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環境： 

 

本機器には、電子電気廃棄物（WEEE）に関す

る欧州指令2002/95/ECに従ったマークが表示

されています。 

本製品が適切に廃棄されることにより、本製

品の廃棄物を不適切な方法で扱うことに起因

する、環境および人の健康に対する潜在的な

悪影響を防ぐことができます。  
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はじめに 
Lovibond® 

電子コンパレーターシリーズは、主観的な目測から、客観的で正確な

電子測定に簡単に移行するための方法を提供します。 

従来のコンパレーターシリーズを使い慣れている色測定者は、電子シ

ステムへのアップグレードや移行に躊躇する場合があります。 

これは、物理的な色差に依存することが最小限となるためです。 

電子コンパレーターシリーズでは2つの方法で色を確認することができ

ます。  

画面上に数値を表示 

画面上にサンプルの色と、最も近い色数標準の両方を表示 

タッチスクリーン技術により、電子コンパレーターシリーズでは画面

にシンプルで具体的かつ直感的なメニューが表示されます。 

言語、日付、時刻、表示に関する詳細設定、および個別の許容差を設

定したプロジェクトの作成が可能です。 

画面上の警告システムは以下の通りです。  

許容差内＝緑  

許容差外＝赤  

許容差の境界＝黄色  

これらの警告システムは、サンプルに関する情報を速やかに提供しま

す。  

使いやすい人間工学に基づいた直感的なインターフェースにより、初

めてのご使用でもすぐに使い方を習得でき、簡単にサポートを得られ

ます。 

大容量のデータストレージ（20,000件を上回る測定値）とUSB接続に対

応しており、簡単かつ迅速に測定値を保存、共有できます。 

また、Windows®、IOS®、およびAndroidTM向けのソフトウェアパッケー

ジで柔軟性がさらに強化され、画面は多言語に対応しています。
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キーパッド： 

 

 

 

 

表示アイコン： 

 

 

 

 

 

電源 - USB： 
 

 

 

 

 

電源 - 電池： 

 

アイコン 説明 

 電池残量低下 

 電池電源使用中 

 USB電源使用中 

 SDカード正常 

 警告 

テスト ゼロ 電源 

USBポートを使用するには、

本体背面にあるパネルをス

ライドしてください。 

電池を交換するには、本体

背面の4つのねじを取り外し

、電池カバーを外してくだ

さい。  

ケーブルコネクタが正しい方向でソ

ケットに挿入されていることを確認

してください。USBコネクタの記号

が下を向くようにしてください。 コネクタ上部 

本体上部 
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ファームウェアとバージョン番号：  

ファームウェアとバージョン番

号は、本体の電源を入れると表

示されます。 

（注：[スケール名]は、電子コン

パレーターが測定する色数とな

ります。）  



8 
 

設定 

1 - 

設定メニューを開くには、下にある

ツールバーの設定アイコンを押しま

す。 

 

1a - 設定画面が表示されます。 

 

装置の診断 

2 - 

装置の診断を実行するには診断ア

イコンを押します。 
 

2a - 

メモリ、SDカード、LED、およびラ

イトセンサーの診断が実行されま

す。 

 

2b - エラーは赤で表示されます。  

詳細な情報を表示するには[レポー

ト]を選択します。  

サポートが必要な場合は、現地の

サービスセンターまでお問い合わ

せください。  
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www.lovibondcolour.com/ServiceCen
ter 

2c - 

レポートが表示されます。終了し

たら[終了]を選択します。  

 
 

装置の設定 

3 - 

装置の設定を行うには装置アイコ

ンを押します。 
 

3a – 

積分時間を設定するには、サンプ

ルチャンバーが空であることを確

認してから[設定]を押します。  

（これにより最適な測定時間が設定さ

れます。）   

3b – 

サンプルチャンバーを確認するよ

う求められます。空である場合は[

OK]を押します。  

 

http://www.lovibondcolour.com/ServiceCenter
http://www.lovibondcolour.com/ServiceCenter
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3c – 

積分時間が算出され、画面に一連

の数字が表示されます。  

 

