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お客様のご意見について

Waters テクニカルコミュニケーション部門では、お客様からの本書で見つかったあらゆ

るエラーに関するご意見または本書の改善に関するご意見をお待ちしております。お客様
の本書に対するご要望をより良く理解し、今後も本書の正確さと使いやすさを向上してゆ
くことができるように、ご協力をお願いいたします。

お客様より頂いたご意見は、慎重に検討させていただきます。担当窓口は
tech_comm@waters.com です。

Waters へのお問い合わせ

Waters 製品のへのご要望、技術的な質問、輸送、取り外し、および廃棄に関する質問は、

Waters®
までお問い合わせください。インターネット、電話、または郵便でお問い合わせい

ただけます。

Waters へのお問い合わせ

お問い合わせ方法 情報

インターネット 世界各国の Waters へのお問い合わせについては、

Waters の Web サイト www.waters.com をご覧く

ださい。

電話およびファックス 電話 : フリーダイヤル 0120-800-299

ファックス：東京 03-3471-7118、大阪 06-6300-1734

住所 日本ウォーターズ株式会社

〒 140-0001

東京都品川区北品川 1 丁目 3 番 12 号

第 5 小池ビル
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安全に関する注意事項

Waters の装置とデバイスで使用する試薬およびサンプルの中には、化学的、生物学的、お

よび放射線学的な危険性を引き起こすものもあります。ご使用になられるすべての物質に
対して、潜在的な危険有害性を把握しておく必要があります。必ず「安全性に関する非臨床
試験の実施の基準に関する省令」を順守し、組織の安全担当者から適切なガイダンスを受
けてください。

安全に関する勧告

警告および注意の総合一覧については、付録 Aを参照してください。

この装置の操作

この装置を操作する際は、標準の品質管理 (QC) 手順とこのセクションのガイドラインに

従ってください。

適用される記号

記号 意味

製造者

EC（欧州共同体）の認定代理人

製造された製品が、該当するすべての欧州共同体指令に
準拠していることが確認されています。

オーストラリアの C-Tick EMC 規格

製造された製品が、該当するすべての米国およびカナダ
の安全要求事項に準拠していることが確認されています。

説明書をお読みください
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対象読者および目的

ここでは、e-SAT/IN モジュールの特徴について説明します。資格を有するオペレータ、設

置エンジニア、およびフィールドサービスエンジニアによる使用を意図しています。

Waters e-SAT/IN モジュールの用途

Waters は、データ収集のためにアナログ信号をデジタル信号に変換するように e-SAT/IN
モジュールを設計しています。本デバイスは、様々な種類の化合物を分析するために使用
する装置と共に操作できます。e-SAT/INモジュールは研究専用です。

キャリブレーション

LCシステムのキャリブレーションを行うには、少なくとも5つの標準試料を使用して条件

に合ったキャリブレーションメソッドに従い、検量線を作成します。標準試料の濃度範囲
は、QC サンプル、通常の分析対象物、および非通常の分析対象物の全範囲を含むように設

定してください。

MS 検出器をキャリブレーションするには、キャリブレーションしている装置のオペレー

ターズガイドのキャリブレーションのセクションを参照してください。装置に付属してい
るのが、オペレーターズガイドではなく、概要および保守ガイドである場合、キャリブレー
ション手順については、装置のオンラインヘルプシステムを調べてください。

品質管理

化合物の濃度が通常の値よりも低いレベル、通常濃度、および通常よりも高いレベルの3つ
の品質管理 (QC)サンプルを定期的に分析してください。QCサンプル結果が許容範囲内で

あることを確認し、毎日、分析のたびに精度を評価してください。QC サンプルが範囲外の

ときに収集されたデータは、無効となる場合があります。装置が適切に実行されることが
確認されるまで、これらのデータをレポートしないでください。

ISM 分類

ISM 分類：ISM グループ 1 クラス B
この分類は、CISPR 11、工業・科学・医療用 (ISM) 機器の要件に従って指定されています。

グループ 1 の製品分類は、その機器の動作に必要な導電的に結合された無線周波数エネル

ギーを生成するか、使用する製品に適用されます。クラスBの製品は、商業用および家庭用

の両方に適しており、低電圧の電源供給ネットワークに直接接続することができます。
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EC の認定代理人

Waters Corporation
Stamford Avenue
Altrincham Road
Wilmslow SK9 4AX UK

電話番号： +44-161-946-2400

ファックス番号： +44-161-946-2480

連絡窓口： 品質管理マネージャ (Quality manager)
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1 はじめに

この章では、Waters® e-SAT/IN™ モジュールの概要について説明します。

目次

トピック ページ

e-SAT/IN モジュールについて 1-2

機能 1-3
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e-SAT/IN モジュールについて

Waters e-SAT/IN（イーサネット SATelite/INterface）モジュールは同一インジェクショ

ンでのデュアルチャンネルを持つアナログ / デジタル (A/D) 変換器です。データ取り込み

システム (Empower™) は、1 チャンネルまたは 2 チャンネルのアナログチャンネルから

データを収集できます。データの取り込み開始時間と終了時間は、どちらのチャンネルも
まったく同じです。

e-SAT/IN モジュールは、専用のローカルエリアネットワーク (LAN) を利用してクロマト

グラフィデータ取り込みコンピュータとやりとりします。e-SAT/IN モジュールを制御す

るには、Waters Empower ソフトウェアを使用します。

e-SAT/IN モジュール（前面）

e-SAT/IN モジュールは、以下の特徴を備えています。

• ソフトウェアで選択可能なローカル電源ライン周波数（50 または 60Hz）設定。

• 50 または 60Hz で 2～480 サンプル/秒 (Hz) の固定データ取り込みレート。具体的

なサンプリングレートについては、1-4ページの表「ACライン周波数サンプリング

レート」を参照してください。

• サンプリングレートに応じた 大 24 ビットの A/D 変換。

CHANNEL2 電源

データ

1 0

Waters e-SAT/IN

CHANNEL1

電源
スイッチ

LEDアナログ
入力

I/O コネクタ

R
EL

AY

TT
L1

TT
L2 IN

J
S

TA
R

T
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• 両方のチャンネルが 100 サンプル / 秒のサンプリングレートで動作している場合に

