
＜1＞DMC2000S 各部の説明

DMC2000Sには２つのモードがあります。

・PAUSE（休止）モード

・MEASUREMENT（測定）モード

PAUSE（休止）モード

PAUSEモードの時は、測定はしません。過去のデータは保存され、ディスプレイに表示できます。セルフテストも行います。

PAUSEモードの時は、通常のストップモードで電池の消費を最小限にします。

バッテリーは特別の場合を除き、外さないで下さい。

MEASUREMENT（測定）モード

MEASUREMENTモードでは連続して測定し、ディスプレイに表示します。

あらかじめ設定されたアラーム設定値を超えるとブザーが鳴ります。セルフテストは定期的に行います。

＜2＞操作モード

ディスプレイ

セレクタボタン

無線送信インターフェイス

接続ソケット

デテクタの位置

スピーカー

DMC2000 S 前面図

-DMC2000S ご使用上の注意-

・日中、車の中など温度の高い所へ放置しないで下さい。

・衣服などに線量計を着けたまま洗濯機などに入れないで下さい。

（水や液体に浸けないでください）

・落したり、衝撃を与えないで下さい。

・電池が少ない状態で操作を行わないで下さい。

（PAUSEモードでは72時間前から警告があります）

・セレクトボタンを押す際には爪など立てて押さないで下さい。

＜3＞PAUSE モードから測定モードへの切り替え

1.

ボタン短押し

次画面表示まで待つ

［Enter］が表示されたらすぐ短押し

上のメッセージを表示し、LEDが点滅

ビープ音・ディスプレイテスト → 測定モード

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

＜4＞測定モードからPAUSEモードへの切り替え

約10秒間ボタンを押し続け［Change］の表示を待つ

［GO OUT］の表示が出たらすぐにボタンを離す

［OUT］を表示し、ビープ音の後すぐに［PAUSE］モードになる

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

※ MEASUREMENT からPAUSEへの変更はSELECTボタンを長押しします。これは少し触れただけでモードが切り替わらない
ようにするためです。初めて線量計をご使用になる時、測定モードからPAUSE(休止)モードへ切り替えのタイミングがうまく
取れないことがあります。その場合マニュアル通り再度、約20秒セレクトボタンを押し続けて下さい。

