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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体が接触する基材の表面に非晶質炭素被膜を形成した耐キャビテーションエロージョ
ン用部材であって、
　該部材は、前記基材の表面に、複数の柱状構造体からなる第一非晶質炭素被膜と、
　該第一非晶質炭素被膜の表面に、配向性なく堆積された複数の粒状構造体からなる第二
非晶質炭素被膜と、を少なくとも備え、
　前記非晶質炭素被膜が形成される基材の表面に、該基材を硬質化させた硬質層が形成さ
れていて、
　前記硬質層と前記第一非晶質炭素被膜との間には、さらに、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｗ、Ｎｉ、Ａ
ｌ及びこれらの組合せからなる群から選択される元素を含む密着膜を備えており、
　前記密着膜と前記第一非晶質炭素被膜との間に、該第一非晶質炭素被膜から該密着膜に
近づくに従って該密着膜を構成する元素の組成になるように、非晶質炭素材料に該密着膜
の元素を添加した傾斜膜が形成されており、
　前記第一非晶質炭素被膜の膜厚は０．２～０．４μｍであり、前記第二非晶質炭素被膜
の膜厚は０．５～４．５μｍであることを特徴とする耐キャビテーションエロージョン用
部材。
【請求項２】
　前記粒状構造体の粒径は、平均粒径が５～５００ｎｍであることを特徴とする請求項１
に記載の耐キャビテーションエロージョン用部材。



(2) JP 4735309 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記基材の表面は鉄系材料からなり、前記硬質層は、窒化層、浸炭窒化層、または酸窒
化層のいずれかの層であることを特徴とする請求項１または２に記載の耐キャビテーショ
ンエロージョン用部材。
【請求項４】
　液体が接触する基材の表面に非晶質炭素被膜を形成した耐キャビテーションエロージョ
ン用部材の製造方法であって、
　該部材の製造方法は、前記基材の表面を硬質化させた硬質層を形成する処理工程と、
　前記硬質層の表面に、さらに、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｗ、Ｎｉ、Ｓｉ、Ａｌ及びこれらの組合せ
からなる群から選択される元素を含む密着膜を成膜する工程と、
　前記密着膜の表面に傾斜膜を形成する工程と、
　前記傾斜膜の表面に、第一非晶質炭素被膜の膜厚が０．２～０．４μｍとなるように、
物理気相成長法（ＰＶＤ）により複数の柱状構造体からなる第一非晶質炭素被膜を成膜す
る工程と、
　該第一非晶質炭素被膜の表面に、第二非晶質炭素被膜の膜厚が０．５～４．５μｍとな
るように、プラズマ化学気相成長法（プラズマＣＶＤ）により配向性なく堆積された複数
の粒状構造体からなる第二非晶質炭素被膜を成膜する工程と、を少なくとも含み、
　前記傾斜膜は、前記第一非晶質炭素被膜から前記密着膜に近づくに従って該密着膜を構
成する元素の組成になるように、非晶質炭素材料に該密着膜の元素が添加されていること
を特徴とする耐キャビテーションエロージョン用部材の製造方法。
【請求項５】
　前記粒状構造体の粒径が、平均粒径５～５００ｎｍとなるように成膜されることを特徴
とする請求項４に記載の耐キャビテーションエロージョン用部材の製造方法。
【請求項６】
　前記基材の表面は鉄系材料を含み、前記硬質層を形成する処理は、窒化、浸炭窒化、ま
たは酸窒化のいずれかの処理であることを特徴とする請求項４または５に記載の耐キャビ
テーションエロージョン用部材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　液体が接触する基材の表面に非晶質炭素被膜を形成した部材及びその部材の製造方法で
あって、特に、液体中に発生するキャビテーションに対するエロージョンを低減すること
ができる部材及び該部材の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、車両における油圧機器は高速で作動油が流れるため、このような油圧機器を
構成する弁などの近傍では、作動油の中の圧力の低い部分が気化して、蒸気の気泡（キャ
ビテーション気泡）が発生すると共に、この気泡が短時間(数マイクロ秒から数１０マイ
クロ秒）で崩壊し消滅するキャビテーションという現象が生じることがある。そして、こ
のようなキャビテーション気泡の崩壊時には、数ＧＰａに及ぶ衝撃波が発生し、この衝撃
波がこれらの弁の表面に作用することにより、その表面は抉れたような凹みによる損傷、
いわゆるエロージョン（壊食）が発生し、この結果、油圧機器に、振動、性能低下をもた
らすことがあった。
【０００３】
　このようなキャビテーションに対するエロージョンを抑制するために、たとえば、この
ような弁のうち液体と接触する表面に、タフトライド処理を行うことがある。また、油圧
式テンショナーの逆止弁を構成するチェックボールの表面、又は、該チェックボールを受
ける環状ボールシートの表面の一方又は双方に、ＤＬＣ（ダイヤモンド・ライク・カーボ
ン）の被膜を設けたものが提案されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－２０７００１号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、近年、車両のハイブリッド化により、走行時における車両のエネルギーを回生
するシステムが新しく付加された結果、このような車両を構成する例えばリニア弁等の動
作回数が増加すると共に、これらの弁を流れる作動油の流量が増加する傾向にある。そし
て、この作動油が接触する弁の表面にはキャビテーションによるエロージョン（壊食）が
