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●デザイン及び

※ 写真はPLA-2N Stage 2です。
 The photograph is PLA-2N Stage 2.
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■ 特　長／Features

■ 各部名称とその機能／Description of Components

荷重監視装置
2-Channel Load Monitoring SystemPLA-2N 適用機種：パワープレス、鍛造プレス、射出成形機、ヘッダ等

Applicable Machines : Power Press, Forging Press, Injection Machine, Header, etc.,

PLA-2N型ロードモニタはプレス機械の荷重を歪センサ(ストレインゲージ)を用いて監視し、プレス加工時の正確な荷重値を表示すると共に、

異常を検出した場合は即座に停止信号を出し、プレスを停止させます。監視はストロークごとに行い、偏心荷重も見逃しません。金型の寿命を

延ばし、プレスの損傷や磨耗を未然に防止することで品質管理にも威力を発揮します。

The PLA-2N has the function of detecting the press load with a strain gauge. It displays the accurate load during press 
processing, and output stop signals and stops a press machine immediately when abnormality is detected. Monitoring cannot 
be ignored when there are eccentric loads for each stroke, and furthermore, load monitoring extends the life of dies, prevents 
friction and wear of presses, also promotes quality control and rationalization.

■ 検出方法／Detecting Method
PLA-2N(ロードモニタ)は、高性能モールド型歪みセンサを使用し、プレス加

圧時に発生する力の反作用をプレスフレームに取り付けられたセンサが検

知、毎ストロークの荷重変化を監視し、予め設定した範囲を超えた場合には

即座に停止信号を出してプレスを停止させます。

The PLA-2N has the function of detecting the press load with a strain 
gauge. It displays the accurate load during press processing, and 
output stop signals and stops a press machine immediately when 
abnormality is detected. Monitoring cannot be ignored when there 
are eccentric loads for each stroke, and furthermore, load 
monitoring extends the life of dies, prevents friction and wear of 
presses, also promotes quality control and rationalization.

■ キャリブレーション／Calibration
センサをプレスに取り付け、結線しただけでは、表示される

数値は正確なトン数ではありません。正しいトン数を表示さ

せるためには、キャリブレータとロードセルを使用し、校正

します。
When the sensors are left as installed on and wires to 
the press, the tonnage indication is random and has 
no significance. Therefore, it is necessary to calibrate 
the amplification factor of the unit so as to indicate 
the accurate tonnage.

● プレスフレーム左右に掛かる荷重バランスが分かり、
荷重中心、偏心荷重等を知ることによりプレス及び

 金型の維持管理に役立ちます。

● 金型のオーバーロードプロテクタとして２枚打ち、金
型破損、金型の研磨時期の推定、送りス、板圧変化等
の監視を行ないます。

● 製品の適正荷重を知ることにより、プレス機の選択が
容易に出来ます。

● 検出は絶対値比較 （上下限の設定）、前回比較（変差
の設定）が同時に設定使用出来るので、より広範囲な
管理が行なえます。

● 表示は見やすいデジタルLEDを採用。バー表示は常時
左右に掛かる荷重をパーセント表示します。

① 左側荷重表示

② 左側バー表示

③ 合計荷重表示

④ 右側バー表示

⑤ 右側荷重表示

⑥ 波形出力（アナログ信号出力）

⑦ 右側感度調整（PLA-2Nのみ）※1

⑧ 左側感度調整（PLA-2Nのみ）※1

⑨ 電源スイッチ

⑩ 表示切替キー

⑪ 無効キー

⑫ ダウンキー

 （設定値変更する場合のダウンキー）

⑬ アップキー

 （設定値変更する場合のアップキー）

⑭ 設定キー

 （各種設定値の変更を行います）

⑮ リセット（RESET）キー

⑯ 作動表示灯

 （赤点灯時は異常出力中）

⑰ ＣＡＬスイッチ

 （感度調整値を見る場合に押します）

⑱ タイミングランプ

① Left Load Display

② Left Bar Display

③ Total Load Display

④ Right Bar Display

⑤ Right Load Display

⑥ Waveform Output (Analog Signal Output)

⑦ Right Sensitivity Control

⑧ Left Sensitivity Control

⑨ Power Switch

⑩ Display Change Key

⑪ Muting Key

⑫ Down Key 

 (used to change settings.)

⑬ Up Key 

 (used to change settings.)

⑭ Setting Key 

 (used to change various settings.)

⑮ Reset Key

  (pressing this key cancels the emergency condition.)

⑯ Operation Lamp 

 (lighting in red means thata fault signal is being output.)

⑰ CAL Switch

  (to be pushed when viewing sensitivity settings)

⑱ Timing Lamp

● Easy to know the balance of loads applied to the left and right 
sides of the press, and to know improper balance, load center, etc., 
it facilitates die maintenance and quality control .

● As a overload protector, it prevents from the damage of the dies 
by detecting double hits, mis-feed, change of material thickness 
etc., and estimates die regrinding intervals. 

● By knowing the suitable load for products, the selection of the 
press is facilitated. 

● The detector can be used to simultaneously set absolute value 
comparison (set value of upper/lower limits) and comparison with 
the value of the previous time.

● The digital LED display is easy to read, and the bar display shows 
the left load and the right load in percentage.
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■ センサ & ロードセル／Sensor & Load Cells

HT- 400型　ストレインゲインセンサ

HT-400 Strain Gain Sensor for 
stamping and forging presses.

キャリブレション・ロードセル
100トン、250トン、500トン、1000トン用ロードセルを用意

Calibration Load Cells
100, 250, 500 and 1000 ton capacities are available.
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■センサ取付位置／Sensor Mounting Position

ロードセル

Load Cell

ロードモニタ・キャリブレータ

Load Monittor Calibrator
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※1 PLA-2N Stage 2の感度調整は⑫ダウンキー、および⑬アップキーにて行います。

 Sensitivity Control of PLA-2N Stage 2 is performed by ⑫Down Key and ⑬Up Key.

※ 写真はPLA-2N です。
 The photograph is PLA-2N.




	PLA-2N stg2_01]
	PLA-2N stg2_中面]

