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外観

光沢を測定するには、試料の表面に一定の角度で一定の
強さの光線を照射し、同じ角度で反射された光の量を観
察します。この反射光の測定には、光沢度計を使いま
す。

試料の表面によって、測定が必要な反射角が異なりま
す。 

高光沢面
よく磨かれた良質の面には、くっきりとした像が映りま
す。これは、入射光が鏡面反射角度で反射しているから
です。

中光沢面とつや消し面  
中光沢面とつや消し面に映る像は、薄くぼんやりとして
います。

これは、入射光は鏡面反射角度で反射しているものの、
同時に散乱している光もあるからです。

製品の見た目は、その製品から受ける印象に大きく影響し
ます。この「見た目」は主観的なものです。一方、製品の
外見の質を定量的に表せる特性の1つに光沢があります。

85°

60°

20°

中光沢面とつや消し面 

高光沢面
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適切な測定角度を選ぶ

光沢の測定値は、試料の表面で反射する光の量を、基準値（よく磨かれたガ
ラス）と相対的に表した値で、Gloss Unit（GU）という単位を使います。表
面で反射される光の量は、光の入射角、および表面の性質と仕上がり具合に
よって左右されます。

表面の光沢度は、低光沢（つや消し）、中光沢、高光沢に分類できます。試
料の最適な測定角度を求めるには、まず、光沢度計の入射角を60°に設定して
測定します。 

測定結果が10～70GUの場合は、試料面が中光沢に相当し、60°で測定するの
が適しています 測定結果が10GU未満の場合は、低光沢面に相当し、85°が適
しています。測定結果が70GUを超える場合は、高光沢に相当し、20°が適し
ています。

陽極酸化された金属面の光沢を測定するときは、皮膜と金属下地間の鏡面反
射を完全に把握できるように、3つの角度（20°、60°、85°）での測定値を記
録してください。

試験面 入射角60°での測定値 最適な測定角度 
高光沢 > 70GU 20°
中光沢 10 - 70GU 60°
低光沢（つや消し） < 10GU 85°

反射率（%）
反射率は、光沢度計から放射された光エネルギーが、試験面でどの程度反射
されて戻ってきたかを%で表します。試験面が明るくつやがあるほど、100%
に近くなります。

Gloss Unit（GU）は、入射角によって測定範囲が決まっており、20°では         
0～2000GU、60°では0～1000GU、85°では0～160GUになります。

光沢度計に表示される反射率の値は、選択した入射角の測定範囲に対する割
合を%で表したものです。例えば、入射角20°で1000GUという値が得られた
場合は、「50%20」と表示されます。500GUという測定値は、選択した入射
角によって、20°では「25%20」、60°では「50%60」になります。

ヘイズ（HU）
ヘイズとは、表面の曇り具合の指標のことです。ヘイズのある面では反射像
のコントラストが低く、光源の回りに白くぼんやりした輪が見えるので、目
で感じる質がかなり低くなります。

ASTM D4039規格では、ヘイズの数値的な尺度を入射角60°と20°での光沢度
の差と定めています。

ヘイズの値は、Haze Unit（HU）で表されます。
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光沢計Elcometer 480

手持ち式のElcometer 480光沢計は、高い精度、高い再現性で光沢
度、反射率とヘイズを測定する高機能モデルです。

適合規格 :
AS/NZS 1580.602.2, ASTM C584, ASTM D523, ASTM D1455, ASTM D2457, ASTM D4039,  
ASTM E430, ASTM E2387, BS 3900 D5, DIN 67530, ECCA T2, EN 12373-11, EN 13523-2, 
ISO 7668, ISO 2813, ISO 13803, JIS K 5600-4-7, JIS Z 8741, TAPPI T 653 (20°)