DMC2000S 操作説明書 



＜5＞PAUSEモードの画面表示

■「BEEP  0」： 線量の増加に対する音響信号なし

■「BEEP  1」： 100μSv ごとに1ビープ

■「BEEP  2」： 10μSv ごとに1ビープ

■「BEEP  3」： 1μSv ごとに1ビープ

■「BEEP  4」： 約0.074μSv ごとに1ビープ

■「BEEP  5」： 約0.037μSv ごとに1ビープ

▼ 短押し

▼ 短押し

▼ 短押し

▼ 短押し

OR

▼ 短押し

→操作モードの変更 ①

→パラメータ修正 ②

線量計製造番号

積算モード ③

リセットモード ④

記録中の積算線量表示 ⑤

▼ 短押し

▼ 短押し

▼ 短押し

▼ 短押し

▼ 短押し

▼ 短押し

▼ 短押し

記録中の最大線量率 ⑥

線量積算時間 ⑦

線量アラーム設定値 ⑧

線量率アラーム設定値 ⑨

線量予備アラーム設定値 ⑩

線量率予備アラーム設定値 ⑪

増加線量の示度 ⑫

F：FFFFF

▼ 短押し

▼ 短押し

▼ 短押し

又はP：Reset

＜6＞パラメータの変更手順

▼ 短押し

▼ 短押し

少し待つと次の表示

▼ 短押し

▼ 短押し

線量計番号表示

P：total

⑦ ▼線量アラーム設定値

⑧ ▼線量率アラーム設定値

⑨ ▼線量予備アラーム設定値

⑩ ▼線量率予備アラーム設定値

▼ 短押し

PAUSE画面でセレクトボタン〈SB〉を短く押すとCHANGE画面になり、さらに短く

〈SB〉を押すとMODIF画面になります。そのまま数秒間待つとENTERと表示されるので

直ちに〈SB〉を押すと線量計番号を表示、さらに〈SB〉を押すとP:Reset または P:total

の画面になり [P:]の部分が点滅します。[P:]はパラメータ変更モードの状態にあることを

示しています。〈SB〉を1回押す毎に⑥→⑦→⑧→⑨→⑩→⑥…と画面が変わります。変

更したいパラメータのところで〈SB〉を長押しするとそのパラメータの [P:]が [d:]または

[P:]が [I:]に変わります。[d:]は数字各桁の操作が可能な状態を示し、[I:]では〈SB〉を

1回押す毎に数値が1ずつ増加します。「reset」から「total」への変更またはその逆の変更

は [P:] → [I:]で変更することができます。またセレクタボタンを10秒間操作しないと自動

的にPAUSEに戻ります。

P: selection of parameter（Pの点滅表示：変更可能なパラメータにアクセス）

d: selection of digit to modify（ｄの点滅表示：各桁数字の操作）

I: incrementation of the digit value（Iの点滅表示：数字が１づつ増加）

「reset」と「total」

「reset」は線量計を測定モードに切り替えるたびにそれまで積算した線量当量をゼロに

リセットし、「total」は線量計を使用するたびに線量当量値が線量計に積算されます。

①

②

③

④

⑤

⑥

アラーム設定値の表示（指数形式で表示されます)

・線量アラーム設定値

d: 2.00   1mSv

Dose Alarm

この例は設定値が 20mSv( 2.00＊101mSv)に相当します

・線量率アラーム設定値

この例は設定値が 0.990mSv/h( 9.90＊10-1mSv/h)に相当します
R: 9.90 -1mSv/h

Rate Alarm

・線量予備アラーム設定値

・線量率予備アラーム設定値

d: 5.00 0mSv

Dose
この例は設定値が 5mSv( 5.00＊100mSv)に相当します

!

R: 2.50  -1mSv/h

Rate
この例は設定値が 0.250mSv/h( 2.50＊10-1mSv/h)に相当します

!



＜7＞バッテリーの残量表示

DMC2000線量計のバッテリ残量の表示にご注意にください！！

通常、線量計操作時のバッテリ電圧は2.9～ 3.2Vです。バッテリ電圧が2.7Vに落ちると、バッテリアラームを発します。

2.5 Vになると何も表示しません。

バッテリが完全になくなった状態でそのまま放置されますと、データ履歴の整合性に不具合が生じ、“DF HIS” “DF INT”などの

エラーメッセージを表示して、測定できなくなることがあります。

バッテリアラームが出た時は、速やかに新しいバッテリと交換してください。

バッテリ残量の表示

Pauseモードではバッテリの残り時間がおよそ72時間を切ると、線量計は“BAT-“(バッテリ残量が少ない)とPauseを交互に表示

します。また、自動的にバッテリの消費が少なくなり、機能の一部が止まります。

測定モードではバッテリの残り時間が10時間を切ると、10分毎に１回パルス音を発します。線量計画面にはバッテリの残り時間

に応じて“BAT-0X“ (X :０～9)を表示します。

下の画面はバッテリ残量が9時間を意味します。（BAT-09）

バッテリ残量が０になると10秒毎に3回パルス音で警告、３分後に機能が停止し画面がブランクになります｡

しかしすべてのデータはROMメモリに保存されます。

バッテリ残量無 “DF BAT”

