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デジタルピッチゲージ ��取扱説明書����������� 

お使いになる前に必ずお読みください 

この度は���������デジタルピッチゲージ�をお買い上げいただきありがとうござ

います。この製品は �� ヘリコプターのスワッシュプレート、メインローター、テ

ールローターの傾斜角度計測を目的に設計製造されたものです。誤った使いかたを

したときに生じる製品の故障、感電や傷害など人への危害、また火災などの財産へ

の損害を未然に防止するため、ご使用の前に必ずこの取扱説明書をご覧になり、本

機の機能や操作方法を正しくご理解くださいますようお願いします。また、お客様

が製品を第三者へ譲渡するときは、本書も一緒にお渡しください。 

安全のために 

下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや死亡にいたる危害が発生

することがあります。このようなケースは保障の対象になりません。 

 

製品の取扱いについて 

 分解や改造をしない 

 機器本体や付属品を乳幼児の手の届く場所に置かない 

 強い衝撃を与えない 

 あきらかに破損していると判断できる状態で使用しない 

 下記のような場所では使用�保管しない 

> 異常に高温、低温、または多湿になる場所 

> 直射日光の当たる場所、熱器具の近く 

> 激しい振動のある場所 

> 強力な磁気のある場所 

> 電波を発している器具の近く 

> 砂ぼこりの多い場所 

バッテリーの取扱いについて 

 電池の極性を間違えない 

 新旧、種類、銘柄の違う電池を混用しない 

 一度にすべての電池を交換する 

その他 

操作方法や安全について疑問がある場合は、専門家や購入先へ相談してください。 

パッケージ内容 

> デジタルピッチゲージ� 

> メインローターブレード用マウントアダプタ 

> テールローターブレード用マウントアダプタ 

> スワッシュプレート用マウントアダプタ 

> ピンポインタ 

> ゴムプロテクタ 

> ケース 

> コイン型リチウム電池�������� 

各部の名称 

 

1. プロファイル番号 

2. ピッチ�ロール角 

3. モード表示 

4. バッテリー警告 

5. 絶対�相対表示 

6. ホールド表示 

7. パワーボタン 

8. ホールドボタン 

9. ゼロボタン 

10. セットボタン 

11. ピッチ�ロール表示 

12. バッテリーケース 

バッテリーの交換方法 

電池が消耗するとディスプレイにバッテリー警告���が表示されますので、電池を交

換してください。 

1. プラスドライバーで本機裏のネジを取りはずし、電池ケースの蓋を開けます。 

2. �個の������リチウム電池を交換してください。プラス極が上面です。 

3. 電池ケースの蓋を閉じてネジを取り付けてください。 

お使いになる前の調整 

ローターヘッドの基本設定 

��ヘリコプターの取扱説明書に従って、リンケージロッドやサーボホーンを取り

付けてください。 

電源オン・オフ 

1. 電池ケースの絶縁シートを引き抜きます�初めて使用する場合のみ� 

2. パワーボタン���を押すと起動します。 

3. 終了するときはもう一度パワーボタン���を押してください。 

ピッチゲージのキャリブレーション�校正� 

初めてご使用になるときや電池交換時、測定値に誤差が出る場合は、性能を最適化

する為のキャリブレーション�校正�行ってください。 

1. マウントプレートからピッチゲージを取り外してください。 

2. ピッチゲージの電源をオンにします。 

3. セットボタン����を約�秒間押し続けます。 

4. ホールドボタン���かゼロボタン���を押して、プロファイル番号���に����を表

示させます。 

5. セットボタン����を押して確定します。 

6. ピッチゲージがキャリブレーション�校正�モードになり、

ディスプレイに�—��—�と表示されますので、図のよう

にピッチゲージを水平な面に置いてください。 

 

  キャリブレーション�校正�中はピッチゲージの向

きに注意してください。 

 

 

 

 

7. 次にディスプレイに�—��—�と表示されますので、 

図のようにピッチゲージを水平な面に置いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

8. 次にディスプレイに�—��—�と表示されますので、 

図のようにピッチゲージを水平な面に置いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 次にディスプレイに�—��—�と表示されますので、 

図のようにピッチゲージを水平な面に置いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 次にディスプレイに�—��—�と表示されます

ので、図のようにピッチゲージを水平な面に

置いてください。 
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11. 次にディスプレイに�—��—�と表示されます

ので、図のようにピッチゲージを水平な面に

置いてください。 

 

 

 

 

 

12. 次にディスプレイに�—��—�と表示されます

ので、図のようにピッチゲージを水平な面に

置いてください。 

 

 

 

 

 

13. 次にディスプレイに�—��—�と表示されます

ので、図のようにピッチゲージを水平な面に

置いてください。 

 

 

 

 

 

14. 以上でキャリブレーション�校正�は終了です。 

 

基本操作 

ピッチゲージの取付け 

ピッチゲージを��ヘリコプターへ取り付けるには、アダプタを使用するか本体上

部のマグネット�ネジ穴を利用して計測箇所に固定します。 

計測値の読み方 

デジタルピッチゲージ �は二つの軸線�ピッチ方向�ロール方向�の傾斜角を計測し

ます。計測した値はピッチ�ロール角���に表示されます。 

 