3d – 完了したら[OK]を押します。  

 

3e - 

設定を保存する場合は[保存]を押し

ます。 

 

3f - 

設定を取り消す場合は[キャンセル]

を押します。 

 

3g – 

保存しないで終了する場合は[はい]

を、続けるには[いいえ]を押します

。 
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情報 

4a - 

情報画面が表示されます。左矢印を

押すと結果画面に戻ります。  

（注：[スケール名]は、電子コンパ

レーターが測定する色数となります

。）  

節電設定 

5 - 

節電設定を行うには電源アイコンを

押します。 
 

5a – 

上下矢印を押して、画面がスリープ

状態に切り替わるまでの時間間隔を

分単位で調節します。 

 

5b – 

上下矢印を押して、画面が使用され

ない状態になってからシャットダウ

ンするまでの時間間隔を設定します

。 

装置を再起動する場合は電源ボタン

を押します。 

 

5c - 

設定を保存するには[保存]を、変更

を取り消すには[キャンセル]を押し

ます。 
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 5d- 

画面が薄暗くなった場合は、画面の

いずれかの部分を押すとバックライ

トが点灯します。 

 

地域に関する設定 

6 - 

地域に関する設定を行うには地域ア

イコンを押します。 
 

6a - 

表示に使用したい言語を選択します

。  

設定画面に戻ります。 

 

日付/時刻 

7 - 

日付と時刻を設定するには時計アイ

コンを押します。  

表示されている現在時刻は画面が開

かれた時刻であり、継続的に更新さ

れません。 

 

7a – 

上下矢印を使用して日付と時刻を設

定します。 
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7b - 

設定を保存するには[保存]を、変更

を取り消すには[キャンセル]を押し

ます。 
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プロジェクト：  

1 - 

プロジェクトメニューを開くには、

下にあるツールバーのプロジェクト

アイコンを押します。 

 

2 - 

プロジェクト画面が表示されます。

上部に名前が表示されているプロジ

ェクトが現在のプロジェクトです。 

 

3 – 

プロジェクトを表示または管理する

には[プロジェクトの表示] 

をクリックします。  

 

新規プロジェクト 

4 – 

現在のプロジェクトのリストが表示

されます。新規プロジェクトを作成

するには[新規]をクリックします。 
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5 – 

名前を変更するには名前の欄を選択

します。  

 

6 – 

キーパッドを使用して新しいプロジ

ェクト名を入力し、[戻る]を選択し

ます。 

 

許容差の設定 

7 – 

プロジェクト設定画面が表示されま

す。許容差を設定するには[許容差]

を選択します。 

 

8 – 

許容差の限界を適用するには[許容

差]のチェックボックスを選択しま

す。 

 

9 – 

許容差の数値を変更するには、上下

矢印を使用して適切な値に変更しま

す。完了したら[終了]を押します。 
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平均化と自動ログ（自動保存） 

10 – 

平均化と自動ログ（自動保存）を変

更するには[測定結果]を選択します

。 

 

11 – 

平均化を変更するには上下矢印を使

用します。 

（これにより、一回の試験で取得され

る測定結果の件数が設定され、取得さ

れた測定結果を平均した結果が得られ

ます。） 
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12 – 

自動記録を設定するには[自動ログ]

のチェックボックスを選択します。

これにより、取得されるすべての測

定結果が保存されます。完了したら

[終了]を押します。  

13 - 

すべての設定を保存するには[保存]

を押します。 

注：[保存]が選択されない限り、許

容差も測定結果も保存されません。 
 

 

プロジェクトの編集 

14 – 

プロジェクトを編集するにはプロジ

ェクトのリストを開きます。プロジ

ェクトをクリックしてハイライト表

示し、[編集]を選択します。 

 

15 – 

プロジェクト設定画面が表示されま

す。変更する場合は手順6～12に従

ってください。 
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プロジェクトの削除 

16 - 

プロジェクトを削除するには[削除]

を押します。 

 

17 - 

右のようなプロンプトが表示されま

す。[はい]を選択して確定します。 

 

