
 

平成１４年度成果報告書平成１４年度成果報告書平成１４年度成果報告書平成１４年度成果報告書    

    

重要地域技術研究開発重要地域技術研究開発重要地域技術研究開発重要地域技術研究開発    

    

    

    

「エコ･テーラードトライボマテリアル創製プロセス「エコ･テーラードトライボマテリアル創製プロセス「エコ･テーラードトライボマテリアル創製プロセス「エコ･テーラードトライボマテリアル創製プロセス    

技術の研究開発／ナノメートルオーダーで制御された技術の研究開発／ナノメートルオーダーで制御された技術の研究開発／ナノメートルオーダーで制御された技術の研究開発／ナノメートルオーダーで制御された    

マテリアル創製プロセス技術の研究開発」マテリアル創製プロセス技術の研究開発」マテリアル創製プロセス技術の研究開発」マテリアル創製プロセス技術の研究開発」 

    

    
    
    
    

平成１５年８月平成１５年８月平成１５年８月平成１５年８月    
    
    
    
    
    
    
    

新エネルギー･産業技術総合開発機構新エネルギー･産業技術総合開発機構新エネルギー･産業技術総合開発機構新エネルギー･産業技術総合開発機構    

委託先委託先委託先委託先    株式会社イオン工学研究所株式会社イオン工学研究所株式会社イオン工学研究所株式会社イオン工学研究所

    

    



    

    

重要地域技術研究開発重要地域技術研究開発重要地域技術研究開発重要地域技術研究開発    

    

    

    

「エコ･テーラードトライボマテリアル創製プロセス「エコ･テーラードトライボマテリアル創製プロセス「エコ･テーラードトライボマテリアル創製プロセス「エコ･テーラードトライボマテリアル創製プロセス    

技術の研究開発／ナノメートルオーダーで制御された技術の研究開発／ナノメートルオーダーで制御された技術の研究開発／ナノメートルオーダーで制御された技術の研究開発／ナノメートルオーダーで制御された    

マテリアル創製プロセス技術の研究開発」マテリアル創製プロセス技術の研究開発」マテリアル創製プロセス技術の研究開発」マテリアル創製プロセス技術の研究開発」 

    

    
平成１４年度成果報告総括平成１４年度成果報告総括平成１４年度成果報告総括平成１４年度成果報告総括    

    
    
    

平成１５年８月平成１５年８月平成１５年８月平成１５年８月    
    
    
    
    
    
    
    

新エネルギー･産業技術総合開発機構新エネルギー･産業技術総合開発機構新エネルギー･産業技術総合開発機構新エネルギー･産業技術総合開発機構    
委託先委託先委託先委託先    株式会社イオン工学研究所株式会社イオン工学研究所株式会社イオン工学研究所株式会社イオン工学研究所    



    
目 次      

Ⅰ．研究開発の目的・意義、関連技術および目標··············································１ 

１．目的・意義 ·····················································································１ 

２．関連技術動向 ··················································································１ 

３．研究開発の目標 ···············································································３ 

 

Ⅱ．研究開発計画の内容 ···············································································４ 

１．研究開発の概要 ···············································································４ 

２．各要素研究開発の概要 ······································································４ 

 

Ⅲ．平成１４年度成果総括 ············································································１１ 

１．ナノ構造材料創製技術の研究開発 ·······················································１１ 

２．開発技術の実証 ···············································································１２ 

３．全体まとめ ·····················································································１４ 

 

Ⅳ．英文概要 ······························································································１５ 

 

Ⅴ．海外出張報告 ························································································２１ 

 

Ⅵ．研究開発担当者 ·····················································································２７



- 1 - 

Ⅰ．研究開発の目的・意義、関連技術および目標  

 １．目的・意義  
 近年、輸送機械等の熱機関から排出される炭酸ガス、環境汚染物質に対する排出

規制等環境保全に対する要請や燃焼効率の向上による省エネルギー化に対する社会

的要請が高まっている。こうした動きに対して、自動車のピストンリングやカム・

シム等のエンジン部材においては、燃料直接噴射化やEGR(排気ガス再循環)割合の増
大あるいは燃焼筒内圧力の増加などの対策が検討されている。しかし、これらの対

策はいずれも使用条件の過酷化をもたらすものであり、材料の摩耗増や焼き付きの

発生を招き機械部品の寿命短縮に繋がる。  
 本研究開発では特に、自動車エンジンのピストンリングやカム・シム等のエンジ

ン部材を対象として、環境保全や省エネルギーニーズに対応できるトライボマテリ

アルを創製するプロセス技術を開発することを目的とする。  
 地球の温暖化や資源の有限化が指摘されている現在、環境保全および省エネルギ

ーは人類が将来に亘って快適に生存していくために避けて通れない課題であり、今

後とも規制の強化が予想される。しかし、単なる規制の強化は上述したように、材

料の摩耗増や焼き付きの発生を招き機械部品の寿命短縮に繋がり、経済的な損失を

招きかねない。こうした問題を回避するため、環境保全や省エネルギーニーズに対

応できるトライボマテリアルを創製するプロセス技術を開発することは機械の寿命

を損なうことなく規制強化に対応する上で不可欠であり、社会的、経済的に意義が

大きい。  
  
 ２．関連技術動向  
 機械部材表面の耐摩耗性を向上させるために、従来、電気化学的表面処理である

クロムめっきや窒化による表面硬化処理が行われてきた。が、クロムめっきでは廃

液処理等環境上の問題を有している。また、最近では、イオンプレーティング法な

どを用いて、TiN等の窒化物系硬質被膜を被覆するようになってきている。しかし、
これらは安定相の単一組織からなり、そのトライボ性能には限界がある。  
一方、最近実施された「先進機能材料」プロジェクトや海外研究機関等において、

二種類の物質をnmオーダーで積み重ねた超格子被膜や複数の組織構造からなる被膜
が従来の単一構造の被膜に較べて高い硬度を示す等優れた特性を発揮することが報

告され始めている。こうした萌芽的研究結果を更に発展させるとともに実用化を図

る上での諸課題を解決したトライボマテリアルを開発することが重要な課題となっ

ている。  
（カム・シム）  
 従来、カム材料には鉄基高クロム合金の焼結部品が、シム材料にはSCM415等の浸

炭焼き入れ鋼が用いられていた。しかしながら、これらの材料はそれ自体同士（固

体接触）の摩擦係数が高く、エンジンオイル下でも摩擦抵抗は大きいものになる。  
 その対策として、カム・シム接触部の表面粗さを鏡面に近い状態やエンジン油を

保持しやすい形態に加工することなどが試みられている。しかし摩擦抵抗で30%減が
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限界であり、工業的に考えてこれ以上の表面粗さ改善は困難が予想されている。  
また、カムまたはシムの表面をTiNでコーティングすることも試みられている。これ