1 分間のデータを格納できる内部ストレージバッファ (225 K)。

• 通信用の Ethernet 10 base-T コネクタ 1。

• アナログデータ入力チャンネル 2。

• BCD 入力ポート 1。

• プログラム可能なイベント出力 3。2 つは TTL 用で 1 つはリレーイベント出力用

です。

• 電源投入時の自己診断テストと内部キャリブレーション。

• 電源投入時の自己診断テスト状態インジケータ (LED)。

• データ状態インジケータ (LED)。

• 外部の専用の電圧自動検知電源。

機能

ここでは、e-SAT/IN モジュールの特徴について説明します。

ベースラインノイズ

分析時間を短くし、データサンプリングレートを高くするには、より狭いピークに対応す
る必要があります。e-SAT/IN モジュールは、すべてのサンプリングレートでクロマトグ

ラフィのベースラインノイズを減らす新しい技術と設計を特徴としています。

より短い分析時間、より高いサンプリングレート、およびより低い検出下限を可能にする
ために、クロマトグラフィデータの要件は高まっています。 新の A/D コンバータと表

面実装型のデバイス設計による技術の進歩は、データサンプリングレートを「ローカル」
電源ライン周波数に同期させれば、より高いサンプリングレートでもノイズを大幅に低減
ができることを示しています。 適なパフォーマンスを得るには、ライン周波数を選択
し、ライン周波数に対するサンプリングレートを適切な値のリストから選択する必要があ
ります。

サンプリングレート

ベースラインノイズを 小にするために、サンプリングレートをローカルの電源ライン環
境の周波数（50 または 60Hz）に対して 適化できます。

装置メソッド編集には、電源ライン周波数を選択するフィールドがあります。この値は、
装置に供給する実際の電源（ライン周波数）には影響を与えませんが、この値により、選
択した周波数に対して設定する 適なサンプリングレートを選択できます。
機能 1-3



10 サンプル/秒を超えるサンプリングレートを使用する場合は、電源周波数が異なる世界

中のどこでも使用できるように開発されたメソッドを、次のどちらかの場合に 適化でき
ます。

• メソッドはどの地域も同じだが、一部の地域でメソッドのベースラインノイズがわ
ずかに高くなることがある場合。

• メソッドには、どの地域も 低のベースラインノイズが設定されているが、異なる
サンプリングレートが必要な場合。

Ethernet I/O 接続

Waters e-SAT/IN モジュールは、10 base-T Ethernet インターフェースを使用してクロ

マトグラフィデータシステムを専用のローカルエリアネットワーク (LAN)に接続します。

Ethernet では、必要に応じて長いケーブルを使用できます。また、取り込みコンピュー

タ内の専用の Ethernet カード（ネットワークインターフェースカード）以外に専用のイ

ンターフェースハードウェアは必要ありません。

アナログからデジタルへの変換

ほとんどの検出器は、アナログ出力が用意されているので、クロマトグラフィデータ収集シ
ステムで読み取れるデジタル形式に変換する必要があります。さまざまな検出器からのアナ
ログ信号は、サイズ、形状、およびレートが異なる可能性があります。e-SAT/IN モジュー

ルは、サンプリングレートに応じた 大 24 ビットの A/D 変換を行うことができます。

AC ライン周波数サンプリングレート

50Hz AC ライン周波数 60Hz AC ライン周波数

400（サンプル/秒） 480（サンプル/秒）

200 240

100 120

50 60

25 30

12.5 15

10 10

5 5

2 2
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アナログ入力チャンネル

e-SAT/IN モジュールのアナログ入力チャンネルでは、検出器のアナログ信号を受信しま

す。このアナログ信号は、デジタルデータに変換されます。デジタルデータ信号は、デー
タパケットにまとめられ、下図に示すように Ethernet 経由で取り込みコンピュータに送

信されます。

信号フロー

BCD 入力

BCD（2 進化 10 進数）入力では、クロマトグラフィオートサンプラーの BCD 出力を記

録します。多くのクロマトグラフィオートサンプラーには、注入を行ったバイアル番号を
記録する BCD 出力機能が用意されています。BCD（2 進化 10 進数）入力信号 0 ～ 99
は、データパケットにまとめられ、Ethernet 経由で取り込みコンピュータに送信されま

す。オートサンプラー出力は、e-SAT/IN BCD 入力構成に対応している必要があります。

2-10 ページおよび 2-11 ページの表「BCD 接続の割り当て」を参照してください。

プログラム可能なイベント出力

e-SAT/IN モジュールには、下表に示すように 3 つのプログラム可能なイベント出力が用

意されています。

プログラム可能なイベント出力

プログラム可能
イベントチャンネル

トリガメソッド
基準電圧

高（オン） 低（オフ）

リレー 半導体リレー 該当なし 該当なし

TTL1 TTL >3.5 Vdc <0.8 Vdc

TTL2 TTL >3.5 Vdc <0.8 Vdc

åüèoäÌ

e-SAT/IN

A/D

取り込み
モジュール

Ethernet

デジタルデータ

D

コンピュータ

アナログ

�������	
��������������������������

検出器

シグナル

キーボード

モニタ マウス

CPU

パケット
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各イベントチャンネルは、次のいずれかの状態にプログラミングすることができます。

