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■ 著 者 紹 介 ■

鈴村 春樹

　現号からボディーへの入力が増加し、振動・騒音の性能目標も高くなり、かつ質量も現号から大幅に低減
する必要があり、目標を達成するためには非常に厳しい条件だった。しかし、今回新しく高剛性発泡材を採
用することにより、性能と質量の両方を満足するバックドアを開発することができた。
　今後もボディーの軽量化に繋がるアイテムを見つけ出しチャレンジしていきたい。

開発の経緯と開発者の思い
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1 はじめに
　エアコンシステムを作動させるには冷媒が必
要でありHFC（ハイドロフルオロカーボン）など
が使用される。近年、環境規制が厳しくなってお
り欧州では地球温暖化係数（GWP）の低いエアコ
ンシステムとして自然冷媒（CO2）が注目されて
いる。当社では自然冷媒に対応したコンプレッサ
9SA31の生産を開始した。CO2冷媒の特徴とし
て、HFC冷媒に比べ、「圧力・温度」が「高圧・高温」
側へシフトすることが挙げられる（図1）。

　そのため、これまでのコンプレッサは適用でき
ず新規設計が必要となる。既存コンプレッサと同
等の体格でありながら使用環境が厳しくなるた

図1 冷媒の特徴
Fig.1 Characteristic of refrigerant

HFC冷媒 自然冷媒

R134a CO2（R744）

地球温暖化係数
（GWP） 1410 １

使用圧力 0.3～3.6MPa 3.5～15MPa

吐出温度 80～130℃ 130～180℃

使用領域 臨界域内 超臨界域

め、ベアリング設計の制約条件が多くなる。この
軸受部分の機能を損なうことなく設計すること
がCO2冷媒コンプレッサの肝となる。この課題に
対し近年、自動車部品への適用が進むDLC（ダイ
ヤモンド･ライク･カーボン）コーティング（以下
DLC膜）に注目し、今回コロ軸受のコロ部分に相
応しいDLCを選定し、構造最適化したうえで適用
した（図2）。本稿ではDLC膜の特徴とその効果・製
品化の概要を紹介する。

2 DLCコーティングとは
　DLCとはDiamond-Like Carbonの略称で、ダ
イヤモンド構造とグラファイト（黒鉛）構造の中間
的な構造（アモルファス構造）から形成された炭素
－炭素結合を持つ炭素を主成分として作られた薄
膜の総称である（図3）［1］。

図2 9SA31の外観とコロにDLCを適用したベアリング
Fig.2 DLC roller bearing and appearance of 9SA31
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要　旨 　CO2冷媒用コンプレッサ9SA31は自然冷媒を使用したエアコンシステム用の車両向けに開発され、2018年より製
品化されている。従来の冷媒に対し、高圧・高温の環境下で運転されるため、コンプレッサは新規設計となっている。特
にベアリングは既存のコンプレッサと同等の体格で成立させるという設計制約が多い中、機能を損なうことなく設計
する必要があり、軸受部分にDLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）コーティングを使用した。今回、カーエアコンコン
プレッサで初めて(＊)コロ軸受のコロにDLCコーティングを採用した経緯とその製品化の概要を紹介する。(＊)当社
調べ

キーワード：CO2冷媒、軸受、DLCコーティング

Abstract 　The Compressor（9SA31）for CO2 refrigerants was developed for vehicles that adopted air 
conditioning systems using natural refrigerants. It was mass-produced since 2018. It is used at higher 
pressure and temperature than conventional system. So we have developed a new compressor that 
endured those hard operating condition. Especially the bearing has many design constraint, we need 
to design without impairing function. Hence, we applied surface treatments （calling Diamond Like 
Carbon coating） to the bearings. This time, we explained details of employing DLC for coating bearing 
rollers of car air conditioning systems for the first time（＊）, and introduced outline of productization.（＊）
according to investigations by our company.

Keywords: natural refrigerants, bearing, Diamond Like Carbon coating
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　この構造の比率や、結晶構造に組み込まれる水
素の比率、あるいは他の金属元素の有無によって、
異なる特徴を持つ薄膜が形成される。一般的に水
素含有量が多くなると、より高分子的な物性にな
る。ダイヤモンド構造（SP3）/グラファイト構造
（SP2）/水素（H）の比率を基にしたDLC膜の概念
図として、C.FerraiとJ.Robertsonが提唱した3元
相図がある（図4）［2］。

　SP2/SP3のみで構成される水素を含まない
DLC膜は一般的に水素フリーDLC膜とも呼ばれ、
高硬度を求めるケースが多く、耐熱性も高い傾向
にあるほか、油中での摩擦係数低減効果に優れる
という特長があり、自動車のエンジンオイル中で
の表面技術として採用されている［3,4］。また、水
素含有DLC膜は、無潤滑環境下で摩擦係数低減効
果が高いという特徴がある。SP3の比率を上げる
と硬度が高くなり、その使用用途に合わせた膜物
性を設計することが重要となる。