起こりやすく、現状の如く鉄系材料の表面にタフトライド処理を行ったもの、又は、単に
非晶質炭素被膜（ＤＬＣ被膜）を被覆したものでは充分にこのエロージョンを抑制するこ
とができないおそれがあった。特に、非晶質炭素被膜は、その成膜条件によって、その膜
の構造、膜厚、密着性、表面硬さ、ＳＰ２（グラファイト構造）／ＳＰ３（ダイヤモンド
構造）比、水素濃度、添加金属濃度等の特性が大きく異なり、単に非晶質炭素被膜であれ
ば、このキャビテーションエロージョン特性に優れているものであるとはいえなかった。
さらにまた、非晶質炭素被膜（ＤＬＣ被膜）を被覆した弁は、このような環境下において
は、被膜の密着性が充分であるとは言えず、剥離するおそれもあった。
【０００５】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、
キャビテーションが発生する環境下において、表面に形成する被膜の密着性を確保しつつ
、この被膜が形成された部材のキャビテーションエロージョンを低減することができる耐
キャビテーションエロージョン用部材及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ところで、発明者らは、鋭意検討を重ねた結果、このようなキャビテーションによるエ
ロージョンの形態は、キャビテーションによる衝撃波が部材の表面に繰り返し作用するこ
とで、繰り返し応力により表面近傍が疲労し、表面を構成する部材組織（粒界部分）のう
ち結合の弱い部分から亀裂が発生し、さらに、この亀裂の進展により部材組織が脱落し欠
損するような損傷形態であることがわかった。このような損傷形態から、発明者らは、部
材の耐キャビテーションエロージョン特性を向上させるためには、まずこの部材がキャビ
テーションによる衝撃波に耐え得るに充分な表面硬さを有することが必要であり、このよ
うな硬さを有する材料として非晶質炭素材料に着眼した。
【０００７】
　そして、発明者らは、非晶質炭素材料からなる被膜に、（１）被膜と基材との密着性を
確保させること、（２）衝撃波による粒界（組織の界面）からの損傷を低減させること、
の２つの機能を持たせることが重要であると考えて多くの実験及び研究を行った。この結
果、発明者らは、基材の表面に規則的に配列された柱状の構造を有した非晶質炭素被膜を
形成することにより、被膜と基材との密着性を均一に確保することができ、さらに、配向
性のない微細な構造を有した非晶質炭素被膜を用いることにより、粒界の損傷を低減さえ
ることができるとの知見を得、このような異なる２つ構造を有した非晶質炭素被膜を積層
させることにより、これらの２つ機能を同時に満たすことができるとの新たな知見を得た
。
【０００８】
　本発明は、本発明者らが得た上記の新たな知見に基づくものであり、本発明に係る耐キ
ャビテーションエロージョン用部材は、液体が接触する基材の表面に非晶質炭素被膜を形
成した耐キャビテーションエロージョン用部材であって、該部材は、該基材の表面に、複
数の柱状構造体からなる第一非晶質炭素被膜と、該第一非晶質炭素被膜の表面に、配向性
なく堆積された複数の粒状構造体からなる第二非晶質炭素被膜と、を少なくとも備えるこ
とを特徴としている。
【０００９】
　本発明でいう「複数の柱状構造体」とは、硬質層の表面に対して略垂直方向（一方向）
に規則的に延びた柱状の形状の非晶質炭素材料からなる構造体の群をいい、「配向性なく
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堆積された複数の粒状構造体」とは、特定の方向性なく不規則に堆積された粒状の形状の
非晶質炭素材料からなる構造体の群をいう。
【００１０】
　本発明の如き耐キャビテーションエロージョン用部材は、基材の表面に複数の柱状構造
体からなる第一非晶質炭素被膜を設けたことにより、基材と第一非晶質炭素被膜との密着
性、及び第一非晶質炭素被膜と第二非晶質炭素被膜との密着性を向上させることができる
。さらにこのキャビテーション気泡の衝撃波により、基材の表面にうねりが発生したとし
ても、このうねりにあわせてこれらの被膜も追従するので、これらの被膜が剥離すること
はない。さらに、配向性なく堆積された複数の粒状構造体からなる第二非晶質炭素被膜を
設けることにより、この粒状構造体の１つ１つが脱落し欠損するので、この部材のキャビ
テーションエロージョンを低減することができる。
【００１１】
　また、第二非晶質炭素被膜の表面硬さは、Ｈｖ２００～８０００の幅で成膜することが
可能であるが、成膜し易さ等を考えると、表面硬さＨｖ１０００～３０００が好ましい。
また、このような第一及び第二非晶質炭素被膜中に、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｗ
、Ｂ、Ｎなどの添加元素を添加してもよく、このような元素を添加することにより、被膜
の表面硬さを調整することもできる。また、これらの元素は、この第一非晶質炭素被膜と
第二非晶質炭素被膜の厚さ方向に沿って、傾斜組成となるように添加してもよい。このよ
うな元素を添加することにより、使用環境に合った被膜となるように、被膜特性の調整を
行うことができる。
【００１２】
　また、耐キャビテーションエロージョン用部材は、この第一及び第二非晶質炭素被膜を
繰り返して形成した多層膜の構造であってもよく、この場合は、この多層膜のうち第二非
晶質炭素被膜が、液体に接触するように形成されていることが好ましい。
【００１３】
　さらに、このような部材の前記粒状構造体の粒径は、平均粒径が５～５００ｎｍである
ことが好ましい。このようなナノオーダの微細な粒状構造体を堆積させることにより、緻
密な膜を形成することができ、たとえ第二非晶質炭素被膜を構成する粒状構造体の１つ１
つがキャビテーションによる衝撃波により脱落したとしても、全体としての損傷は小さい
