
MASTERSIZER 3000
SMARTER PARTICLE SIZING

レーザー回折式粒度分布測定装置

レーザーマイクロンサイザーLMS-3000
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Smarter Particle Sizing

LMS-3000が選ばれる
3つの理由

最高水準のレーザー回折装置

プロフェッショナルなスタッフ

充実したサポート体制

粉粒体機器総合メーカー株式会社セイシン企業は、1968年の創業以
来、粒度分布測定器を始めとする各種測定・評価機器、粉体プラント
設備機器の製造販売など、常にお客様の求める物作りを続けてきまし
た。そして、既に世界中で10000台以上の実績があり、最高水準と認
められたマスターサイザーに、セイシンの粉体技術を詰め込んだ乾式
分散ワンショット測定機能を盛り込み、湿式／乾式、合わせて7種類
の分散ユニットで、広範囲のサンプル測定が行えます。
日本語版ソフトは、研究と工程、品質管理の用途に使いやすい機能を
充実させました。

当社は、自社取扱いの機器を有した受託加工工場や測定センターを
持ち、「粉」のプロフェッショナルとして、各種粉体受託加工や受託測
定業務を行っています。こうした現場からの声を元に、当社の加工機
械・評価機器は日々改善・改良され、最高の物作りをお客様に提供し
ています。
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信頼と高機能

人

関東・東海・関西・西日本の4地区にカスタマーサポートを配置してい
ます。日々お客様がご使用中の装置の点検にまわり、装置の不具合や
操作の疑問点などにも迅速に対応できるよう、体制を整えています。
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オペレータの使いやすさを意識して設計

簡単で正確な測定を実行

セルカセット方式で、選べる豊富な分散ユニット

世界最小・最軽量のコンパクト設計により省スペースを実現しました。

ワンタッチで交換できるセルカセット方式により湿式・乾式アクセサリ
の交換も簡単です。

測定条件をソフトウェアに登録することにより、精度の高い測定を人
的誤差を最小限にして再現します。

1秒間に10,000回の高速データ取得により、高精度な粒子径測定を
行います。

ソフトウェアは、測定状態をリアルタイムで表示するため、最適条件の
判断ができます。

ソフトウェアには、測定結果の検証も行うアドバイス機能なども備
え、より測定を確実なものとします。

測定前のサンプルの準備は、とても重要です。
お 客 様 によって、ご 用 意 で きるサン プル の 量 や 種 類 は 様 々で
す。LMS-3000は、お客様のニーズに合った分散ユニットをお選びい
ただけるよう乾式の分散ユニットと5種類の湿式分散ユニットをご用
意しました。ユニットの交換が簡単で、メンテナンスも容易です。

3
工夫
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世界最小・最軽量のコンパクト設計

ワンタッチで交換可能なセルカセット方式

洗浄が簡単な測定ウインドウ

装置本体は、幅69cm、奥行き30cmのコン
パクト設計にしました。これによりラボの省
スペースを実現しました。

ボタンを押すだけで、自動的にセルが持ち上
がり、片手で測定セルの交換が可能です。
オートロックシステムのため、セルを差し込
むだけで自動的に最適な位置でロックされ
ます。

①セルロックレバーを回転させます。

①セル上部のボタンを押します。

②ワンタッチでセルウインドウが外れます。

②セルが自動で持ち上がり、片手でセルを交
　換できます。

工具なしで取り外すことができる測定ウイン
ドウを採用しているため、誰でも簡単に測定
ウインドウの取り外し、洗浄が行えます。

POINT

POINT

POINT

Smarter Particle Sizing

世界最小・最軽量*コンパクト設計
ワンタッチで交換可能なセルカセット方式
簡単洗浄　セルウインドウ *2013年現在
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ワイドレンジ測定と高精度測定を可能にする光学系

高速データ取得により、高精度・高再現性を実現

出力安定性とコヒーレント性の良いヘリウム
ネオンレーザーを採用しています。470nm
青 色 L E D の 出 力 を10 mWに 上 げ、最小
10nmの測定レンジを可能にしました。安定
した精度の高い測定が可能です。

1秒間に10,000回の高速データ取得により
短時間で散乱光データを取得します。
粒度分布幅の広いサンプルでも正確で高い
再現性を実現します。
標準ラテックス粒子による正確性は1%以内
で、再現性は0.5%以内です。

