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はじめに 

本書では、SQ および TQ 検出器の操作に必要な環境条件、電源、およびガス供給について説明します。 これらの条件

に従って装置を操作すると、装置で最適なパフォーマンスを実現できます。 

 

責任範囲 

ウォーターズのエンジニアは、装置が正しく設置され、動作することを確認するために、システムの設置と動作確認に責

任を持ちます。 エンジニアが設置を効率的に実行できるように、実験室をあらかじめ準備しておく必要があります。 本書

の最後に、実験室での設置準備ができたときに記入して日本ウォーターズに返送する設置環境チェックリストが含まれて

います。  

重要: 設置環境チェックリストが記入されて、日本ウォーターズの担当者に返送されるまでは、システムの設置を実施で

きません。 

設置に要する時間は、設置される装置オプションの数によって異なります。 設置時間を最小化するために、設置環境チ

ェックリストにはできるだけ正確に記入をお願いいたします。 

システム設置において重要なことは、特定の操作条件で装置の機能を評価するためのテストの実施です。 各テストの終

わりに、得られた実際のテスト結果は『設置チェックリスト』または『装置適格性ワークブック』に適宜記録されます。 

重要: 設置時には、装置の通常使用および保守の責任を持つお客様に立ち会っていただく必要があります。 

お客様は設置時の機能のテスト中に立ち会っていただくことにより、基本的なシステム操作を学ぶことができます。 対象

となるお客様が立ち会えないことが予測される期間がある場合、事前に弊社までご連絡ください。ご都合のよい時間に設

置のスケジュールを計画することができます。  

本書の内容についてご質問がある場合、または特定の設置環境で問題が発生した場合は、日本ウォーターズにお問い

合わせください。 必要に応じて、弊社が設置場所の確認に訪問させていただきます。 
 

保管 

設置前には、以下の保管条件が要求されます。 

• 出荷用梱包箱を開封しないこと 

• コンプレッサや発電機など、過度の床振動を発生させる重機から梱包箱を遠ざけて保管すること 

• 保管領域の温度が 0～40°C、湿度が 80%(結露なし)未満であること 

保管条件についてご質問がある場合は、日本ウォーターズにお問い合わせください。 
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開梱と移動 

梱包箱は、ウォーターズのエンジニアの立会いのもとでのみ開梱することが保証条件です。 

可能な場合には、梱包箱を開けやすいように、電動ドライバーまたはドライバー付きドリルをご用意ください。 設置後、箱

や梱包材はお客様が責任を持って処分してください。 

開梱およびその後の移動時に、装置をぶつけたり揺らしたりしないよう注意してください。 装置の輸送時、段差や勾配の

ある場所を通る場合は、フォークリフトまたは台車に載せて装置を運んでください。 

出入り口の幅は、600 mm 以上必要です。 エレベーターと廊下(角を含む)は、装置の移動に十分な幅が必要です。 階
段を使用して実験室に運ぶ場合は、特殊な取り扱いの手配が必要になることがあります。 
 

装置の持ち上げ 

開梱後のおおよその装置重量を表 1に示します。 

表1: 装置重量 

SQ 検出器 58 kg  

TQ 検出器 85.5 kg  

データシステム 
(コンピュータ、モニター、およびオプションのプリン

タ) 
50 kg 未満 

ロータリーポンプ* 40 kg  

 

警告:  装置は、最大 85.5 kg を安全に持ち上げることができるリフティング機器を使用して持ち上げる必要があります。 
手動で持ち上げてはいけません。 

重要: 装置の持ち上げに適した機器を用意する必要があります。 この機器が使用可能でない場合は、設置を行えませ

ん。 エンジニアは、装置の持ち上げと配置の補助を依頼する場合がございます。 

装置の持ち上げと輸送には、フォークリフトまたはクレーンの使用をお勧めします。 装置にはリフティングハーネスが取り

付けられており、これは出荷用の梱包箱から設置台まで装置を持ち上げるために使用する必要があります。 

 