ので、耐キャビテーションエロージョン特性をさらに向上させることができる。
【００１４】
　さらに、本発明に係る耐キャビテーションエロージョン用部材は、前記非晶質炭素被膜
が形成される基材の表面に、該基材を硬質化させた硬質層が形成されていることが好まし
い。このように、基材の表面に硬化層を設けることにより、キャビテーション気泡の衝撃
波による基材の表面のうねりを軽減することができるので、流体弁の耐リーク特性を向上
させることが可能となり、例えばサーボバルブなどの精密な流体機器の制御特性をより向
上させることができる。
【００１５】
　本発明でいう「硬質層」とは、基材の表面を硬質化処理したものであり、例えば、基材
が鉄系材料からなる場合には、浸炭処理、窒化処理などの処理を行って得られる層、又は
、炎焼入れ、高周波焼入れなどの熱処理を行って得られる焼入れ層であり、より好ましく
は、前記基材の表面は鉄系材料からなり、前記硬質層は、窒化層、浸炭窒化層、または酸
窒化層のいずれかの層であることが好ましく、この硬質層は、これらの層のうち特に窒化
層であることがより好ましい。なお、このような窒化層の厚さ及び表面硬さは、基材の鋼
種によって異なるが、製造のし易さから、この窒化層の厚さは、５０μｍ、その表面硬さ
はＨｖ１０００程度が好ましい。なお、基材そのものがこのような表面硬さであっても同
様の効果を得ることができる。
【００１６】
　また、前記の如き硬質層は、基板自体が硬質である高速度鋼やダイス鋼などにくらべて
、安価に形成することができる。そして、このような窒化系の処理を行った処理表面は、
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サブミクロン程度の適度な表面粗さを得ることができるので、この処理表面に成膜を行う
場合にはアンカー（投錨）効果により、膜の密着性を向上させることができる。
【００１７】
　さらに、前記硬質層と前記第一非晶質炭素被膜との間には、さらに、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｗ、
Ｎｉ、Ｓｉ、Ａｌ及びこれらの組合せからなる群から選択される元素を含む密着膜を備え
ることがより好ましい。このような密着膜を設けることにより、基材と第一非晶質炭素被
膜との密着性を向上させることができる。さらに、上記の如く基材に窒化系の処理を行っ
た場合には、この密着膜の成膜時において、硬質層に含まれる窒素原子を密着膜へ移動さ
せることが可能となり、密着膜と硬質層との密着性をさらに向上させることができる。す
なわち、窒化処理によって硬質層に固溶した窒素原子は、浸炭処理により固溶した炭素原
子に比べて低温においても、この密着膜に拡散することが容易であるので、より効果的に
これらの密着性を向上させることができる。さらに、上記のうち窒化処理により得られる
窒化層は、浸炭などの処理に比べて、処理温度が低いため、部品寸法の変形や軟化等が引
き起こされることが無く、処理後直ぐにその層表面にコーティングを行うことができる。
【００１８】
　さらに、密着膜と第一非晶質炭素被膜との間に、前記第一非晶質炭素被膜から前記密着
膜に近づくに従って、密着膜を構成する元素の組成になるように、非晶質炭素材料にこの
ような密着膜の元素を添加した傾斜膜を形成することがより好ましい。このような傾斜膜
を形成することにより、非晶質炭素被膜の密着性をさらに高めることができる。尚、この
密着膜と第一非晶質炭素被膜との間にこの傾斜膜を形成したが、密着膜の代わりにこの傾
斜膜のみを基材と第一非晶質炭素被膜との間に配しても、第一及び第二非晶質炭素被膜の
密着強度を向上させることができる。
【００１９】
　このような部材の第一非晶質炭素被膜の膜厚は、０．２～０．４μｍであり、前記第二
非晶質炭素被膜の膜厚は、０．５～４．５μｍであることが好ましい。第一非晶質炭素被
膜の膜厚は、薄ければ薄いほどキャビテーションの衝撃波に対しての密着性は良好であり
、成膜技術の観点から、このような膜を均一に成膜することができる最小膜厚の範囲は、
０．２～０．４μｍ程度である。また、第二非晶質炭素被膜の膜厚は、厚ければ厚いほど
耐キャビテーションエロージョン特性に優れているが、この第二非晶質炭素被膜を成膜す
る際の膜厚が厚すぎると、この非晶質炭素被膜の圧縮応力により膜剥離が引起されるため
、この被膜を形成することができる膜厚範囲としては、０．５～４．５μmであることが
好ましい。さらに、耐キャビテーションエロージョン特性を向上させるためには、最小膜
厚は２．０μｍ以上が望ましく、この結果、好ましい膜厚は、２．０～４．５μｍとなる
。
【００２０】
　さらに、本発明において、前記耐キャビテーションエロージョン用部材をより好適に製
造する製造方法も以下に開示する。本発明に係る耐キャビテーションエロージョン用部材
の製造方法は、液体が接触する基材の表面に非晶質炭素被膜を形成した耐キャビテーショ
ンエロージョン用部材の製造方法の製造方法であって、該部材の製造方法は、該基材の表
面に、複数の柱状構造体からなる第一非晶質炭素被膜を成膜する工程と、該第一の非晶質
炭素被膜の表面に、配向性なく堆積された複数の粒状構造体からなる第二非晶質炭素被膜
を成膜する工程と、を少なくとも含むことを特徴としている。
【００２１】
　このような製造方法によって、製造される耐キャビテーションエロージョン用部材は、
キャビテーションが発生する環境下において、被膜の密着性を確保しつつ、このキャビテ
ーションエロージョンを低減することができる。
【００２２】
　また、第一非晶質炭素被膜と第二非晶質炭素被膜を形成することができるのであれば特
に、その成膜方法は、限定されるものではないが、より好ましくは、前記第一非晶質炭素
被膜は、物理気相成長法（ＰＶＤ）により成膜され、前記第二非晶質炭素被膜が、プラズ
