自動車部品性能を強化

BALIFOR T
高温環境向け ta-Cソリューション

オートモーティブ

BALIFOR T は自動車産業向け
高信頼 ta-C ソリューションです
自動車産業はより軽く、
より速く、環境に優しく、新機能を備えた
信頼性の高い自動車を作るために絶えずテクノロジーの限界に
挑んでいます。エリコンバルザースは自動車産業分野における豊富
な経験から、同産業の要求、
プロセスおよびスタンダードに精通
する一方で、完璧なバリューチェーンをカバーします。
個性的な特徴を持つ、複数の自動車アプリケーション向けカーボン
ベース保護コーティングは、エリコンバルザースのポートフォリオに

不可欠な要素です。
しかし350℃を超える使用温度、断続的な
ドライ・ラン、挑戦的な添加物環境(例えば高密度MoDTC)の
アプリケーションにおいて、DLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)
コーティングは限界に達することがあります。

DLCが要求に適さない場合、エリコンバルザースのta-C
ソリューションBALIFOR™ T は最適なソリューションです。

BALIFOR T は完璧なソリューションポートフォリオの一部です
BALIFOR™ T はグローバルでご提案できる付加的表面処理

BALIFOR™ T は下記のような特徴があります。

ソリューションテクノロジーです。私たちのポートフォリオは
BALINIT® DLC、BALIFOR™ M、BALIFOR™ T で構成され、
エリコンバルザースの技術専門家は皆さまのアプリケーションに
完全に合致する選択肢をご提案します。
また、BALINIT® DLC から
BALIFOR™ T へシームレスな切り替えは魅力的です。

高温アプリケーション(圧力による)
より長時間の低潤滑アプリケーション
添加物環境(MoDTC)

ta-C と a-C:H (DLC) の比較
0（不適）から5（最高）までの6段階主観的評価
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すべてのデータは目安であり、
アプリケーション、環境およびテスト条件によって異なります。

厳しい要求スペックに対応するための、ハイテクコーティングソリューション
コーティングテクノロジーの標準となるべく、エリコンバルザースは
高エネルギーアーク蒸着プロセスによる ta-C コーティングを長年
に渡り提供し続けてきました。そして今、前処理、後処理も含めた
包括的ソリューションを自動車市場に投入します。
この「パッケージ」
にはエリコンバルザースによって明示的にカスタマイズされた
ユニークな接触圧力制御された後処理プロセスも含まれ、信頼の
結果をグローバルに安定して提供します。

ピストンピンにコーティングした
BALIFOR T の走査型電子顕微鏡(SEM)写真
ピストンピンへの BALIFOR T の仕様目標

後処理前

後処理後

H 1 = 1.008 μm

H 3 = 931.6 nm

H 2 = 76.17 nm

膜厚（合計）(µm)

1.2 ± 0.3

接着層 / サポート層 (µm)

< 0.25

コーティング硬さ (GPa)

42 ± 5

HV = 92.62 Hit

3,900 ± 450

表面粗度

Rz (µm)

< 0.5

Rpk (µm)

< 0.05

Rpkx (µm)

< 0.20

H 3 = 922.8 nm

コーティング前部品の表面粗度
H 2 = 79.10 nm
H 1 = 1.002 μm

Rz (µm)

< 0.4

Rpk (µm)

< 0.04

テイラーメイド ta-C コーティングの信頼できるパートナー：

BALIFOR T
エリコンバルザースは、70 年以上に渡り技術的革新によって動いて
きました。私たちの顧客は、全世界に拡がる100 拠点以上の
コーティングセンターからメリットを得られます。
私たちは 20 年以
上、
自動車産業と協業し続け、前処理・後処理に関する豊富な知識を
身に着けました。エリコンバルザースはあらゆる期待に応えられる
ta-C ソリューションを提供します。

私たちの専門性を信頼してください
お近くのコーティングセンターにお問い合わせいただき、エリコン
バルザースのグローバルな経験からのメリットを享受ください。
皆さま独自のアプリケーションにおける部品をお試しください。
試作の納期はわずか数週間です! または共同開発に向けて
担当営業までお問い合わせください。

私たちのグローバルにコントロールされた標準プロセスは再生産
性を保証するため、異なる拠点で同じ生産、ある拠点から他への
移転といったグローバルな生産に理想的です。エリコンバルザース
は要求、
プロセスおよび自動車産業の標準を満たし、ティア 2 から
OEM まで、完璧なバリューチェーンをカバーします。

BALIFOR T の可能性を私たちとともに探求しましょう

お問い合わせください！
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