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耐環境試験分野では、ISO/IEC 17025に基づく IECQ独立試験所の認定を取得

しており、より正しい試験を行うためのマネジメントシステムを運用しています。

耐環境テストラボ（試験所認定）

・2017年度最新版で取得（認定機関 JQA)

・公平性を担保し、第3者の視点で試験を実施

・ラボ全体で、セキュリティを確保

・すべての設備に対し点検・校正を実施

■環境試験

温度試験 ・低温（耐寒性） ・高温（耐熱性）

・温度変化（温度サイクル、熱衝撃）

温湿度試験 ・高温高湿（定常） ・高温高湿（定常状態促進）

・温湿度サイクル ・温湿度組合せ

・不飽和加圧水蒸気

腐食試験 ・塩水噴霧サイクル ・塩水噴霧

・二酸化硫黄 ・硫化水素

IECQ-L JQAJP13.0004

IECQ  ITL Approval

■対応試験機例
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Environmental Test Laboratory

温度サイクル試験機 結露サイクル試験機 恒温恒湿試験機 ガス腐食試験機 複合サイクル腐食試験機

ポイント

内容

・JIS C60068-2 シリーズの12項目に対して取得

担当者 中尾 （e-testlab@ml.jp.panasonic.com）



温湿度試験（温湿度ストレス）
Temperature and Humidity Test

■温湿度ストレス ■乾燥、多湿の繰返しストレス ■高温多湿ストレス ■蒸気圧ストレス
■高温ストレス ■乾燥ストレス ■低温ストレス ■高温と低温の繰返しストレス
■結露ストレス ■熱衝撃ストレス ■様々な国際規格 など

温度（湿度）サイクル試験後評価

・電子回路基板のはんだ耐久性試験評価【温度サイクル試験機】

【結露サイクル試験機】

拡大

・電子回路基板のイオンマイグレーション試験評価

実環境では様々な温度・温湿度ストレスが存在します。例えば下記のストレスに
製品がさらされた場合、その製品の信頼性・耐久性品質は大丈夫ですか？
トラブルの未然防止をサポートします。

＜一例＞

温湿度試験

・家電や住宅部材、電子部品や車載デバイス等、様々な製品に対応
・規格試験や要求品質等の試験に対応
・小型から大型まで、様々なサイズの製品試験に対応した試験機を保有

【大型恒温恒湿室】
内寸：W2400×H2900×D4000mm×2室
温湿度範囲：-40～+80℃、20～95％RH

特徴：◆温度変化速度：30℃/時間
◆低温連続運転（20日以上）可能
◆2kw負荷にも対応可能

【中型恒温恒湿室】

内寸：W1500×H1500×D1500mm
温湿度範囲：-40～+150℃、20～95％RH

特徴：◆温度変化速度：90℃/時間
◆高温高湿通電試験：85℃85％RH

断面
研磨

2
担当者 中尾 （e-testlab@ml.jp.panasonic.com）



温湿度試験（特別な温湿度試験 例Ⅰ）

3

Temperature and Humidity Test（Special Case Ⅰ）

担当者 中尾 （e-testlab@ml.jp.panasonic.com）

温度：-75℃～+180℃
湿度：10～98％RH
内寸：Ｗ850×Ｈ1000×Ｄ800mm
ケーブル孔：Φ100×左右に各１

最近の温湿度試験では、幅広い温湿度範囲・急速温度変化・熱負荷等の厳しい
条件を市場（公的規格試験や自動車関連）から求められるようになっています。
そういった厳しい条件にも対応できるよう試験をサポートします。

一般的な温湿度試験機 ハイパワー温湿度試験機

温湿度範囲
-40～+100℃
20～95％RH

-70～+180℃
10～98％RH

・-45℃⇔155℃において、20分で温度移行が必要な試験が可能
→急速温度変化が求められる車載関連に可能

従来機種

特別仕様
温湿度試験機

98％

95℃85℃

温湿度制御範囲

10℃ 30℃

60％
50％

20℃

30％
10％

・-70℃～+180℃と広範囲の温度試験が可能
・+90℃や+95℃で高湿度の試験ができ、

今まで出来なかった温湿度データ取得が可能
・温度20℃時 許容熱負荷5kWまで可能

一般的な温湿度試験機 特殊仕様 温湿度試験機

温度変化速度
（無試料、無負荷）

上昇時間：3.0℃/分
下降時間：2.0℃/分

-45℃⇔155℃
上昇時間：10.0℃/分
下降時間：10.0℃/分

【ハイパワー温湿度試験機】

特別な温湿度試験
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Temperature and Humidity Test（Special Case Ⅱ）

