










燃料油添加剤 Wax Breaker の検証試験方案 
Test procedure for verification test of fuel oil additive “Wax Breaker” 

1 December 2017 
 

＜試験目的＞  
本試験の目的は、燃料油添加剤 Wax Breaker による、留出燃料油に対する低温流動性の改

善効果について検証を行う事である。検証試験は、第三者機関（日本海事検定協会）の試

験場にて、Class NK 検査員立会いのもと実施する。 
 
<Purpose> 

The purpose of this test is to verify the improving performances for cold flow property of the 
distillate fuel oil, to which fuel oil additive “Wax Breaker” is dosed. 

The verification test is carried out with attendance of Class NK surveyor at a laboratory of a third 
party organization (Nippon Kaiji Kentei Kyokai, hereinafter called NKKK). 

 

＜試験方法＞ 

各種燃料油（MGO、LSGO）に Wax Breaker を各々の体積割合で添加し、各種燃料油に対

する低温流動性の改善効果を、目詰まり点（Cold Filter Plugging Point: CFPP）、及び流動点

（Pour Point: PP）を計測する事により、検証する。 
1. 試験対象の燃料油（MGO、LSGO）に対して Wax Breaker を添加したサンプルを用意す

る。 
2. Wax Breaker が添加された（または添加されていない）燃料油について、低温目詰まり

点（CFPP）、及び流動点（PP）を計測する。 
3. これらの低温流動性の評価項目 CFPP 及び PP の数値の比較から Wax Breaker の各種燃

料油に対する低温流動性の改善効果を検証する。 
 

<Test procedure> 
Dosing Wax Breaker to each test fuel oil (MGO, LSGO) at corresponding volume ratio, it is verified 

that the improving performances for cold flow property of the test fuel oil by means of measuring 
the Cold Filter Plugging Point (hereinafter called CFPP) and Pour Point (hereinafter called PP). 

1. Prepare samples, which are Wax Breaker is dosed to the test fuel oils (MGO, LSGO). 
2. Measure the Cold Filter Plugging Point (CFPP) and the Pour Point (PP) for test fuel oils, to 

which Wax Breaker is dosed (or not dosed). 
3. Verify the improving performances for cold flow property of the test fuel oils, to which Wax 

Breaker is dosed, by comparison of each numerical value of CFPP and PP as evaluation items 
of cold flow property. 

 

＜供試燃料油＞ 

 CFPP [°C] PP [°C] 

MGO 14 15 

LSGO A 7 6 

LSGO B 0 0 

※各種供試燃料油の一般性状については、密度（15 度）、動粘度（40 度）、硫黄分、曇り点

（CP）、CFPP、及び PP を測定する。 
<Test fuel oils> 

 CFPP [°C] PP [°C] 

MGO 14 15 

LSGO A 7 6 

LSGO B 0 0 

※For general properties of test fuel oils, measure density@15°C, kinematic viscosity@40°C, sulfur 
content, cloud point (hereinafter called CP), CFPP and PP. 



 

＜試験手順＞ 

1. 室温（約 20℃）に保管しておいた各種供試燃料油（MGO、LSGO）の Wax Breaker 無添

加時の CFPP、及び PP を計測する。 

2. Wax Breaker の添加率（体積比 1/2000、1/1000、1/500）を変えた各種供試燃料油（MGO、

LSGO）について、CFPP、及び PP を計測する。 

3. 1.および 2.で計測した値を比較し、Wax Breaker の低温流動性の改善効果を検証する。 
※各種試験は、Class NK 検査員立会いのもと実施する。 
 
<Test methods> 

1. Measure CFPP and PP of test fuel oils (MGO, LSGO) stored at room temperature 
(approximately 20 °C) without dosing of Wax Breaker. 

2. Measure CFPP and PP of test fuel oils (MGO, LSGO) with different dosing volume ratio of 
Wax Breaker (volume ratio 1/2000, 1/1000 and 1/500). 

3. Comparing measured values above mentioned 1. & 2., verify the improving performances for 
cold flow property of the test fuel oils by Wax Breaker. 

※ All test items are carried out with attendance of Class NK surveyor. 
 

＜試験結果＞ 
<Test results> 

（表-1）各種供試燃料油（MGO、LSGO）に対する Wax Breaker による低温流動性の比較表 
(Table-1) Comparison table for cold flow property of the test fuel oils (MGO, LSGO) 

by Wax Breaker 

Wax Breaker 

添加率 

Dosing 

Volume 

ratio 

供試燃料油 

Test fuel oils 

無添加 
Without additive

 

[°C] 

添加 
With additive 

1/2000 

[°C] 

添加 
With additive 

1/1000 

[°C] 

添加 
With additive 

1/500 

[°C] 

CFPP PP CFPP PP CFPP PP CFPP PP 

MGO         

LSGO A         

LSGO B         

 

（表-2） 各種供試燃料油の一般性状 (Table-2) General properties of test fuel oils 
試験項目 

Test items 

 

 

試験規格 

Test standard 

密度@15°C 

（Density 

@15°C） 

[g/cm3] 

JIS K 2249 

ISO 12185 

動粘度@40°C 

（Kinematic 

Viscosity@40°C） 

[mm2/s] 

JIS K 2283 

ISO 3104 

硫黄分 

（Sulfur content）

[%] 

 

JIS K 2541 

ISO 8754 

曇り点 

（CP） 

[°C] 

 

JIS K 2269

ISO 3015 

低温目詰まり点 

（CFPP） 

[°C] 

 

JIS K 2288 

IP 309 

流動点 

（PP） 

[°C] 

 

JIS K 2269 

ISO 3016 

MGO       

LSGO A       

LSGO B       

 