 

プロジェクトのデフォルトの作成 

18 – 

プロジェクトのデフォルトを作成す

る場合は、プロジェクトのリストを

開きます（これにより、装置の電源

が入れられた時点で一番新しいプロ

ジェクトがハイライト表示されます

）。プロジェクトをハイライトし、

[編集]を選択します。 

 

19 – [デフォルト]を選択します。 
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20 - 

右のようなプロンプトが表示されま

す。[はい]を選択して確定します。 

注：最初のプロジェクト（ID 

1）は削除できませんが、名前の変

更は可能です。 
 

プロジェクトを最新に設定  

21 – 

プロジェクトを最新に設定するには

、プロジェクトのリストを開き、対

象のプロジェクトをハイライト表示

し、[選択]をクリックします。測定

値がすべて最新のプロジェクトに保

存されます。 
 

 

測定結果の表示 

22 – 

プロジェクトの測定結果を表示する

には、プロジェクトのリストを開き

、対象のプロジェクトをハイライト

表示し、[測定]をクリックします。 

 

23 – 

これにより、対象のプロジェクトに

保存された測定結果のリストが表示

されます。許容差の限界がオンに設

定されている場合（手順7）、結果

は許容差列（ページ15）と同じよう

に表示されます（ページ15）。 
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測定結果の削除 

24 - 

測定結果を削除するには、削除する

測定結果をハイライト表示し、[削

除]を押します。 

 

25 - 

右のようなプロンプトが表示されま

す。[はい]を選択して確定します。 

 

26 – 

メインのプロジェクト画面から現在

のプロジェクト（画面上部にプロジ

ェクト名が表示されているプロジェ

クト）の測定結果を表示するには、

[測定結果の表示]を選択します。  

測定結果の保存（手動保存） 

27 – 

自動保存が有効でない場合、プロジェク

トアイコンを選択すると取得した測定結

果をすべて保存できます。 
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28 - 

プロジェクトのメイン画面で、[測定を保

存]を選択します。これにより、測定結果

が最新のプロジェクトに保存されます。 
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エラーに関する警告： 

警告 説明 

エラー1 SDカードエラー 

エラー2 ライトレベルが高すぎる 

エラー3 ライトレベルが低すぎる 

エラー4 センサーエラー 

エラー5 ファイルシステムエラー 

エラー6 通信エラー 

エラー7 キーパッドエラー 

エラー10 不揮発性メモリエラー 

 

サポートが必要な場合は、現地のサービスセンターまでお問い合わ

せください。 

www.lovibondcolour.com/ServiceCentre 

http://www.lovibondcolour.com/ServiceCentre
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ファームウェアのアップデート： 

EC 2000およびEC 

3000のファームウェアの最新版は、インターネットで入手していた

だけます www.lovibondcolour.com 

http://www.lovibondcolour.com/
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EC 2000キット梱包内容 - Pt-Co：      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