担当者 中尾 （e-testlab@ml.jp.panasonic.com）

従来機種

85℃80℃

特別仕様
温湿度試験機

開発した製品は小さな部品や部材でも、最終の製品は大きくなることがあります。
その小さな部品や部材だけの試験をしていませんか？
それだけではトラブルの未然防止は完全とは言えません。
製品の状態での試験をすることが必要です。そのための試験をサポートします。

・車載関連の厳しい温度、温湿度試験が可能

・大型製品の高温高湿通電試験［85℃85%RH］が可能

・温度、温湿度移行時間短縮による試験効率UPが可能

一般的な恒温恒湿室 特殊仕様 恒温恒湿室

温湿度範囲 -40～+80℃
20～95％RH

-50～+150℃
20～95％RH

温度変化速度
(無試料、無負荷)

上昇時間：0.5℃/分
下降時間：0.5℃/分

上昇時間：1.5℃/分
下降時間：1.5℃/分

95％RH

20℃

85％RH

50℃

50％RH

20％RH

温湿度制御範囲

特別な温湿度試験

温度：－50℃～＋150℃
湿度：20℃・50％RH～85℃・95％RH
内寸：Ｗ1500×Ｈ1500×Ｄ1500mm 
ケーブル孔：Φ100×左に3
床面面加重：100kg/㎡
棚面荷重：30kg/㎡

【ハイパワー中型温湿度試験室】

例：パワーコンディショナ

温湿度試験（特別な温湿度試験 例Ⅱ）



耐候（光）性試験(グローバルスタンダード)
Weather (UV) Resistance Test

5
担当者 中尾 （e-testlab@ml.jp.panasonic.com）

耐候（光）性試験にはいくつも光源があります。海外で主となるキセノンが、国内にも
拡がっており、現在、グローバルスタンダードである耐候（光）性試験をサポートします。

耐候性試験評価

・キセノンがグローバルスタンダードである理由は、太陽光の紫外線光波長と
キセノンの紫外線光波長が他の光源より近似しているためであり、
車載、住宅関連といった試験に多く使用されるようになってきています。