設置台の負荷 

設置台は質量分析装置、データシステム、およびLCシステムの総重量を支えられる必要があります。 装置とデータシス

テムの重量は表 1に示すとおりです。 特定の重量情報については、UPLCシステムの各設置環境ガイドを参照してくださ

い。 
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スペースの条件 

装置 

注： メンテナンス時にアクセスしやすいように、システムの設置には、適切な耐荷重の定格を有する可動式の設置台

をお勧めします。 

メンテナンス時のアクセスのために、装置の前後および右側には少なくとも 600 mm の隙間を空けてください。装置の

左側には一時的に 1,000 mm の隙間が必要です。 メンテナンスで立ち入る際に移動可能な作業台に装置を置く場合、

ロータリーポンプが装置の背面に設置された状態で、背面には少なくとも 150 mm の隙間を空けてください。 質量分析

装置は適切で平らな面に設置する必要があります。  

装置には 2.5 m の電源ケーブルが取り付けられています。 

検出器、ロータリーポンプ、データシステム、および付属機器に適した作業台のレイアウトが図 1に示されています。 

注: 真空ホースに対応するため、作業台の背面には 150 mm 追加することをお勧めします。 

 

635 mm   
 (SQ 検出器) 

848 mm  
 (TQ 検出器) 

355 mm  

後ろの壁から 150 mm 空ける 

直径 
76 mm 

真空チューブ用にアク

セススロットを開ける 230 mm 

457 mm
  

457 mm
 

470 mm 

TQ 検出器 

SQ 検出器 UPLC システム 

CPU 

キーボード 

プリンタ 

(オプション)

 

図1 - 平面図、（スペース条件を示す） 
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533 mm 

356 mm  

590 mm  

150～200 mm 
  

SQ 検出器 

TQ 検出器 
UPLC システム 

ロータリーポンプ

CPU 

プリンタ 

(オプション) 

 

図2 - 正面図、（スペース条件を示す） 

ロータリーポンプ 

ロータリーポンプは、検出器の下または後ろ、また装置シャシーの背面から 1.5 m 以内に設置する必要があります。 過
熱を防止するために、ロータリーポンプは筐体等で囲わないでください。 ロータリーポンプには、電源コンセントに 2 m の

電源ケーブルを直接接続します。 定期メンテナンス(ポンプオイルの交換など)の際に容易に作業ができるように、ロータリ

ーポンプは床から 150～200 mm 上げることをお勧めします。 

ロータリーポンプを装置の設置台の下に置く場合は、チューブを装置に接続できるように、設置台にホースを通す穴を開

ける必要があります(図 1)。 アクセススロットは設置面の外に配置する場合があります。 穴は検出器の後ろ側に開けて

ください。また真空ホースを装置の背面に接続する際にホースの曲げ半径が小さくならないようにする必要があります。

真空ホースがつぶれたりねじれたりしないようにしてください。 

UPLC システム 

質量分析装置の左側に、UPLC システム用の十分な空間を確保してください。 関連するスペース条件については、

UPLC システムの設置環境ガイドを参照してください。 

データシステム 

データシステムは、質量分析装置と同じ設置台または別の台(オプションとして入手できます)に置くことができます。 3 m
のクロスワイヤーネットワークケーブルで、コンピュータは質量分析装置に接続されます。 PC およびモニター用の 2 本

のデータシステム電源ケーブルの長さは約 2 m です。 
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電気的な安全性 

検出器は国際安全基準 IEC 61010-1:2001 に準拠しており、欧州整合規格 EN 61010-1:2001 による低電圧指

令 2006/95/EC を満たしています。 

オーストラリアおよびニュージーランドで設置する場合、建物での設置は AS3000: electrical installations for 
Australia and New Zealand に準拠する必要があります。 

 
装置は、汚染レベル 1 および過電圧カテゴリ 2 に分類される環境での使用に適しています。 

 