• オン

• オフ

• パルス（分析時の 1 つのパルス）

• 繰り返しパルス（分析時にプログラム可能な周波数で繰り返されるパルス）

ヒント：デフォルトのパルス間隔は 0.02 分です。パルスまたは繰り返しパルスを選択す

る場合、その間隔は 0.02 ～ 100 分まで設定できます。

電源投入時の自己診断テスト

e-SAT/IN モジュールの電源を投入すると、ユニットが機能するかを判断する自己診断テ

ストが実行されます。電源投入時の自己診断テストシーケンスが正常に完了したら、緑の
LED インジケータで、ユニットが IP アドレスを要求していることが示されます。インジ

ケータの詳細については、3-2 ページを参照してください。

IP アドレスシーケンス

緑の LED インジケータは、その点滅によって、e-SAT/IN モジュールが IP 構成情報を要

求していることを示します。モジュールがその IP 構成情報を受信した後も、LED はその

ままですが、e-SAT/IN モジュールはいつでも使用できます。インジケータの詳細につい

ては、3-2 ページを参照してください。

外部電源

Waters e-SAT/IN モジュールは、デバイスに用意されている外部電源を使用します。この

電源は、自動的に AC 入力ライン電圧を調整し、e-SAT/IN モジュールに適切な DC 電圧を

提供します。インストールする国に応じた個別の AC 電源ケーブルが用意されています。

DC 電源ケーブルコネクタは、e-SAT/IN モジュールの電源入力コネクタにラッチするロッ

ク機構付きの設計になっています。このため、操作中に誤って電源ケーブルが抜けること
のないようになっています。電源ケーブルを抜くときは、コネクタのラッチを機械的に外
す必要があります。2-12 ページの図「e-SAT/IN モジュールと電源キット」を参照してく

ださい。

注意： 
• 電源ケーブルを抜く前に DC 電源コネクタのラッチを外さなかった場合は、コ

ネクタが損傷するおそれがあります。

• e-SAT/IN モジュールへの電源供給には、Waters e-SAT/IN 電源モジュールし

か使用しないでください。別の電源を使用すると、e-SAT/IN モジュールが損害

するおそれがあり、しかも保証が無効になる場合があります。
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2 モジュールのインストール

本章では、1 台の e-SAT/IN モジュールまたは複数の e-SAT/IN システムのインス

トールに必要な情報を提供します。

目次

トピック ページ

設置場所の選択 2-2

電気的な接続の仕方 2-2

ネットワークインターフェースカードのインストール 2-2

アナログケーブルの接続 2-7

イベントケーブルの接続 2-8

BCD ケーブルの接続 2-10

電源の接続 2-11
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設置場所の選択

次の条件を満たす研究室の場所に e-SAT/IN モジュールをインストールしてください。

• 取り込みコンピュータまたは Ethernet スイッチから 100 メートル（320 フィート）

までの間に e-SAT/IN モジュールを据付けます。

• 接続対象の検出器から 2 メートル（6.6 フィート）（ 大アナログケーブル長）以内

に e-SAT/IN モジュールを設置します。

• 接続対象のオートサンプラーから 1.5 メートル（4.9 フィート）（ 大 BCD ケーブ

ル長）以内に e-SAT/IN モジュールを設置します。

• e-SAT/IN モジュールと関連するネットワークコンポーネントは、水などの液体が

かかるおそれのある場所に据付けしないでください。

• e-SAT/IN モジュールは、高レベルの電磁妨害 (EMI) または無線周波妨害 (RFG) が
発生するデバイスの近くに据付けしないでください。

• e-SAT/IN モジュールの電源を投入する場合は、アース端子付きの AC 電源レセプ

タクルのみを使用してください。

• 複数モジュールシステム構成で Ethernet スイッチ（複数接続ターミナル）を使用

する場合は、システム内の物理的に中心となる場所に Ethernet スイッチを設定し

ます。

• DIN レールを使用して機器ラックに e-SAT/IN モジュールを据付けてください。

電気的な接続の仕方

正しく操作できるように、システム装置には、常に急な電圧変動のない正しく接地された
AC 電源が必要です。電源が不安定なときは、マイクロプロセッサ制御のデバイスに対し

て電源調整デバイスが必要になる場合があります。詳細については、Waters 技術サービ

ス担当者に問い合わせてください。

ネットワークインターフェースカードのインストール

ネットワークインターフェースカード (NIC) は、e-SAT/IN モジュールと通信するために

使用されます。カードのアドレスは、取り込みコンピュータと e-SAT/IN モジュールの間

の通信を確立できるように正しく設定する必要があります。

NIC は、MIS 部門や IT 部門または Waters 技術サービス担当者により、取り込みワーク

ステーションにインストールする必要があります。
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次の TCP/IP 設定を使用してください。

• IP アドレス：192.168.0.1

• サブネットマスク：255.255.255.0

ヒント：上記の設定が使用できない場合の代わりの TCP/IP アドレスについては、Waters
技術サービスに問い合わせてください。

Ethernet 接続

e-SAT/IN モジュールは、専用のローカルエリアネットワーク (LAN) を介して取り込みコ

ンピュータとやりとりします。取り込みコンピュータでは、インストール済みのネット
ワークインターフェースカード (NIC) プリント基板（お客様が用意）で通信可能なイン