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マ化学気相成長法（プラズマＣＶＤ）により成膜される。このような成膜方法により成膜
することにより、より容易に、第一非晶質炭素被膜の複数の柱状構造体及び第二非晶質炭
素被膜の配向性なく堆積された複数の粒状構造体を得ることができる。このようなＰＶＤ
としては、真空蒸着法、イオンプレーティング、スパッタリング等が挙げられ、このよう
な方法を用いることにより、低温成膜（２５０℃以下）で、第一非晶質炭素被膜の密着性
を確保することができる。
【００２３】
　さらに、このような製造方法としては、前記粒状構造体の粒径が、平均粒径５～５００
ｎｍとなるように成膜されることが好ましい。このような粒径にすることにより、緻密な
膜を形成することができ、たとえ第二非晶質炭素被膜を構成する粒状構造体の１つ１つが
キャビテーションによる衝撃波により脱落したとしても、全体としての損傷は小さいので
、耐キャビテーションエロージョン特性を向上させることができ、前述したプラズマＣＶ
Ｄにより第二非晶質炭素被膜を成膜することにより、特に、この範囲の粒径の粒状構造体
を製造することができる。
【００２４】
　また、このような製造方法としては、前記第一非晶質炭素被膜を形成させる工程の前工
程として、該基材の表面を硬質化させた硬質層を形成する処理工程をさらに含むことが好
ましく、このような硬質層を形成することにより、キャビテーション気泡の衝撃波による
基材の表面のうねりを低減することができる。そして、さらに前記基材の表面は鉄系材料
を含ませて、前記硬質層を形成する処理は、窒化、浸炭窒化、または酸窒化のいずれかの
処理であることがより好ましい。このような処理を行うことにより、安価で密着性の良い
膜を形成することができる。たとえば、このような窒化処理（軟窒化処理も含む）として
は、タフトライド処理（塩浴窒化処理）、ガス窒化処理、プラズマ窒化処理、イオン窒化
処理、ラジカル窒化処理、などの窒化処理があげられる。尚、このような窒化処理は、そ
の基材の表層に、鉄窒化処理物（εＦｅ２－３Ｎ、γ’Ｆｅ４Ｎ）が生成されず、窒素原
子そのものが固溶するような処理であることが好ましい。
【００２５】
　さらに、本発明係る製造方法は、前記硬質層を形成する工程後であって、第一非晶質炭
素被膜を成膜する工程の前に、前記硬質層の表面に、さらに、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｗ、Ｎｉ、Ｓ
ｉ、Ａｌ及びこれらの組合せからなる群から選択される元素を含む密着膜を成膜する工程
をさらに含むことがより好ましい。特に、金属元素からなる密着膜を成膜する際に、一旦
、硬質層に固溶した窒素原子が成膜された密着膜へ拡散し、両者の密着性をさらに向上さ
せることができる。
【００２６】
　さらにまた、密着膜と第一非晶質炭素被膜との間に傾斜膜をさらに設けてもよく、この
傾斜膜は、前記表面の硬質層から前記密着膜に近づくに従って、密着膜を構成する元素の
組成になるように、非晶質炭素材料にこのような密着膜の元素を添加すると、より非晶質
炭素被膜の密着性をさらに高めることができる。このような傾斜膜は、第一非晶質炭素被
膜との密着性を考慮すると、カーボンおよび密着膜の成分をターゲットとしたスパッタリ
ングにより形成されることがより好ましい。
【００２７】
　さらに、このような製造方法としては、前記第一非晶質炭素被膜の膜厚が、０．２～０
．４μｍとなり、前記第二非晶質炭素被膜の膜厚が、０．５～４．５μｍとなるように成
膜されることがより好ましい。このような膜厚範囲にすることにより、キャビテーション
の衝撃波に対してのより密着性を向上させ、キャビテーションエロージョンを抑制するこ
とができる。また、第二非晶質炭素被膜の膜厚は、２．０～２．５μｍがより好ましい。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、液体が接触する基材の表面に構造の異なる２つの非晶質炭素被膜を複
層形成することにより、キャビテーションが発生する環境下において、表面に形成する非
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晶質炭素被膜の密着性を確保しつつ、このキャビテーションエロージョンを低減すること
ができる。
【実施例】
【００２９】
　以下に実施例に基づいて、本発明に係る耐キャビテーションエロージョン部材について
説明する。
（実施例１）
　＜試験片の製作＞
　実施例１に係る試験片として、図１に示すような基材２の表面にクロムを主材とした密
着膜（傾斜膜）３と、さらにこの密着膜３の表面に複数の柱状構造体４ａ…からなる第一
非晶質炭素被膜（第一ＤＬＣ被膜）４と、該第一非晶質炭素被膜４の表面に配向性なく堆
積された複数の粒状構造体５ａ…からなる第二非晶質炭素被膜（第二ＤＬＣ被膜）５とを
、備えた、耐キャビテーションエロージョン部材１の試験片Ｗを製作した。
【００３０】
　具体的な製作手順として、図２に示す如き手順で試験片Ｗを製作した。まず、基材２と
して、直径２５×厚さ１２ｍｍのステンレス鋼（ＪＩＳ規格：ＳＵＳ３０３）の段付き円
筒体を準備して表面を研磨し（Ｓ１１）、次に、この基材２の表面を１５０℃の温度条件
でイオンボンバードによる表面処理を行い（Ｓ１２）、その後、２０分間クロムターゲッ
トを用いたスパッタリングを行い、厚さ０．３μｍの密着膜３として被膜を形成した。こ
の際、基板に接するところは純クロムであるが、最も最表面は、ＤＬＣのなるように傾斜
組成化させた（Ｓ１３）。
【００３１】
　そして、このクロム被膜が形成された基材を、カーボンターゲット及びアセチレンを用
いて、３０分間の成膜時間で、物理気相成長法（ＰＶＤ）の一つであるスパッタリング法
