
まえがき＝ピストンリングは自動車や二輪車などのエン
ジンのピストン外周に装着され，シリンダ内を摺動する
過酷な環境で使用される部品で，エンジン燃焼室の爆発
力を効率的にクランクシャフトに伝えるための気密性の
確保，シリンダ内壁の潤滑油膜量の適切なコントロー
ル，ピストンが受けた熱をシリンダ壁に逃がす伝熱機
能，シリンダ内を激しく往復動するピストンの姿勢制御
など，エンジン性能を左右する重要な役割を担ってい
る1）（図 1）。
　ピストンリングの表面処理として従来，窒化処理や溶
射，硬質Crめっきなどが施されてきたが，1990年代前半
になると，エンジンの高出力化・低燃費化，ディーゼル
エンジンの EGR（排ガス再循環システム）の採用などに
対応するため，耐摩耗性・耐食性・耐焼付き性・低相手
攻撃性などに非常に優れる AIP（Arc Ion Plating）法によ
るCrN（窒化クロム）系皮膜のコーティングがディーゼ
ルエンジン用に適用され始めた。
　当社は，量産車エンジン用ピストンリング専用のコー
ティング装置AIP-R500を世界で初めて実用化し，優れた

性能をもつCrN皮膜の適用拡大に寄与してきた。
　近年，環境汚染・地球温暖化がクローズアップされる
中，燃費向上や厳しい排ガス規制への対応から，CrNコ
ーティングを施したピストンリングが大衆車のガソリン
エンジンにまで広く採用されるようになってきた。この
ため，皮膜性能の向上とコーティング処理コストの低減
がますます強く求められている。
　本稿では，その要請にこたえるため新たに開発したピ
ストンリング用新型 AIP 装置 AIP-R600 を紹介する。

1．AIP 法の概要

　AIP 法とは，真空チャンバ内で Ti，Cr などの固体金属
材料（ターゲット）を陰極としたアーク放電を発生させ，
ターゲット表面に形成されるアークスポット（直径数～
10μm程度）に集中するアーク電流のエネルギーにより
ターゲットを瞬時に蒸発・イオン化させ，同時にチャン
バ内に導入した窒素などのプロセスガスと反応させてワ
ーク（被コーティング物）の表面に皮膜を形成する方法
である。工具や機械部品などの表面処理法として 1980
年代から工業的に広く用いられており，当社は1986年か
ら，AIP法を用いた成膜装置を各種用途向けに製造・販売
している 2）。

2．ピストンリング用 AIP 装置

2．1　AIP-R500 の特徴

　一般的な工具などに施されるAIP法による皮膜は2～
5μm程度の厚さであるが，ピストンリング用の皮膜は
十数μm～50μm以上と非常に厚く，成膜に数時間から
十数時間を要する。このため，ピストンリング用成膜装
置に対しては長時間の放電安定性，ターゲットの長寿命
化，長時間運転により汚染されるチャンバ内のメンテ性
の向上がとくに強く求められる。これに対応して当社
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図 1  ピストンリング
������  Piston ring

Piston

* The above ring is typical in size 
   for automobile engines

Cylinder

φ70～130

Piston ring

Top ring 
Second ring 
Oil ring

0.
8～
3.
0



は，以下の特徴を持つAIP-R500を 1993年に実用化した。
　AIP-R500 の概略チャンバ内構成を図 2に示す。
・ターゲットを円筒状（ロッド形）とした AIP 蒸発源
を採用し，1,000A の放電電流にて極めて安定した長
時間放電が可能。