ターフェースが提供されます。

コンピュータが e-SAT/IN モジュールの存在を認識する前に、取り込みコンピュータに

e-SAT/IN モジュールソフトウェアドライバをインストールする必要があります。Empower
Software Instrument Driver Disk に付属するソフトウェアインストール手順を参照してく

ださい。

1 台の e-SAT/IN モジュール接続

1 台の e-SAT/IN モジュールシステム構成では、接続ハードウェアとしては、モジュール

式のカプラおよび Ethernet クロスケーブルと共に標準の Ethernet ケーブルが 1 本だけ

必要です。次の図を参照してください。

1 台の e-SAT/IN Ethernet 接続

e-SAT/IN モジュール

取り込みコンピュータ

ネットワークインタ

ーフェースカード

モジュール式の

カプラ

10 Base-T
Ethernet
ケーブル

10 Base-T
Ethernet

クロスオーバー
ケーブル
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複数の e-SAT/IN 接続

複数の e-SAT/IN モジュールシステム構成で、いくつかのデータチャンネルが必要な場合

は、e-SAT/IN モジュールと取り込みコンピュータの間の通信を多重化するためにネット

ワークスイッチが必要です。Ethernet スイッチを使用すれば、複数の e-SAT/IN モジュー

ルを取り込みコンピュータに接続できます。取り込みコンピュータでは、各 e-SAT/IN モ

ジュールをネットワークアドレスで識別します。

接続ハードウェアとしては、e-SAT/IN モジュールあたりに 1 本の標準の 10 base-T
Ethernet ケーブル、およびネットワークスイッチ出力ポートと取り込みコンピュータの間

を接続するために 1 本の標準の 10 base-T Ethernet ケーブルが必要です。2-5 ページの図

「複数の e-SAT/IN Ethernet 接続」を参照してください。

コンピュータが e-SAT/IN モジュールの存在を認識する前に、取り込みコンピュータに

e-SAT/IN モジュールソフトウェアドライバをインストールする必要があります。Empower
Software Instrument Driver Disk に付属するソフトウェアインストール手順を参照してく

ださい。

ネットワークインストールのガイドライン

複数の e-SAT/IN モジュール構成では、ローカルエリアネットワークを利用します。この

専用の LAN ネットワークは、以下のガイドラインに基づいて設計する必要があります。

• 10 base-T、10 Mbps の非シールドツイストペア (UTP) ケーブル 

• 長 100 メートル（328 フィート）であること

• RJ45 8 ピンコネクタ（10 base-T ツイストペアケーブルの末端）

• このネットワーク構成では、ハブの使用はサポートしていません（スイッチが必要
です）。
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複数の e-SAT/IN Ethernet 接続

取り込みコンピュータ

e-SAT/IN e-SAT/IN e-SAT/IN e-SAT/IN 

Ethernet スイッチ

10 Base-T

10 Base-T

ネットワークインタ

（e-SAT/IN ごとに 1 本）

出力

入力コネクタ

�������	
��������������������������

�������	
��������������������������

�������	
��������������������������

�������	
��������������������������

�������	
��������������������������

�������	
��������������������������

�������	
��������������������������

�������	
��������������������������

検出器

アナログ
ケーブル

ーフェースカード

Ethernet ケーブル

Ethernet ケーブル
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既存の busSAT/IN システムへの e-SAT/IN モジュールの組み込み

e-SAT/IN モジュールは、既存の busSAT/IN 構成に組み込むことができます。e-SAT/IN
モジュール（または複数の e-SAT/IN モジュール構成用の Ethernet スイッチ）を取り込

みコンピュータ内のネットワークインターフェースカード (NIC)（お客様が用意）に接続

する必要があります。

コンピュータが e-SAT/IN モジュールの存在を認識する前に、取り込みコンピュータに

e-SAT/IN モジュールソフトウェアドライバをインストールする必要があります。

Empower Software Instrument Driver Disk に付属するソフトウェアインストール手

順を参照してください。

組み込まれた e-SAT/IN と busSAT/IN システム

取り込みコンピュータ

ネットワークインタ

ーフェースカード

busSAT/IN モジュール

busLAC/E
ボード

シリアル
ケーブル

e-SAT/IN モジュール

モジュール式の

カプラ

10 Base-T
Ethernet
ケーブル

10 Base-T
Ethernet

クロスオーバー
ケーブル

I/O 分配
ボックス
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アナログケーブルの接続

アナログケーブルで検出器を e-SAT/IN モジュールに接続します。e-SAT/IN モジュール

の前面パネルには、アナログ入力チャンネル用の 2 つのコネクタが用意されています。具

体的な接続の詳細については、検出器に付属の操作説明を参照してください。

アナログケーブルを接続するには

1. e-SAT/IN モジュールの Channel 1 コネクタにアナログケーブルの片側を挿入し

ます。

前面パネルでのアナログ入力接続

2. アナログケーブルの反対側を検出器の適切な端子に接続します（検出器のオペレー
ターズガイドを参照）。2 本の芯線の正 (+) と負 (−) のマーカーに注意してください。