電源に関する条件 

検出器、ロータリーポンプ、にはそれぞれ 1 つの電源ソケットが必要です。 電源コンセントは装置から 2 m 以内にある

必要があります。 主ケーブルを取り外しにくい位置に機器を置かないでください。 

データシステムには通常、MassLynx PC およびモニタ用に検出器に隣接する 2 つの電源ソケットが必要です。 他にも、

プリンタなどのオプションの機器用にコンセントが必要な場合があります。 

装置の電源条件は表 2にまとめられています。 

表2: 電源条件の概要 

 
公称定格電圧 

電源ヒューズ/
回路ブレーカー

定格 
消費電力 電源接続 電源ソケット 

電源ソケット 
(オプションの UPS

に付属) 

検出器 
200～240 V、 

50/60 Hz 
13～16 A 700 W 

IEC 320 スタイ

ルコネクタ 
1 

200～240 V、 
50 Hz 

8.4 A 1.5 kW 1 
ロータリーポン

プ 
200～240 V、 

60 Hz 
10 A 1.8 kW 

IEC 320 スタイルコ

ネクタ 

1 

データシステム 
100～120 V 

/220 to 240 V、 
50/60 Hz 

10 A 1.0 kW IEC レセプタクル 2 

1 

 

重要: 主電圧の変動は±10%を超えてはいけません。 

電源は保護接地する必要があります。また、各国の規制に従い、ヒューズの取り付けまたは指定された定格の回路ブレ

ーカーへの接続も必要です。 

主電源は±10%を超えて電圧低下/サージしてはならず、指定された最大動作範囲の超過が 0.3 秒を超えてはなりま

せん。公称電圧の半分以下までの一時的な電圧低下は、20 m/秒未満である必要があります。主電源のリップル電圧

は 1.0 V RMS 未満である必要があります。 
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日本では動作安定性を考慮してステップアップトランスを介して検出器を接続します。 あらかじめ電源の問題が生じる可

能性が高いことが分かっている場合、またはご質問がある場合には日本ウォーターズにお問い合わせください。 

ポンプが起動すると、初期ポンプロードにより、最大 36 A (200～240 V)または 50 A (115～120 V)の電流が数秒

間流れることがあります。 遅延ヒューズとブレーカーを使用して、ヒューズが飛ぶのを防ぐことをお勧めします。 

ロータリー/オイルフリーポンプは、通常は連続動作します。電源を誤って切ることのないようにシステムを設置することを

お勧めします。 

また、以下の装置を使用して、装置に保護を追加することをお勧めします。 

• 残留電流検出装置(RCD)、英国およびヨーロッパの場合 

• 漏電回路遮断機(GFCI)、米国およびカナダの場合 

装置が変圧器に接続されている場合は、RCD/GFCI を変圧器のプライマリ(供給)側に接続する必要があります。 

各装置には図 3および図 4に示すプラグが付属しています。 お客様は使用するプラグのタイプに適したソケットをご用意

ください。 使用可能なソケットと付属プラグに互換性がない場合、お客様は装置およびポンプに適したコードセットをご用

意ください。 コードセットは各国の規制に準拠しなければなりません。 
 

  

英国 

13 A、BS 1363 でヒューズが取り付けられた 3 ピンプラグ 

ヨーロッパ 

CEE7 規格に準拠した 2 ピンプラグ 

図3 - 英国およびヨーロッパで使用するプラグの種類 

 

 

日本/米国/カナダ 

110 V、NEMA type 5-15P、15 A (UL817 および CSA 
C.22.2 規格に準拠) 

米国/カナダ 

220 V、NEMA type L6-15P (UL817 および CSA C.22.2 規

格に準拠) 

図4 - 米国およびカナダで使用するプラグの種類 
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コンピュータ機器は、通常は 100～120 V / 220～240 V、50/60 Hz の定格です。 場合によっては、機器を電源に