によって摩擦抵抗の40%低減を実現している。この他、ダイヤモンドライクカーボン

（DLC）膜は、固体潤滑効果が大きく摩擦抵抗、摩耗量の低減が認められるが、密着

力が弱いために実用化には至っていない。これら表面改質技術は、有効な方法であ

ることには違いないが、更なるエンジンの改良に伴う、高負荷下での摺動において

は、一層の低摩擦化、特性安定などが求められている。  
（ピストンリング）  
 ピストンリング用表面処理として代表的なものは硬質Crめっきであり、現在、約6
0％のピストンリングにこの処理が施されている。ただし、Crめっきには有害な6価
クロムイオンを含むめっき浴が使用されるため、廃液処理という環境上の問題があ

る。ついで、マルテンサイト系ステンレス鋼にガス窒化処理を施したものが多い。

これは硬質Crめっきに比べ、耐摩耗性には優れるが、耐焼き付き性は劣るといった
特徴を有している。その他、摺動条件の厳しい一部のエンジンには、PVD法によるT
iN、CrNといった窒化物系硬質被膜を被覆したピストンリングが採用されている。し
かし、近年の排出ガス規制等の強化に伴うピストンリングの使用環境の過酷化に対

応するためには、尚一層のトライボ性能の向上が求められる。このような状況にあ

って、一部、硬質炭素系皮膜（DLC）等が、高耐摩耗、高耐焼き付き、低フリクショ
ンといった優れたトライボ特性を示すことも見いだされている。が、ピストンリン

グに適用するためには、膜厚、密着性共に課題を残しており、あくまで実験段階に

とどまっている。現行プロセスに依存している以上、こうした状況からの脱却は困

難と思われ、プロセス変更を含めた新技術の開発が望まれている。  
（カム・シム用トライボ材料評価技術）  
トライボ評価技術としては、基礎的には、ボール/平板、円柱/平板などの組み合わ

せによる試験をオイル中で行っている。また、材料の焼き付き性は、4つの球を組み

あせて摺動させ、その焼き付き荷重から求められている。しかし、これらの評価方

法は、あくまで基礎的な知見としての位置付けである。実際にカム・シムに適用し

たときのトライボ評価技術としては、カム・シム対を実機に近い条件下で運動させ、

そのトルクを検出したり、摩耗量を測定することで、摩擦低減や耐摩耗性を調査し

ているのが、一般的である。これは、カム・シムの摺動においては、接触荷重がバ

ルブスプリングの変位によるため、常に変動することなどで複雑なためである。こ

のため、カム・シム対を用いる評価手法は、その解析が困難であり材料開発に有益

な情報が得にくいこと等の問題が存在している。  
（ピストンリング用トライボ材料評価技術）  
現行ピストンリングのトライボロジー評価手法として、ピンオンディスク型摩擦試

験機、ピンオンロータ型摩擦試験機、往復動摩擦試験機等がある。その中でも、往

復動摩擦試験機による評価結果が、エンジン実機における評価結果と良い相関を示

している。しかし、これらの評価装置は、あくまでCrめっきや窒化といった従来材
を対象に設計されているため、評価の対象となる被膜のトライボ特性が向上した場

合には、状況に応じた評価方法の改良が必要となる。  
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３．研究開発の目標  
 （１）目標  
 1~100μm厚の範囲にあるトライボマテリアルを対象として、耐久性について、基
準摩擦試験機（実機条件のシミュレーションが可能な摩擦試験機）によるエンジン

油潤滑下での評価で現用材料（ピストンリング：Crメッキ、カム・シム：浸炭焼入
れ鋼材）の５倍以上、生分解性潤滑油下では現状と比較して同等以上となることを

目標とする。密着性については現用材料に比較して同等以上となることを目標とす

る。  
 （２）目標設定理由  

  自動車のエンジン部材において検討されている燃料直接噴射化やEGR(排気ガス再
循環)割合の増大あるいは燃焼筒内圧力の増加などの環境保全および省エネルギー対
策が実施されると、ピストンリングあるいはカム・シムは２～５倍程度の摩耗増加

が予想されることから、５倍以上の耐久性向上を目標とする。  
また、潤滑油については現行の鉱油系等の潤滑油は環境汚染抑制の観点から規制さ

れる動きにあり、廃油処理の容易な生分解性潤滑油の研究が進められている。しか

し、生分解性潤滑油は潤滑性能が劣るため、これに対応する材料の開発が必要であ

る。生分解性潤滑油を採用するに際しては現行と同等の耐久性の維持が求められる

ものと考えられることから、現行潤滑油下と同等としたが、生分解性潤滑油を用い

た時の材料の摩耗に関するデータは現在見あたらないことから研究が進捗した段階

で見直しが必要と考えられる。  
密着性については、現在一部で適用されているCrめっきやTiNやCrN被覆で問題なく
使用されていることから、これらと同等の密着強度以上を目標とする。  
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Ⅱ．研究開発計画の内容  
 １．研究開発の概要  
具体的な適用部材として、自動車エンジンのピストンリングあるいはカム・シムの

シムとした。これら部品の使用環境、条件の過酷化に耐え得るトライボマテリアルを目

指し、イオンプロセスを有効に用いてナノメートルオーダーで組織制御した複合組成、

構造のトライボマテリアルを創製する技術を開発する。最初に、ナノメートルオーダー

で組織制御可能なプロセスの開発と高耐久性、耐焼き付き性等優れたトライボ性能を発

揮する複合材料系の検討、選定を行い、開発目標達成のための指針を明らかにする。次

に、開発技術をピストンリングあるいはカム・シムへ適用する開発研究を行う。また、

実際の使用条件をシミュレートできる摩耗試験方法の検討を行い、開発材のトライボ性

能の評価を行うと共にその結果をプロセス、材料開発にフィードバックし、より高性能

化を図る。  
研究開発項目の体系図を図１に、研究体制を図２に示す。  

また、研究開発スケジュールを表１に示す。  
 

 ２．各要素研究開発の概要                 
（１）TM110ナノ組織制御プロセス技術  
（研究内容、目的）  
 本要素研究では、自動車エンジンのピストンリングあるいはシムに関する開発目