粒子径が大きい場合、散乱光/
回折光は前方がより強くなり
ます。

粒子径が小さい場合、散乱光
はより側方が強くなります。

分散されたサンプル粒子にレーザー光を照
射し、粒子からの散乱光強度の角度依存性
を測定することにより、サンプルに含まれる
粒子の粒子径分布を求めます。LMS-3000
は、ISO13320:2009、JIS　Z8825-1に
準拠した、Mie理論に基づくレーザー回折・
散乱法による解析を行っています。

POINT

POINT

0.01-3,500μmのワイドレンジ測定を実現した光
学系。1秒間に10,000回の高速データ取得により、
高精度・高再現性を実現。

Smarter Particle Sizing

測定原理　レーザー回折法・散乱法とは？ 



壊れやすいサンプルから凝集性の強いサンプルまで
適切に分散可能な乾式分散ユニット

特長
●分散圧は0-4.0barまで制御が可能
●サンプルにあわせて標準タイプとハイエナ
　ジータイプの2種類のベンチュリを選択可能
●サンプル投入量をコントロールできる、ゲー
　ジ付きホッパー
●最小5mgのサンプル量で測定可能
●小容量で測定可能なマイクロトレイオプション

測定範囲（乾式） 0.1-3500μm*

最大分散圧力 4.0 bar（＝0.4MPa）

圧力設定 +/-0.1 bar

最大測定粒子径 3500μm*

最短測定時間† 60秒以内*

最大消費電力 96W**

寸法（L×W×H） 260mm×180mm×380mm

重量 10.5kg

仕様

乾式分散ユニット　AERO S
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* サンプルに依存します
** 吸引機の電力は含みません
† 光軸調整から結果表示までの時間

あらゆるサンプルを適切に分散する
メカニズム

最適にサンプルを分散するために、マルバーン
の乾式分散ユニットは２種類のベンチュリから
お選びいただけます。

●標準タイプベンチュリ
● 付着性のある粒子や壊れやすい粒子に最

適です。標準タイプでは加速度の違いに
よるせん断や粒子同士の衝突により分散
するメカニズムを利用しています。

●ハイエナジータイプベンチュリ（オプション）
● 凝集性の高い粒子に対応します。ハイエ

ナジータイプでは、加速度の違いによる
せん断、粒子同士の衝突そして粒子と壁
との衝突による分散メカニズムを利用し
ています。

乾式用セルカセットにワンショットノズ
ルユニットを取り付けることで、マイクロ
スパチュラ1杯程度の非常に少量のサ
ンプルでも、手軽に乾式測定が行えま
す。スパチュラにサンプルを取り、吸引
ノズルに近づければ数秒で結果が得ら
れます。エジェクターには弊社ジェット
粉砕機に用いられる高精度分散ノズル
技術を用いているため、湿式と同程度
の高分散測定が行えます。

乾式ワンショット測定法

ワンショットノズル取付時
乾式分散ユニットAERO S取付時
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標準ベンチュリによる測定
壊れやすいサンプルは、標準タイプベンチュ
リを用いて、分散圧力を変化させて測定する
ことにより、どの分散圧力までは、安定して
測定が出来るのかが分かります。
このデータを元に、低い分散圧で測定するこ
とで、サンプルを壊すことなく、再現性の良
い測定が可能です。

測定事例

ハイエナジータイプベンチュリによる
測定
凝集性の高い顔料サンプルも、ハイエナジー
タイプベンチュリなら、1μm以下まで分散で
きます。

測定事例

微粉と粗粉を交互に測定した事例
測定サンプルの配管内の残留（クロスコンタ
ミ）が極めて少なく、粒子径分布の異なるサ
ンプルを交互に測定しても、再現性の良いデ
ータが得られます。

測定事例

Smarter Particle Sizing
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サンプルにあわせてお選びいただける
5種類の湿式分散ユニット

●Hydro SM
50mL-120mLの有機溶媒対応の小容量分
散ユニットです。充填、排出や洗浄は手動と
なります。

●Hydro EV
ディップインタイプの分散ヘッドにより、
250mL、600mL、1000mLの市販ビーカー
をご利用いただけます。幅広い粒子サイズの分
散が可能です。