ピッチゲージの保護 

落下などの衝撃からピッチゲージを守るために、ゴム製のプロテクタを装着する

ことができます。本体上部のマグネットがネジ穴を利用する場合は、プロテクタ

を取り外してご使用ください。 

プロファイル機能 

デジタルピッチゲージ�は、ピッチ�ロール角度設定時の目標とする値をメモリに

記憶することができます。設定�プロファイル�は�つ記憶することができ、設定値

になるとアラームを鳴らすといったような便利な使い方ができます。 

プロファイルのモード 

プロファイルには、計測対象に合わせた�つのモードがあります。 

 モード��メインローターブレードの計測。ピッチ目標値のみ設定。 

 モード��テールローターブレードの計測。ロール目標値のみ設定。 

 モード��スワッシュプレートのレベリング計測。ピッチ�ロール目標値を設定。 

設定例� 

 ピッチ目標値 ロール目標値 

モード� � ��° なし 

モード� なし � �° 

モード� � �° � �° 

ピッチ�ロール目標値とアラーム機能 

計測値が目標値の±���°になると、ビープ�♪�とスクリーンの“�����”�や�“����”

が点滅し、目標値に達するとビープ�♪♪�とスクリーンの“�����”�や�“����”の

�度点滅でお知らせします。 

プロファイルの設定 

1. ピッチゲージの電源をオンにします。 

2. セットボタン����を約�秒間押し続けます。 

3. 設定を保存するプロファイルを選びます。スクリーンに表示される����はプロ

ファイル�を表します。ホールドボタン���かゼロボタン���を押して、��から

��までのいずれかを選び、セットボタン����を押して確定します。 

4. プロファイルのモードを選びます。ホールドボタン���かゼロボタン���を押し

て、モード�から�のいずれかを選び、セットボタン����を押して確定します。 

5. 希望するピッチ�ロールの目標値を入力します。入力には二通りの方法があり

ます。 

• ホールドボタン���かゼロボタン���を�回押すごとに値を���ずつ増減できま

す。ボタンを押し続けると素早く入力できます。入力が終わったらセットボ

タン����を押して確定します。 

• 現在の計測値を目標値にすることができます。ホールドボタン���とゼロボタ

ン���を同時に約 � 秒間押し続けると、カウントダウン�♪-♪-♪�が始まりま

すのでボタンを離して本体を静止させます。カウントダウンが終了すると現

在の計測値が目標値として保存されます。 

プロファイルの使い方 

1. プロファイルを切り替えるには、測定モードの状態でセットボタン����を押し

ます。プロファイル番号���は現在使用中のプロファイル、モード表示���は現

在のモードを表します。ピッチ�ロール角度表示���は目標値が表示されます。 

2. セットボタン����を押して使用したいプロファイル番号を表示させ、そのまま

待つと計測モードに戻ります。 

����相対値�モードと基準の設定 

デジタルピッチゲージ�は、電源をオンにすると����絶対値�モードで起動します。

このモードは地表面を基準に計測しますので、水平でない場所やメインマストが

垂直に取り付けられていない機体では正しく計測できません。このような場合は、

メインマストやモーターを基準��°�として����相対値�モードを使用します。 

※通常は����相対値�モードでの使用を推奨します。 

ピッチゲージは逆さまでも使用することができますが、基準設定後にピッチ

ゲージの上下を逆転したり、左右に回転させて計測すると誤差が発生します。

����相対値�モードでの計測中はピッチゲージの方向を変えないでください。もし

方向を変える必要がある場合�例えばメインローターブレードを計測した後にテ

ールローターブレードを計測する等�は、正しい方向でもう一度基準を設定してく

ださい。 
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メインシャフトを基準にするには 

1. 安定した水平面の上に��ヘリコプターを置いてください。 

2. メインシャフトの先端に磁石を使ってピッチゲージを取り付けます。 

もしくはメインシャフトの上にピッチゲージを置いてください。 

 

3. ゼロボタン���を押すと、現在の角度が基準��°�として設定されます。 

ボタンを押す振動が測定精度に影響することを防ぐには、ゼロボタン���を約 �

秒押し続けます。カウントダウン�♪-♪-♪�が始まりますので、ボタンを離し

てピッチゲージを静止させてください。カウントダウンが終了すると基準が設

定されます。 

4. ����絶対値�モードに戻るには、もう一度ゼロボタン���を押してください。 

モーターを基準にするには 

1. 安定した水平面の上に��ヘリコプターを置いてください。 

2. モーターの上にピッチゲージを置きます。もしくは磁石を使ってモーターの上

にピッチゲージを取り付けます。 

 