標を達成するためのプロセスおよび材料開発指針を明らかにすることを目的とする。 
上述したように現在開発されている単一組織、構造の被膜ではトライボ性能に限界

がある。このため、本研究ではそれぞれ特徴のある物質を選定し、それらの複合材

料化を試みる。  
同時にその効果を最大限発揮させるため、イオン工学的手法を効果的に用いたナノ

メートルオーダーで組織制御可能なプロセスを開発する。  
 （目標と課題、研究手法）  
 現用材（（ピストンリング用：Crめっき、カム・シム用：浸炭焼入れ鋼材）に比
較して５倍以上の耐久性と同等以上の密着性を持ち、更に、ピストンリングについ

ては現行Crめっき材の倍以上の耐焼き付き性を、また、カム・シムについては摩擦
抵抗を現行浸炭焼入れ材の1/2以下となる性能のトライボマテリアルを創製できるプ
ロセスと成分系を明らかにすることを目的とする。  
これら部品の耐摩耗性を改善するため、最近、イオンプレーティング法などを用

いて、TiNやCrN等の窒化物系硬質被膜を被覆することが行われるようになってきて
いる。しかし、これらは安定相の単一組織からなり、そのトライボ性能には限界が

あった。そこで本研究開発では優れたトライボ性能を有する２種以上の組成あるい

は相からなるナノメートルオーダーで制御された複合組織、構造の被膜を形成する

ことによって、従来材を越える上記性能を有するトライボマテリアルを創製できる

プロセス技術を開発する。最初、小試験片を用いた研究を行って、上記性能を達成

可能なプロセスと成分系を明らかにし、その成果を、TM120異物質分散型皮膜実用化
技術研究グループあるいはTM130複合セラミック被膜実用化技術研究グループに提
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示する。これらグループにおいて開発技術を適用したカム・シムあるいはピストン

リングを試作し、また、実際の使用条件をシミュレートした評価試験を行い、その

結果に基づいて成分系の見直しおよびプロセスの高性能化を行う。  
また、TM150グループにおいて開発材のトライボ性能発揮メカニズムに関して基礎的
な研究を行い、開発の参考指針とする。                   

 （２）TM120異物質分散・積層型皮膜実用化技術  
 （２－１）TM121カム・シム用トライボ複合被膜作製技術  
（研究内容、目的）  
 燃費改善、将来の燃費規制強化への対応を目指して、動弁系の摩擦抵抗低減を試

みる。この分野では、低速回転（アイドリング）時における固体接触の摩擦係数を

低減することが重要であり、単一組織のTiNやCrNでは十分な低減が図れていない。  
また、環境規制強化の為に、排ガス規制が強化され、エンジンの燃料直噴射化、Ｅ

ＧＲ化が進められている。このような試みは、材料に対して過酷なものとなり、面

圧上昇による焼き付き発生、摩耗量の増大が起こる。したがって、従来材以上の耐

摩耗性向上、耐焼き付き性向上が必要である。  
 本要素研究開発ではトライボ材料系の研究開発を行うと共にナノメーターオーダ

ーで制御されたトライボマテリアル創製技術をシムに適用して、上述した要求に応

えるトライボ複合被膜を有するシム作製技術を開発する。  
（目標と課題、研究手法）  
 1~10μm厚の範囲にあるトライボマテリアルを対象として、耐久性について、基準
摩擦試験機（実機条件のシミュレーションが可能な摩擦試験機）によるエンジン油

潤滑下での評価で現用材料（浸炭焼入れ鋼材）の５倍以上、生分解性潤滑油下では

現状と比較して同等以上とする。密着性については現用被覆材料（TiNまたはCrN）
に比較して同等以上とする。また、摩擦抵抗については現行浸炭焼入れ鋼材の1/2以
下を目指す。これら性能を表面に有せしめたカム・シムを作製することを目標とす

る。材料開発は、既存のイオンプロセス（真空アーク放電蒸着法、スパッタ法等）

を用いて、シム表面に上記特性を有する薄膜材料を被覆する。この場合の薄膜材料

は、難拡散性金属あるいは摩擦熱により軟化したり、酸化して潤滑性を示す物質、

潤滑剤のない条件下で摺動特性に優れている物質等をTiN,CやCrN,Cなどのベース系

物質とナノオーダーで複合させる。初期にベース系及び複合材料の選定を行い、膜

組成、膜構造を調査する。その後、それらトライボ複合被膜を有するカム・シムの

作製を試みる。  
（２－２）TM122カム・シム用トライボ材料評価技術  
（研究内容、目的）  
実機でのカム・シム間の摩擦/摩耗特性をシミュレートできる摩擦摩耗評価手法を

確立し、その支配因子を調査することで、必要な材料特性を明らかにする。得られ

た必要材料特性を基に被膜開発の参考とする。  
（目標と課題、研究手法）  
 実機でのカム・シム間の摩擦/摩耗特性をシミュレートできる摩擦摩耗評価手法を

確立し、材料開発への有効な情報を得る。  
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 評価手法の確立を目指して、実機カム・シムの摩擦/摩耗特性を評価できる設備を

設計、導入する。これによる知見とその他の基礎的トライボ評価手法、機械的特性

の評価手法との組み合わせにより、カム・シムの摩擦/摩耗特性の向上に必要な膜特

性を明らかにして材料開発の指針とする。  
 （３）TM130複合セラミック被膜実用化技術  
 （３－１）TM131ピストンリング用トライボ複合被膜作製技術  
（研究内容、目的）  
 先にも述べられている通り、EGR機構の導入や燃焼圧力の上昇、更には長寿命化要
求等、ピストンリングの使用環境は過酷さを増す一方であり、こうした状況に対応

することが最重要課題となっている。しかし、現行プロセスによる、材料開発には

限界があり、もはや大幅なレベルアップは望めない状況に達している。  
 他方、近年になり、ナノオーダーで組織制御された超格子等の複合被膜が、単相

被膜では得られなかった、優れた特性を発揮する可能性が示され、注目を集めてい

るが、こうした技術の応用がピストンリングやシムといった一般の工業部品にまで

波及すれば、現在直面している多くの問題が解決されるものと期待される。本プロ

ジェクトでは、正にこの点を目的としており、以下の点について検討していく。  
①構成相の選定  
 トライボ複合材料を構成する個々の単層被膜および複合被膜についてトライボ複

合被膜とその特性との関連を調べ、ピストンリング用複合被膜の選定を行う。  
②ピストンリングへの適用検討  
 ピストンリングに適用する際の問題点の確認と解決手法の検討。  
（目標と解決課題、研究手法）  
 現在のピストンリング用主要表面処理はCrめっきであるため、これを基準として
開発目標を設定する。エンジン実機傾向を再現できる摩擦試験機にて評価した場合、