国内外の規格（参考）
対象 日本 米国 欧州 ISO

自動車 JASO D0205
JASO M346
JASO M351
JIS A1417

SAE J1885
SAE J1960
GM 9126P

DIN 76 202
VDA 621-4

ISO TC22 SC11
ISO 12097-2

樹脂材料 JIS K7350-1
JIS K7350-2

ASTM D2555
ASTM D4459
ASTM D5071

ASTM G26

DIN 83 385
DIN 83 387
NF C20-440

ISO 4892-1
ISO 4892-2

塗料 JIS K5400
JIS K5600

ASTM D4303 DIN 83 321
NFT 30-049

ISO 786-16
ISO 11341

ISO 105B（01～06）

繊維 JIS L0843
JIS L0843

AATCC  16E
AATCC 16F

ASTM D4355

DIN 64 004
BS 1006

ISO 105B

キセノンランプ太陽光

・国内外の規格試験に対応

・任意の試験条件に対応

・太陽光の3倍加速試験に対応

耐候（光）性試験機（アトラス社製）

温度範囲：BPT63±3℃
槽内湿度：50±5%RH
放射照度：162W/m2

波長範囲：300～400nm
散水：無し
規格：条件固定

装置の仕様を満たせば、任意な試験条件が可能

【強エネルギー対応キセノンウェザーメータ】

温度範囲：BPT55~89℃±3℃
槽内湿度：50±5%RH
放射照度：60～180W/m2

波長範囲：300~400nm,340nm
散水：有り,無し 任意選択可能
規格：国内外規格や車載も対応

耐候（光）性試験機（スガ試験機社製）

試験条件は固定

【強エネルギー対応キセノンウェザーメータ】



耐候（光）性試験(紫外線<UV>ストレス)
Weather (UV) Resistance Test

6
担当者 中尾 （e-testlab@ml.jp.panasonic.com）

樹脂材料、塗装品や木材など屋外、屋内環境下での使用で太陽光による変色や
紫外線劣化が起きないか心配ではないですか？ トラブルの未然防止をサポートします。

耐候性試験機

主に屋外で使用される樹脂材料や塗装品の耐候性試験

・紫外線波長に対する放射照度が強い試験
※但し、太陽光の紫外線波長と比べて相関性に乏しい

【デューパネルウェザーメータ】

【スーパーUVテスター】

【光源：紫外線蛍光ランプ】【光源：メタルハライドランプ】

試験後の特性計測

・強度計測・色差計測

・定常試験条件
温度範囲：BPT63℃±3℃
槽内湿度：50%±5%RH
放射照度：255W/ｍ2（300～700nm）
降雨条件：60分間照射中、12分間散水

試験前 試験後

試験後の紫外線
劣化による色変化を
測定、数値化します。

光沢や強度（引張他）等の
測定が可能です。

【サンシャインウェザーメータ】

【光源：カーボンアーク】

・光沢計測

・歴史のある試験機

300～400nm：1000W/㎡
サンシャインの約10倍

313nmのUV-Bに特化
30W/㎡

300～400nm：80W/㎡

［サンシャインウェザーメータ試験］ ［スーパーUV試験］ ［デューパネルウェザーメータ試験］

・太陽光
300～400nm：60W/㎡

・定常試験条件
温度範囲：BPT 63±3℃
槽内湿度：50％RH±5%
放射照度：30W/ｍ2 

試験サイクル：照射+暗黒湿潤の
繰り返し

・主な試験条件
温度範囲：BPT 63±3℃
槽内湿度：50％RH±5%
放射照度：1000W/m2

（100mW/cm2）
（JIS規格換算1500W /m2相当）
試験サイクル：照射、結露、休止



耐腐食性試験(腐食性ガス・塩水ストレス)
Corrosion Resistance Test

7
担当者 深見 （e-testlab@ml.jp.panasonic.com）

接点部品や回路基板、金属板や塗装鋼板等、大気汚染やアウトガスといった腐食性の
ガス、海水による腐食の影響は心配ありませんか？
接点不良や金属腐食についてトラブルの未然防止をサポートします。

ガス腐食試験

・大気中の腐食性ガスや部材からのアウトガスの影響を評価

・最大3種類（H2S、SO2、NO2）の混合ガス腐食試験が可能

【ガス腐食試験機】

複合サイクル腐食試験

・屋外で使用する金属材料や塗装品、
メッキ品の耐食性試験評価に対応

【複合サイクル腐食試験機】

・従来からの塩水噴霧試験の他、電気・電子分野の
塩水噴霧（サイクル）試験も対応可能

【市場との相関性が高い複合サイクル試験】

＜一例：JIS H8502 JASO M609 他＞

塩水噴霧
35℃
2h

乾燥
60℃
4h

湿潤
50℃95%RH

2h

試験後の特性計測
【測定器】

温度：+25～+80℃
湿度：50～80％RH
槽内サイズ：

W410×H250×Ｄ380mm
濃度： 500ppb～25ppm

槽内サイズ：単位mm
W 900×H250×D700
W1190×H300×D900

【接点部品の接触抵抗】 【基板の導通抵抗】

大気中のガス アウトガス

海岸沿い部材など

・500ppb～25ppmオーダーまでの濃度環境下でのガス腐食試験が可能



ＨＡＬＴ（高加速限界試験）
Highly Accelerated Limit Test

HALTとは、試験品に高速温度変化(60℃/分)と6軸ランダム振動を同時に印加
できる高加速限界試験で、製品・部品の弱い部分を顕在化し、また設計及び品質
評価の時間短縮に貢献します。

QualMark社製
Typhoon2.5

振動盤：762mm角
搭載量：max 145kg

6軸加振用
ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ(8機)

温度変化範囲：-100～200℃(60℃/min)
６軸ランダム振動：最大70Grms(10～5000Hz)

