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     概要 

     事前の準備 

CMX（上部コネクタ）と探触子（ト

ランスデューサー）をケーブルで

接続する。 

「ＯＮ/ＯＦＦ」キーを押し電源を 

入れる。 

認識されたﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻｰを画面にて確

認し、「ＯＫ」キーを押す。 

※ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻｰの先端にｶﾌﾟﾗﾝﾄや油等

が付着している場合は、布等で拭き取っ

てから、電源を入れてください。 

※何も操作しないでいると、約５分で自

動的に電源が切れます。 

接触媒質 CMX ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻｰ

ｴｽｹｰﾌﾟｷｰ（【手順３】で使用） 

電源ｽｲｯﾁ（【手順２】で使用） ＬＥＦＴキー（【手順４】で使用） 

マルチモードキー（【５】を参照） 

エンターキー（【手順３】で使

ＬＣＤディスプレイ 

ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻｰ（探触子）ｺﾈｸﾀ 

（【手順１】で使用） 
電池ｹｰｽ蓋 

消去キー 

測定キー（【手順４】で使用） 

ＯＫキー（【手順２】で使用） 

メニューキー（【手順３】で使用） 

DOWNｷｰ（【手順３】で使用） 

ＲＩＧＨＴキー（【手順４】で使

ＵＰキー（【手順３】で使用） 

差し込む 

接続する 

押す 

確認して 

押す 
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     測定準備 （零点調整・音速の校正）  ※より正しい測定値を測る為に調整を行ってください 

   零点調整 （Ａ）自動 （Ｂ）膜厚測定用 ※（Ａ）のみ、もしくは（Ａ）＋（Ｂ）の零点調整を行って下さい 

 （Ａ） 自動 

膜厚測定のＯＮ/ＯＦＦ①を「▲▼」

キーで選択し、②「ＯＫ」キーで確

定する。 

 

零点調整が完了する。 

 （Ｂ） 膜厚測定用     ※より正しい膜厚の測定が可能になります。 

塗装がされていない測定物と同じ材

質の試験片を準備する。 

試験片に接触媒質（カプラント）を

少量塗布し、ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻｰを接触

させる。 

バーグラフが最大になっているこ

とを確認し、「ＭＥＮＵ」キーを押し

てタブメニューを表示する。 
「ＭＥＮＵ」キーか「ＥＳＣ」キーを押し

て【ＰＲＢ】メニューを選択する。 

①「▲▼」キーで【ＺＥＲＯ ＣＯＡＴＩＮ

Ｇ】を選択し、②｢ＥＮＴＥＲ｣キーを押

す。 
 

「ＯＫ」キーを押して確定する。 

①ボタンを押

して選んで ②押す 

COATING: 

ＯＮ/ＯＦＦ 

バーグラフが 

最大になる様に 押す 
どちらか

押す 

ＰＲＢ 

押す 

①ボタンを押

して選択 
②押す 

ZERO 

COATING 

※擦り付けない 

垂直に接触させる 

試験片(塗装無し） 

１滴たらす 
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 （Ａ） マテリアルリスト（材料リスト）選択 

「ＭＥＮＵ」キーを押してタブメ

ニューを表示する。 
「ＭＥＮＵ」キーか「ＥＳＣ」キーを押し

て【ＣＡＬ】メニューを選択する。 

 

  音速の校正(ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ） 

①「▲▼」キーで【ＭＡＴ】を選択し、 

②｢ＥＮＴＥＲ｣キーを押す。 
 

①「▲▼」キーで材質を選択し、 

②「ＯＫ」キーを押して確定する。 

「ＭＥＡＳ」キーを押すと測定画面

になる。 

（Ａ）ﾏﾃﾘｱﾙﾘｽﾄ選択 （Ｂ）音速直接入力 

※（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）いずれかで校正を行って下さい 

（Ｃ）試験片使用 

【主な材質】 

■ｱﾙﾐﾆｳﾑ： 

1.ALUMINUM 

■鋳鉄：

13.IRON(CAST) 

■鋼： 

29.STEEL(4340) 

■ｽﾃﾝﾚｽ： 

30.STEEL,STAIN. ②押す 

押 す 

①ボタンを 

押 す 

どちらか

押す 

ＣＡＬ 

①ボタンを押

して選択 
②押す 

ＭＡＴ 

   製品案内  超音波厚さ計 簡易取扱説明書 

Dakota Japan 
ダコタ・ジャパン株式会社 



 （Ｂ） 音速直接入力   ※材料の音速が既知の場合はこの方法を使用 

「ＭＥＮＵ」キーを押してタブメ

ニューを表示する。 

「ＭＥＮＵ」キーか「ＥＳＣ」キーを

押して【ＣＡＬ】メニューを選択する。 

①「▲▼」キーで【VELOCITY】を

選択し、②｢ＥＮＴＥＲ｣キーを押す。 
 

材料の音速を直接入力する。

「    」キーで桁位置を選択する。 

 