・従来の平板タイプに比べ重量あたりのターゲット製
造コストが安価で，30μm成膜で30バッチ以上のタ
ーゲット寿命。

・ターゲットをチャンバ中央に配置し，その周囲をワ
ークが自公転しながら成膜されるため，蒸発粒子の
捕捉率が高くチャンバ内壁の汚染が少ない。

2．2　AIP-R500 の課題

　さらなる生産性向上・皮膜性能向上のため，以下に示
したようなクリアすべき課題があった。
（1）膜厚分布の制御性・再現性
　アークスポットはターゲット表面をランダムに動く
（図 3）。AIP-R500 のアークスポットの位置制御は，図
4に示すように，アノード電流の上下バランスと電磁コ
イルの磁場により，アークスポットをおおよそ上・中・
下の位置に寄せるレベルにとどまっていた。しかしなが
ら，成膜中のガス圧力によって制御位置の変動が大き
く，また膜厚のばらつきは，成膜時間や成膜後の仕上げ
加工の工数に大きく影響するため，膜厚分布の制御性・
再現性の向上が求められるようになった。
（2）処理温度の低減
　一定の生産性，すなわち成膜速度を得るため通常
1,000A のアーク電流を投入するが，そのため成膜中のワ
ーク温度が 450℃から，条件によっては 500℃を超える。
CrNコーティングリングの材料として主に用いられてい

る窒化処理されたステンレス鋼は，この処理温度に耐え
るが比較的高価である。しかし自動車部品のコスト低減
要請はピストンリングも例外ではなく，前記処理温度で
は硬度低下を来すような安価な低級鋼へのコーティング
適用を図るため，処理温度を 400℃以下とする要求が強
まった。
（3）ドロップレットの低減
　AIP 法に特有なターゲットから発生するドロップレッ
ト（溶融粒子）や，チャンバ内に付着した皮膜の飛散粒
子が膜に取込まれると，それが核となって皮膜が局所的
に異常成長し，後加工中にそれが脱落することによっ
て，皮膜表面に微小な穴が形成される。これをピットと
呼ぶが，直径 100μm程度のピットが 1個でも存在する
とピストンリングとして使用できない。製品歩留りの改
善にはドロップレットのサイズと数の低減が必須である。
（4）合金ターゲットの適用
　皮膜性能向上のため，Crに他の元素を添加したいとい
う要求があったが，それはほとんどの場合純Cr に比べ
て非常に脆い材料となり，従来のロッドターゲットでは
長尺ゆえに応力解放などによる割れが発生し，実用化で
きていなかった。
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図 2  AIP-R500 概略チャンバ内構成
������  Structure of AIP-R500 inside chamber
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図 3  ターゲット表面をランダム移動するアークスポット（AIP-R500）
������  Random motion of arc spots on target of AIP-R500
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図 4  アノード電流バランスによるアークスポット位置制御（AIP-R500）
������  Arc spot position control of AIP-R500 by anode current balance
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3．ピストンリング用新型AIP-R600

　上記の要請に対し，当社ではアークスポットの厳密な
位置制御を可能とした新型ロッド蒸発源や水冷テーブ
ル，ツインドアを採用した新型ピストンリング用成膜装
置 AIP-R600 を開発した。
3．1　新型ロッド蒸発源

3．1．1　大電流アークスポットを捕捉可能な磁場形態3）

　ターゲットの表面に発生するアークスポットは通常ラ
ンダムに動こうとするが，ターゲット付近の磁場やアノ
ードの位置関係などにも影響を受ける。アークスポット
の軌道を制御する方法として，一般的に使用される平板
ターゲットでアーク電流80～150A程度の場合，図5に示
すような磁場を発生させてアークスポットの位置を一定
の範囲に捕捉する方法が用いられる。
　アークスポットは通常，アーク電流 70～80A ごとに分
裂することが分かっており，80～150A程度では1～ 2個
のアークスポットが視認できる。しかしながら，アーク
電流が増大しアークスポットが 3個以上になると，互い
の反発力とアーク電圧が上昇することから図 5の軌道に
とどまることが困難となり，逸脱してしまう性質があ
る。1,000A のアーク放電では常時十数個のアークスポ
ットが発生しているとみられ，これだけの電流量のアー
クスポットを任意の位置にとどめておく技術は従来はな
かった。