接続する前に、電圧セレクタスイッチを使用して適切な電圧に設定する必要があります。 詳細については、機器に付属

の説明書を参照してください。 

注: 付属機器(窒素発生装置など)が設置される場合、追加の電源コンセント、場合によっては三相電源が必要となる

可能性があります。 設置を開始する前に、日本ウォーターズまでご確認いただく必要があります。 

 無停電電源装置主電源供給に問題がある場所でデータの消失、システムのハングアップ、およびシステムの停止を防ぐ

ために、無停電電源装置（UPS）を使用する場合は日本ウォーターズにお問い合わせください。 
 

環境要件 

安全性に関する推奨事項 

大気圧下で操作するため、お客様は潜在的な薬品事故に注意する必要があります。 特に、お客様は窒素ガスに関連す

るリスク(酸素不足)と実験室への溶媒の漏れを考慮する必要があります。 サンプルインレットの送液特性により、イオン

化および廃棄システムの気体/液体の漏れが発生する可能性があります。 設置の前およびシステムの操作中に実験室

環境(容積と換気を含む)をご検討ください。 

 

警告:  排気口は大気圧を下回る 2 ミリバールの最低真空(陰圧)で使用してください。 また、2500 L/時の

最大装置排気をサポートできる必要があります。 

 

警告:  排気口は、すべての国内安全規制および環境規制に準拠している必要があります。 
「Fundamentals governing the design and operation of local exhaust ventilation 
systems」に関する ANSI/AIHA Z9.2-2001 規格では、準拠した排気システムに関するガイダンス

が提供されています。 

配置 

システムは、空調済みの実験室内で風の当たらない位置に、過剰な埃を避けて設置してください。 空調装置がマススペ

クトロメーターの真上に位置しないようにしてください。 不適切な動作を回避するため、直射日光の当たる位置に装置を

置いてはいけません。 

排気 

装置およびポンプから実験室内への最大排出熱量は約 2.5 kW です。この数字は、LC システムなどの付属機器を考

慮していません。 これらのシステムを設置する場合は、実験室への追加の熱量に対応するために、空調システムの設

置などの改善が必要な場合があります。 

温度 

通常動作時に必要な周囲温度範囲は 15～28°C です。 

最適温度範囲は 19～22°C です。 

短時間(1.5 時間)での変動は、±2°C 以下でなければなりません。 

湿度 

装置とポンプの動作時の相対湿度は、20～80%(結露なし)の範囲にする必要があります。 
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高度 

装置は 2000 m 未満の高度で設計およびテストされています。 

振動 

装置は、コンプレッサや発電機など、過度の床振動を発生させる可能性のある重機から遠ざけて配置する必要がありま

す。 

磁場 

装置は、NMR スペクトロメーターや磁場型質量分析装置などの、10 ガウスを上回る強力な磁場を発生させる装置の近

くに設置しないでください。  

無線放射 

1.0 V/m を超える無線周波(RF)場内に装置を配置しないでください。  

RF を放射する可能性のあるソースとして、無線リンク警報システム、ローカルエリアネットワーク(LAN)、携帯電話、およ

びハンドヘルド無線機があります。 

ガスとレギュレータ 

窒素ガス 

検出器には、油分を含まない乾燥した純度 95%以上の窒素の供給が必要です。 窒素の排気圧力を 7 バール(100 
psi)に調整する必要があります。 

注: 窒素ボンベの使用はお勧めしません。 消費が高いため、長時間のサンプル分析中にボンベが空になる可能性

があります。 通気が発生しても、供給量を一定に保つ必要があります。 

注意: 窒素ラインに銅製チューブを使用している場合は、化学的に銅を洗浄する必要があります。ステンレス製のチュ

ーブを使用している場合は、高グレードでなければなりません。 ライン内にはんだ付けまたは真鍮製の接合部が

ないことを確認してください。このような接合部があると、スズや酸化鉛で装置が汚染される可能性があります。 
窒素ライン内の接合部には、締め付け用フィッティングを使用する必要があります。 

窒素は付属の 5 m、外径 6 mm (1/4インチ)のPTFEチューブを使用して接続する必要があります。 加圧した状態での

窒素ラインの漏れをチェックする必要があります。 

API 操作中、典型的な窒素使用量は 600～1200 L/h (大気圧)の範囲で使用します。 これは、1 日の大きなボンベの

圧縮窒素の消費量とほぼ同じです。 理想的なガス供給の構成のために、数週間にわたって持続する液体窒素デュアー

の使用を希望される場合には、お近くの液体窒素の供給会社にお問い合わせください。 
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コリジョンガス (TQ 検出器のみ) 