により、複数の柱状構造体４ａ…からなる第一非晶質炭素被膜４を成膜した（Ｓ１４）。
さらに、この第一非晶質炭素被膜が形成された表面に、アセチレンガスを用いてプラズマ
化学気相成長法（プラズマＣＶＤ）により、配向性なく堆積された複数の粒状構造体５ａ
…からなる第二非晶質炭素被膜５を成膜した（Ｓ１５）。なお、ここでは、第二非晶質炭
素被膜５の成膜後には、表面の研磨を行っていないが、必要に応じて行っても良い。
【００３２】
　＜キャビテーション試験＞
　図３の（ａ）に示すような、噴流式キャビテーション試験装置（ＡＳＴＭ規格、キャビ
テーション材料試験装置）２０の容器２１内にこの試験片Ｗを設置して、装置内に圧力０
．３ＭＰａとなるようにイオン交換水を充填し、この試験片Ｗの第二非晶質炭素被膜の表
面から１０ｍｍ離れた位置において、ノズル２２の直径φ０．４ｍｍの吐出孔２２ａの先
端２２ｂが配置されるようにし、このノズル２２の吐出孔２２ａの先端２２ｂから、圧力
１８ＭＰａ、流速１７ｃｃ／ｓ（１３０ｍ／ｓ）で、イオン交換水を３００秒間噴射し、
この試験片Ｗの表面にキャビテーションを発生させて、以下示す方法で、この試験片Ｗの
キャビテーションエロージョンを評価した。
【００３３】
　　［試験の評価方法１：金属顕微鏡による損傷面積率の測定］
　金属顕微鏡を用いてキャビテーション試験を行う前後の試験片の表面を観察した。さら
に、この顕微鏡観察の写真から、キャビテーションにより損傷した表面積を測定し、（損
傷面積率）＝（損傷面積）／（全体面積）×１００として、損傷面積率を算出した。この
結果を図４に示す。
【００３４】
　　［試験の評価方法２：金属及び電子顕微鏡による表面の観察］
　図３の（ｂ）に示すように、このキャビテーション試験後の試験片の損傷が認められな
かった表面健全部（Ａ部）及び損傷が認められた表面損傷部（Ｂ部）をこの金属顕微鏡に
より拡大観察した。この結果を図４のａ～ｃ欄に示す。尚、この図４のａ，ｂ欄は、金属
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顕微鏡の倍率を１０００倍にして観察したものであり、図４のｃ欄は、金属顕微鏡の倍率
を５０倍にして観察したものを示している。
【００３５】
　さらに、図３（ｂ）に示すように、非晶質炭素被膜の厚み方向に沿ってこの試験片を切
断し、金属顕微鏡を用いて、この倍率を１０００倍にして、この切断面のうちキャビテー
ションによる損傷が認められる断面損傷部（Ｃ部）を観察した。この結果を、図４のｄ欄
に示す。
【００３６】
　　［試験評価方法３：試験片表面の表面粗さ測定］
　図３（ｂ）に示す表面健全部（Ａ部）と表面損傷部（Ｂ部）の表面粗さを表面粗度計を
用いて測定した。この結果を図５（ａ）及び表１に示す。
【００３７】
（比較例１）
　実施例１と同じ基材を準備し、実施例１と同様の条件で、この基材表面にイオンボンバ
ードを行い、さらにこの表面にスパッタリングによりクロム被膜を成膜後に非晶質炭素被
膜を形成した。すなわち、比較例１に係る試験片は、プラズマＣＶＤにより第二非晶質炭
素被膜を形成していない点が実施例１のものと異なる。そして、実施例１と同じような評
価試験を行った。この結果を図４に示す。また、表面粗さの測定結果を図５（ｂ）及び表
１に示す。
【００３８】
（比較例２）
　実施例１と同じ基材を準備し、この基材を予熱３５０℃、７５分で加熱し、表面硬さＨ
Ｖ１０００以上、層厚さ２５μｍとすべく、５７０℃、６０分の条件で、該基材２の表面
に窒化層（硬質化させた層）２ａを形成するタフトライド処理（塩浴窒化処理）を行い、
この処理後の加熱された基材を冷却（油冷１２０℃、５分）した。そして、実施例１と同
じような評価試験を行った。この結果を図４に示す。
【００３９】
【表１】

【００４０】
（結果１：表面損傷の結果）
　図４に示すように、実施例１の試験片は、キャビテーション試験後の表面積はほとんど
損傷がなく、実施例１の損傷面積率は、１％以下となり、比較例１，２に比べて小さかっ
た。
【００４１】
（結果２：表面性状の結果）
　図４のｃ欄及び図５に示すように、実施例１及び比較例１の試験片のキャビテーション
による損傷部の表面には、凹みに似た複数の表面うねりが観察された。また、図５，表１
に示すように、実施例１の試験片の損傷部の表面粗さの方が、比較例１の試験片の試験片
の表面粗さよりも小さかった。
【００４２】
（考察１：表面損傷の推定）
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　実施例１の試験片の表面の如き第二非晶質炭素被膜は、特定の方向性なく不規則に堆積
された粒状の非晶質炭素材料からなる構造体（粒状構造体）の群であるため、キャビテー
ション気泡による衝撃波がその被膜表面に作用しても、微細な粒状構造体の１つ１つが欠
損するので、第一非晶質炭素被膜まで欠損することがなく、試験片表面の損傷面積率が小
さくなり、長時間の耐キャビテーションエロージョン特性を有することができると考えら
れる。
【００４３】
　一方、比較例１の試験片の場合には、試験片の表面に形成された非晶質炭素被膜を構成
する複数の柱状構造体は、基材の表面から垂直方向に成長しているため、キャビテーショ
ン気泡による衝撃波がその被膜表面に作用すると、柱状構造体そのものが欠損して基材表
面が露出して、試験片表面の損傷面積率が大きくなったと考えられる。さらに、比較例２
の試験片の場合には、比較例１の柱状構造体同士の結合強度よりも、この金属組織同士の
粒界の結合強度が弱く、さらには金属組織が大きいため、比較例１よりも、試験片表面の
損傷面積率が大きくなったと考えられる。
【００４４】
（考察２：表面うねりの推定）
　図４のｃ欄に示すように、実施例１及び比較例１の試験片の表面に、凹みに似た複数の