　当社は，大電流のアークスポットが図 5の軌道から逸
脱する性質を逆に利用し，この磁場をバリヤとして用い
ることにより所定の領域に捕捉する技術を開発した。
AIP-R600 では，ターゲット中に永久磁石を設け，ターゲ
ット周方向にターゲット表面に平行な成分のみを持つ磁
場を上下に 2列発生させ，その間にアークスポットを挟
むように閉込めている （図 6）。このため，磁石をターゲ
ット内で軸方向に昇降させることにより，アークスポッ
トをターゲットの周方向に環状に分布させた状態でター
ゲット上を往復動させることができる（図 7）。
　磁石の位置，すなわちアークスポットの位置はステッ
ピングモータにより厳密に制御可能となり，膜厚分布の
制御性および再現性が確保されている。
　またこの磁場形態は，アークスポット近傍に強い垂直
磁場が印加することにより，ドロップレットの発生を抑
制する効果がある。図8に皮膜の表面粗さの改善状況を
示す。
　さらに，消耗などによってターゲット径が変化しても
アークスポットの存在領域の磁力変化が非常に小さく，
ターゲット寿命まで均質な皮膜が得られることを確認し
ている。
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図 5  平板ターゲットにおける従来のアークスポット位置制御
������  Conventional arc spot position control for planer target
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図 6  大電流アークスポット捕捉用磁場シミュレーション
������  Magnetic field simulation for trapping large current arc spot
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図 7  磁場により捕捉された大電流アークスポット（AIP-R600）
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図 8  CrN 皮膜面粗度の改善状況
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3．1．2　両端太径ターゲット4）

　上記の技術により，膜厚分布の制御性は確保される
が，ターゲット全長にわたって均一に消耗（蒸発）させ
たのでは，ワークの膜厚分布は必ず両端が薄くなってし
まう。ワーク全長にわたって均一な膜厚分布を得るため
には，ターゲット両端からの蒸発量を増やしてやる必要
がある。
　ターゲットからの蒸発量はアーク電流に比例するた
め，蒸発量を増やすにはアーク電流を増やすか磁石の速
度を下げればよい。AIP-R600 では均質な皮膜を得るた
めアーク電流を一定とし，ターゲット両端付近で磁石を
減速させて均一な膜厚分布を得ている。種々の検証か
ら，磁石の速度を往復動の両端 50～80mmの範囲で 1/2
とし，通常要求される膜厚ばらつき± 10％以内に対し，
標準的な運転条件で± 5％前後の実力を持っている。
　一方で，ターゲット端部からの蒸発量を多くすると，
その部分だけ早期に寿命に達し，ターゲットの利用効率
が悪い。そのため AIP-R600 では上下端部のみターゲッ
ト径を太くし，その他の部分の 2倍消費させることがで
きる形態としている。
3．1．3　ターゲットの分割

　両端を太くした長尺の円筒ターゲットは，成形自体の
困難さや中央部の削り代が多いなど，コストが非常に高
くつく。そこで，ターゲットを分割して両端部とそれ以
外を個別に成形し，それらを連結して使用することでコ
スト削減を図った。
　AIP 法では通常，ターゲット表面につなぎ目があると
アークスポットがつなぎ目に落込んで放電が停止した
り，逆に動かなくなってターゲットの溶損に至る場合も
ある。AIP-R600 は前記磁場形態によるアークスポット
の捕捉力が非常に強いため，磁石が移動してターゲット
のつなぎ目を通過しても，アークスポットは問題なく磁

石に追随し，安定放電を継続できる。
　また分割ターゲットの1個の長さを150～200mmとし
て重量を 10kg 程度に抑え，また冷却水のシールを兼ね
たリング 1個でターゲットどうしを連結可能とするなど
して，従来1本30kgを超えていたロッドターゲットの交
換作業が格段に容易になった（図 9）。さらに，ロッドタ
ーゲットへの給電もスポット制御のための両側給電が不
要となり，片側給電により蒸発源構造が簡素化できた。
また，従来長尺の一体型ターゲットでは成形が極めて困
難であった合金ターゲットが分割ターゲット採用で一部
の材料で使用可能となる点も新型ロッド蒸発源の特徴と
して挙げられる。
3．1．4　1300A の安定放電