コリジョンセルにはアルゴンが必要です。 乾燥した、高純度(99.997%)で、圧力が 0.5 バール(7 psi)に調整されたア

ルゴンでなければなりません。 

注意:  室内配管を使用する場合、アルゴンライン内にはんだ付けまたは真鍮製の接合部がないことを確認してください。

このような接合部があると、スズや酸化鉛で装置が汚染される可能性があります。 コリジョンガスライン内の接合

部には、締め付け用フィッティングを使用する必要があります。 

付属されている 1/8 インチのステンレスチューブを使用して、ガス供給に接続します。 

窒素発生装置 

窒素発生装置は検出器のオプションとして Waters から入手できます。 日本ウォーターズにお問い合わせください。 

排気システム 

ロータリーポンプの排気 

ロータリーポンプの排気ガスは、換気フードまたは産業用通風孔を介して実験室の外部に排気する必要があります。 排
気は、他のソースからのガスを通気する既存の実験室通風孔に接続できます。 

5 メートルの 12.7 mm  PVC チューブが付属しています。 この長さで不十分な場合、お客様が排気場所までの追加距

離用にアダプタと内径が 51 mm 以上のチューブを用意する必要があります。 

注: 排気ガスの適切な排気を可能にするには、換気フードまたは産業用排気口を排出ファンシステムに取り付ける必

要があります。 

 
ソース排気(窒素) 

ソース排気ラインは、図に示すオープン接続タイプを使用して実験室の換気フードまたは排気システムに接続する必要

があります。 共有排気システムが使用されている場合、ソース排気は固有の排気スパーを介して接続する必要がありま

す。 
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追加のソース排気情報については、 
 

環境要件ページの10セクションの排気に関する警告を参照してください。 

 排気メイン 

装置からのソース排気 

排気スパーの内径は、装置からの排気ライン

の外径よりも大きい 1.5～3.0 mm (0.06
～0.1 インチ)である必要があります。 

排気スパーの内径は、最大排気負荷

で-2 ミリバールの圧力を維持するのに

十分な大きさである必要があります。 

開いたまま 
200 ± 20 mm 100 ± 20 mm 

ア
ク

テ
ィ
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ス
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図 5- ソース排気接続 

注意: ソース排気ラインがロータリーポンプ排気ラインに接続されている場合は、装置の深刻な汚染が発生することが

あります。 窒素供給がオフになっている場合、または窒素が不足している場合は、ロータリーポンプオイルの蒸

気がソース排気を通じてイオンソースに移動し、サンプルコーンを通ってアナライザに到達するため、損傷が発生

することがあります。 

ソース排気用に長さ 5 m、外径 10 mm のホースが付属しています。 この長さで不十分な場合、お客様が排気場所ま

での追加距離用にアダプタと内径が 12.7 mm 以上のチューブを用意する必要があります。 

装置ソフトウェアは、窒素ガス供給の問題を検出した場合に LC システムをオフにするように構成できます。 窒素ガスの

スイッチをオフになり(または窒素ガスが不足し)、LC システムが動作を継続すると、ソース排気ラインを通じてソースから

過剰な溶媒が流れ込みます。 

 

送液システム 

装置には、注入用の ACQUITY エバーフローバルブおよびシリンジドライブが含まれます。 流量範囲が 5～200 µL/分
のガスタイト 250 µL シリンジが含まれています。 

ESI / ESCi の場合、脈流のない安定した 50～1000 µL/分の送液を行うために、UPLC / HPLC ポンプが必要です。 
IonSABRE プローブを使用している APCI の場合、ポンプは脈流のない安定した 50～2000 µL/分の送液を行う必要

があります。 

このドキュメントの最後にあるチェックリストを返送する前に、事前に送液システムの動作確認が既に行われているか、動

作確認日がスケジュールされていることを確認してください。 
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テストサンプル 