□ 人間工学を考慮した小型で頑
丈な造り

□ 1秒間に3 ~ 10回の読み取り
数  

□ 正確、高い繰り返し性と再
現性

□ 測定角度は20°、60°、85°の
3つ

□ 最高2,500バッチ、読み取り
値40,000点をメモリに保存
可能

□ 読み取り値を測定日時と共に
記録

□ USBとBluetooth®によるデー
タ出力 

□ PC、iPhone、Android™モバ
イルデバイスに接続

□ 標準板を使用した自動校正

□ RFID†による標準板自動認識

□ 基準値および許容値を設定
可能

□ 標準、自動測定、スキャンの
3つの測定モード

□ 合格・不合格判定用差分モ
ード

□ 読み取り値、統計値、グラ
フ、バッチデータの表示

† Radio Frequency Identificationの略、特許出願中, シングルアングルモデルとデュアルアングルモデルは、日本ではRFIDは使用できません。

  2 年保証*

* Elcometer 480には製造上の欠陥に対する1年間の保証が付きます。 保証期間はwww.elcometer.comにて2年間に延長できます。



5www.elcometer.com

外観

Elcometer 480

最先端の設計及び製造技術を用いたElcometer 480光
沢計は塗装、プラスチック、セラミック及び金属など
幅広い材料の光沢度を素早く正確に測定し、記録しま
す。

LED光源を採用した高速測定技術は、同時に3つの角度の
光沢度を1秒に10回という速度で正確に読み取ります。

読み取った値は、USB接続かBluetooth®で、PC、iPhone
またはAndroid™モバイルデバイスに転送することができ
ます。

ElcoMaster®ソフトウェアを使えば、Elcometer 480の測
定値を基に、わかりやすい検査報告書を簡単に作成する
ことができます。また、同じソフトウェアパッケージを
使って、光沢度の測定値を膜厚や付着性、炉内温度な
ど、他の測定値と一緒にまとめることもできます。

USB

®
データ転送

ワイヤレステクノロジ

対応ソフト

ElcoMaster®

™

Elcometer 480モデルT：iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s、iPhone 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (第3、4世代)、 
iPad mini、iPad 2、iPod touch (第4、5世代)に対応。上記の「Made for」(対応)とは、Elcometerの装置をiPod、iPhone、またはiPadに接続するためのアクセサリーがあり、Appleによる性能基準を満
たしていることが開発者によって承認されているという意味です。Appleは、本製品の動作、および本製品が安全基準や規制に準拠しているかどうかについて一切責任を負いません。iPod、iPhone、
またはiPadと上述のアクセサリーの使用によって、無線通信が影響を受けることがあります。
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Elcometer 480

モデル 
Elcometer 480には、エントリーレベルのモデルB(測定角度60°のみ)と多機能
型のモデルT(シングル、デュアル、トリプルアングルの3機種)があります。
• シングル：60°
• デュアル：20°と60°
• トリプル：20°、60°、および85°

メモリとバッチ機能
内蔵メモリには、最高40,000点のデータを測定日時と共に、英数字名を付け
て2,500バッチまで保存することができます。
また、読み取り値をUSB接続かBluetooth®で、PC、iPhoneまたはAndroid™モ
バイルデバイスに転送し、ElcoMaster®ソフトウェアを使って簡単に検査報告
書を作成できます。

表示モードの切り替え
カラーLCD画面は、傷がつきにくく耐溶剤性です。次の情報が表示されま
す。
• 光沢度、反射率(%)、ヘイズ
• 統計値
• 読み取り値、基準値との差、合格・不合格の判定
• トレンドグラフ
• スキャンバー(横棒)

測定モード：標準、自動測定、スキャン
試料や条件は、検査のたびに異なります。そのため、Elcometer 480には、 
次の3つの測定モードが備わっています。
• 標準：測定したい場所に光沢計を置き、測定ボタンを押します。
• 自動測定：試験面の上で光沢計を滑らせます。3つの角度の光沢度が指定