●Hydro SV
サンプル量が少量しか準備できない場合に
最適な微量サンプル分散ユニットです。
スターラーの回転速度はソフトウェアからコ
ントロールできます。

●Hydro MV
容量120mLの中～小容量の分散ユニットで
す。サンプル量が少ない場合に最適です。

●Hydro LV
容量600mLの大容量分散ユニットです。比
重が高く粗大なサンプルや粒度分布が広い
サンプルに適しています。

湿式分散ユニットは、40Wの高出力プロー
ブにより短時間で最適な分散状態にするこ
とができ、強力なポンプにより均一なサンプ
リングを保証します。また、Hydro LVとMV
では、水道に直結して、ソフトウェアからの
制御で給水出来るほか、外付けポンプ（オプ
ション）を接続して、外部タンクからの分散
媒注入も可能です。

Hydro LV Hydro MV Hydro EV Hydro SM Hydro SV

最大流量 2.0L/分** 1.7L/分** 2.3L/分** マグネットスターラーによる撹拌

超音波電力、周波数 40W最大、40kHz(公称)** ― ―

所要分散媒量 600mL 120mL 250mL、600mL、1000mL
（市販ビーカーを使用） 50-120mL 5.6-7mL

最短測定時間† 60秒以内*

最大消費電力 96W

寸法(L×W×H) 280mm×180mm300mm 220mm×150mm×300mm

本体
175mm×140mm×390mm

コントローラーユニット
180mm×225mm×80mm

110mm×280mm×210mm

重量 5kg 4kg 本体：8.75kg
コントローラー：1.5kg 3.05kg

* サンプルに依存　　** 分散媒に依存　†光軸調整から結果表示までの時間

仕様



HydroLVとMVに採用のインライン
プローブによる迅速で効果的な分散
分散は短時間で最適化され、安定した測定
結果を提供します。このデータは、標準的な
レーザ回折装置とLMS-3000でDv90の
変動を示します。超音波分散を開始してか
ら、短時間でデータが安定します。

比重が重いサンプルでも再現よく測定
比重4の金属粉を測定した事例です。1回目
の測定の後、10分後にも測定しました。測定
結果を重ねると、一致していることが分かり
ます。
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測定事例

測定事例

粒度分布

Hydro MVによる金属粉（比重4）の測定事例

Smarter Particle Sizing
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オペレータをフルサポートする、
使いやすいマルチ言語*ソフトウェア

オペレータをサポートする操作手順
登録機能（SOP）

測定状態をリアルタイムで表示 データクオリティツール

光学特性最適化アシスト機能

測定手順をソフトウェアに保存することによ
り、一定の条件での繰り返し測定ができま
す。また、オペレータ間の条件の違いを判断
することも可能です。

分散状態と粒子径結果の変化をリアルタイム
で表示します。分散の経時変化、気泡の混入
などが一目で判断できます。オペレータは、
測定の様子を観察することによりリアルタイ
ムで測定条件を最適化することができます。

測定の品質を確認することは重要です。マル
バーンは独自の評価システムをソフトウェ
アに組み込みました。ソフトウェアが測定
についての問題点や改善点などをアドバイ
ス表示します。この機能には、ISO13320
：2009、USP<429>の変動解析にも連
動しています。

屈折率や吸収率が不明のサンプルは、光学
特性最適化アシスト機能が役立ちます。測定
後に最適な屈折率と吸収率で計算されてい
たかを簡単に確認できます。測定したデータ
を用いて、様々な光学パラメータを用いた時
の粒度分布と、そのパラメータの妥当性を評
価できます。

サンプルの形状を選択

解析方法を
選択

サンプルの
詳細を入力

SOP作成完了

SOP設定画面例

* 日本語、英語、中国語、ドイツ語等に対応

●Hydro Sight
Hydro Sightは 湿式粒子の分散状態を可視
化する湿式サンプル用のアクセサリです。リ
アルタイムで粒子の状態を理解することで、
サンプルの分散状態を最適化することがで
きます。

分散状態を可視化する
湿式サンプル用のアクセサリ

ピクセルサイズ 1.4μm×1.4μm

表示範囲 1.4μm～1,400μm

測定範囲 9μm～1000μm*

測定時間 レーザ回折式測定装置に準ずる

データ取り込み速度 3.75フレーム/秒

検出器 CMOSセンサ

仕様

測定画面例

* サンプルに依存



バリデーションサポート、
21CFR part 11対応ソフトウェア

NIST粒子によるトレーサビリティと
標準粒子をご用意

セイシン企業では、バリデーションサポー
トをご用意しています。有資格者によるIQ/
OQプロセスから、定期的OQメンテナンス
のご提供なども行っています。ソフトウェア
は、21CFR Part11対応オプションも用意し
ています。