3. ゼロボタン���を押すと、現在の角度が基準��°�として設定されます。 

ボタンを押す振動が測定精度に影響することを防ぐには、ゼロボタン���を約 �

秒押し続けます。カウントダウン�♪-♪-♪�が始まりますので、ボタンを離し

てピッチゲージを静止させてください。カウントダウンが終了すると基準が設

定されます。 

4. ����絶対値�モードに戻るには、もう一度ゼロボタン���を押してください。 

計測方法 

計測中は絶対にモーターと���を接続しないでください。 

計測前に ����相対値�モードで基準��°�を設定し、計測中はピッチゲー

ジの方向を変えないでください。 

スワッシュプレートの計測 

1. 適切なツールを使って、スワッシュプレートとローターヘッドのリンケージロ

ッドを取り外します。 

2. スワッシュプレートに合ったプレート����������をマウントアダプタに取

り付けます。プレートを取り換えるには、マウントアダプタのノブを取り外し

てプレートを引き抜きます。プレートを取り換えたらノブを取り付けてプレー

トを固定してください。 

3. マウントアダプタにピッチゲージを取り付けます。 

4. マウントアダプタでスワッシュプレートをはさみ込むように取り付けます。正

確に計測するために、マウントアダプタがスワッシュプレートの底面にしっか

りと密着するよう取り付けてください。 

 

5. ピッチ�ロール角を読み取ります。もしくはプロファイルのモード � を使用し

ます。 

6. スワッシュプレートが希望の角度になるようリンケージロッドやサーボを調

節します。 

7. 調整が終わったら、スワッシュプレートとローターヘッドのリンケージロッド

を取り付けてください。 

メインローターブレードの計測 

デジタルピッチゲージ�はローターが時計回りのヘリコプターでの使用

を前提に設計されています。ローターが反時計回りのヘリコプターの場

合は、表示された値のプラスとマイナスを逆に読んでください。 

1. ローターブレードを機体と平行になるように回転させます。左右のブレードが

一直線になるよう調節してください。 

2. メインローターブレード用マウントアダプタにピッチゲージを取り付けます。 

3. マウントアダプタをローターブレードに取り付けます。アダプタは機体に近い

場所�ブレード全長の���付近�に取り付けると正確に計測できます。 

 

4. ピッチ角を読み取ります。もしくはプロファイルのモード�を使用します。 

5. ローターブレードが希望する角度になるように調節します。 

ピンポインタの使い方 

ピンポインタを使用すると、メインローターブレードの傾き具合が視覚的にわか

りやすくなります。 

ピンポインタを使用する場合は、メインローターブレード用マウントアダプタに

ピッチゲージを上下逆方向に取り付け、ピッチゲージのネジ穴にピンポインタを

取り付けてください。 
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テールローターブレードの計測 

1. ローターブレードを機体と平行になるように回転させます。左右のブレードが

一直線になるよう調節してください。 

2. テールローターブレード用マウントアダプタにピッチゲージを取り付けます。 

3. マウントアダプタをローターブレードに取り付けます。 

 

4. ピッチ角を読み取ります。もしくはプロファイルのモード�を使用します。 

5. ローターブレードが希望する角度になるように調節します。 

製品の廃棄 

製品や電池を廃棄�リサイクルする際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に

従ってください。内蔵メモリなどに個人情報等が含まれる場合は、すべてのデータ

を消去してください。残存データの漏えいによるお客様の損害等に関しては一切の

責任を負いません。 

電池をリサイクルボックスや回収箱に入れる際には、電池がショートして発熱・発

火する恐れがありますので、電池の端子部分にテープを貼って端子を絶縁してくだ

さい。 

技術情報 

電源 ������コイン型リチウム電池� ��� 

消費電力 最大����� 

使用温度範囲 �����～� ������ 

サイズ����������� ��������������� 

重量 ���� 

 

法的な注意事項 

この取扱説明書�以下、本書�のすべての内容は、������������������������������������

�������������以下、当社�の著作物として、著作権に関する各種国際条約、各国の著

作権法およびその他の各種法律によって保護されています。 

当社に事前の承諾を受けた場合を除いて、一部か全部かを問わず本書の内容を複製

�コピー、マイクロフィルム化、スキャン等の電子化を含むいかなる方法�、転用、

転載、配布、再版することはできません。�  

また、本書の内容は事前に予告することなく改訂することがあります。 

���������������������������������������������������������� 

�����������������-���������������������������������������������������� 

日本国内における保証と免責事項 

この製品は優れた品質管理のもとに製造されておりますが、流通の過程において予

測不可能な故障が発生する場合があります。お買い上げから �� 日以内に不具合が

認められた場合は、そのままご使用にならずに購入先へご連絡ください。なお、以

下の場合は保証の対象になりません。 

・誤った使用方法による故障、破損。�本書の�安全のために�を参照ください� 

・天災などの外部要因による故障、破損。 

・輸送時における故障、破損。 

・購入日が証明できない場合。 

この製品の保証は日本国内においてのみ有効です。また、この取扱説明書は英文取

扱説明書の内容を可能な限り反映するよう努めて作成しましたが、潜在的な誤りが

あることは否定できません。本製品を使用して発生した損害等について、メーカー・

販売元は一切の責任を負いません。

 

輸入販売元 fe=.w¥D 
��������������������������-����� 
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