した速度(10～180回/分)で自動的に読み取られます。すべての読み取り値
がメモリに保存されます。

• スキャン：試験面の上で光沢計を滑らせます。3つの角度の光沢度が 
10回/秒の速度で読み取られます。スキャンを停止すると、読み取り値の
平均値、最大値と最小値が表示されて保存されます。このモードは、表面
の均一性を調べるのに便利です。

光沢計
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Elcometer 480

基準値の設定と差分モードによる合否の判定

通常、製品の外観が重要な場合は、その品質基準を満たす見本が製造され、
生産時の品質管理で用いられます。しかし、この見本に、光沢のはっきりと
した「数値」が定められていないことがよくあります。

主観による判定を防ぐため、Elcometer 480には、見本から光沢の名目値 
(目標値)と許容値(上限と下限)を自動的に読み取って基準値として保存する機
能が備わっています。

この基準値を40組までメモリに保存でき、その中から使用する基準値を選択
できます。

差分モードで基準値を使用すると、読み取り値と一緒に、その名目値 
(目標値)との差が画面に表示されます。

許容範囲外の読み取り値は赤で表示されるので、一目で合否を判
定できます。

Elcometer 480は、非常に優れた装置間整合性を持っています。
そのため、1台のElcometer 480で限度見本から読み取った基準
値をElcoMaster®ソフトウェアの基準値ライブラリに保存してお
き、別のElcometer 480に転送して使用することができます。

このようにして、複数のElcometer 480の測定値を1件の検査報告書
にまとめられるので、生産工場が何箇所もある場合に便利です。

精度と再現性

高機能の電子部品及び最先端の光学設計により、高精度、高再現性での測定
が可能です。

測定範囲 0 ~ 10GU 10 ~ 100GU 100 ~ 2,000GU
繰り返し性 ±0.1GU ±0.2GU ±0.2%
再現性 ±0.2GU ±0.5GU ±0.5%

光沢計
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ElcoMaster®には、データ管理と品質管理に必要な使い
やすい機能が搭載されています。マウスを数回クリック
するだけで、わかりやすい検査報告書を作成できます。

ElcoMaster®に送信できるデータは次のとおりです。
• 20°、60°、85°で測定した光沢度(GU)
• ヘイズ値(HU)
• 反射率(%)
• 測定日時
• 基準値
• バッチ情報と統計値
• 校正情報(校正日時、標準板の製造番号、 

標準板の値)

Elcometer 480

ElcoMaster®モバイルアプリは、検査現場での使用に最
適です。次の機能が搭載されています。
• 試験機で読み取った値を直接モバイルデバイスに

送信して保存する。
• 測定中にリアルタイムのグラフを表示する。
• バッチに保存する読み取り値に備考を付ける。
• バッチに保存する読み取り値に試験面の写真を追

