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水中微少ナノ粒子の特性評価に！ 

水処理のオンラインモニタリング 

メンブランの性能モニタリング 

超純水のモニタリング 

水野品質管理 

濾過プロセス 

汚染の検出に 

… など 

 

アプリケーション 

水質評価の為の 
究極のナノ粒子分析装置 

さらなる分析の前進に 

Enlight the NanoWorld 

 



画期的な技術を利用 

MAGELLANはレーザー誘起破壊検出方式（LIBD）という画期

的な特許技術を用いたナノ粒子分析装置です。今までにな
い高感度、高解像度で水中でのナノ粒子の粒度分布や濃度
を計測する事ができます。 
 
MAGELLANはCORDOUAN社の技術と独国のカールスルーエ
工科大学（KIT）との共同研究により開発されました。 

LIBD の原理 

Magellan 
 

» 
  独自の特許技術 
  ナノ粒子の粒度分布、濃度測定 
 ppt (ng/l)濃度まで計測可能 

Download technical notes 
www.cordouan-tech.com » 

粒子径 

オンラインの粒子計測 

粒子濃度 

LIBDはカールスルーエ工科大学-核廃棄物処理学会(KIT-INE)における20年以上の研究を基に、実用化された

技術です。基本的には、ナノ秒パルスレーザーをナノ粒子懸濁液にあてる事で検出されます。粒子がレー
ザービームを横切るたびに、音波センサーによってプラズマ効果が起こり、検出されます。粒度分布および濃
度は、プラズマの統計値から独自の高度なアルゴリズム及び較正データにより推定されます。 

かつて無い高性能,  卓越した感度と分解能 

•  幅広い粒子計測レンジ 
•  感度：光散乱方式の10,000倍 

焦点調節機構 

圧電音響 
センサー 

フロースルー 
セル 

プラズマ 

データ収集・処理 

DPSS レーザー 



Nanoparticle trace characterization in water 

» 

» 
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» 
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Magellanの優位点 

104 個/mLと同程度の濃度まで計測可能 

8チャンネルによる粒子径の高分解能計測  

コンパクトで頑丈な設計の為、運搬可能 どんな環境でも計測可能: 

汎用性と使いやすさ:  

-流量可変 

- サンプル調製不要 

- 簡単なメンテナンス(信頼性の高い構造) 

 

アプリケーション 

- インライン、加圧下での計測(最大 60 bars) 

- 精密な結果による高度で独自のアルゴリズム 

- 様々なセル構成: スタティックタイプ、フロースルータイプ 

次世代の水分析へ 

フィルターのオンラ
インモニタリング 

(汚れ、破過) 
 

 
Pollution 
detection of 
natural water 
resources 

 
半導体産業における 
超純水のモニタリング 

 
原子炉システム 
一次冷却水中の 

コロイド粒子 
特性評価 

 

飲料水・工業用水
の品質保証 

幅広い粒子径計測レンジ: 10 nm ～ 1µm 

今までにない高感度: ng/l (ppt) に至るレンジ  



Nanoparticle trace characterization in water 
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粒子径範囲 10 – 1000 nm (8 チャンネルまで)

試料濃度 104 to 1011 part/ml  (例：20nmの粒子で10ppt)

精度 +/-10% (測定回数による)

校正 認証標準粒子　ポリスチレン (NIST)

試料調製 無 し- 超微量粒試料計測における標準的な方法で

標準セルの構成 スタスティックセル : 2ml / フロースルーセル: 上限5 bar-、4 ml/min

特注セルの校正 現場 / 高圧セル: 上限 60 bars -、4 ml/min

測定原理 レーザー誘起破壊検出方 (LIBD)

レーザー光源 DPSSレーザー- 出力 50mW以下 -100 Hzパルス状レーザー – TEM00 - @532 nm -lifetime 2 Giga shots

検出器 電圧性音波センサー (特許取得済)

データ処理アルゴリズム ASTROLIBD
　
：KITと共同開発した独自のアルゴリズムによるソフトウェア

操作環境温度  /設置環境 5°C ～ 40°C / -10°C ～ 50°C – 相対湿度  70% 以下で結露が無い事

コンピューターインターフェース USB 2.0 – RJ45 – Serial Port - Windows 7 professional – 64-bit

寸法 40 cm x 30 cm x 40 cm (HWD)

重量 装置本体 25 kg / コンピューター10kg

電源 100-240 VAC, 50-60 Hz, 最大10A

CEマーク CEマーキング製品 -レーザー規格クラス1 – EN-60825-1: 2001, CDRH

IP保護等級 Housing IP54, Optics IP65 – (防水、防塵)

仕様

信号処理

概要

コンプライアンス

販売代理店 
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