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P7WB

研削砥石の電子式バランシングシステム

正しくバランシングされた研削砥石は加工ワークの表面の品
質を向上させ、スピンドル寿命を長くします。マーポスの砥
石バランサラインと研削砥石の電子式P7WBバランシングシス
テムは研削砥石の状態を常にモニタリングしサイクル中での
アンバランスを即座の補正することができます。加工機の幾
つかの利点をもたらす自動バランシングシステムにより研削
砥石は簡単に効率良くバランスする事が可能です。

研削砥石のバランサはローコストなシステムであり生産時間
を低下することなく品質の向上を図れます。

P7WBは機械コントローラとの統合としてフィールドバスやシ
リアル接続も備え、作業者のためのインターフェイスソフト
も用意されています。

アプリケーション

• 自動バランシング、1つあるいは複数スピンドルの研削
砥石

• 自動バランシングのアルゴリズムは1つあるいは二ヶ所
の面

• バランシングのチェックリミットは研削砥石のタイプ
や寸法によりプログラム可

• 小型の研削砥石のためのバランシングに振動チェック
やオペレータのためのガイド式

• 振動のモニタリングとアンバラスによるアラーム出力
• 機械のメンテナンスや原因を見つけ出すための振動周

波数のスペクトラムアナリシス

利便性

• 仕上面の表面精度を向上
• リアルタイムでの研削砥石の振動をチェックし、自動

でアンバランスを修正。システムはパーツ形状精度不
良の予防につながります。

• 機械の効率を向上します（自動バランシングはマニュ
アル方式に比べ短時間です）

• 完全な自動バランシングサイクルは熟練者によるバラ
ンサ錘の調整が不要となります。

• 研削砥石の使用期間にわたる振動のチェックは回転体
の破損の予防にもつながります。（メンテナンスや機
械安全の予防）
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コスト低減
単一のハードとソフト構成は研削砥石の手動あるいは自動バ
ランシング、２ヶ所の平面、振動のFFTアナリシス、また付
加機能としてA/Eセンサによる研削砥石とワーク、ドレッサ
との接触による検知など各種の機能が用意されています。

使い易さ 
グラフィックディスプレイ、人間工学に基づくキーパッド、
限定された数のキー、ヒューマンインターフェイスとして
の簡単なアイコン（ISO7000標準）を備え、オペレータは
P7WEを素早く効率的に作業を進めることができます。オペ
レータは頻繁に使う機能をホットキーとしてプログラムでき
ます。ハードウエアのコンポーネントと加工サイクルの自己
診断システムはこれらのセットとパラメータがマッチするか
チェックしモニタします。

多機能性
バランシングヘッドにはリトラクション型あるいはコンタク
トレス型の信号伝達方式があり、加速度センサ、回転セン
サ、あるいはA/Eセンサを接続できます。

フレキシビリティとモジュラリティ 
構成されるカード類は容易に取り外せ、各種の研削盤用のバ
ランサが用意され、またA/Eセンサ、インターフェイスにはオ
プトアイソレート型のI/Oカードやフィールドバスも用意され
ています。各種の加工サイクルのパラメータはメモリーに保
存でき、機械ロジックによって呼び出して使用できます。

自動バランシング

２ヶ所の自動バランシング
振動のＦＦＴアナリシス

手動バランシング

ディスプレイ表示方法

独立型表示

機械CNC画面上に表示機械CNC画面上に表示
リモートパネル表示リモートパネル表示
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スロット 1
CPUマスターカード

（固定）
ACPUマスターカードには2個のS232シ
リアルポート、およびシステムアラーム
用LEDとカードの電源チェック用LED。
構成には：

スロット  2
入出力信号、A/Eセンサ、タッチプ
ローブ
測定値はBCDあるいはバイナリ型で
出力されます。
スロット2に入るカードの例:

SLOT 3
CPUバランサカード

最大2チャンネルのバランサヘッ
ド、振動センサ（加速度センサ）、
回転センサと接続するコネクタを備
え信号の伝達、適正化をします。

独立型

ハードウエア構成

リモートパネル型

電源
電源ON/OFFスイッチ
(24V dc)

電源LED表示
電源ONで点灯

RPOUT1, RPOUT2
リモートパネル接続用
コネクタ

電源コネクタ (24V dc)