両方の芯線を接続します。

検出器は、e-SAT/IN モジュールから 2 メートル（6.6 フィート）までの間に配置

します（アナログケーブル 大長）。

ヒント：e-SAT/IN モジュールの信号入力範囲は、–0.25 ～ 2.25 V です。2.25V を

超える検出器の信号は、飽和信号になります。

3. e-SAT/IN モジュールの Channel 2 コネクタに別のアナログケーブルを接続するに

は、手順 1 と 2 を繰り返します。

Channel 1 Channel 2
アナログケーブルの接続 2-7



イベントケーブルの接続

イベントケーブルでは、e-SAT/IN モジュールと外部イベントターミナルに接続したデバ

イスとの間のトリガー信号を送信します。具体的な接続の詳細については、制御している
デバイスの操作説明を参照してください。

イベント入力接続

e-SAT/IN モジュールは、TTL スイッチのオン、またはマニュアルインジェクタやオート

インジェクタからの注入開始パルス信号を受け入れることができます。注入開始信号に
よって、e-SAT/IN モジュールでのデータの収集と変換が開始します。

イベント出力接続

e-SAT/IN モジュールでは、イベント出力信号を送信して外部デバイスを始動することが

できます。装置メソッド編集画面でイベントアウト信号をプログラミングします。詳細に
ついては、3-9 ページを参照してください。

イベントの入出力信号の割り当て

イベントの入出力信号は、前面パネルの 8 ポジションコネクタに対応しています。下表は、

イベントの入出力の割り当てを示します。

注意：この装置のパフォーマンスに影響する可能性がある外部の電気的障害の免責
に関する法的な要求事項を満たすには、ネジ式の仕切りターミナルに接続するとき
に、9.8 フィート（3 メートル）を超えるケーブルを使用しないでください。さら
に、必ずケーブルのシールドは 1 つの装置のシャーシアースにしか接続しないよう
にしてください。

イベントの入出力信号の割り当て

ポジション番号 イベントのタイプ ラベル

1 出力 (+) RELA

2 出力 (−)

3 出力 (+) TTL 1

4 出力 (−)

5 出力 (+) TTL 2

6 出力 (−)
2-8 モジュールのインストール



イベントケーブルを接続するには

1. e-SAT/IN モジュールからイベントコネクタを取り外します。

2. イベント入力/出力ケーブルの片側の 2 つのスペード端子を以下に接続します。

• インジェクタ、イベント入力信号用（2-8 ページの表「イベントの入出力信号

の割り当て」を参照）

• トリガ対象のデバイス、イベント出力信号用（2-8 ページの表「イベントの入

出力信号の割り当て」を参照）。

3. 選択した極（2-8 ページの表「イベントの入出力信号の割り当て」を参照）にイベ

ント入力 /出力ケーブルの反対側の 2 本の芯線を挿入します。小型のマイナスドラ

イバでネジを締めます（2-9ページの図「イベントコネクタの取り外しと接続」）。

4. e-SAT/IN モジュールにコネクタを再インストールします。

イベントコネクタの取り外しと接続

7 入力 (+) INJ START 1

8 入力 (−)

1. Channel 1 と Channel 2 は同じ時間軸を共有するので、両方のチャンネルは同時に始動され
ます。

注意：複数の装置をイベント入力/出力ターミナルに接続するときは、極性を
間違えないようにしてください。

イベントの入出力信号の割り当て（続き）

ポジション番号 イベントのタイプ ラベル

インジェクタへ

1 2 3 4 5 6 7 8

取り外す
コネクタ
イベントケーブルの接続 2-9



BCD ケーブルの接続

e-SAT/IN モジュールの BCD（2 進化 10 進数）接続では、2-11 ページの表「BCD 接続

の割り当て」に示すサポートされている BCD データ形式と互換性のある、コントローラ

装置（オートサンプラーなど）からの BCD 符号化されたデータを、モジュールで読み取

りおよび記録できます。BCD 形式の詳細については、コントローラ装置のオペレーター

ズガイドを参照してください。BCD 機能の使用に関する情報は、Empower のヘルプを

参照してください。

9 ピン BCD 接続には、対応する BCD ケーブルが必要です。このケーブルは、e-SAT/IN
モジュールや Waters の他の装置には標準装備されていません。通常、BCD ケーブルは

オートサンプラーメーカーから入手できます。Waters の BCD ケーブル付属品の品番に

ついては、付録 C を参照してください。

BCD ケーブルを接続するには

1. e-SAT/IN モジュールの背面パネルの「BCD」というラベルのコネクタに BCD ケー

ブルを接続します。

2. ケーブルの反対側を BCD インターフェースに接続します。

オプションの BCD ケーブルの接続

BCD ケーブル

電源
供給

コネクタ

Ethernet
コネクタ

電源 BCDデータ
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下表に、BCD 接続の割り当てとそのバイナリ値を示します。

電源の接続

e-SAT/IN モジュールを電気的に接続するには

1. 各モジュールの前面の電源スイッチがオフ(0)の位置になっていることを確認します。

2. 電源ケーブルを e-SAT/IN モジュールに接続してから、ケーブルを接地された AC
電源に接続します。

3. 電源を正しく接地された AC 電源に接続します。e-SAT/IN モジュールに装備され

ている電源は、電圧自動検知になっているので、デバイスラベルに示されている定
格以内に適宜調整されます。定格については、付録 B を参照してください。

BCD 接続の割り当て

ピン 値 説明

1 20 下位ニブルの 下位ビット

2 21 −

3 22 −

4 23 下位ニブルの 上位ビット

5 Ground
（アース）

−

6 27 上位ニブルの 上位ビット

7 26 −

8 25 −

9 24 上位ニブルの 下位ビット

注意：モジュールからケーブルを外すときは、電源ケーブルが損傷しないよ
うに、DC 電源プラグのプラスチックカプラを後ろにスライドさせてくださ
い。電源プラグカプラは、ラッチを外さなければプラグを抜くことができな
いロック機構を備えています。
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e-SAT/IN モジュールと電源キット