加する。
• モバイルデバイスのGPSを使って、地図や写真に

読み取り値のタグを付ける。
• 分析や報告書作成用に、モバイルデバイスにある

データをPCに転送する。
• 提出用にPDF1形式の報告書を生成する。

ElcoMaster®で報告書をすばやく作成 

収集したデータをどのように活用するかは、
測定自体と同様、とても重要なことです。

電子メール

クラウド

PDF

FTP
server

USB
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Elcometer 480

接続
光沢計をBluetooth®でモバイ
ルデバイスに接続します。読
み取った値をモバイルデバイ
スの画面に直接表示して、バ
ッチに保存できます。

データの確認
読み取り値の平均、最大値と
最小値を瞬時に確認できます。

データの管理と印刷
光沢度、乾燥膜厚、表面の粗
さ、気候条件のデータと報告
書をフォルダにわかりやすく
分類して保存します。

写真とコメント
写真やコメントを追加します。

画像
それぞれのデータを読み取っ
た箇所を画像で示します。

組み合わせ
さまざまな測定値(光沢度、乾
燥膜厚、炉内温度、付着性な
ど)をまとめ、図表や写真、検
査特有の情報を加えて、わか
りやすい報告書に仕上げます。

共同作業
クラウド経由で検査データを
共有し、ElcoMaster®のインス
タントメッセージで連絡を取
り合います。

送信
モバイルデバイスから測定デ
ータをPCに電子メールで送信
したり、クラウド経由で転送
したりできます。

対応ソフト

ElcoMaster®PC

1台の光沢計の基準値をElcoMaster®の
基準値ライブラリに保存し、他の光沢
計に転送できるので、検査方法の統一
が取れ、効率も上がります。



www.elcometer.com10

外観

モデルB モデルT
測定角度 60° 60°、20/60°、20/60/85°*
測定単位 GU GU, HU† & %
高速で正確な読み取り ■ ■
高い再現性と繰り返し性 ■ ■
使いやすいメニュー構成：30以上の言語に対応 ■ ■
高い耐久性、防水性、防塵性 ■ ■
傷が付きにくく耐溶剤性の2.4インチ(6cm)TFTカラーディスプレイ ■ ■
ディスプレイの自動回転(0°、180°) ■ ■
環境光センサー：自動輝度調整機能付き ■ ■
データ出力

USB：読み取り値 ■ ■
USB：バッチデータ ■
Bluetooth® : PC、iOSまたはAndroid™モバイルデバイス ■

USBと電池電源 ■ ■
校正証明書 ■ ■
手動校正 ■ ■
自動校正：RFIDによる標準板自動認識# ■
統計値の画面表示：ユーザーが選択可能

読み取り値、平均値、標準偏差 ■ ■
読み取り値の最大値と最小値、変動幅 ■
変動係数 ■
名目値(目標値)、許容値の上限と下限 ■
上限値を超える測定値の数と、下限値を下回る測定値の数 ■

測定モード  
標準 ■ ■
自動測定：読み取り速度を10～180回/分に設定可能 ■
スキャン：1秒に10回読み取り ■
合格・不合格判定用差分モード ■

基準値の設定と保存：40組まで ■
光沢計特有の、またはバッチ特有の基準値 ■ 

内蔵メモリ：最高2,500バッチ、読み取り値40,000点 ■
英数字のバッチ名 ■
固定バッチサイズモード ■
測定日時の記録 ■
光沢計の自動診断 ■ ■
表示モード：ユーザーが選択可能

読み取り値：光沢度、反射率(%)†、ヘイズ† ■ ■
選択した統計値 ■ ■
トレンドグラフ：最後の20個の読み取り値 ■
スキャンバー ■
読み取り値、基準値との差(合否判定) ■

直前の読み取り値の削除 ■ ■
2年延長保証 ■ ■

Elcometer 480

製品の特長 ■  スタンダード          □  オプション 
       

* 3機種あります。              † デュアルアングルとトリプルアングルモデルのみ
# Radio Frequency Identificationの略、特許出願中, シングルアングルモデルとデュアルアングルモデルは、日本ではRFIDは使用できません。

光沢計

^ 2年間に無料で延長するには、購入日から60日以内にwww.elcometer.comで製品を登録してください。
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仕様 C
コード番号 説明 証明書
J480B-6 Elcometer 480モデルB光沢計(60°) ●
J480T-6 Elcometer 480モデルT光沢計(シングルアングル60°) ●
J480T-26 Elcometer 480モデルT光沢計(デュアルアングル20/60°) ●
J480T-268 Elcometer 480モデルT光沢計(トリプルアングル20/60/85°) ●
ディスプレイ 2.4インチ(6cm)型QVGAカラーTFTディスプレイ、320 x 240ピクセル
電源 USB(PCに接続)、またはAA電源2本(約50,000回測定可能) 

20° 60° 85°

測定対象域の寸法
20° : 10 x 10mm 60° : 8 x 16mm 85° : 4 x 55mm

測定範囲 0 ~ 2,000GU                              0 ~ 1,000GU 0 ~ 160GU
繰り返し性 ±0.1GU (0 ~ 10GU) ; ±0.2GU (10 ~ 100GU) ; ±0.2% : 100 ~ 2,000GU
再現性 ±0.2GU (0 ~ 10GU) ; ±0.5GU (10 ~ 100GU) ; ±0.5% 100 ~ 2,000GU