3 コロ軸受へのDLC膜の適用
　開発当初、CO2冷媒のコンプレッサ耐久試験を
実施し部品を精査するとベアリングのコロ転動面

図3 DLCの結晶構造模式図
Fig.3 Schematic diagram of crystal structure of DLC

ダイヤモンド 黒鉛
sp3 sp2sp3＋sp2
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図4 SP3/SP2/Hの比率とDLCの特性の相関図
Fig.4 SP3/SP2/H Rasio and Correlation diagram of DLC
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の形状に摩耗が確認された。通常ベアリングの転
がり機能を有するには潤滑に必要な油膜を確保し
たうえで転動することが前提であるが、コロ－レー
ス間の摩耗が促進されるとフレーキングに至る場
合がある。CO2冷媒を使用した場合、従来より「高
圧・高温」の環境下で使用されるため、コロ－レース
間で油膜が形成されにくく、境界潤滑となるとコ
ロ及びレースの摩耗が促進され、コロ－レース間の
局所面圧が増大しやすくなったため、この課題が
顕著となった（図5）。

　潤滑特性を改良するために、ベアリングデザイ
ンの見直し、油膜確保しやすいコンプレッサ構造
などのアイテムを折り込んだ。更にコロ－レース
間の摩耗を抑制する方策を検討する中で我々は
DLC膜の持つ「高硬度（耐摩耗性）・低摩擦係数（摺
動特性）」に注目した。レースは薄肉であり、微小な
ソリを持っていることから、荷重負荷時に変形を
伴う。このため、DLC膜をレース側に使用すると
レース変形によりはがれやすくなる。またコロの
稜線形状を保つことが軸受の寿命を確保するには
重要と考え、コロ側にDLC膜を適用した。DLC膜
の選定であるが、日本アイティエフ殿と協力し耐
摩耗性に優れる膜をベースに検討した。ベアリン
グは鉄基材から構成されており、一般的に鉄基材
とDLC膜の相性は良くないため、中間層を形成し
ないと容易に剥離することがわかっている。従来
の方式により中間層を形成して膜を検討したが耐
剥離性が満足しない結果となった。転がり軸受に
DLC膜を適用するには高密着性が必要特性とな
ることがわかった。コロに必要なDLC膜の特徴と
しては、平滑な表面を持ち合わせ、密着性が良い、
特に疲労耐性が高いものが望ましいと考えた。従

図5 コロ摩耗メカニズム
Fig.5 Wear mechanism of bearing
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来 のCVD（Chemical Vapor Deposition）方 式
で成膜したDLC膜は平滑性が高い半面、下地層形
成時に使用しているスパッタ法ではイオン化率が
極めて低いため、基材との密着力が低くコロに求
められる疲労耐性を得ることができなかった。今
回検討したDLC膜は下地層から中間層形成時の
スパッタのイオン化率を高める独自の工夫を加え
ることで基材との密着力を高めており、更に膜厚
や膜質、表面状態を最適化した。これにより、コロ
に要求される高い疲労耐性を実現するDLC膜を
開発することができた。（図6）。

　本DLC膜は日本アイティエフ（株）製、バッチ式
マルチアークPVD装置（型式：M720）をベースに
カスタマイズし形成されたものである（図7）。こ
の装置を使用し成膜したDLC膜の構造を図8に示
す。本DLC膜は3層構造となっており下地層、中間
層により基材との密着力を高め、表層のDLC層で
耐摩耗性を確保している。また成膜時にワーク発
熱を伴うため、処理温度に関しても基材硬度が低
下しないような温度域で処理されるように制御さ
れている。

図6 新規開発したDLC膜の膜物性
Fig.6 Characteristics of newly developed DLC film
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　本DLC膜を用いたベアリングの評価結果を図9
に示す。所定の運転時間経過後もコロの形状を保
ちベアリングの機能が損なわれていない結果と
なった。

図7 コーティング装置の外観
Fig.7 Appearance of film forming equipment

図8 新規DLC膜の断面図
Fig.8 Cross-sectional structure of newly developed membrane

DLC層
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図9 コロDLC有無の耐久試験後のコロ形状と外観
Fig.9 Shapes of roller after durability test of DLC film
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　各種耐久試験・実車耐久試験においてもその効
果は確認され、ベアリングコロへのDLC膜の製品
化検討を実施することとなった。