電源コード
（各国固有）

電源

e-SAT/IN

コネクタをスライドさ

モジュール

ÉâÉxÉã

せてロックを解除する
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3 e-SAT/IN モジュールの使用方法

本章では、e-SAT/IN モジュールに推奨の電源投入手順について説明します。また、

Empowerソフトウェアでe-SAT/INモジュールを構成する方法、およびe-SAT/INモ

ジュールのトラブルシューティングを行う方法についても説明します。

本章に指定されている順序ですべての手順を実行してください。

目次

トピック ページ

モジュールの電源を入れる 3-2

e-SAT/IN モジュールの構成 3-3

トラブルシューティング 3-16
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モジュールの電源を入れる

すべて接続したら、e-SAT/IN モジュールに接続されている各検出器および外部イベント

ターミナルに接続されているデバイスの電源を投入します。電源投入手順については、各
デバイスのガイドを参照してください。

e-SAT/IN モジュールには、前面パネルに電源スイッチがあります。このスイッチは、電源

の投入/切断を制御する押しボタンスイッチです。

• デバイスの電源を投入 (1 )するには、スイッチを1回押します。LED電源インジ

ケータが点灯します。

• デバイスの電源を切断 (0 ) するには、スイッチを 1 回押します。スイッチは押し

込まれた状態から元の状態に戻り、ユニットの電源が切断されます。LED 電源イン

ジケータが消えます。

e-SAT/IN モジュール自己診断テスト

1. 電源投入時に、e-SAT/IN モジュールでは、一連の自己診断テストが実行されます。

テストの結果は、前面パネルの緑のLEDで表示されます。

2. 電源を投入すると、両方のLEDが点滅します。

3. e-SAT/INモジュールで電源投入自己診断テスト(POST)が実行されます。

4. 次に、IPアドレスが要求されます。

5. IPアドレスの要求中は、緑のLEDが点滅します。IPアドレスが取得されると、LED
は点灯します。

詳細については、3-16ページの表「LEDインジケータの概要」を参照してください。

正常な電源投入

電源投入と POST シーケンスが正常に終了し、モジュールが IP アドレスを取得すると、緑

のLEDは点灯したままになります。

電源投入時の問題

詳細については、トラブルシューティング、3-16ページを参照してください。
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e-SAT/IN モジュールの構成

e-SAT/IN モジュールは、取り込みソフトウェアを現在実行している取り込みコンピュー

タに対してアクティブにし、構成する必要があります。e-SAT/IN モジュールは、Waters
Empowerソフトウェアでサポートされます。

分析システムを作成して装置メソッドを構成する前に、以下のことを行う必要があります。

• e-SAT/IN モジュールが正しくクロマトグラフィシステムに接続されていることを

確認します。

• Empowerアプリケーションにログインします。

分析システムの作成

取り込みコンピュータで分析システム構成を作成できます。

システムの管理の［Empowerノードのプロパティ］ページの［装置］タブにアクセスして、装

置を調べる必要があります。e-SAT/INモジュールが表示され、［OK?］に対して［Yes］になっ

ている場合、クロマトグラフィシステムが作成されています。システムを作成したら、装置
メソッドを設定または編集できます。クロマトグラフィシステムの作成方法の詳細につい
ては、『Empowerヘルプ』を参照してください。

e-SAT/IN モジュールは、正しく構成されると、分析システム新規作成ウィザードの［シス

テムの選択］ページの利用可能な装置画面に一覧表示されます。

e-SAT/IN モジュールに対する Empower ソフトウェアの構成

装置メソッド編集を使用して、e-SAT/IN モジュールの装置メソッドを作成または変更し

ます。Empowerソフトウェアには、装置メソッド編集を含む、次の2つの操作モードがあり

ます。

• Empower プロフェッショナルインターフェース

• Empowerクイックスタートインターフェース
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Empower プロフェッショナルインターフェース

Empower プロフェッショナルインターフェースで装置メソッド編集を使用して
e-SAT/IN モジュールを構成するには

1. Empower にログインして、［プロジェクトを開く］をクリックします。［プロジェク

トを開］ダイアログボックスが開きます。

Empower プロフェッショナル画面と［プロジェクトを開く］ダイアログボックス

2. プロジェクトを選択して、［OK］をクリックします。プロジェクト画面が表示されま

す。

3. ［ファイル］>［メソッド新規作成］>［装置メソッド］の順に選択します。
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アクティブな装置のリスト

4. e-SAT/IN モジュールが一覧表示されたら、装置メソッド編集を使用して設定を変

更できます。e-SAT/IN モジュールが一覧表示されない場合は、新たに装置を追加す

れば、e-SAT/INモジュールをアクティブデバイスとして指定できます。
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装置メソッド編集

5. 装置メソッド編集画面が表示されます。この画面のタスクバーにある装置アイコン
を選択できます。[e-SAT/IN]をクリックします。e-SAT/INの［全般］タブが表示され

ます。
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装置メソッド編集 ― e-SAT/IN の［全般］タブ

e-SAT/IN の［全般］タブ

［全般］タブには、e-SAT/IN モジュールのパフォーマンスに影響する固有の設定がありま

す。Empowerヘルプ の「全般タブ」トピックを参照してください。

サンプリングレートの選択

品質の良いデータサンプリングは、その環境における外部からの電気的ノイズを 小にす
ることが前提となります。サンプル収集におけるサンプリングレートが電源ライン周波数