付属品 内容 
  

装置の種類 EC 2000 

電源   

USBケーブル   

スクリュードライバー   

単三電池4本入りポット   

比色標準液1   

比色標準液2   

ガラスセル  W100光学ガラス（50mm）×1 

プラスチックセル  W100ガラス（50mm）×3 

比色標準ガラスフィルタ1   

透明標準ガラスフィルタ   

 =  キットに同梱 

EC 

2000シリーズ本

体 
USB電源 

単三電池

（4本） 

電子コンパレー

ター比色標準液 電子コンパレー

ター比色標準液 

ガラス/プラ

スチックセ

ル 

USBケーブル 小型スクリュ

ードライバー 

セル仕切り 
比色標準ガラスフ

ィルタ 
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EC 2000技術データ - Pt-Co 

通常、Pt-

Co、白金コバルト、ハーゼン、APHA色、真色度（TCU）と呼ばれま

す。どの用語を使用しても意味は変わらず、同様の意味で解釈され

ます。無色透明から濃黄色の液体の測定に使用されます。  

本来白金コバルト原液の特定の希釈倍率で定義され、0を最も明る

い、500を最も暗いとする、0～500までの色数です。   

白金コバルトは、水道業界で広く使用されていますが、無色透明油

や化学薬品、また、グリセリン、可塑剤、溶媒、四塩化炭素、石油

スピリットなどの石油化学製品にも使用されます。 

国際規格に準拠していることが保証されています。多くの製品タイ

プでは、色管理と世界中の色の仕様に関するコミュニケーションを

支援するため、規格の一連の特性が合意され、適用されました。そ

の結果、複数の色等級が国際的な業界規格として採用されています

。 

電子コンパレーターは、適切な視覚に関する国際規格に対応してお

り、以下に詳述される自動機械に関する国際規格に完全に準拠して

います。 

EC 2000 Pt Co（ASTM D1209、D5386） 

これは、D5386のセクション12「Precision and 

Bias」（精度とバイアス）に、「ASTMより補足データが利用可能」

という情報が追加されているためです。これは、Pt-

Co規格に対する繰り返し性および再現性を示すデータです。これら

の数値は、D1209よりもはるかに優れています。これによりデータ

の等価性を推測できます。 
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パラメーター 詳細 

色数 白金コバルト/ハーゼン/APHA/TCU 

範囲 0～500 

分解能 1（Pt-Co単位） 

繰り返し性 ± 3% +1（Pt-Co単位） 
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ゼロ調整の実行 - Pt-Co：  

1 – 

起動すると、装置には右の画面が表

示されます。 

 

2 – Pt-Coの測定 

50mmのセルにEC 2000 Pt-

Coゼロ溶液を 

3分の2まで充填します。 
 

3 - EC 2000 Pt-

Coのサンプルチャンバーにセルを置

き、左方向へ押します。 

 

4 - 

サンプルのふたを閉じ、キーパッド

または画面のゼロキーを押します。  

5 – 

ゼロ調整を実行中、装置には右の画

面が表示されます。 
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6 – 

完了すると、装置には右の画面が表

示されます。  
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テストの実行 - Pt-Co： 

注：測定するサンプルに濁りがないことを確認してください。必要

に応じて、0.45ミクロンのフィルター紙でサンプルを濾過してくだ

さい。 

1 – 

清潔なセルにサンプルを3分の2まで

充填します。 

 

2 - EC 

2000のサンプルチャンバーにセルを

置き、左方向へ押します。  

 

3 - 

サンプルのふたを閉じ、キーパッド

または画面のテストキーを押します

。 
 

4 – 

テスト実行中、装置には右の画面が

表示されます。 
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5 – 

平均化が設定されている場合、装置

により再度測定が実行され、右の画

面が表示されます。 

 

6 - 

装置には右の画面のように結果が表

示されます。 

 

7 - 

数値モードとコンパレーターモード

を切り替えるには、画面の左矢印を

押します。 

 

8 – 

カラーディスクで確認できる段階/

手順を表示するには、上下矢印を押

します。 
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装置の検証の実行 - Pt-Co： 

EC 2000 Pt-

Coには溶液が2本同梱されてい

ます。  

1) EC 2000 Pt-

Coゼロ溶液 

2) EC 2000検証溶液 

これらの溶液は、装置が指定

の許容差の範囲内で計測を実

行していることを検証するた

めに使用されます。 

 

1 – 

検証溶液の有効期限が切れて

いないことを確認します。 

 

2 – 50mmのセルにEC 2000 Pt-

Coゼロ溶液または脱イオン水

（真水）を3分の2まで充填し

ます。 

 

3 - EC 

2000のサンプルチャンバーに

セルを置き、左方向へ押しま

す。 

 

 

4 - 

サンプルのふたを閉じ、ゼロ

キーを押します。   
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5 – 

ゼロ調整を実行中、装置には

右の画面が表示されます。  

 

6 - 

ゼロ調整が完了したら、装置

からセルを取り出します。 

 

7 - セルにEC 

2000ゼロ溶液を注ぎ、EC 

2000検証溶液を3分の2まで充

填します。 

 