 
警告:  危険性のあるサンプルは、製造元のガイドラインに従って慎重に取り扱う必要があります。 

テストサンプルは、設置時に装置のパフォーマンスを検証するために必要であり、チューニングや質量較正などの日常操

作に使用できます。 検出器のパフォーマンステストで使用する化合物は表 3 および表 4 に示されています。 

注: テストサンプルは、装置セットアップ用に装置に付属しています。 お客様は日本ウォーターズと協力して、お客様

固有のテストおよび設置後のテストに必要な追加サンプルが使用可能であることを確認する必要があります。 

注: ウォーターズのエンジニアは、設置の際に分析テスト用サンプルを持ち込みません。設置環境の不備により日本

ウォーターズのエンジニアが設置を完了できない場合は、出張費が請求されます。環境が整ったときに設置が再

スケジュールされます。 

重要: テストサンプルに付属している保管の指示に従う必要があります。不適切な保管条件により品質が劣化したテス

トサンプルを使用すると、装置の設置に問題が発生する可能性があります。 

表 3: SQ 検出器薬品キット(700003093) 

説明 試料 溶液濃度 マトリックス 

セットアップ溶液 QP 

PPG 1000 
トリアセチル-B-シクロデキストリン

ベラパミル酢酸アンモニウムロイシ

ンエンケファリン 

2.5 ng/µL 
5.0 ng/µL 
100 pg/µL 

0.31 mg/mL 
1 ng/µL 

アセトニトリル/水(1:1 v/v) 

ストック溶液 
レセルピン� 

クロラムフェニコール 
1 ng/µL 
2 ng/mL 

アセトニトリル/水(1:1 v/v) 

チューニング溶液 
レセルピン� 

クロラムフェニコール 
100 pg/µL 
200 pg/mL 

アセトニトリル/水(1:1 v/v) 

作業溶液 
レセルピン� 

クロラムフェニコール 
10 pg/µL 
20 pg/mL 

アセトニトリル/水(1:1 v/v) 

API キャリブレーション溶液 
ヨウ化ナトリウム� 

ヨウ化セシウム 
2 µg/µL +1% -0%
50 ng/µL +1% -0%

IPA/水(1:1 v/v) 
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表 4: TQ 検出器薬品キット(700002646) 

説明 試料 溶液濃度 マトリックス 

セットアップ溶液 QP 

PPG 1000 
トリアセチル-B-シクロデキストリン

ベラパミル 
酢酸アンモニウム 

ロイシンエンケファリン 

2.5 ng/µL 
5.0 ng/µL 
100 pg/µL 

0.31 mg/mL 
1 ng/µL 

アセトニトリル/水(1:1 v/v) 

ESI 分離溶液 
PPG 2000 溶液 
酢酸アンモニウム 

1 µg/µL 
10.2 mg/mL 

アセトニトリル/水(1:1 v/v) 

ESI 質量計測精度溶液 PEG 1000 溶液酢酸アンモニウム
100 ng/µL 

0.17 mg/mL 
アセトニトリル/水(1:1 v/v) 

ESI 感度レセルピン  レセルピンソリッド 5 mg (+10%、-0%) なし 

ESI 感度ラフィノース ラフィノースソリッド 10 mg (+10%、-0%) なし 

IonSabre APCI 感度 17-α-ヒドロキシプロゲステロン 10 mg (+10%、-0%) なし 

ESI 感度クロラムフェニコール クロラムフェニコールソリッド 
50 mg (+0.1 mg、-

0%) 
なし 

API キャリブレーション溶液 
ヨウ化ナトリウム 
ヨウ化セシウム 

2 µg/µL +1% -0%
50 ng/µL +1% -0%

IPA/水(1:1 v/v) 

API セットアップ溶液 
レセルピン 
PPG 1000 

トリアセチル-B-シクロデキストリン

2 ng/µL 
25 ng/µL 
50 ng/µL 

アセトニトリル/水 50/50 
(4 mM 酢酸アンモニウム) 

注: 実験室の基準でサンプルの完全な証明書が必要とされる場合、このような証明書を提供できる供給会社からサ

ンプルを入手することをお勧めします。 

 