ストレス(温度、振動)をステップ状に加え、都度、
機能試験を行い、OK又はNGをチェックすることで
動作限界や破壊限界を明らかにします。

時間

１０
０

‐１０
‐２０

ＮＧ

Ｔ Ｔ＋５℃
ＯＫ：ＬＯＬ＝Ｔ＋５℃
ＮＧ：ＬＤＬ＝Ｔ

２０℃

時間

３０

４０
５０

６０
ＮＧ

Ｔ－５℃
ＯＫ：ＵＯＬ＝Ｔ－５℃
ＮＧ：ＵＤＬ＝Ｔ

Ｔ

２０℃

時間

LOL

UOL

時間

５

１５
２０

２５

１０

３０

０Grms

ＮＧ

０Ｇｒｍｓ
ＯＫ：ＶＯＬ＝Ｇ－５
ＮＧ：ＶＤＬ＝Ｇ

Ｇ

⑤温度・振動
複合ステップ ①低温ステップ

②高温ステップ

③急速温度変化ステップ

④振動ステップ

20℃

時間

0Grms

1(VDL/５)

VDL

LOL

UOL

2(VDL/５)

3(VDL/５)

4(VDL/５)

20℃

時間

0Grms

1(VDL/５)

VDL

LOL

UOL

2(VDL/５)

3(VDL/５)

4(VDL/５)

微摺動摩耗
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HALT(Highly Accelerated Limit Test)試験装置

担当者 高木 （reliability-ml@ml.jp.panasonic.com）

試験方法

活用事例

・はんだ接続部信頼性評価の
超短期評価（ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ部品）

・微摺動摩耗による接続不具合の再現

この他、不再現トラブルの再現、従来品と開発品の比較、他社品との比較評価等の実績があります。



Vibration Test

振動試験（振動ストレス）

実振動の再現、振動ストレス＋温湿度変化を駆使し、車載部品～大型システム
機器まで多種多様な製品の信頼性・耐久性の評価を通じてお困り事を解決します。

担当者 田村・大田黒 （reliability-ml@ml.jp.panasonic.com）

３軸同時振動試験

振動現場計測 計測データ解析 3軸振動波形作成

試験機へ
波形入力

・計測した実波形の３軸同時振動＋温湿度による複合環境下で現場を再現

・加振波形：
正弦波、ランダム波、実波形

・加速度：235.2m/s2（24G）
・周波数：5～1200Hz
・テーブル寸法：400×400mm 
・搭載重量： 最大100kg
・温度範囲： -55～175℃
・湿度範囲： 25～95%RH

３軸同時振動試験機

振動計測

現場環境へ
フィードバック

複合振動試験

・振動＋温湿度による複合環境を再現

＋

・加振波形：
正弦波、ランダム波、ショック波

・１軸単独加振
・加速度：774.2m/s2（79G）
・周波数：5～2000Hz
・テーブル寸法：500×500mm
・搭載重量： 最大200kg
・温度範囲： －65～175℃
・湿度範囲： 30～98％RH

温湿度ストレス振動ストレス

大型振動試験

・500kgまでの大型の包装
貨物からシステム機器の
評価対応可能

・加振波形：
正弦波、ランダム波

・２軸独立加振
・加速度：29.4m/s2（3G）
・周波数：正弦波 2～350Hz

：ランダム波 2～500Hz 
・テーブル寸法：1500×1500ｍｍ
・搭載重量： 最大500kg

輸送環境の再現
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様々な現場環境における振動発生源
交通、工場、精密機器、工事、居住等



Earthquake Test

地震試験

・過去に発生した地震を再現

→震度7クラスの兵庫県南部地震及び

東北地方太平洋沖地震を再現

地震試験の特徴

地震波を再現し、大型家具、家電、高所取り付け製品～大型システム機器まで、
多種多様な製品における耐震性、安全性の評価を行います。

・製品の機能確認

→震度3～震度7相当の震度階級により

感震センサ等の機能確認が可能

・製品の耐震限界性能を確認

→共振点探査にて弱点及び耐久性の確認

再現波形の例

波形 ：東北地方太平洋沖地震（南北）
観測点 ：宮城県仙台市
震度 ：６強
発生日 ：2011年 3月 11日

地震試験機

10担当者 田村・大田黒 （reliability-ml@ml.jp.panasonic.com）

地震試験環境

・加振波形：各地の地震再現波、正弦波、ランダム波

・２軸同時加振

・加速度：垂直4.9m/s2（0.5G）、水平9.8m/s2（1G）

・周波数：1～30Hz

・変位：垂直270mmp-p、水平520mmp-p 

・テーブル寸法：2000×3000ｍｍ

・搭載重量：最大1000kg



担当者 河内 （reliability-ml@ml.jp.panasonic.com） 11

Non-contact 3D Strain Analysis

非接触3次元ひずみ計測

デジタル画像相関（DIC）法を用いて、非接触で3次元でひずみを可視化します。
CAEの精度検証や、各種試験と組み合わせることで弾性率等も取得可能となり、
新材料の物性値の評価に活用できます。

