２４．下降流路
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