分解能
光沢：                  0.1 GU (0 ~ 100GU) ; 1GU (>100GU)
反射率 (%)：    0.01% (0 ~ 10%) ; 0.1% (10 ~ 100%)
ヘイズ：               0.1HU (0 ~ 100HU) ; 1HU (>100HU)

使用環境の温度 -10～50°C (14～122°F)、相対湿度：0～85%
本体寸法（高さ x 幅 x 奥行き） 68 x 155 x 50mm (2.68 x 6.10 x 1.97インチ)
重量 534g (1ポンド 3オンス) (電池も含む)
内用品 Elcometer  480光沢計、校正用標準板、光沢計と校正用標準板の校正証明書、 

AA電池2本、リストバンド、取扱説明書、プラスチック製収納ケース、 
ElcoMaster®ソフトウェア(モデルTのみ)、USBケーブル(モデルTのみ)

Elcometer 480

アクセサリー

光沢計

● 校正証明書が標準で付属しています。             * 光沢計に付属

軟質試料用ホルダーとトレイ3枚。柔らかい
材質や紛体、弾性のある試料の測定に適して
います。

校正用標準板には、高い精度と繰り返し性が
得られるようにホルダーが付いています。

T48024798-LC 低光沢校正用標準板 定格値：60°で22GU ●
T48024798-MDC 中光沢校正用標準板 定格値：60°で55GU ●
T48024798-HC 高光沢校正用標準板* 定格値：60°で97GU ●
T48024798-MRC 鏡面光沢校正用標準板  定格値：20°で1900GU ●
T48024798-SH 軟質試料用ホルダーとトレイ3枚
T48025004 軟質試料用トレイ(3枚)
T99923535 標準板拭き取り布
T99925002 USBケーブル
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ファックス: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg

アラブ首長国連邦
EL Inspection & Blasting 
Equipment LLC
電話: +971 4 295 0191
ファックス: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae 

米国 
MICHIGAN
Elcometer Inc
電話: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
ファックス: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

TEXAS
Elcometer of Houston
電話: +1 713 450 0631
フリーダイヤル(国内のみ): 800 
521 0635
ファックス: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

elcometer.be i elcometer.fr i elcometer.de i elcometer.nl
elcometer.jp i elcometer.ae i elcometer.com.sg

Elcometer 480モデルT: iPhone 6 Plus、iPhone 6, iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s、iPhone 4、iPad（第3、4世代）、iPad mini、iPad2、iPodtouch（第4、5世代）
に対応しています。上記の「Made for」（対応）とは、Elcometerの装置をiPod、iPhone、またはiPadに接続するためのアクセサリーがあり、Appleによる性能基準を満たし
ていることが開発者によって承認されているという意味です。Appleは、本製品の動作、および本製品が安全基準や規制に準拠しているかどうかについて一切責任を負いませ
ん。iPod、iPhone、またはiPadと上述のアクセサリーの使用によって、無線通信が影響を受けることがあります。

iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。App Storeは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。本製品は、バージョン2.1
以上のAndroid™搭載モバイルデバイスに適しています。 Android™ と Google Play は、Google Incの商標です。  ElcometerとElcoMaster®は、Elcometer Limitedの登録商標です。そ
の他の商標については、その旨が記されています。 

Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。どの装置にも標準で1年間保証が付いています。2年間に無料で延長
するには、購入日から60日以内にwww.elcometer.comで製品を登録してください。

© Elcometer Limited, 2015。All rights reserved. この文書の一部または全部を、Elcometer Limitedの事前の書面による許可なく、いかなる形式や方法によっても、複製、転送、保管
（検索可能なシステムかどうかを問わず）、または他の言語に翻訳することを禁じます。