原理 ┃ 計測対象の表面にスプレーなどによるマーキングを施し、マーカーの変位履歴を
2台のカメラで追跡することにより、視野内のひずみ分布を可視化

異種材料の熱ひずみ等、従来は実測困難な系においても測定可能
また、“実物”を“実測”するため、これまで判断に難しさのあった、
設計値やシミュレーション結果との妥当性検証も可能

引張試験時の
ひずみ分布

・引張試験による弾性率、ポアソン比計測
・実製品を恒温槽内に設置し、線膨張係数計測
・接着剤の厚さ方向の線膨張係数計測
・落下衝撃試験による落下時のひずみ計測
・基板に荷重を与えた際のひずみ計測

特徴

・面測定が可能
画像解析により非接触で面や立体方向の歪みを可視化可能
ひずみの集中箇所の特定など、画像認識ならではの活用が可能

・幅広い測定対象物
汎用材料はもちろん“薄膜” “微小領域” “柔軟材料” といった
材料においてもひずみの測定が可能

・微小変形から大変形まで測定可能
0.005～2000%以上ひずみの計測が可能

活用例 ┃ シミュレーション妥当性評価

《その他の計測事例》

・接合による残留ひずみ計測
・はんだ接合部のひずみ計測
・熱サイクル試験における部材変形量計測
・樹脂硬化収縮のプロセス可視化
・引張試験中のき裂進展可視化



担当者 斉藤 （reliability-ml@ml.jp.panasonic.com）

材料物性試験（機械物性）
Physical Property Test

■弾性率

（ヤング率)