表面うねりが発生した理由としては、図６（ａ），（ｂ）に示すように、キャビテーショ
ン気泡が発生し、この試験片への気泡の衝突における衝撃波によるエネルギーが、試験片
の基材にまで影響を与え、この結果、被膜表面を壊食すると共に、被膜よりも柔らかい下
地である基材表面までも変形させ、試験片の表面をうねらせたものであると考えられる。
そして、また新たに発生したキャビテーション気泡により、このような現象が繰り返され
て、損傷部の表面粗さが健全部ものに比べて大きくなったと考えられる。
【００４５】
　そして、実施例１の試験片の場合には、第二非晶質炭素被膜が特定の方向性なく不規則
に堆積された粒状の非晶質炭素材料からなる構造体（粒状構造体）の群である点、さらに
、その下地層も構造の異なる第一非晶質炭素被膜が形成されている点から、この衝撃波に
よるエネルギーは、これら被膜内で分散され、比較例１に比べて、表面うねりが小さくな
ったと考えられる。さらに、図６（ｃ）に示すように、基材の表面に、窒化処理などによ
って硬化層を形成するような処理をさらに行えば、表面うねりをさらに低減することがで
きると考えられる。
【００４６】
（実施例２）
　実施例１と同じように、試験片を作成した。実施例１と異なる点は、図１に示す密着膜
３を形成する前に、基材２を予熱３５０℃、７５分で加熱し、表面硬さＨＶ１０００以上
、層厚さ２５μｍとすべく、５７０℃、６０分の条件で、該基材２の表面に窒化層（硬質
化させた層）を形成するタフトライド処理（塩浴窒化処理）を行い、この処理後の加熱さ
れた基材を冷却（油冷１２０℃、５分）した点である。その後、実施例１と同じようにし
て、密着膜３、第一非晶質炭素被膜４、第二非晶質炭素被膜５を順次形成した。
【００４７】
　＜硬さ試験＞
　このように製造された試験片の表面の硬さを測定した。この結果を図７に示す。
【００４８】
　＜キャビテーション試験とその評価＞
　さらに、実施例１と同じようにしてキャビテーション試験を行った。そして、実施例１
と同じような評価を行った。この結果を、図７～９に示す。尚、図７のａ欄は、表面健全
部（図３のＡ部に相当）、ｂ欄は、表面損傷部（図３のＢ部に相当）、ｃ欄は、断面損傷
部（図３のＣ部に相当）の金属顕微鏡による観察結果であり、ｄ欄は、断面健全部（図３
のＤ部に相当）のＳＥＭ観察結果である。
【００４９】
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（比較例３）
　実施例２と同じ基材を準備し、実施例１と同様の条件で、基材の表面にタフトライド処
理（塩浴窒化処理）を行って窒化層を形成し、この基材表面にイオンボンバードを行い、
さらにこの表面にスパッタリングによりクロム被膜を成膜後に非晶質炭素被膜を形成した
。すなわち、比較例３に係る試験片は、プラズマＣＶＤにより第二非晶質炭素被膜を形成
していない点が実施例２のものと異なる。そして、実施例２と同じように硬さ試験及びキ
ャビテーション試験を行った。この結果を図７～９に示す。
【００５０】
（比較例４）
　実施例２と同じ基材を準備し、実施例２と同様の条件で、基材の表面にタフトライド処
理（塩浴窒化処理）を行って窒化層を形成し、その基材表面にイオンボンバードを行い、
さらにこの表面にスパッタリングによりクロム被膜を成膜後にタングステンを添加しなが
ら非晶質炭素被膜を形成した。すなわち、比較例４の試験片は、プラズマＣＶＤにより第
二非晶質炭素被膜を形成していない点が実施例２のものと異なる。そして、実施例２と同
じように硬さ試験及びキャビテーション試験を行った。この結果を図７及び図８に示す。
【００５１】
（比較例５）
　実施例２と同じ基材を準備し、実施例１と同様の条件でタフトライド処理のみを行った
。すなわち、比較例５の試験片は、スパッタリングによるクロム被膜を形成している点と
、第一及び第二の非晶質炭素被膜を形成していない点が実施例２のものと異なる。そして
、実施例２と同じように硬さ試験及びキャビテーション試験を行った。この結果を図７～
９に示す。
【００５２】
（比較例６）
　実施例２と同じ基材を準備した。そして、この表面に、基板温度４７５℃でクロムター
ゲット及び窒素ガスを用いて、アークイオンプレーティングにより窒化クロム膜を形成し
た。そして、実施例２と同じように硬さ試験及びキャビテーション試験を行った。この結
果を図７に示す。
【００５３】
（結果３：損傷面積率の結果）
　図７及び８に示すように、実施例２の試験片は、キャビテーション試験後の表面積はほ
とんど損傷がなく、実施例２の損傷面積率は、１％以下となり、比較例３～６に比べて小
さかった。
【００５４】
（結果４：健全部の観察結果）
　図９のｄ欄に示すＳＥＭ観察により、実施例２及び比較例３の試験片に成膜した非晶質
炭素被膜（実施例２の場合は第一非晶質炭素被膜）には、短辺が１０ｎｍ～５００ｎｍ程
度の大きさであり、表面に対して略垂直方向（位置方向）に成長した非晶質炭素材料から
なる柱状構造体の群が観察された。さらに、実施例２の試験片では、柱状構造体の群（第
一非晶質炭素被膜）の上である第二非晶質炭素被膜には、直径が５ｎｍ～５００ｎｍ程度
の大きさであり、配向性のなく（特定方向への成長がなく）堆積した非晶質炭素材料から
なる粒状構造体の群が観察された。また、比較例３及び４の試験片に成膜した非晶質炭素
被膜には、ドロップレットが確認された。
【００５５】
（結果５：損傷部の観察結果）
　図９に示すような金属顕微鏡による表面及び断面の観察結果から、実施例２の試験片は
、第二非晶質炭素被膜の粒状構造体の一部が脱落した欠損部（図中横方向に欠損）が確認
できた。
【００５６】
　また、比較例３及び４の非晶質炭素被膜の柱状構造体の健全な断面を観察すると、複数
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のドロップレットが確認されていたが、損傷部の断面を観察すると、このドロップレット