AUX I/O

COM 2COM 1L1 L2

CPUマスターカード

AUX I/O

COM 2COM 1L1 L2

CPUマスターカードと
機械PLCとの接続用

オプトアイソレート32 I/O付

AUX I/O

COM 2COM 1L1 L2

CPUマスターカードとフィールドバス
（Profi busあるいはInterbus-S）カード付

I / O 1

機械PLCとの接続用オプトアイソレ
ート32 I/O

I / O 2I / O 1

機械PLCとの接続用オプトアイソレ
ート64 I/O

I / O 1 A.E.IN A.E.I/O AUX

A.E.OUT

機械PLCとの接続用オプトアイソ
レート32 I/O、A/Eセンサ（ギャッ
プ/クラッシュ機能）とMidaタッチ
プローブ接続コネクタ

A.E.IN A.E.I/O AUX

A.E.OUT

A/Eセンサ（ギャップ/クラッシュ
機能）とMidaタッチプローブ接続
コネクタ

RPM2 ACC2RPM1 ACC1

マニュアルバランサ用カード

A.E.OUT

WB1

RPM1 ACC1

1チャンネルの自動/マニュアルバラ
ンサ用カード

A.E.OUT

WB1WB2

RPM2 ACC2RPM1 ACC1

２チャンネルの自動/マニュアルバラ
ンサ用カード
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ハードウエア概要

動作電源

電源電圧 24V dc (-15/+20%) (IEC 1131-2)

消費電力 50 W

パネル

カラーディスプレイ 320 x 240 pxls, ¼ VGA (5,5”) TFT

白黒ディスプレイ 320 x 240 pxls, ¼ VGA (5,5”) STN

リモートパネル 30 m 最大接続距離

CPUマスターカード

通信機能 COM1, COM2 (RS232E)
シリアルプリンタ出力、E9066用シリアルプロトコル,
ご要求による特殊プロトコル

通信速度 9600 ～ 115000 ボー、プログラム可

最大接続距離 15 m 

CPUバランサカード

チャンネル数 それぞれ最大２個のバランサ、加速度センサ、回転センサ

信号伝達方式 リトラクション型、コンタクトレス型

研削砥石回転数 30-20000 min-1

測定値の単位 μm - インチ - mm/s

測定範囲 50 μm / 5 μm / 0,5 μm

分解能 1 μm / 0,1 μm / 0,01 μm 

フィールドバス  (AUX I/O)

プロトコル  Profi bus, Interbus-S

入出力カード (オプトアイソレート型 (I/O1 - I/O2 - AUX I/O)

信号点数 96 I/O プログラム可能

電圧 24V dc (-15/+20%) (IEC 1131-2)

回路種類 シンク/ソース プログラム可

入力電流 5 mA/24V dc (IEC 1131-2, type 1)

出力電流 100 mA/24V dc

ギャップ/クラッシュ カード

チャンネル数（A/E入力） 2 (1 ギャップ + 1 クラッシュ)

センサ数（固定あるいは回転型） 1

I/O信号（A/E I/O）入力電圧 24V dc

I/O信号（A/E I/O）回路 シンク/ソース

I/O信号（A/E I/O）出力電圧 リレー24Vdc, オプトアイソレート型 10 mA

アナログ出力（A/E 出力） 1 Vpp

タッチプローブ（位置決めサイクル）

出力 (AUX) ソリッドステートリレー ±50 V/40 mA

応答時間 30 μs (オープン), 50 μs (クローズ)

外観寸法

独立型（パネル付） 279 (w) - 320 (d) - 132.5 (h) (14 mm サポート部)

リモートユニット本体部（パネル無） 320 (w) - 317 (d) - 132.5 (h) 

リモートパネル1/2 19”型 226 (w) -   75 (d) - 132.5 (h)

リモートパネル 19”型 482 (w) -   57 (d) - 132.5 (h)

Electrical safety

EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measure-
ment, control and laboratory use

EMC immunity

Radiated magnetic fi elds

Electrostatic discharge

EN 61326 Magnetic fi elds induced on cables

Radio frequency electromagnetic fi elds

Power frequency magnetic fi elds

High frequency and conducted electromagnetic emissions

Electrical fast transient/burst

Surge

CFR 47 part 15 
(FCC class A equipment) High frequency and conducted electromagnetic emissions

保護等級

IP 54
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