耐摩耗性においてはCrめっきの5倍以上、耐焼き付き性はCrめっきの2倍以上とそれ
ぞれ設定する。また、生分解性潤滑油下では現状と比較して同等以上となることを

目標とする。膜厚は被膜の性能により一概に言うことは出来ないが、10～100μmの
範囲とし、密着性については現行Crめっき並とする。これら性能を表面に有せしめ
たピストンリングを作製することを目標とする。  
具体的研究手法については、次のように計画している。  
①構成相の選定  
 イオンプレーティング、スパッタリング、プラズマCVD等の現行プロセスにより、
各種窒、炭、酸化物及び炭素系被膜を作製するとともに選定された構成相よりなる

トライボ複合材料について作製し、被膜組成、硬度、密着性、トライボ特性等に関

する評価を行う。また、被膜内における各元素の分布状態、結晶性、結合状態等に

ついて、GDLS、XRD、XPS等を用いて評価し、更に、硬度、密着性、トライボ特性
との関連について明らかにする。  
②ピストンリングへの適用検討    
 上記トライボ複合被膜を有するピストンリングを作製し、密着性、厚膜化等、ピ

ストンリングへの適用を図る際の問題点について整理するとともに実部材作製面か
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らのプロセス及び複合材料系最適化を図る。  
 （３－２）TM132ピストンリング用トライボ材料評価技術  
（研究内容、目的）  
 評価対象が、Crめっきや窒化といった材料から、トライボ特性に優れる複合セラ
ミックス系被膜に変わることから、従来の試験方法では十分な評価が出来ない可能

性がある。従って、現在よりも厳しいトライボ環境が再現でき、かつエンジン実機

との相関の取れる単体評価方法、評価条件について確立する必要がある。  
（目標と解決課題、研究手法）  
 異なるトライボ複合材料間の特性の比較が行え、且つエンジン実体の摩擦傾向と

一致する試験装置の開発を目指す。現行の試験装置を基に、実機エンジンにおける

摩耗メカニズムの究明を行い、トライボ複合被膜の評価に適した、方式を確立する。

更に、最終的にはエンジン実機での評価に供し、その実力を判定する。  
 （２－３－３）TM150共同研究  
（研究内容、目的）  
開発材について、摩耗過程を調べ、トライボ性能発揮機構を考察して、開発の参考

に資することを目的とする。  
（目標と解決課題、研究手法）  
開発材について摩耗過程を調べ、開発の参考に資することを目標とする。  
TM110ナノ組織制御プロセス技術研究グループにおいて作製した複合材料および比較材

としてのCrめっき材、TiN被膜材について摩耗試験を行い、摩耗過程を調べて、トライボ

性能発揮機構を考察する。 
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Ⅲ.平成１４年度成果総括  
１．ﾅﾉ構造材料創製技術の研究開発１．ﾅﾉ構造材料創製技術の研究開発１．ﾅﾉ構造材料創製技術の研究開発１．ﾅﾉ構造材料創製技術の研究開発    
（株式会社イオン工学研究所）（株式会社イオン工学研究所）（株式会社イオン工学研究所）（株式会社イオン工学研究所）    
  本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの目標達成のため、ﾅﾉｸﾞﾙｰﾌﾟでは(a)結晶相／非晶質相ﾅﾉ複合被膜、(b)ﾅﾉ多

層膜、(c)金属ﾅﾉ分散DLC被膜 を提案している。この中で、(a)、(c)についてはｼﾑ用ﾄﾗｲﾎﾞ

複合被膜、(a)、(b)についてはﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜への適用を目指している。本研

究項目では最終目標を達成すべく特に密着性向上のための成膜条件、厚膜成膜条件等を検

討した。 

ｼﾑ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜の成膜条件検討ｼﾑ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜の成膜条件検討ｼﾑ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜の成膜条件検討ｼﾑ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜の成膜条件検討    

（ａ）被膜のｼﾑ用新候補材としてAIP法（厚膜装置）においてｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽとCr-Siｶｿｰﾄﾞを併用

してCrSiCN被膜を作製し、CrSiN被膜と同等ﾚﾍﾞﾙの比較的に良い摩擦特性が得られた。そ

こでｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽの代わりにTMS（ﾃﾄﾗﾒﾁﾙｼﾗﾝ）ｶﾞｽを用い、その流量とｶﾞｽ圧、ｱｰｸ電流等の成

膜条件の影響を検討した結果、成膜速度だけでなく、硬度、密着力も向上するﾌﾟﾛｾｽ条件が

得られた。しかし、ｶﾑ･ﾌｫﾛｱ摩擦試験では摩擦特性の改善は見られなかった。 その結果、

CrSiN系被膜は、ｴﾝｼﾞﾝ油潤滑下耐久性（耐摩耗性）、生分解性潤滑油下耐久性（耐摩耗性）、

密着性のいずれの目標値も達成したが、摩擦抵抗については25%の低減で、目標の50%低減

までには到らなかった。(c)については評価結果から、Ti添加DLC被膜がｴﾝｼﾞﾝ油潤滑下耐久

性、生分解性潤滑油下耐久性、摩擦抵抗の目標値を達成し、全ての目標達成に有力である

が、密着性が低い欠点がある。そこで、金属緩和層を導入することによる密着性の改善を

検討した。また、基板のSCM材が熱により軟化する問題があるため、高い密着性を得るため

の成膜温度、ﾎﾞﾝﾊﾞｰﾄﾞ条件の最適化を検討した。応力緩和層を導入したTi-DLCは緩和層の

ないTi-DLCに比べ密着性が大幅に改善され、市販TiN被膜よりも優れた密着性が得られ(市

販TiNのｽｸﾗｯﾁ密着力が23Nで、緩和層導入したTi-DLCが26Nである)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ目標を達成。更

に前処理条件を最適化した上、応力緩和層を導入したことによって最大29Nの優れた密着性

が得られた。 

ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜の成膜条件検討ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜の成膜条件検討ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜の成膜条件検討ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜の成膜条件検討    

 (a)被膜としてｴﾝｼﾞﾝ油潤滑下および生分解性油下耐久性、耐焼付き性の目標を達成した

CrSiN被膜と、厚膜化対応で内部応力を低減した応力緩和層入CrSiN被膜について、20 μｍ

超の厚みにてﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞに成膜し、評価した結果、実部材の密着性評価試験である閉込み試

験に合格し、ｱﾌﾞﾚｼﾌﾞ摩耗試験でCrN被膜を越える耐摩耗性を示した。実ｴﾝｼﾞﾝﾃｽﾄ用形状の

ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞに35 μｍ厚の応力緩和層入CrSiN被膜を形成し、閉込み試験（密着性）に合格し、