4 DLC膜の量産化
　ベアリング用コロへDLC処理を実施し製品化
するには次の課題が挙げられる。
　・DLC処理時のワーク設置方法
　・膜質（品質）の安定化
　・検査方法の確立
　まず、コロへDLC処理するには、転動面全体に
成膜される必要がある。処理炉内で炉内の膜質バ
ラツキを抑制でき、かつ簡易的構造でワークの脱
着が可能な専用治具を作製した。本方式により均
一かつ大量のコロをDLC処理することが可能と
なった。
　次に膜質の安定化の検討に着手した。DLC膜は
その成膜方式・条件により物性値を多種にコント
ロールできる半面、必要膜特性が明確でないと品
質の安定化を実現できない。今回コロへの必要物
性値として「膜厚・硬度・密着力・表面粗さ」を取り
上げ各々の設計範囲を明確にした。中でも膜厚に
ついては密着力と密接な関係にあることがわか
り、パラメータを水準振りして見極めを実施した。
また硬度は低くなりすぎると耐摩耗性が劣ること
が確認できたため下限値の設定を実施した。表面
粗さは本方式のDLC膜は基材粗さと同程度の膜
が得られるがそのまま使用すると被膜の表面上
に一部突起物（ドロップレット）があり、その影響
により、摺動時の相手攻撃性・油膜確保が懸念され
る。そのためこのドロップレットを除去する工程
が必要である（図10）。

図10 ドロップレット除去前後の粗さ形状
Fig.10 Roughness shape before and after removal droplet 

DLC成膜直後

ドロップレット除去後

ドロップレット

　これらの設計範囲を基に処理条件への落としこ
みを実施した。この処理条件にて成膜されたDLC
膜の確からしさを確認するにはDLC膜の検査工
程の確立が重要であり、中でも密着力の確認、外観
の出来栄えの検査は本プロセスの肝となる部分で
ある。DLC膜の密着力の確認にはVDI3198で規
格化されているロックウェル硬度計による圧痕試
験法が一般的に用いられるが、本試験のみではコ
ロに成膜したDLC膜の密着力を正確に担保でき
ないことが検査工程検討時に判明した。そのため、
使用条件を加味した密着試験方法を新規に適用す
る必要があった。そこで我々は短時間で密着性を
評価できるように実際にベアリングを使用して検
査できないか検討した。使用するコロの個数・試験
条件の設定により密着力の悪いサンプルは早期に
剥離することを確認できた。検査工程に本試験を
採用することにより各処理バッチの確からしさを
確認できるようになった（図11）。

　また、DLC膜の外観不良モードとしては膜の
一部分が欠落する「ピンホール」、基材そのもの
の発生しうる「キズ」を検出しなければならない
（図12）。

図11 単体試験機の構成
Fig.11 Structure of unit testing machine
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図12 外観不良モード
Fig.12 Appearance failure mode
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　外観の出来栄えを確認する工程は目視検査が主
流であるが、今回の対象部品はワークサイズが小
さく、かつ大量にあるため、全てのものを目視検査
するには非効率的である。そのため自動外観検査
機の導入検討を実施した。
　外観検査のポイントは「ピンホール、キズ」を正確
に早く検出することである。図13は開発した外観
検査機の外観である。この設備を使用し、DLC処理
した全てのコロを検査することが可能となった。

　これらの課題を克服しベアリングコロへの
DLC膜製品化検討が完了し、現在まで100万個以
上の処理実績がある工程となった。

図13 自動外観検査の様子
Fig.13 Automatic appearance inspection
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カメラ

コロ（1個）

照明

コロ一個毎搬送

5 今後の展望
　9SA31はCO2冷媒の課題であった高圧・高温
環境下での摺動特性をコロ軸受に相応しいDLC
コーティングを開発し適用することで確保でき
た。車両搭載性などの制約条件が多い中、自然冷媒
を使用したエアコンシステムを適用したいという
車両の要求に確実に応えるコンプレッサを具現化
できた。今後はこのDLC膜の特長である「高硬度、
低摩擦係数」を活かし、お客様の要望に応じ他部材
への適用も含め検討していきたい。
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CO2冷媒コンプレッサ用軸受のDLCコーティングによる長寿命化
　今回新規開発したCO2冷媒コンプレッサは、全ての部品が新規設計でした。特に軸受性能確保がネック
技術であり、開発当初に車両メーカーと実施したコンプレッサの立会い分解では下を向きたくなる結果ば
かりでした。DLCコーティングに注目し試作段階で効果を確認できたときは、「これで課題を解決できる」
という希望と「世の中で誰も実施したことがない小さな部品に適用することをやり切れるのか」という不安
が同居した状態でした。本開発においては品質管理方法の確立が最も苦労した項目であり、密着確認試験に
実際のベアリングを用い検査する方法で、品質を確保することができました。このベアリングを用いたコン
プレッサの立会い分解において、お客様の満足する姿を目にすることができたのがとても印象的です。

開発の経緯と開発者の思い
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