（50Hz または 60Hz）に対して 適化されていない場合は、e-SAT/IN モジュールの近くの

外部デバイスがベースラインノイズに影響することがあります。

［全般］タブには、電源ライン環境用の選択可能なフィールドがあります。このフィールド
で、対応するサンプリングレートのリストからサンプリングレートを選択できます。

ヒント：選択した値は、装置に供給される電力には影響しません。

ユーザーは、ローカルの電源の周波数に応じて、次のどちらかを選択できます。

• どの地域も同じメソッドだが、一部の地域でベースラインノイズがわずかに高くな
ることがあるメソッド

• 異なるサンプリングレートを使用して、すべての地域で低いベースラインノイズと
して 適化されているメソッド
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50Hzの電源ライン周波数設定では、次のサンプリングレートが有効です。

• 2、5、10、12.5、25、50、100、200、400サンプル/秒

60Hzの電源ライン周波数設定では、次のサンプリングレートが有効です。

• 2、5、10、15、30、60、120、240、480サンプル/秒

ヒント：選択した値は、装置に供給される電力には影響しません。

BCD 環境設定

BCD 入力フィールドを有効にすれば、Empower ソフトウェアで制御されないオートサン

プラーからのバイアル番号情報を取り込むことができます。

BCD を使用するように e-SAT/IN モジュールを構成するには

1. 必要な注入数をサンプルテーブル内の行に入力します。

2. e-SAT/INモジュールのBCDポートをBCDケーブルでオートサンプラーに接続し

ます。e-SAT/INモジュールの以下の条件が定義されていることを確認します。

a. 1 つの装置として e-SAT/IN モジュールを指定します。

b. ［全般］タブで、［BCD有効］チェックボックスをオンにします。これにより、

e-SAT/IN モジュールは、分析時間が完了したときにオートサンプラーから 2
進化10進数値を読み取るようにプログラミングされます。BCD情報は、注入の

バイアル番号を表します。

ヒント：BCDプロトコルを使用してオートサンプラーからバイアル番号情報を取り

込むときに、3桁の数字（つまり、99より大きいバイアル番号）は使用しないでくださ

い。

単位の設定

［単位］フィールドを使用して、クロマトグラムの y 軸に表示する単位（mV、AU など）の種

類を選択します。［単位］と［スケールファクタ］の積が 1Vになります。［単位］の 大ラベル

長は、英数字で6桁です。既定値はmVです。

スケールファクタの設定

［スケールファクタ］フィールドでは、Empowerソフトウェアでクロマトグラムのy軸方向

の信号の表示を調整するために使用する値を選択します。この値は、［単位］パラメータを
ボルト (V) に関連付けます。［スケールファクタ］と［単位］の積が 1V になります。例えば、y
軸をAUにする必要があり、1AUが1Vに等しい検出器を使用している場合は、1.0という倍

率を入力します。デフォルトの設定は1000です。
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e-SAT/IN の［イベント］タブ

［イベント］タブを使用して、選択した e-SAT/IN モジュール出力イベントの動作と開始を

定義します。

装置メソッド編集 ― e-SAT/IN の［イベント］タブ
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有効なイベント

イベント出力を有効にすると、e-SAT/IN イベントクロックの開始後の指定時刻に別のデバ

イスで処理を開始できるように接点が閉じます。接点が閉じると、フラクションコレクタ
またはチャートレコーダーの動作を制御したり、溶媒 / カラム切り替えバルブをアクティ

ブにすることができます。

イベントテーブル行でイベント出力をプログラミングできます。各行では、イベントが発
生する時刻、イベント機能（オン、オフ、パルス、または繰り返しパルス）、およびパルスイベ
ントの期間を指定します。

ヒント：イベント出力では、外部デバイスの電源は供給されません。適切な電源を使用して
デバイスを動作させる必要があります。

初期状態の設定

［初期状態］領域には、他のデバイスと通信する e-SAT/IN モジュールのリレー、TTL1、
TTL2の各接点の開閉を有効または無効にする3つのフィールドがあります。

［オン］または［オフ］を選択して機能を有効または無効にします。

リレー動作モードの設定

レディループ構成の目的は、クロマトグラフィシステム（ポンプ、検出器、またはデータシ

ステム）の残りの部分が次のサンプルからすぐにデータを分析または収集できる状態にな
い場合に、オートインジェクタで注入されないようにすることです。

レディループ構成では、デバイス（ポンプ、検出器、およびデータシステム）はオートイン
ジェクタと直列に結ばれます。サンプルの分析中に、各デバイスではレディループイベン
トをオープンのままにします。分析の終了後、デバイスの次の注入の準備ができるまでイ
ベントはオープンのままですが、各デバイスの準備ができると、そのレディループイベン
トはクローズされます。すべてのデバイスの準備ができてすべてのレディループイベント
がクローズされると、レディループ回路が完成して次の注入に進むことをオートインジェ
クタが認識します。

e-SAT/IN モジュールのリレーイベントは、［リレー動作モード］領域での選択に基づいて、

標準のプログラム可能なイベントとしてまたはレディループの一部として機能できます。
［レディ ループ］を選択した場合、レディループアーキテクチャで機能するためのリレー

のプログラミングはそれ以上必要ありません。

イベントテーブル値の入力

e-SAT/IN モジュールのイベントターミナルに接続する装置の出力イベントをプログラミ

ングするために、以下のカラムに値を入力します。

［時間］− イベント機能が発生するタイミング。イベント行は、時間でソートされます。エン

トリー：0.00～650.00分。
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［イベント］−［初期状態］領域で選択したイベントトリガモードを一覧表示します。エント