ｱﾌﾞﾚｼﾌﾞ摩耗試験でCrN被膜を越える耐摩耗性を示したので、ｴﾝｼﾞﾝﾃｽﾄによる実機試験を実

施した。その結果、100時間経過後の観察で、当CrSiN被膜はCrN比0.6程度の摩耗量であり、

良好な結果が得られた。また、ｴﾝｼﾞﾝ油潤滑下および生分解性油下耐久性、耐焼付き性の目

標を達成した(b)ﾅﾉ多層膜の１成分であるWN／CrN被膜については、厚膜作製のため、Wのｱ

ｰｸ放電安定化を検討し、ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞへの４時間連続成膜に成功。得られた被膜は17 μｍ超、
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Hk3000の良好特性であった。この被膜も閉込み試験（密着性）に合格し、ｱﾌﾞﾚｼﾌﾞ摩耗試験

でCrN被膜を越える耐摩耗性を示した。 

    
２．開発技術の実証２．開発技術の実証２．開発技術の実証２．開発技術の実証     

②－１②－１②－１②－１    ｼﾑ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜に関する実部材への適用化技術およびﾄﾗｲﾎﾞ性能評価ｼﾑ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜に関する実部材への適用化技術およびﾄﾗｲﾎﾞ性能評価ｼﾑ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜に関する実部材への適用化技術およびﾄﾗｲﾎﾞ性能評価ｼﾑ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜に関する実部材への適用化技術およびﾄﾗｲﾎﾞ性能評価     

（住友電気工業株式会社）（住友電気工業株式会社）（住友電気工業株式会社）（住友電気工業株式会社）     

 本プロジェクトの目標を達成する材料としてナノ分散構造膜に着目し、金属ナノ分散

DLC 被膜の一種である Ti 含有炭素膜に絞込み検討を行なっている。DLC には耐摩耗性と
摩擦係数低減を、添加 Ti にはエンジン油中の添加剤との親和性を上げさらなる摺動特性向
上を狙っている。 
カム・シム用トライボ複合被膜を実部材へ適用するために、基板と被膜の間の密着力向

上を目指して、各種施策を行った。具体的には、中間層の検討として、Si 含有の中間層の
検討、Ti 含有量を厚さ方向に変化させる傾斜組成中間層の検討などを行ない、基板表面の
清浄化の検討として、W フィラメント励起による Ar イオンボンバードの検討、陰極アー
ク放電による Ti イオンボンバードの検討などを行なった。 
 Ar イオンボーバードでエッチング速度 15ｎｍ/min で深さ約 15nm のエッチングを行な
い、基板側より 1：1 組成の結晶質 TiC から 27at%Ti 含有炭素膜へ傾斜組成させる中間層
を適用したものが、最も高い密着性を示した。本試験片では、ロックウエル繰返し押し込

み試験における剥離までに至る回数は市販 TiN と同等の３回であり、カム・フォロア摩擦
試験装置を用いた耐久加速試験においても剥離は観察されなかった。従来材 TiN 被膜に比
較して密着力が同等程度という目標値を達成することができた。本傾斜中間層の構造を調

査したところ、基板側は結晶質 TiC となっており、基板側より Ti 含有炭素膜に向けて Ti
組成が連続的に減少していることが確認できた。基板に対する密着性が高い結晶質 TiC か
ら組成を連続的に変化させ Ti 添加炭素膜とすることで、高い密着性が得られたと考える。  
耐摩耗性に関しても、エンジン油中において現行鋼材に比較して５倍以上であることを

確認し、目標値を達成することが出来た。生分解性油下においても、エンジン油中での現

行鋼材の耐摩耗性と同等以上であることを確認し、目標値を達成できた。 
本研究において開発した 27at.％Ti 含有炭素膜に関して、その構造及び機械的特性、基

礎特性を詳細に調査したところ、硬度に関しては従来の CVDDLC と同等であり、グラフ
ァイト成分が多いものの被膜密度は高いことが確認でき、これらが高い耐摩耗性の要因と

なっていると考えられる。さらに摩擦摩耗特性の発現機構を解明するために、摺動部分の

分析を行った。その結果、Ti 含有率が増加するとオイル添加剤成分の摺動表面への付着量
が増加していることから、膜中の結晶質 TiC 部がオイル添加剤成分の付着サイトとなって
いると考えられる。エンジン油中の添加剤との親和性の向上という本材料のコンセプトを

支持するものである。  
 27at%Ti 含有炭素膜に関しては、すでに摩擦係数は現行鋼材の 1/2 という目標値を達成
できており、今年度の取り組みにおいて、耐摩耗性、密着力についての目標値を達成でき

たことから、すべての目標値を達成することが出来た。最終的な工程を踏まえて、量産時

のコスト試算を行ったところ、TiN 被膜を製造する場合に比較して 1.08 倍のコスト増とな
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る試算結果が得られた。このレベルのコスト増は十分に量産検討に値する範囲であると考

えている。 
    
②－２②－２②－２②－２    ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜に関する実部材への適用化技術およびﾄﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜に関する実部材への適用化技術およびﾄﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜に関する実部材への適用化技術およびﾄﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ用ﾄﾗｲﾎﾞ複合被膜に関する実部材への適用化技術およびﾄﾗｲﾎﾞ性能評価ﾗｲﾎﾞ性能評価ﾗｲﾎﾞ性能評価ﾗｲﾎﾞ性能評価 