■ポアソン比

■破断強度

■応力歪線図

（SSカーブ）

■摩擦係数 等

CAE（構造解析シミュレーション）や機構設計で必要な機械物性値（弾性率、

ポアソン比、摩擦係数など）の計測が可能です。高温や低温下での測定も可能です。

引張試験

圧縮試験

計測可能な項目

・材料、商品の

圧縮試験が

可能

曲げ試験

・ダンベル片を作製しにくいもの、

商品から切り出したサンプル

（短冊状）でも評価可能

・ひずみ計測は下記２種類で試験可能

- ひずみゲージ（接触式）

- ビデオ式非接触伸び計

・摩擦係数の計測

- 治具により摩擦係数計測可能（室温のみ）

■ 最大荷重：5ｋN、10ｋN

■ 最大ストローク：1100ｍｍ

（恒温槽使用時：400ｍｍ）

■恒温槽温度範囲：－30~＋200℃

装置の仕様

12

ビデオ式非接触伸び計計測事例

縦ひずみ

横
ひ

ず
み

ひずみゲージで計測しにくい
柔らかい材料の機械物性が計測可能

ポアソン比計測例

摩擦係数治具

5ｋN 10ｋN万能試験機（5ｋN,10ｋN)により

下記の試験が可能



Fatigue Test

疲労試験

担当者 宇津木・河内 （reliability-ml@ml.jp.panasonic.com） 13

小型疲労試験機恒温恒湿槽付
疲労試験機

・形式：MMT-250N

・荷重範囲：±250N

・ストローク範囲：±10mm

・温度範囲：-35 ~ 250℃

・形式：EHF-U

・荷重範囲：±20kN

・ストローク範囲：±50mm

・温度範囲：-40 ~ 180℃

・湿度範囲：30 ~ 85%

金属材料、樹脂やゴム、接着接合部など、幅広い構造材料の疲労寿命を

試験片や実製品で評価可能です。

-20℃

温度

25℃

40℃

荷重
温度

荷重
300N

30N

特徴
②

温湿度と疲労試験の
組み合わせが可能

特徴
①

温度サイクルと荷重サイクル
の組み合わせが可能

時間

<試験イメージ>

温度

湿度

30%

-40℃ 180℃

温湿度制御可能範囲

85%

85℃

・85℃85%の環境で試験可能
・温度範囲は-40~180℃

熱＋機械の複合応力の負荷が可能

20℃

【各種疲労試験】

・規格試験

・実製品（治具設計から対応いたします）

・S-N曲線の作成（定応力）

・E-N曲線の作成（定ひずみ）

上記の試験は、温度と湿度を制御した環境下で試験可能です。



Fatigue Life Simulation

疲労寿命シミュレーション

担当者 宇津木・河内 （reliability-ml@ml.jp.panasonic.com） 14

複雑な負荷に対する疲労寿命をシミュレーションにより予測することで、
疲労耐久性評価期間の短縮に貢献いたします。

＜評価の流れ＞

疲労破壊とは、繰り返し荷重が付加されると材料が破壊される現象です。疲労破壊が起こるまでの荷重の
繰り返し回数のことを疲労寿命と呼びます。疲労寿命を予測することは、部品設計を行う上で重要です。

一般的に、製品・部品は熱応力や機械的応力がかかる環境で使用されます。熱応力と機械的応力が
組み合わさった複合応力の負荷に対する疲労寿命をシミュレーションにより予測可能です。

疲労寿命シミュレーション

設計段階で弱点を見つけることで、工数削減・開発期間短縮が可能です。



Adhesive AI Diagnosis

接着AI診断（破壊モード、破壊強度）

担当者 宇津木・斉藤 （reliability-ml@ml.jp.panasonic.com） 15

接着AI診断により、破壊モードや破壊強度が試験レスで予測可能となり、
接着剤や被着体の材料選定のスクリーニングが可能です。

接着剤を用いた固定法は、ねじ固定や溶接よりも簡便かつ意匠性の観点から注目を集めていますが、
接着の強度を確保するためには、凝集破壊（接着剤で破断）であることが大切です。凝集破壊にな
る条件は、被着体の表面状態、接着剤の種類など、様々な条件が複雑に関係しています。

プロダクト解析センターでは、AIを駆使したアプリにより、試験を行うことなく接着剤の破壊モードや
接着強度を予測し、お客様に開発期間短縮となるソリューションを提供いたします。

＜評価の流れ＞

接着剤＆

被着体の

データ入手

（データシート等）

接着AI診断

アプリに

データ入力

（接着剤種など）

破壊モード

もしくは

接着強度を

出力

界面で破断接着剤で破断

凝集破壊 界面破壊

被着体

被着体

接着剤

被着体

被着体

被着体

接着剤

※現在、対応可能な接着剤や被着体は限られておりますが、 今後、対応種類を増やす予定です。
また、ご要望ありましたら特定の接着剤や被着体についても、
AIデータ取得からAI診断アプリの構築まで可能です。

接着剤

※接着強度は重ね合わせ接手（右図）を
想定した破壊強度（MPa）となります

AI



高分子材料は時間の経過とともに性能が低下（経年劣化）します。
その原因は酸化や加水分解による材料そのものの強度低下や接着剤界面への水分侵入による
強度低下と言われており、当社では理論式に基づいた寿命予測を行っています。

例：アレニウス法：ある温度での化学反応速度を予測する手法

加速試験から得られるアレニウスプロットを用いて、
樹脂や接着強度の寿命を予測します。

Durability test of Resin and Bonding

担当者 宇津木 （reliability-ml@ml.jp.panasonic.com）

樹脂や接着は軽量・意匠性・汎用性といった様々なメリットがある一方で、
“劣化”というリスクを含む材料です。使用環境下における長期耐久性を評価します。
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樹脂・接着の長期耐久性試験

2┃劣化進行度の評価

1┃温湿度加速による寿命予測

k：反応速度、A：定数、Ea：活性化エネルギー
R：気体定数、T：絶対温度𝒌 = 𝑨𝒆𝒙𝒑(−

𝑬𝒂
𝑹𝑻

)