NIST標準粒子による評価を行い、高精度を
保証しています。また、セイシン企業がご提
供する標準粒子による校正も行えます。

粉粒体機器の総合メーカー
セイシン企業は、1968年より今日に至るま
で、常にユーザーの皆様の立場に立ち、求め
られる製品作りと新たな粉粒体事業を提供
してきました。
更に当社の機器を設置した本格的受託粉砕
工場を1982年に開設して以来、現在国内に
4つの受託加工工場と2つの研究所を持ち、
あらゆる「粉」に関するノウハウをもっており
ます。

信頼性あるサービスとサポート
セイシン企業は、現在4つの支店、6つの営
業所を国内各所に有し、地域に密着したサー
ビスを展開しています。また、関東地区、東
海地区、関西地区、西日本地区の4地区に対
してカスタマーサポートを配置し、修理や操
作の疑問点などに迅速に対応できる体制を
整えています。
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サービス・サポート

Smarter Particle Sizing

本社（東京渋谷区）



お問い合せ

測定範囲 0.01-3500μm*

精度／再現性†
精度：1%以内
再現性（連続測定時）：0.5%以内
再現性：1%以内

測定原理 Mie理論に基づくレーザー回折・散乱法

データ取得速度 10kHz

測定時間†† 10秒以下

光源 632.8nm赤色He-Neレーザー　4mW　
470nm青色LED  10mW

サンプル分散ユニット サンプル分散ユニット：セルカセット方式（自動認識）

データ処理用PC（推奨）
通信：　USB2.0（装置本体－PC間）
OS：Windows7（32bit、64bit）、Windows8 Enterprise （64bit）
Intel Core i5 Processor,4GB RAM,250GB HD 以上、

ソフトウェア 21CFR Part11（オプション）

寸法（L×W×H） 690㎜x300㎜x450㎜

重量 30kg

電源 AC100-240V、50/60Hz

消費電力 最大200W (分散ユニットを２台接続の場合）

運転環境 温度＋5℃-＋40°C（本体部のみ）、湿度10-80%（結露なきこと）

規格 レーザー：クラス１、EN60825-1：2007、CDRH
CE/FCC適合

仕様

* サンプルとサンプル分散状態、及び分散ユニットに依存します。
† サンプルとサンプル分散状態に依存します。
†† 測定部本体の測定時間

※本カタログ記載の製品は、一般的な粉体材料を対象として設計・製造されており、危険物（毒物、爆発物など）を対象とした仕様とはなっておりません。
　危険物（毒物、爆発物など）を対象として使用することをご検討の場合は、必要な措置を施した上ご使用下さいますよう、お願い申し上げます。
※また、海外でご使用の場合は、輸出国名、使用する会社名、使用目的などの資料を予めご提出いただく必要がございますので、弊社営業担当にご相談下さい。
　ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
※外観および仕様は予告なく変更する場合がございます。

2015.03.3000.loy

Malvern Instrumentsは、精密計装・制御機器メーカーSpectris plcのグループ会社です。
スペクトリスおよびスペクトリスのロゴは、Spectris plcの商標です。Malvern、緑の山のロゴ、
Mastersizer 3000はMalvern Instrumentsが所有する国際商標です。

Mastersizer 3000 optical bench protected by; US6,778,271 and 
related filings; 
GB2,340,932; together with patents based on applications US61-534,861, 
US61-534,851 and US61-534,584. Hydro MV and LV protected 
by EP1167946A2 and related filings.

宮城県仙台市青葉区大町２－１０－１４ TAKAYUパークサイドビル６F

E-mail : keisoku＠betterseishin.co.jp

神奈川県厚木市旭町1－27－6 本厚木マイビルディング4F

第一ビル4F

■ 富 山 営 業 所  〒930-0003  電話（076）482-3602
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Malvern Instrumentsは、精密計装・制御機器メーカーSpectris plcのグループ会社です。
スペクトリスおよびスペクトリスのロゴは、Spectris plcの商標です。Malvern、緑の山のロゴ、
Mastersizer 3000はMalvern Instrumentsが所有する国際商標です。

Mastersizer 3000 optical bench protected by; US6,778,271 and 
related filings; 
GB2,340,932; together with patents based on applications US61-534,861, 
US61-534,851 and US61-534,584. Hydro MV and LV protected 
by EP1167946A2 and related filings.
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