（帝国ピストンリング株式会社）（帝国ピストンリング株式会社）（帝国ピストンリング株式会社）（帝国ピストンリング株式会社）     

①ピストンリング用トライボ複合被膜作製技術  

 昨年度までの検討により、耐摩耗性、耐焼き付き性の目標を上回る被膜として、AIP 法

にて作製した VN/TiN、CrN/W2N ナノ多層被膜および CrSiN ナノ複合被膜を開発した。

本年度は、これらの厚膜処理および実用化について検討した。 

 VN/TiN の場合、先ずアンダーコートとして VN 層を形成し、その上に VN/TiN 多層被

膜を被覆した。また、厚膜化のためにはバイアス電圧を下げる必要があったが、耐摩耗性

が低下する傾向が認められたため、バイアス電圧を一定の時間間隔で変動させた。高バイ

アス電圧層と低バイアス電圧層とを交互に積層することにより、優れた耐摩耗性を維持し

たまま、ピストンリング上に約 35μm の膜厚で被覆することができた。 

 AIP 法のみを用いた成膜は不安定であったため、CrN/W2N は AIP 法と UBMS 法とを併

用し作製した。アンダーコートとして CrN を形成し、その上に組成傾斜層を挿入（W 含

有量が徐々に増加）、最後に CrN/W2N 層を被覆した。その結果、VN/TiN と同様、ピスト

ンリング上に約 35μm 被覆することができた。 

 
②ピストンリング用トライボ材料評価技術  

 アブレシブ摩耗試験によって、VN/TiN、CrN/W2N および CrSiN はいずれも CrN 以上

の耐摩耗性を有していることが確認された。本試験では、EGR に伴うアブレシブ摩耗の影

響を模し、カーボンブラック添加潤滑油を使用した。また、生分解性油下での摩耗特性も

満足のいく結果であった。ピストンリング－シリンダ間のフリクションは、CrN とほぼ同

等であった。 

 最終評価として、トラック用ディーゼルエンジンを用いたエンジンテストを実施した。

100 時間の試験を行った結果、CrN/W2N および CrSiN の摩耗量は CrN より少ないことが

確認され、剥離も認められなかった。 

 
③まとめ 

 開発目標を上回る被膜として、CrN/W2N ナノ多層被膜および CrSiN 結晶相 /非晶質相ナ

ノ複合被膜を開発した。エンジンテストの結果、これらの被膜は CrN を上回るトライボロ

ジー特性を有していることが確認され、開発技術の実証を行うことができた。 
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３．全体まとめ 

 以下に「ﾅﾉﾒｰﾄﾙｵｰﾀﾞｰで制御されたﾏﾃﾘｱﾙ創製ﾌﾟﾛｾｽ技術の研究開発」で掲げられた目標に

対する達成度を示した。当初の目標値について、いずれの目標値も達成するﾌﾟﾛｾｽ、材料系

が得られた。 

今後、平成１５年度に事後評価を受ける予定である。 

【目標に対する成果】  
●基本計画及びﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ原簿に挙げた研究開発の目標と成果  
項目項目項目項目     対象部材対象部材対象部材対象部材     達成目標達成目標達成目標達成目標     成果成果成果成果     

ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ     基準摩擦試験機による基準摩擦試験機による基準摩擦試験機による基準摩擦試験機による

評価で現用材料評価で現用材料評価で現用材料評価で現用材料 ((((ｸﾛﾑｸﾛﾑｸﾛﾑｸﾛﾑ

めっきめっきめっきめっき))))の５倍以上の５倍以上の５倍以上の５倍以上     

５倍以上達成した。５倍以上達成した。５倍以上達成した。５倍以上達成した。

(CrSiN(CrSiN(CrSiN(CrSiN ﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ

被膜被膜被膜被膜 ,CrN/W2N,CrN/W2N,CrN/W2N,CrN/W2N､､､､

VN/TiNVN/TiNVN/TiNVN/TiN ﾅﾉ多層膜ﾅﾉ多層膜ﾅﾉ多層膜ﾅﾉ多層膜

等等等等 ))))    

ｴﾝｼﾞﾝ油潤滑下耐久ｴﾝｼﾞﾝ油潤滑下耐久ｴﾝｼﾞﾝ油潤滑下耐久ｴﾝｼﾞﾝ油潤滑下耐久

性性性性     

動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）    基準摩擦試験機による基準摩擦試験機による基準摩擦試験機による基準摩擦試験機による

評価で現用材料評価で現用材料評価で現用材料評価で現用材料 ((((浸炭ｸ浸炭ｸ浸炭ｸ浸炭ｸ

ﾛﾑﾓﾛﾑﾓﾛﾑﾓﾛﾑﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ鋼ﾘﾌﾞﾃﾞﾝ鋼ﾘﾌﾞﾃﾞﾝ鋼ﾘﾌﾞﾃﾞﾝ鋼 ))))の５倍以の５倍以の５倍以の５倍以

上上上上     

５倍以上達成した。５倍以上達成した。５倍以上達成した。５倍以上達成した。

(CrSiN(CrSiN(CrSiN(CrSiN ﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ

被膜被膜被膜被膜 ,Ti,Ti,Ti,Ti 添加炭素被添加炭素被添加炭素被添加炭素被

膜膜膜膜 ))))    
ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ     現状現状現状現状 ((((ｴﾝｼﾞﾝ油下ｸﾛﾑめｴﾝｼﾞﾝ油下ｸﾛﾑめｴﾝｼﾞﾝ油下ｸﾛﾑめｴﾝｼﾞﾝ油下ｸﾛﾑめ

っき摩耗量っき摩耗量っき摩耗量っき摩耗量 ))))と比較してと比較してと比較してと比較して

同等以上同等以上同等以上同等以上     

達成した。達成した。達成した。達成した。(CrSiN(CrSiN(CrSiN(CrSiN ﾅﾅﾅﾅ

ﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ被膜ﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ被膜ﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ被膜ﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ被膜 , , , , 
CrN/W2NCrN/W2NCrN/W2NCrN/W2N､､､､VN/TiNVN/TiNVN/TiNVN/TiN
ﾅﾉ多層被膜ﾅﾉ多層被膜ﾅﾉ多層被膜ﾅﾉ多層被膜 ))))    

生分解性油下耐久生分解性油下耐久生分解性油下耐久生分解性油下耐久

性性性性     

動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）    現状現状現状現状 ((((ｴﾝｼﾞﾝ油下浸炭ｸｴﾝｼﾞﾝ油下浸炭ｸｴﾝｼﾞﾝ油下浸炭ｸｴﾝｼﾞﾝ油下浸炭ｸ

ﾛﾑﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ鋼摩耗量ﾛﾑﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ鋼摩耗量ﾛﾑﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ鋼摩耗量ﾛﾑﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ鋼摩耗量 ))))とととと
比較して同等以上比較して同等以上比較して同等以上比較して同等以上     

達成した。達成した。達成した。達成した。(CrSiN(CrSiN(CrSiN(CrSiN ﾅﾅﾅﾅ

ﾉｺﾝﾎ ﾟｼ ﾞ ｯ ﾄ被膜ﾉｺﾝﾎ ﾟｼ ﾞ ｯ ﾄ被膜ﾉｺﾝﾎ ﾟｼ ﾞ ｯ ﾄ被膜ﾉｺﾝﾎ ﾟｼ ﾞ ｯ ﾄ被膜 ,Ti,Ti,Ti,Ti
添加炭素被膜添加炭素被膜添加炭素被膜添加炭素被膜 ))))    

ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ     現用被覆材料現用被覆材料現用被覆材料現用被覆材料 ((((ｸﾛﾑめｸﾛﾑめｸﾛﾑめｸﾛﾑめ

っきっきっきっき ))))に比較して同等以に比較して同等以に比較して同等以に比較して同等以

上上上上     

達成した。達成した。達成した。達成した。(CrSiN(CrSiN(CrSiN(CrSiN ﾅﾉﾅﾉﾅﾉﾅﾉ

ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ被膜ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ被膜ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ被膜ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ被膜 , , , , 