溶媒と試薬 

以下のリストに示すように、高純度の溶媒(HPLC グレード以上)も必要です。これらは、パフォーマンステストと装置コンポ

ーネントの洗浄に使用される標準溶液を生成するために使用しますので、ご準備をお願いいたします。  

• 純水 

• アセトニトリル 

• メタノール 

• 蟻酸 

注: 水精製システムは定期的にメンテナンスすることをお勧めします。 
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サンプルの調整機器 

テストサンプルの作成のために現場で器具をお借りし使用させていただきますのでご了承ください。 サンプル準備に必

要な通常の機器は以下のとおりです(上限および下限の値は含まれません)。 

• キャリブレートされたシリンジ - Eppendorf (または同等のもの)、全範囲 1 µL～1 mL 

• メスシリンダー、全範囲 100 mL～1 L 

• メスフラスコ - 10 mL および 50 mL 

• 校正された電子化学天秤 

• ニトリル手袋 

• 糸くずの出ないティッシュ(キムワイプ) 

 

機器の洗浄 

装置部品の日常的な洗浄には超音波洗浄器が必要です。少なくとも 300 mm × 150 mm × 100 mm の深さが必

要です。 

注意: ガラス容器やその他のコンポーネントの洗浄には界面活性剤を使用しないでください。  

洗浄のためコンポーネントを入れる、界面活性剤の付いていないガラス容器（ビーカ）が必要です。 ガラス容器は設置時

に使用させていただきます。 ビーカは、直径 120 mm 以上で、高さが約 120 mm である必要があります。 

フィッティングの概要 

表 3 ここには、検出器を設置するための廃液およびガス接続の概要を示しています。 

表3: 必要な装置フィッティングの概要 

 
システムの 

フィッティング 
装置に付属のアイテム 

お客様が用意する 
アイテム 

ロータリーポンプの

排気 
12.7 mm (1/2インチ)テー

ルパイプ 

長さ 5 メートル(16 フィート)、内

径 12.7 mm (1/2インチ)×外

径 19.2 mm (3/4インチ)の
PVC排気チューブ 

換気フードまたは産業用通風孔 

ソース排気(窒素) ワンタッチフィッティング 

3 m の 12 × 10 mm テフロン

チューブおよび 3 m の 10 × 8 
mm テフロンチューブの付いた

ボトルトラップアセンブリ 

産業用排気孔 

廃液 
内径 0.375 x 0.25 の 
ワンタッチフィッティング

0.375 

2 m (6.5 フィート) 
Tygon チューブ 

廃液ボトル 

API ガス供給 
6 mm (1/4インチ)  

プッシュインフィッティング 
("Legris"タイプ) 

長さ 5 メートル(16 フィート)、内

径 4 mm (5/32インチ)×外径 6 
mm (1/4インチ)のホース 

6 mm (1/4インチ)コネクタを介して 
90～100 psi (6～7 バール)に調整

されたN2供給 

衝突ガス 
(TQ 検出器のみ) 

1/8インチのスエージロック
1/8 インチ、３ｍのステンレスチ

ューブとボンベ用レギュレータ-
。 

ACQUITY エバー

フローバルブ 
Rheodyne ナットおよびフ

ェラル 
チューブおよび Rheodyne ナッ

トおよびフェラル 
チューブおよび Rheodyne ナットおよ

びフェラル 
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SQ 検出器/TQ 検出器の設置環境チェックリスト 

すべての環境が整ったら、このチェックリストに記入して日本ウォーターズに返送してください。 

注: もしまだ整っていないところがある場合は、整っていないところと何時完了するかをこのチェックリストに記入してく

ださい。 

注: すべて正しい実験室備品であることはお客様の責任で確認してください。 その他の情報が必要な場合、部品ま

たはサンプルの入手についてご質問がある場合には、日本ウォーターズにお問い合わせください。 

アクセス(3ページを参照) 
装置は ___ 階に設置 ..............................................................................................................  

装置の運搬の際に通るエレベーター、階段、廊下、および出入り口は、実験室に簡単にアクセスするのに十分な広さである。  

装置の持ち上げ(5ページを参照)  
装置を持ち上げて実験室の設置台に設置するために適切な機器が使用可能である。 .......................................  