の大きさ及びドロップレットの分布状態に近い複数の欠損部が確認できた。また、柱状構
造体同士の接触している界面部分に沿って、柱状構造体の一部が脱落したような欠損部（
図中縦方向に欠損）も確認できた。さらには、この欠損部分のうち基材表面が露出した箇
所では、その基材の金属組織の粒界に沿って組織の欠落を確認した。
【００５７】
　さらに、比較例５の試験片の損傷部の表面を観察すると、様々な大きさの凹部があり、
いずれもその周辺にヒビ割れが観測できた。さらに、損傷部の断面を観察すると、この大
きく欠損している部分の近くに、粒界に沿った亀裂（割れ）の進行が確認できた。
【００５８】
（考察３：損傷メカニズム）
　この結果３～５から、図１０を用いて、以下にこれらの試験片の損傷メカニズムを推定
する。
【００５９】
　図１０に示すように、まず、これら試験片の表面に、繰り返しキャビテーションによる
衝撃波が作用させたことにより、衝撃波による繰り返し衝撃（応力）が、これらの試験片
の表面に疲労を生じさせたと考えられる。具体的には、これらの衝撃波により、非晶質炭
素被膜の構造体群の各構造体の界面部分、または、金属基材の表面組織の粒界部分のうち
、弱い箇所から疲労により亀裂が発生及び進展し、その亀裂の進展によりこの構造体の群
のうちの一部、金属組織の一部が、欠落し表面の欠損に至ったと考えられる。
【００６０】
　その結果、実施例２の試験片の表面である第二非晶質炭素被膜は、特定の方向性なく不
規則に堆積された粒状の非晶質炭素材料からなる構造体（粒状構造体）の群であり、さら
には、平均粒径が５～５００ｎｍとこの粒状構造体は微細であるため、このような亀裂が
進展しても、他の粒状構造体同士の界面にまでこの亀裂が進展することなく、界面に亀裂
が発生した微細な粒状構造体の１つ１つが欠損するので、試験片表面の損傷面積率が小さ
くなり、長時間の耐キャビテーションエロージョン特性を有することができると考えられ
る。
【００６１】
　また、比較例３，４の試験片の場合には、これら試験片の表面に形成された非晶質炭素
被膜を構成する複数の柱状構造体は、基材の表面から垂直方向に成長しているため、この
疲労により膜表面の柱状構造体同士の界面に発生した亀裂は、基材の表面にまで進展し、
その結果、柱状構造体が欠損したと考えられる。特に、ドロップレットを有した箇所は、
そのドロップレットとこれに隣接した柱状構造体の界面は強度的に弱いので、この界面へ
の亀裂の発生及び進展によりドロップレットが欠落したと考えられる。その結果、このよ
うな柱状構造体及びドロップレットの欠落により、試験片表面の損傷面積率が大きくなっ
たと考えられる。
【００６２】
　さらに、比較例５の試験片の場合には、試験片の金属表面のうち強度的に弱い金属組織
同士の粒界から亀裂が発生及び進展する。その結果、柱状構造体よりも大きな組織が、表
面から脱落することにより、試験片表面の損傷面積率がさらに大きくなったと考えられる
。また、比較例３及び４の如く、非晶質炭素被膜が欠損（剥離）し、基材の表面が露出し
た箇所も同様の現象が発生したと考えられる。
【００６３】
（考察４：損傷と硬さとの関係）
　比較例３を比較例４の如く単に試験片の表面の被膜の表面硬さを高くしたとしても、図
７に示す如く、比較例４の損傷面積率は低減されていないことから、単に表面硬さを上昇
させたとしても、表面の損傷面積率を低下させることができないと考えられ、この表面の
損傷面積率は、考察３に示したように、この構造体の形状、大きさ、及び配列にも起因す
ると考えられる。
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【００６４】
（実施例３）
　実施例２と同じ試験片を製作した。また、実施例２と同様の硬さ試験及びキャビテーシ
ョン試験を行った。この結果を図１１に示す。
【００６５】
（比較例７）
　実施例２と同じ基材を準備し、実施例２と同様の条件で、基材の表面にタフトライド処
理（塩浴窒化処理）を行って窒化層を形成し、この基材表面にイオンボンバードを行い、
さらにこの表面にスパッタリングによりクロム被膜を成膜後、プラズマＣＶＤにより非晶
質炭素被膜を形成した。すなわち、比較例７の試験片は、スパッタリングにより第一非晶
質炭素被膜を形成していない点が実施例２のものと異なる。そして、実施例２と同じよう
に硬さ試験及びキャビテーション試験を行った。この結果を図１１に示す。
【００６６】
（結果６）
　図１１に示すように、実施例３の試験片は、キャビテーション試験後の表面積はほとん
ど損傷がなく、損傷面積率は、比較例７に比べ１％以下となり小さかった。また、比較例
７の損傷面積率は略７０％であった。
【００６７】
（考察５：第一非晶質炭素被膜に役割）
　比較例７のように、複数の粒状構造体からなる非晶質炭素被膜を形成したにもかかわら
ず、損傷面積率が大きかったのは、この複数の粒状構造体からなる非晶質炭素被膜だけで
は、基材との密着性が充分に確保できなかったためであると考えられる。すなわち、実施
例３の如く、第一非晶質炭素被膜の表面上に、第二非晶質炭素被膜を形成することにより
、第二非晶質炭素被膜の密着性を確保することができたと考えられる。
【００６８】
（まとめ）
　これまでの結果１～６、及び考察１～５をまとめると、以下の表２に示すようになる。
なお、これらの表に記載の◎，○，△は、これらの被膜、層に対する相対指標を示してお
り、◎が良好、○が普通、△がやや不良を示している。
【００６９】
【表２】

【００７０】
　このように、耐キャビテーションエロージョン特性を考慮すると、液体の接触面には第
二非晶質炭素被膜（第二ＤＬＣ被膜）が形成されていなければならない。しかし、被膜の
密着性を考慮するとこの第二非晶質炭素被膜だけでは密着性が良くないので、第二非晶質
