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Balance Monitor

SB-8002Rの特長

SB-8001G SB-8001GB

SB-8002RBの特長 SB-8003Rの特長
1. トランク一体型・低コスト。
2. 簡単操作。大型7セグLED表示器にバランス
修正手順や測定結果を表示。

1. 手のひらサイズの超小型軽量。
2. バッテリ駆動で、屋外や広い工場など電源の
無い所で使用可。

3. タッチパネル式カラー液晶
4. USBポート・microSDカードスロット装備

1. 内蔵プリンタで測定データをその場で印字。
2. USBポートでデータ管理・レポート作成。
3.大型7セグLED表示器にバランス修正手順
や測定結果を表示。

シグマのフィールドバランサは、
原理的に高速回転で特に高い性能を発揮。

高速スライサ、工作機械のスピンドル、高速スピンドルモータ、
遠心分離機、送風機等のバランス調整に最適です。
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AC/バッテリ駆動AC駆動

トランク一体型 トランクケースに収納 トランクケースに収納

型　番  SB-8002R SB-8002RB SB-8003R
測定範囲 測定回転数  180～61,000min-1 
 振動分解能  振動変位 ： 0.001μm（at 1,200min-1）
 アンバランス振動振幅  0.001～999μm（at 1,200min-1）
 振動入力ch数  2ch
 測定方式  一定速測定
 修正面数  1面/2面
修正方式 極座標修正  0°～359°（角度分解能1°）
 分力修正 3～99 分力 3～50 分力 3～99 分力
 修正重り  付加／削除
振動分析機能   アンバランス振動モニタ/調和振動分析  
その他 USB通信 － ミニBタイプ（PCへのデータ転送/画面のハードコピー） Bタイプ（PCへのデータ転送）
 microSDカードスロット － 標準装備（画面のハードコピーのみ保存可能） －
 内蔵プリンタ － － メカニカルドットプリンタ 
 表示器 7セグメントLED（修正角度・質量・振動変位・回転数） 3.5インチTFTカラー液晶 7セグメントLED（修正角度・質量・振動変位・回転数）
  LED ランプ（測定条件・動作表示） タッチパネル対話方式・タッチペン付属 LED ランプ（測定条件・動作表示） 
 電源電圧 AC100～240V ±10%　50/60Hz Li-Ionバッテリ（連続使用時間：約8時間） AC100～240V ±10%　50/60Hz
   AC100～240V ±10%　50/60Hz
 使用環境 気温：5～40℃・湿度：20～80％RH（非結露） 気温：10～30℃・湿度：20～80％RH（非結露） 気温：5～40℃・湿度：20～80％RH（非結露）
 本体寸法 （トランク一体型） 180(W)×100(L)×45(H)mm 215(W)×100(L)×155(H)mm
 本体質量 約5kg 約0.35kg（本体）/約4.3kg（ケース等含） 約2.5kg（本体）/約7.5kg（ケース等含）
 収納トランクケース  385(W)×120(L)×255(H)mm  455(W)×185(L)×320(H)mm
付属品 振動センサ  P12SC　感度：10pC/（m/s2）
(各1個) 　固定マグネット  KM-025C（吸着力：100N）
 　ケーブル  LN-041（2.5m）
 回転センサ（ケーブル2m付）  SFS-M1H
 　固定マグネット MB-B（吸着力：800N） NF2021（吸着力：320N） DG1030（吸着力：800N）
オプション 開角計算釣合わせ（G） － バランス駒によるバランス修正機能（G:1面） －

max.10,000min–1 max.61,000min–1

※海外でご使用の場合は、ACコード交換方式のACアダプタをご利用ください。その場合は、型式の末尾に「E」を記入してください。 プラグ形状はAタイプ（日本仕様）を標準装備しています。　 型式例 SB-8002ＲE

姉妹品
精密研削盤用フィールドバランサ

使いやすさとコストを徹底追求
一般回転体用バランサの決定版

※本体標準付属の振動センサは1個です。
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操作手順（一般回転体）

SB-8000series使いやすさを徹底追求し、コンパクトなサイズに設計されたバランス測定器の決定版です。

　有害な機械振動の防振対策として、機械の駆動部分（特に回転部品）の
釣合せをとることは極めて有効な手段です。
　一般的に回転機械から発生する機械振動は、様々な周波数成分が含ま
れており、この中から不釣合い振動成分のみを正確に抽出する能力が、バ
ランス測定器の性能を判断する上で重要なポイントとなります。
　SB-8000シリーズは、釣合い試験機メーカーとして多くの納入実績を誇
るシグマが、独自の方式として高い信頼を誇る多変量解析を継承。一般回
転体用として、使いやすさと低コスト化を徹底的に追求した製品です。

※研削砥石のバランス修正だけでなく、一般回転機械
にバランス駒の機構を設ける事により、現場での修正
ウェイト作りを省いて、バランス修正が可能です。
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特　長