CrN/W2NCrN/W2NCrN/W2NCrN/W2N､､､､VN/TiNVN/TiNVN/TiNVN/TiN ﾅﾅﾅﾅ

ﾉ多層被膜ﾉ多層被膜ﾉ多層被膜ﾉ多層被膜 ))))    

密着性密着性密着性密着性     

動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）    現用被覆材料現用被覆材料現用被覆材料現用被覆材料 (TiN)(TiN)(TiN)(TiN)にににに
比較して同等以上比較して同等以上比較して同等以上比較して同等以上     

達成した。達成した。達成した。達成した。(CrSiN(CrSiN(CrSiN(CrSiN ﾅﾅﾅﾅ

ﾉｺﾝﾎ ﾟｼ ﾞ ｯ ﾄ被膜ﾉｺﾝﾎ ﾟｼ ﾞ ｯ ﾄ被膜ﾉｺﾝﾎ ﾟｼ ﾞ ｯ ﾄ被膜ﾉｺﾝﾎ ﾟｼ ﾞ ｯ ﾄ被膜 ,Ti,Ti,Ti,Ti
添加炭素被膜添加炭素被膜添加炭素被膜添加炭素被膜 ))))    

注１．「耐久性」については「摩耗量」で評価した。 
 
●ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ原簿に挙げた要素研究の目標と成果  
項目項目項目項目     対象部材対象部材対象部材対象部材     達成目標達成目標達成目標達成目標     成果成果成果成果     
耐焼付き性耐焼付き性耐焼付き性耐焼付き性     ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ     現行ｸﾛﾑめっきの現行ｸﾛﾑめっきの現行ｸﾛﾑめっきの現行ｸﾛﾑめっきの 2222 倍倍倍倍

以上以上以上以上     
2222 倍以上達成した。倍以上達成した。倍以上達成した。倍以上達成した。

(CrSiN(CrSiN(CrSiN(CrSiN ﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾄﾄﾄ

被膜被膜被膜被膜 ,CrN/W2N,CrN/W2N,CrN/W2N,CrN/W2N､､､､

VN/TiNVN/TiNVN/TiNVN/TiN ﾅﾉ多層膜ﾅﾉ多層膜ﾅﾉ多層膜ﾅﾉ多層膜

等等等等 ))))    
摩擦抵抗摩擦抵抗摩擦抵抗摩擦抵抗     動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）動弁系（ｶﾑ･ｼﾑ）    現行浸炭焼入れ材の現行浸炭焼入れ材の現行浸炭焼入れ材の現行浸炭焼入れ材の

1/21/21/21/2 以下以下以下以下     
TTTT ｉ添加炭素被膜でｉ添加炭素被膜でｉ添加炭素被膜でｉ添加炭素被膜で

1/21/21/21/2 以下達成以下達成以下達成以下達成     
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Ⅳ．Synopsis 

1. R&D of the technology for producing the films of nano-structured material  

 (Ion Engineering Research Institute Corporation) 

In order to attain the goals of this project, we, the nano-material group, have adopted 

three ideas of nano-material film which are (a)crystal/non-crystal nano-composite film, 

(b)nano-ordered multi-layer film, and (c)metal nano-dispersed diamond like carbon. We are 

applying the ideas of (a) and (c) to tribo-composite films for cam-follower, and the ideas of 

(a) and (c) to tribo-composite films for piston ring. In this investigation item, we, as Ion 

Engineering Research Institute Corporation, have investigated especially the deposition 

conditions for improvement of adhesion of films, and for thicker films. 

Investigation of deposition conditions of tribo-composite films for cam-follower 

The CrSiCN film of (a) film for cam-follower deposited by AIP method (Ion Plating 

Apparatus for Composite Thick Film) using acetylene gas and Cr-Si cathodes have showed 

equal level tribological properties to a CrSiN film. The next place, we have investigated the 

influence of deposition conditions such as flow rate, gas pressure, arc current and so on by 

using TMS (tetra methyl silane) gas instead of acetylene gas. As a result, we have got the 

deposition conditions not only for high deposition rate, but also for high hardness and high 

adhesion. The CrSiCN film, however, showed only 25% decrease of friction coefficient by a 

cam-follower friction test machine, which did not reach 50% decrease of the goal although 

the CrSiN film have attained the goals of durability (wear resistance) under both engine oil 

lubrication and biodegradable oil lubrication and the goal of adhesion. As for (c) film, 

Ti-containing DLC film has attained the goals of durability under both engine lubrication and 

biodegradable oil lubrication and that of friction coefficient, so it is most probable that 

Ti-containing DLC film will attain all of the goals. Ti-containing DLC film, however, has the 

drawback of low adhesion. Then we have investigated to introduce a stress-relief metal-layer 

for improvement of adhesion. In addition to that, we have investigated optimization of the 
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deposition temperature and bombardment conditions in order to get high adhesion because 

heat softens chromium molybdenum steel (SCM material) for a substrate. The Ti-containing 

DLC with stress-relief layers has much higher adhesion than that without stress-relief layer 

and shows superior adhesion to TiN film on the market so that has attained the goal of this 

project. (The scratch adhesion value of TiN film on the market is 23N and that of the 

Ti-containing DLC with stress-relief layers is 26N.) We have got maximum 29N of scratch 

adhesion value by optimizing the pre-treatment conditions and introducing stress-relief 

layers. 

Investigation of deposition conditions of tribo-composite films for piston ring 

As for (a) film, the CrSiN film has attained the goals of durability under both engine oil 

lubrication and biodegradable oil lubrication and that of scuffing resistance. So we have 

deposited 20μm of the CrSiN film and that with stress-relief layers for thicker film on 

piston rings on the market. Those films have passed the closing ring test which evaluates 

adhesion of film on piston rings and shows excellent wear resistance exceeding that of CrN 

film by the abrasive wear test in which carbon black added lubricant is used imitating EGR 

(Exhaust Gas Recirculation). In the next stage we have deposited 35μm of the CrSiN film 

with stress-relief layers on piston rings for an engine test. As a result the observation of the 

CrSiN film after 100 hours engine test shows only 60% wear amount of CrN film. In addition 

to the CrSiN film we have investigated stabilization of arc electric discharge of W cathode 

which is difficult to keep arc electric discharge for a long time in order to get thicker 

WN/CrN film which is one candidate of (b) nano-ordered multi-layer film and has attained 

the goals of durability under engine oil lubrication and biodegradable oil lubrication and that 

of scuffing resistance. We have succeeded in continuous deposition of WN/CrN film on 

piston rings for 4 hours. The thickness of the obtained WN/CrN film is 17 μm and its 

hardness is Hk3000 which are satisfactory results. The WN/CrN film also has passed the 

closing ring test and shows excellent wear resistance exceeding that of CrN film by the 
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abrasive wear test. 