①「▲▼」キーで数値を入力し、 

②「ＯＫ」キーを押して確定する。 
 

※音速一覧表は【６】音速一覧表

を参照。 

押 す 

どちらか

押す 

ＣＡＬ 

①ボタンを押

して選択 
②押す 

VELOCITY 

ボタンを 

押して選択 

桁位置確認 

①ボタンを押

して入力 

音速入力 

②押す 

押す 

「ＭＥＡＳ」キーを押すと測定画面

になる。 
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※擦り付けない 

垂直に接触させる １滴たらす 

 （Ｃ） 試験片使用    

測定物と同じ材質で厚さが既知

の試験片を準備する。 

試験片に接触媒質（カプラント）を

少量塗布し、ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻｰを接触

させる。 

 

バーグラフが最大になっているこ

とを確認し、「ＭＥＮＵ」キーを押し

てタブメニューを表示する。 

「ＭＥＮＵ」キーか「ＥＳＣ」キーを

押して【ＣＡＬ】メニューを選択する。 

①「▲▼」キーで【MATL 1PT】を

選択し、②｢ＥＮＴＥＲ｣キーを押す 
 

試験片の厚さを入力する。 

「    」キーで桁位置を選択する。 

①ボタンを 

押して選択 

MATL 1PT 

②押す 

①「▲▼」キーで数値を入力し、 

②「ＯＫ」キーを押して確定する。 

「ＭＥＡＳ」キーを押すと測定画面

になる。 
 
 

押す 

ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌが

最大になる

様に 
どちらか

押す 

ＣＡＬ 

ボタンを 

押して選択 

桁位置確認 

①ボタンを

押して入力 ②押す 

試験片の厚さ 

押す 

試験片(塗装無し） 
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     測定 

測定物に接触媒質（カプラント）を

少量塗布する。 

 

バーグラフが最大になる様にトラン

スデューサーを接触させ、測定を行

う。 

※測定面に比較的厚めの塗装がさ

れている場合、塗装の厚みを母材の

厚みとして誤認識する場合がある。

このような場合は、感度を下げること

により、正常な厚みを測定すること

「ＭＵＬＴＩ ＭＯＤＥ」キーを押す。 

測定モードの一覧が表示される。 

     その他の機能 

測定物（塗装有り） 

押 す 

①「▲▼」キーで測定モードを選

択し、②｢ＥＮＴＥＲ｣キーを押して

確定する。 
 

測定画面になる。 

①ボタンを

押して選択 
②押す 

【測定モード】 

[P-E]  腐食・孔食検査、厚さ測定 

[PECT] 腐食・孔食検査、厚さ測定with膜厚測定 

[PETP] 腐食・孔食検査、厚さ測定with温度補正 

[E-E]   塗膜上からの母材測定 

[E-EV] 塗膜上からの母材測定、高精度測定 

[CT]   膜厚測定 

 

※擦り付けない 

垂直に 

接触させる 

測定物（塗装有り）  

バーグラフが 

最大になる様に 

対象物の厚み 

塗装の厚み 

１滴たらす 
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     その他の機能 

「ＭＥＮＵ」キーを押してタブメ

ニューを表示する。 

「ＭＥＮＵ」キーか「ＥＳＣ」キーを押

して【ＴＵＮＥ】メニューを選択する。 

 

「▲▼」キーで【ＧＡＩＮ】を選択し、 

「    」キーで感度を設定する。 

 

 

 

「ＭＥＡＳ」キーを押すと測定画面

になる。 

 

 

 

 

押 す 

どちらか

押す 

ＴＵＮＥ 

ＧＡＩＮ ①ボタンを

押して選択 
ボタンを押し

て選択 

ＭＥＤ 【感度】 

ＶＬＯＷ： 最弱 

ＬＯＷ  ： 弱 

ＭＥＤ  ： 中 

ＨＩ       ： 強 

ＶＨＩ    ： 最強 

※エコー・エコーモードでは、自動感度調整（AGC）となっている為、設定を行うことはできません。    

押 す 
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鋳鉄 ４,５７２

プレキシガラス ２,６９２

ポリウレタン １,７７８

ポリ塩化ビニル ２,３８８

ポリスチレン ２,３３７

鋼 ５,９２０

ステンレス ５,６６４

材　　　　質 音　　速

アルミニウム ６,３５０

「▲▼」キーで【SCAN MODE】を

選択し、「    」キーで

「ON/OFF」を設定する。 

「ＭＥＮＵ」キーを押してタブメ

ニューを表示する。 

「ＭＥＮＵ」キーか「ＥＳＣ」キーを

押して【ＴＵＮＥ】メニューを選択す

る。 

 押 す 

どちらか

押す 

ＵＴＩＬ 

「ＭＥＡＳ」キーを押すと測定画面

になる。 

SCAN MODE 
①ボタンを

押して選択 
ボタンを押し

て選択 

ON/OFF 

押 す 

最小値 

最大値 
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