炭素被膜と基材との密着性向上させるために、第一非晶質炭素被膜（第一ＤＬＣ被膜）を
第二非晶質炭素被膜と基材との間に設けることが必要である。さらに、キャビテーション
気泡による表面うねりを低減するためには、この基材の表面に窒化処理を行った硬質層を
設けることがより好ましい。
【００７１】
（実施例４、５）
　実施例２と同じように試験片を製作した。実施例４，５の試験片が、実施例２と異なる
点は、第一非晶質炭素被膜の膜厚を０．３μｍ±０．１μｍの範囲に収まるように成膜し
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、第二非晶質炭素被膜の膜厚を順次１．８５μｍ，３．２２μｍにした点である。そして
、実施例２と同じようにして、キャビテーション試験を行い、損傷面積率を求めた。この
結果を図１２に示す。
【００７２】
（比較例８、９）
　実施例４と同じように試験片を製作した。比較例８，９の試験片が、実施例４と異なる
点は、第二非晶質炭素被膜の膜厚を順次０．８μｍ，１．５１μｍにした点である。そし
て、実施例４と同じようにして、キャビテーション試験を行い、損傷面積率を求めた。こ
の結果を図１２に示す。
【００７３】
（結果７）
　実施例４，５の試験片は、比較例８，９のものに比べて、キャビテーション試験後の表
面積はほとんど損傷なかった。
【００７４】
（考察６：第二非晶質炭素被膜の最適膜厚）
　この結果、第二非晶質炭素被膜の膜厚を厚くするに従い損傷面積率は低下し、耐キャビ
テーションエロージョン特性は向上したと考えられる。しかし、比較例８，９の試験片の
損傷面積率から、比較例８、９であっても充分に耐キャビテーションエロージョン特性は
得られていると考えられる。一方、この第二非晶質炭素被膜を成膜する際の膜厚が厚すぎ
る（４．５μｍよりも大きい）と、この非晶質炭素被膜の圧縮応力により膜剥離が引き起
される可能性がある。
【００７５】
　以上より、第二非晶質炭素被膜の膜厚は、少なくとも０．５～４．５μｍの範囲で充分
な耐キャビテーションの効果が得られると考えられ、さらに、実施例４，５の如く最小膜
厚を２．０μｍ以上、すなわち２．０～４．５μｍであれば、さらに耐キャビテーション
エロージョン特性を向上させることができると考えられる。
【００７６】
（実施例６）
　実施例２と同じように試験片を製作した。実施例６の試験片が、実施例２と異なる点は
、第一非晶質炭素被膜の膜厚を０．３３μｍで成膜し、第二非晶質炭素被膜の膜厚を０．
８５μｍ±０．１５μｍの範囲に収まるように成膜にした点である。そして、実施例２と
同じようにして、キャビテーション試験を行い、損傷面積率を求めた。この結果を図１３
に示す。
【００７７】
（比較例１０，１１）
　実施例２と同じように試験片を製作した。比較例１０，１１の試験片が、実施例２と異
なる点は、第一非晶質炭素被膜の膜厚を順次１．４μｍ，１．９９μｍで成膜した点であ
る。そして、実施例２と同じようにして、キャビテーション試験を行い、損傷面積率を求
めた。この結果を図１３に示す。
【００７８】
（結果８）
　図１３に示すように、実施例６、比較例１０，１１の順に損傷面積率が大きくなった。
【００７９】
（考察７：第一非晶質炭素被膜の最適膜厚）
　結果８から、第一非晶質炭素被膜の膜厚は、薄ければ薄いほどキャビテーションの衝撃
波に対しての密着性は良好であり、成膜面から考慮すると、この第一非晶質炭素被膜を均
一に成膜することができる最小膜厚の範囲は、０．２～０．４μｍである。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明に係る耐キャビテーションエロージョン部材は、図１４に示すような、車両機器
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【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明に係る耐キャビテーションエロージョン部材を模式的に示した断面図。
【図２】図１に係る耐キャビテーションエロージョン部材の製造方法を説明するためのフ
ロー図。
【図３】（ａ）は噴流式キャビテーション試験装置の全体構成図であり、（ｂ）は、金属
顕微鏡又は電子顕微鏡により観察した試験片の箇所を説明するための図。
【図４】実施例１及び比較例１，２の試験片の表面の金属顕微鏡による写真図。
【図５】（ａ）は、実施例１の試験片の表面粗さの測定結果を示した図であり、（ｂ）は
、比較例１の試験片の表面粗さの測定結果を示した図。
【図６】キャビテーションによる表面うねり発生のメカニズムを説明するための図。
【図７】キャビテーション試験前後の実施例２及び比較例３～６の試験片の表面の金属顕
微鏡による写真図。
【図８】実施例２及び比較例３～６の試験片のキャビテーション試験による損傷面積率と
各試験片の表面硬さとの関係を示した図。
【図９】実施例２及び比較例３～６の試験片の表面の顕微鏡による写真図。
【図１０】キャビテーションによる損傷メカニズムを説明するための図。
【図１１】実施例３及び比較例７のキャビテーション試験結果を示した図。
【図１２】実施例４，５及び比較例８，９の試験片の第二非晶質炭素被膜の膜厚と損傷面
積率との関係を示した図。
【図１３】実施例６及び比較例１０，１１の試験片の第一非晶質炭素被膜の膜厚と損傷面
積率との関係を示した図。
【図１４】本発明に係る耐キャビテーションエロージョン用部材の適用機器および部品を
示した表図。
【符号の説明】
【００８２】
　１：耐キャビテーションエロージョン用部材，２：基材，３：密着膜，４：第一非晶質
炭素被膜，４ａ：柱状構造体，５：第二非晶質炭素被膜，５ａ：粒状構造体
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