加速試験品と実際の暴露試験品を比較するこ
とにより、加速試験の加速倍率を推定することが
できます。

また、推定された加速倍率から、加速試験環境
下で経年劣化品を模擬再現することや現行の
耐久性試験の相当年数の算出が可能です。

3┃経年劣化品の模擬再現

紫外線による劣化は樹脂表面から徐々に
内部に進行し、強度低下に至るとされています。

樹脂の深さ方向の劣化状態をFT-IRにてマッピン
グ観察することで、内部劣化の進行度を評価す
ることが可能です。

最表面内部

小 劣化 大

30年相当品



Chemical Resistance Test / Solvent Crack Test

担当者 高木 （reliability-ml@ml.jp.panasonic.com）

使用環境下で用いられる薬品による、樹脂材料の割れ/クラックの可能性を評価し、
開発初期段階にて材料スクリーニングやケミカルクラックのリスク評価に活用できます。

17

耐薬品性試験

試験前 試験後

耐薬品性試験

12水準の定歪環境下にて、薬品によるケミカルクラックの発生の有無を評価

アウトプット例┃ 外観変化(割れ/クラック等)が発生した時の歪値(臨界歪)を導出

サンプル 臨界歪

品番 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 （％）

A ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ × × × × 0.6

B ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ × 0.6

C ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ 0.8

A ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ × × 0.6

B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ × × 1.0

C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ 1.2

歪（％）
薬品

現行樹脂

代替候補樹脂

○：問題なし　△：クラック　×：破断

試験の流れ┃ ※試験片作成から承ります

活用例┃ ・ 仕様変更を検討している樹脂同士の優劣比較 ・設計時の安全率算出（形状検討/ねじ締結のトルク基準) など

https://1.bp.blogspot.com/-jpmc-n7700M/Vy2wkkYSjxI/AAAAAAAA6gQ/YYlbIf7uxGondtd4jv_n1skTTT4XeieWACLcB/s800/syousyuzai_spray_musyu.png
https://2.bp.blogspot.com/-bKwcpIfDwdI/UsZtOjumaVI/AAAAAAAAcz0/oKnSlf-4BwM/s800/senzai_syokki.png


燃焼試験・塵埃試験

自然に堆積する粉じんの影響を評価します。

担当者 後藤 隆（reliability-ml@ml.jp.panasonic.com）

Dust Test

塵埃試験（じんあいしけん）

家電機器、電子部品、自動車部品に対する粉塵（ふんじん）の影響や耐塵性（た
いじんせい）を確認できる塵埃試験を通じて、お困りごとを解決いたします。

浮遊粉塵試験（ふゆうふんじんしけん）

参考規格：JIS D 0207 区分F2～3

粉体：JIS Z 8901の8種に対応
※他の粉体の投入については別途ご相談ください。 粉体：JIS Z 8901の1～15種、

綿埃：毛、綿、化学繊維
コットンリンタに対応

※他の粉体の投入については別途ご相談ください
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降下粉塵試験（こうかふんじんしけん）

製品の筐体内への侵入の有無（密閉性）を
評価します。特にIP6Xでは、サンプル筐体内を
減圧し、粉じん雰囲気に曝露します。

降じん試験（こうじんしけん）

参考規格：JIS C 60068-2-68 区分Lb

粉体：
タルク（専用）

粉体：石英（EQDF）など
※他の粉体の投入については別途ご相談ください

IP6X/IP5X 粉じん試験
参考規格：JIS C 0920 (IEC60529)

試験槽内の底面に粉体置き、エアーで
吹き上げることにより、粉じん槽内に浮遊さ
せます。粉じんに曝露された供試品の
機能異常の有無を確認、あるいは
粉じんの付着・侵入量、などを評価します。

試験槽上方から塵埃を導入、自然降下させ、
製品上に堆積させます。また、土埃（つちぼこ
り）と綿埃（わたぼこり）の導入が可能。屋内
や車内、屋外に近い工場などの開放空間を模
した塵埃雰囲気下で製品を評価します。

ファンを用いて
浮遊粉塵とともに
気流をサンプルに
向けて流します。
風速：~2ｍ/s

※上記は参考規格外の
粉じんの堆積量です。

下図のような気流を与えることも可能です

槽内湿度：～25%rh
降下粉塵量（24ｈ）：5g/m2～30g/m2
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【お問い合わせ先】

reliability-ml@ml.jp.panasonic.com

2022.4.1

プロダクト解析センター

ホームページもございますので
そちらも併せてご覧ください。
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製品の脆さ・弱さをあぶりだす

部品・材料の「健康状態」を的確に診断。

製品寿命の設計課題に適切な解決方法を提案し，

製品不良の未然防止に貢献します。

【発行元】
〒５７１－８６８６
大阪府門真市大字門真１０４８番地

パナソニック ホールディングス(株)
プロダクト解析センター 信頼性ソリューション部

信頼性のホームページはこちら