8 - 

セルがゼロ調整を実行した時

と同じ方向になるように、EC 

2000のサンプルチャンバーに

セルを置き、左方向へ押しま

す。 
 

9 - 

サンプルのふたを閉じ、テス

トキーを押します。  
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10 – 

テスト実施中、装置には右の

画面が表示されます。  

 

 

11 - 

装置には右の画面のように結

果が表示されます。 

 

 

12 - 

装置に表示された結果と検証

溶液のラベルに記載されてい

る数値を比較し、指定の許容

差の範囲内にあることを確認

してください。 
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透明標準ガラスフィルタを用いた装置の検証の実行 - 

Pt-Co： 

1 - 

右側のサンプルチャンバーに検証用

の透明標準ガラスフィルタを置きま

す。 

 

2 – ゼロキーを押します。 

 

3 – 

ゼロ調整を実行中、装置には右の画

面が表示されます。 

 

4 - 

ゼロ調整が完了したら、装置から検

証用の透明標準ガラスフィルタを取

り出します。 

 

5 - 

右側のサンプルチャンバーに、選択

した標準ガラスフィルタを置きます

。 

 

6 – 

キーパッドのテストキーを押します

。  
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7 - 

装置に結果が表示されます。表示さ

れた結果と標準ガラスフィルタのラ

ベルに記載されている数値を比較し

ます。 

 

8 - 

数値とコンパレーターモードを切り

替えるには、画面の左矢印を押しま

す。 
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営業所 

ドイツ 
Tintometer GmbH 
Lovibond

®
 Water Testing 

Schleefstraße  8-12 
44287 Dortmund 
Germany 

電話： +49 (0)231/94510-0 

FAX： +49 (0)231/94510-20 

メール： sales@tintometer.de 
 

イギリス 
The Tintometer Ltd 
Lovibond House 
Sun Rise Way 
Solstice Park 
Amesbury SP4 7GR 

電話： +44(0)1980 664800 

FAX： +44(0) 1980 625412 

メール： sales@tintometer.com 
 

北米 
Tintometer Inc 
6456 Parkland Drive 
Sarasota 
Florida 34243 
USA 

電話： +1 941 758 8671 

FAX： +1 941 727 9654 

メール： sales@tintometer.us 
 

東南アジア 
Tintometer South East Asia  
Unit B-3-12-BBT One Boulevard, 
Lebuh  Baku Nilam 2, Bandar Bukit 
Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E 
MALAYSIA. 

電話： +60 (0) 3 3325 2285/6  

FAX：  +60 (0) 3 3325 2287 

メール： lovibond.asia@tintometer.com 

スイス 
Tintometer AG 
Hauptstraße 2 
5212 Hausen AG 
Switzerland 
 

電話： +41 (0)56/4422829 

FAX： +41 (0)56/4424121 

メール： info@tintometer.ch 

中国 
Tintometer China 
Room 1001, China Life Tower, 
16 Chaoyangmenwai Avenue 
Beijing 100020 
China 

電話： +89 10 85251111（内線330） 

FAX： +86 10 85251001 

メール： chinaoffice@tintometer.com 

インド 
Tintometer India Pvt. Ltd. 
B-91, A.P.I.E. Sanath Nagar, 
Hyderabad 
500018,India 

電話： +91 (0) 40 4647 9911 

フリーダイヤル： 1 800 102 3891  

メール： indiaoffice@tintometer.com 

 

 

mailto:sales@tintometer.de
mailto:sales@tintometer.com
mailto:sales@tintometer.us
mailto:lovibond.asia@tintometer.com
mailto:info@tintometer.ch
mailto:chinaoffice@tintometer.com
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www.lovibond.com 

Lovibond® およびTintometer® は、Tintometer® 

グループの登録商標です。 Lovibond® およびTintometer® 

の翻訳および音訳は、Tintometer® 

グループの商標として主張されます。 

Windows® およびMicrosoft® は、Microsoft 

Corporationの登録商標です。 

Linux®は、アメリカおよびその他の国におけるLinus 

Torvaldsの登録商標です。 

 