1.
バランス修正方法

新機能

各センサの設置要領と準備

測定精度が極めて高い

2.
大型7セグLEDで手順や測定結果を表示（8002R/8003R）
カラー液晶タッチパネルでグラフィカルに表示（8002RB）
感度切替えはオートレンジで、面倒な切替え操作が不要。

シグマ独自の多変量解析方式を採用し、61,000min -1までの一定速
バランシングを、分解能0.001μmという高精度で修正可能です。

位相・振幅を2面まで表示

3.
専用タッチキーを採用した分かりやすい操作（8002R/8003R）
極座標・分力修正がワンタッチ切替え表示可能
測定時間が極めて早い（当社比で約4倍）

スピーディで正確な修正が可能

4.
特に1,000min -1を超える領域で多変量解析の威力を
発揮し、他方式の追随を許しません。

高速回転機械の修正が可能

5.

パソコンに測定データ(Excel)を転送
し、検査結果の管理・レポート作成が
容易です。

測定データをその場ですぐにプリントアウト
できます。

プリンタを装備（8003R）

6.USBポートを装備

振動センサ2

修正面B修正面A

振動センサ1

回転体（スピンドル）

モータ

反射シール

回転センサ

バランサ SB-8000series

z 初期測定は、回転体を現状のままで回転させた時のアンバランス振動を測定します。
x 付加測定は、試し重りを修正面の任意の位置に付加して測定。本器では、試し重りを付
けた位置が自動的に0度として認識されます。（分力修正の場合は分力点1になります）

c 付加測定の終了後に試し重りの質量を入力すると、不釣合い量と角度が自動的に計算
され表示されます。

v 残留不釣合い測定は、cで表示された不釣合い量の修正重りを付加して再計測。管
理値以下なら修正作業終了、管理値に収まってなければ、修正作業を継続します。

z 初期測定は、バランスウェイトを現状のままで回転させた時のアンバランス振動を測
定します。

x 試し運転は、1個のバランスウェイトを指示された角度（任意に設定可能）に移動させ
て測定します。

c 試し運転の終了後、バランス修正のための各バランスウェイトの移動角度が自動的に
計算され表示されます。

v 残留不釣合い測定は、cで表示された角度に各バランスウェイトを移動させ再測定し
ます。振動値が管理値以下なら修正作業終了、管理値に収まってなければ、修正作業
を継続します。

　　回転体の不釣合いには静不釣合い（スタティックアンバランス） と偶
不釣合い（カップルアンバランス） があります。また不釣合いの修正方
法として、1面バランス修正と2面バランス修正があり、これら2つの不
釣合いの大きさの関係により修正方法を選択する必要があります。

1面バランス修正
1面バランス修正は、回転体の静不釣合い（スタティックアンバラン
ス） のみを取り除く方法です。一般的にこの方法は、偶不釣合いが極
めて小さく無視しても問題ない回転体、すなわち軸方向の重量分布差
が少ない（厚みの薄い）回転体のバランス修正に適しています。

2面バランス修正
比較的長い円筒状の回転体の場合には、偶不釣合い（カップルアンバ
ランス） も無視できなくなり、2面バランス修正が必要となります。回転
体両端の2ケ所の修正面で、質量分布を変えることにより偶不釣合い
が修正されます。

1.最新鋭のプロセッサ搭載による、計測精度の向上
アンバランス振動の計測精度がさらに向上し、より高精度で低減率の
高いバランス修正が可能になりました。

2.角度目盛り「回転方向に増加/減少」を選択可能 
回転体の「角度目盛りの方向」が、ワンタッチで切替可能になりました。

3.バックアップ機能 
電源OFFにしても、影響係数、各種設定（修正面数、角度目盛り等）を
記憶しているので、再設定の面倒がありません。

z x c v

1. 振動センサを、回転体の軸受部にマグネットまたはM6ネジで固定。
（1面/2面）

2. 回転センサ用反射シールを、スピンドル円周上の凹凸のない箇所
に貼付。

3. 振動、回転センサの各コネクタを、バランサ本体に接続。

4. 回転センサの先端部を反射シールに近づけ、反射シール部でセン
サ本体のランプが点灯し、それ以外の箇所で消灯するよう位置と
感度を調整。

5. 以上で準備完了。あとは操作手順に従って
バランス修正作業を開始。

基本構成・準備作業

一般回転体/精密研削盤用フィールドバランサ

静不釣合い（スタティックアンバランス） 偶不釣合い（カップルアンバランス）

　シグマ電子は、1985年に業界で初めてCPU搭載のフィールドバランサを開
発。アンバランス量が自動計算されるので、それまで高度な経験者に頼っていた
バランシング作業が、誰でも簡単に高精度にできるようになりました。
　SB-8000シリーズは、汎用回転機械のバランシングを目的として開発され、
使い易さと測定精度を徹底追求した、低コストなバランサです。
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操作手順（精密研削盤）
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