 

2.Estimation of the developed process and tribo-material 

2-1. Investigation of tribo-composite film for shim and its tribological property 

(Sumitomo Electric Industries, LTD.) 

The objective of this project is to develop a coating film for the engine part shim, which is 

expected to have the following properties; (1) wear resistance to be more than five times 

higher than that of steel under engine oil lubrication, (2) wear resistance under biodegradable 

oil lubrication to be higher than that of steel under engine oil lubrication, (3) adhesion to be 

higher than the TiN or the CrN film, and (4) friction coefficient to be less than half than that 

of the steel. Nano-dispersion structured film, especially the nano-metal cluster dispersed 

diamond-like-carbon (DLC) film, is expected to achieve the objective. In this project, the 

Ti-containing carbon film was investigated as the coating film for shim. 

In our previous study, the first objective of the wear resistance of Ti-containing film has 

been nearly accomplished. There is, however, a slight draw back due to low adhesion. The 

fourth objective of the friction coefficient has been achieved. This year, the third objective of 

the adhesion strength of the Ti-containing carbon film was mainly studied. And the first and 

second objectives of the wear resistance were investigated with the improved adhesion of the 

film. 

To improve the adhesion strength of the film, the cleaning processes of the substrate 

surface and the structures of the intermediate film were investigated. The former were 

studied in respect of the Ar ion bombardment using the discharge by the W filament and Ti 

ion bombardment using the cathodic arc discharge. The latter were examined in terms of the 

Si containing intermediate films and the Ti-containing intermediate films with the gradient 

concentration of Ti. 

 The highest adhesion strength of the Ti-containing carbon film was obtained by the 



- 18 - 

combination of the Ar ion cleaning processes and the Ti-containing intermediate film with 

the gradient concentration of Ti. In this cleaning process, the substrate was etched to the 

depth of 15 nm by Ar ion bombardment. This intermediate film consisted of Ti and C. 

Observation by the transmission electron microscopy indicated that the first layer at the 

intermediate film was TiC crystal. The Ti concentration was continuously decreased from 50 

at.% at the first layer to 27 at.% at the top layer of the intermediate film. And the surface 

film, 27 at.% Ti-containing carbon film, was continuously deposited after the deposition of 

the intermediate film. The thickness of the 27 at.% Ti-containing carbon film was 0.6μm.  

This sample did not peel off when the Rockwell diamond indentor made indentations into 

it twice. A TiN film also did not peel off after twice made indentations and peeled off after 

three times. The adhesion strength of this sample was equal to the TiN film. In addition, this 

sample did not also peel off under the cam-follower single pair endurance test. The third 

objective of adhesion was thus accomplished.  

The wear depth and the film endurance were measured using the single pair cam/follower 

test rig. The wear resistance of this sample in engine oil lubricant was about 103 times higher 

than that of the present material steel in the same lubricant condition. Furthermore, the wear 

resistance of this sample in biodegradable oil was about 103 times higher than that of the 

present material steel in engine oil lubricant. As a result, the first and second objectives of 

the wear resistances were achieved in this study. 

The structure and the mechanical properties of the Ti-containing carbon film developed in 

this project were investigated. The film hardness of the 27 at.% Ti-containing carbon film 

was as the same as that of the DLC film deposited by the conventional plasma CVD method. 

The graphite concentration in the 27 at.% Ti-containing carbon film was higher than that of 

the DLC film. But, the density of the 27 at.% Ti-containing carbon film was larger than that 

of the DLC film. The 27 at.% Ti-containing carbon film showed high wear resistance because 

of these properties. Also, a secondary ion mass spectrometric analysis (SIMS) clarified that 
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the amount of the extreme pressure agent adsorbed on the sliding surface of the Ti-containing 

DLC film increased with the increase of Ti concentration in the film. It was thought that the 

TiC crystal worked as the adsorbing site and that this adsorbed extreme pressure agent might 

improve the sliding properties. 

An estimate of the production cost of the Ti-containing carbon film with the interlayer was 

about 1.1 times higher than that of the TiN film. It is expected that the Ti-containing carbon 

film can be put to practical use at this cost. 

 

2-2. Investigation of tribo-composite film for piston ring and its tribological property 

 (Teikoku Piston Ring CO.,LTD.) 

①①①①Study of composite PVD coatings for piston rings. 

  VN/TiN, CrN/W2N nano-multilayer films and CrSiN nano-composite film by AIP method, 

that exceeded the targets of wear resistance and scuffing resistance, were developed by the 

study until last year.  The thicker film deposition methods and practical use of these were 

investigated in this year. 

  In case of VN/TiN, VN interlayer was coated first, then VN/TiN multilayer film was 

synthesized onto it. Though the bias voltage was necessary to be reduced for the production 

of thicker films, it was oscillated at a constant time interval, as the wear resistance was 

inferior by the reduced bias voltage.  By the lamination of the higher-bias voltage layer and 

the lower-bias voltage layer respectively, it was possible to deposit VN/TiN film of almost 35 

μm thickness on piston rings keeping its excellent wear resistance.        

  CrN/W2N was synthesized using AIP and UBMS methods at the same time because it was 

difficult to deposit only by AIP method.  At first, CrN was coated as an interlayer, then 

composition gradation layer (W content was increased gradually) was deposited.  Finally, 

CrN/W2N multilayer was deposited onto this second interlayer.  As a result of this method, 

it was also possible to deposit CrN/W2N of approximately 35μm on piston rings as same 
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thickness as that of VN/TiN.  

 

②②②②Evaluation technology of tribological materials for piston rings  

  By the abrasive wear test, it was examined that VN/TiN, CrN/W2N and CrSiN showed 

excellent wear resistance, which exceeded CrN.  In this test, in order to imitate the 

influence of abrasive wear caused by EGR, carbon black added lubricant was used.  The 

wear properties of these films under biodegradation oil were also satisfactory.  The friction 

between piston ring and cylinder liner measured by SY-type friction tester was nearly the 

same as that of AIP-CrN. 

  The engine test using an actual diesel truck engine was performed for the final evaluation.  

After 100 hours test, it was confirmed that the wear length of CrN/W2N and CrSiN were less 

than that of AIP-CrN and no peeling off was observed.                       

 

③③③③Conclusions  

  Nano-multilayer CrN/W2N and nano-composite CrSiN films were developed and satisfied 

the objective of this study.  It was confirmed by the engine test that the wear resistance of 

these films were superior to that of AIP-CrN.  Accordingly, the developed technology could 

be proved. 
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