設置台/床のスペース(6ページを参照) 
システム用に十分な設置台または床のスペースが使用可能である。 ..........................................................  

電源(8ページを参照) 
適切な数のコンセントが使用でき、規定された電源条件が満たされている。 ...................................................  

配置/排気(10ページを参照) 
装置に空調の風が直接当たらない。 ..............................................................................................  

温度(10ページを参照) 
室温はこのドキュメントに指定されているとおりである。 ..........................................................................  

湿度(10ページを参照) 
湿度はこのドキュメントに指定されているとおりである。 ..........................................................................  

高度(10ページを参照) 
装置は2000 m未満の高度で動作します。 .......................................................................................  

床の振動(11ページを参照) 
設置場所は振動がない。 ...........................................................................................................  

磁場(11ページを参照) 
10ガウスを超える磁場がない。 ....................................................................................................  

無線放射(11ページを参照) 
RF場の強度は1 V/m未満である。 ................................................................................................  
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ガスとレギュレータ(11ページを参照) 
6～7バール(90～100 psi)で提供される、純度95%以上の乾燥したオイルフリーの窒素が 
6 mmのフィッティング�とともに使用可能である。 ..............................................................................  

0.5バール(7 psi)に調整された99.997%以上の高純度アルゴンガスが3 mm  
のアダプタ(TQ検出器のみ)とともに使用可能である。 ...........................................................................  

ロータリーポンプの排気(12ページを参照) 
適切な排気口がロータリーポンプの排気に使用できる。 .........................................................................  

ソース排気(12ページを参照) 
大気圧を2 mbar下回る独立した排気が可能である。 ...........................................................................  

送液システム(13ページを参照) 

使用するシステムのメーカーとモデル： 

メーカー _____________________________   

モデル _____________________________  

システムの流量 
 _____________________  

 

送液システムが既に設置場所にあり、動作確認済みである。 ...................................................................  

または 

送液システムの動作確認が次の日付にスケジュールされている。 _____________________________  

 

2台目の(お客様が用意した)シリンジポンプが使用可能である。 ................................................................  

 

その他の機器 

その他の機器をシステム(Gilson オートサンプラーや UV 検出器など)で使用することを計画している場合は、以下に詳細を

記入してください。 

 

メーカー/タイプ モデル 動作確認済み 動作確認予定日 
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テストサンプル(14ページを参照) 
設置に必要なすべてのサンプルが使用可能である。 ............................................................................  

溶媒/試薬(15ページを参照) 
溶媒が使用可能である。 ...........................................................................................................  

サンプルの調整機器(16ページを参照) 
サンプルの調整機器はこのドキュメントに指定されているとおりで、使用可能である。 ........................................  

洗浄(16ページを参照) 
超音波洗浄器が使用可能である。 .................................................................................................  

コンポーネント洗浄用の容器が使用可能である。 ................................................................................  
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すべての備品が使用可能であり、指定された環境条件が満たされていることを確認しました。* 

設置時に、ご使用担当者はウォーターズのエンジニアによるデモンストレーションとトレーニングに次のとおり参加できま

す。 

 

全時間 ................................................................................................................................  

 

全時間の約_____% ..............................................................................................................  

 

不参加 ................................................................................................................................  

 

設置の予定期間中、都合の悪い日は次のとおりです。 

 

 ____________________________________________  

 

署名： ____________________________________________  

 

*重要: 日本ウォーターズのサービスエンジニアが設置作業を開始した後、設備(リフティング機器、電源、水、テストサン

プル、実験室の準備など)が不十分なため設置を完了できない場合は、かかった費用がお客様に請求されます。 
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次の項目に活字体でご記入をお願いいたします。 

 

会社名 _________________________________________________  

住所 _________________________________________________  

所属 _________________________________________________  

お名前 _________________________________________________  

電話番号 _________________________________________________  

ファックス _________________________________________________  

電子メール _________________________________________________  

 

重要: このドキュメントの17～21ページが完全に記入され、ウォーターズの質量分析装置担当者に返送されるまでは、

システムの設置を開始できません。 
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