＜8＞バッテリーの交換

バッテリ交換時のご注意

メーカーは線量計のすべての性能（温度、寿命など）を保証するために、バッテリはRENATA CR2450のご使用を推奨していま

す。バッテリを交換する時は、埃がなく空調のある場所で、また線量計のバッテリがない状態で1時間以上放置しないように

ご注意ください。

バッテリ交換の手順

1) 線量計を一時休止モード（PAUSE）にします。

2) マイナスドライバでクリップを外します。

3) 付属のキー（ない場合は先の細いマイナスドライバ）を使用し、バッテリカバーを反時計方向に回しカバーを外し、

バッテリ取り出します。このときアラームがなります。

4) 新しいバッテリを挿入する際は、”＋”側が線量計背面方向になります。またバッテリ絶縁シールが”＋”側接触部を覆って

いないことをご確認ください。（シ－ルの切り込み部分）バッテリを扱う際は収納部やカバーの酸化を避けるために

綿布をご使用ください。

5) 新しいバッテリを挿入後、バッテリカバーを収納部に置き、押しますとビープ音が鳴り、ディスプレイ部の表示が開始され

ます。そのままバッテリカバーを時計方向に回してネジを閉めます。

★バッテリがなくなり、そのまましばらく放置しますとディスプレイにエラーメッセージが表示される可能性が高いです。

この場合測定できませんので別途ご相談ください。

バッテリカバー

クリップ

バッテリ接触部(+)

バッテリ絶縁シール

＜クリップの外し方＞ ＜クリップの取り付け方＞

溝に沿ってマイナスドライバーを
静かに押し上げながら、クリップを
下に引き下げる

クリップを溝に沿ってカチンと
音がするまで静かにスライドさせる



＜9＞エラーメッセージ

b:At-09

b:At-

d:F bAt

b:F hiS

d:F CAL

d:F dEt

d:F E2P

b:F INt

b:F Cld

:SAtUR

履歴データの整合性の問題。バッテリを操作した後に発生する場合がある(取り外しや交換)

バッテリの完全な放電、またはバッテリが取り外されている

線量計の校正データの整合性に問題が発生

線量計の検出回路に関連した物理的、内部的問題

E2PROMメモリに保存したデータにアクセスできない

線量計データの整合性の問題

核パルスのカウントに使用している回路素子の障害

線量計が測定モードの場合、ディスプレイで「bAt 0X」メッセージが通常メッセージと交互に
表示される（Ｘ＝バッテリ残量を0～9の時間単位で表示）

PAUSEモードでバッテリが低下した状態を示している。“BAT-“とPauseを交互に表示する

線量当量（線量当量率）の値が、9999.999mSvを超えると、ディスプレイには左のように表示され
る。線量当量の飽和が検出されると、まず線量が表示され、次にアラームメッセージと線量が交互に
表示される。この警告メッセージは、線量計で測定された線量が飽和になったために変更された可能
性があることを示してる。線量をリセットすると、このメッセージは消去される。

エラーメッセージが表示された時は、下記のテクノヒル（株）までご連絡ください。

＜10＞主な仕様

1Sv～10Sv ±25％以内

～1Sv ±10％以内直線性

線量率：0.1μ Sv/h～10Sv/h

線量：1μ Sv～10Sv測定範囲

50kev～60Mevエネルギー範囲

シリコン半導体検出器検出器

線量当量率

Hp（10）線量当量測定線種

γ （X）線検出放射線

IEC1283準拠規格

DMC2000S形式

70ｇ（電池込）重量

84×48×17.5ｍｍ寸法

8～12ヵ月電池寿命

IP67防水性

10分毎（検出器、電子回路、バッテリ）自己診断機能

30㎝の距離で85dBA以上警報音

100Sv以下最大線種

90％以下湿度

－10℃～50℃温度範囲

±10％（Cs137～25mSv/h）測定精度

本アラーム：2.0mSv/h

予備アラーム：1.5mSv/h（予備アラーム不要設定可）

線量率アラーム

本アラーム：0.5mSv

予備アラーム：0.4mSv（予備アラーム不要設定可）

線量アラーム

BEEP 3（1μ Sv ごとに1ビープ）（BEEP 0 ～ BEEP 5）アラーム

Reset Total積算線量のリセット

＜11＞線量計の初期設定

レ

※ 線量率の表示は10μSv/h～10Sv/hです
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