　上記磁場形態によるアーク放電形態および分割ターゲ
ット構造の新型ロッド蒸発源は，アノード構造の最適化
などを重ねた結果，要求されるプロセスガス圧力の全領
域で常用 1,300A の運転電流で生産に使用されている。
3．2　AIP-R600 の装置構成

　自動車部品であるピストンリングはその製造コスト低
減が常に求められる。AIP-R600 では安価な低級鋼リン
グに成膜するための水冷テーブル，生産性向上のための
ツインドア方式の採用，さらにこれらを実現するために
斜め切断チャンバを実用化した。
3．2．1　水冷回転ワークテーブル 5）

　生産性すなわち成膜速度を犠牲にすることなく処理温
度を下げるにはワークを冷却するしかない。そこで，積
上げたピストンリングの内側に水冷パイプを挿入した回
転テーブルを採用した（図10）。流熱計算から求めたパ
イプ径や水量を実機に適用し，実際にピストンリングを
AIP-R600 で処理した結果，ユーザからも処理温度が計算
どおりの 380℃弱に低減できているとの評価をいただい
ている。
3．2．2　ツインドア方式6）

　ピストンリング用皮膜の膜厚は，切削工具用をはじめ
とする他用途の皮膜に比べて一桁厚く，サイクルタイム
が非常に長い。生産性向上のためには，ワークの載せ換
えやチャンバ内に厚く付着した皮膜の除去などのバッチ
間作業時間の短縮が強く求められる。また回転テーブル
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図 9  分割ターゲットの交換作業
������  Exchange work of divided target
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へ冷却水を供給しなければならないため，テーブルを着
脱式にすることが困難である。
　そこでAIP-R600では，水冷テーブルを取付けたチャン
バドアを左右 2式設け，一方のドア（テーブル）で成膜
処理している間に他方のドア（テーブル）ではバッチ間
作業を行い，交互に成膜処理することにより待機時間ゼ
ロを可能とする装置構成とした（図 11）。
　このチャンバ構成により，ドアごとに運転条件を使い
分けて皮膜の品質の安定化を図るといったことも可能と
なった。
　さらにドアの自動入替え機能にも対応し，作業者を介
在させずに連続バッチ処理を行うことも可能としてい
る。
3．2．3　斜め開口チャンバ6）

　ドアに固定した回転テーブルに冷却水を供給するため
には，冷却水をテーブルの駆動軸に流す必要があり，必
然的にドアの底面にテーブルの駆動軸を設けなければな
らない。一方，ロッド蒸発源がチャンバ中央に配置され
ているため，テーブルを搭載したドアを開閉する際には
蒸発源を上方に退避しなければならず，蒸発源の支持部
がチャンバ天井の中心になければならない。

　この制約下でドアの水平方向の開閉を実現するため，
チャンバとドアとの当たり面を斜めにするという斬新な
チャンバ形態を考案した。図12にチャンバとドアの斜
め開口を採用した AIP-R600 の外観を示す。ドア開閉動
作のため，ロッド蒸発源が上方に退避している。このチ
ャンバ形態の採用により，新型ロッド蒸発源や水冷テー
ブルによるワーク冷却機構などが量産装置に搭載可能と
なった。

むすび＝新開発のロッド蒸発源と独特のチャンバ形態を
採用した成膜装置AIP-R600は，既に国内外でピストンリ
ングへの高性能皮膜の量産に寄与している。
　しかし，世界的な自動車生産台数の増加傾向が続く一
方で，燃費改善・環境改善の要請は従来にも増して強ま
っており，AIP コーティングピストンリングのさらなる
処理コストの低減と皮膜の高性能化が求められている。
さらに，ピストンリング以外の自動車部品についても，
燃費・環境改善のため高機能コーティングの必要性が高
まってきており，当社は，ピストンリング以外の部品に
ついても要求にマッチした各種用途向け装置を今後とも
開発・提供していく所存である。
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図11  ツインドアシステム（AIP-R600）
������  Twin door system of AIP-R600
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図12  斜め開口ドアを備えた AIP-R600 外観
������  Whole view of AIP-R600 with slanted opening door
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