リー：［リレー］、［TTL1］、または［TTL2］。

［ファンクション］−接点の開閉は、TTL (Transistor-to-Transistor Logic)回路（デジタルロ

ジックの一種）により内部で制御されます。一般に、このような回路は平均電圧範囲が 5 ±
5%で動作します。TTL信号は、基準電位に対して0～0.8Vのときに「低」と定義され、3.5V
を超えると「高」と見なされます。TTLは、標準状態で「高」または「オフ」が維持されます。ア

クティブになると、電圧が「低」に下がり、回路が「オン」状態に切り替わります。

機能の種類は、次のとおりです。

• ［オン］ − 接点（リレースイッチ）を閉じます。この機能では、イベントの出力は「低」

（低抵抗）になり、別の機能が送信されるまでそのままです。

• ［オフ］ − 接点（リレースイッチ）を開きます。この機能では、イベントは「高」（高抵

抗）になり、接点が開きます。

• ［パルス］ − 1 つのオン / オフパルスを送信します。この機能では、イベントは「低」に

なった後、「高」になります。接点の開閉（低抵抗）は、パルス幅パラメータで指定した
パルス幅まで維持されます。デフォルトのパルス幅は 0.02 分です。

• ［パルス繰り返し］ − 複数のオン /オフパルスを送信します。イベントは、パルス幅パ

ラメータによって指定したパルス幅で「高」と「低」が繰り返されます。パルスは、オ
フ機能が送信されるまで続きます。

［パルス幅］ − パルスイベントの存続期間（分）。このパラメータには、［パルス］または［パル

ス繰り返し］を機能として選択した場合に限りアクセスできます。 小パルス幅は、0.02分

のオンと0.02分のオフです。エントリー：0.02～100.00分。既定値：0.02 分です。

［説明］ − プログラミングされたイベントのオプションの説明。説明は 256 文字（日本語全

角では約半分）までです。

e-SAT/IN 装置メソッドのプログラミングを完了し、保存したら、サンプルを分析できま

す。手作業でオートサンプラーを起動します。Empower ソフトウェアがオートサンプラー

から注入信号を受信すると、データ取り込みが自動的に開始されます。

Empower クイックスタートインターフェースの使用方法

Empower クイックスタートインターフェースを使用して装置メソッド編集にアクセス
するには

1. Empowerにログインします。 ［詳細］をクリックし、［ユーザーの種類とインター

フェースを選択］リストから［クイックスタート］を選択します。［プロジェクトとシ
ステムの選択］ダイアログボックスが表示されます。

2. 作業するプロジェクトと分析システムを選択し、クイックスタートインターフェー
スを初期化します。
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クイックスタートへのアクセス

Empowerクイックスタートがサンプルの分析画面を表示します。
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サンプルの分析画面

3. 装置リストにアクセスするには、［表示］ >［メソッド表示］>［装置］の順に選択しま

す。

装置メソッド表示画面

装置選択
コントロール
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4. e-SAT/IN モジュールが一覧表示されたら、装置メソッド編集を使用して設定を変

更できます。e-SAT/IN モジュールが一覧表示されない場合は、新たに装置を追加す

れば、e-SAT/INモジュールをアクティブデバイスとしてアクティブにできます。

5. 装置メソッド編集画面が表示されます。この画面のタスクバーにある装置アイコン
を選択できます。[e-SAT/IN]をクリックします。e-SAT/INの［全般］タブが表示され

ます。

6. 詳細については、e-SAT/INの［全般］タブ、3-7ページおよび e-SAT/INの［イベント］

タブ、3-9ページを参照してください。

装置メソッド編集 ― e-SAT/IN の［全般］タブ

Empower でのノイズのスムージング

Empowerのスムージング機能では、ノイズを軽減するために、Savitsky Golayフィルタリ

ングを利用して定義済みのデータポイント数を平均化します。生成チャンネルを作成し
て、データチャンネルデータにスムージングを適用します。
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スムージングを実行するには

1. プロジェクト画面、［サンプルの分析］、または［レビュー］からメソッドセット編集
にアクセスします。

2. ［装置メソッド］リストから適切な装置メソッドを選択します。

3. メソッドセットツリーを右クリックし、［新規作成］ >［生成チャンネル］の順に選択

します。［生成チャンネル］ダイアログボックスの［一番目のチャンネル（のみ）］タブ
が表示されます。

4. ［一番目のチャンネル（のみ）］タブで、以下の操作を行います。

a. ［定数］を 1.000 のままにします。

b. チャンネルリストから、スムージングを適用するチャンネルを選択します。

5. ［フィルタ/オフセット］タブをクリックして、以下の操作を行います。

a. スムージングリストから、スムージング係数を選択します。なし、5、7、9、
11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31 の中から選択できます。

b. 適宜、リストから微分を選択します。

c. 適宜、RTオフセットリストに検出器間時間オフセット（分）を入力します。

d. 適宜、［RT オフセット/スケール］領域に開始時刻と終了時刻のパラメータを入

力します。

6. 生成チャンネルを作成したら、［OK］をクリックし、チャンネルに名前を付けます。

メソッドセット編集画面が表示され、メソッドセットツリー（［生成チャンネル］の
下）およびチャンネルテーブルの両方に新規生成チャンネルが表示されます。

7. 生成チャンネルの適切な処理メソッドを選択します。

8. メソッドセットに対する変更を保存して、メソッドセット編集を終了します。

ヒント：保存するメソッドセットがロックされている場合は、［上書き保存］コマン
ドを利用できません。［名前を付けて保存］コマンドを使用して、変更を別のメソッ
ドセット名で保存する必要があります。

9. 次のようにして、レビューでスムージング生成チャンネルを参照します。

a. プロジェクト画面のインジェクションテーブルビューで、スムージングを適用
するサンプル試料注入または標準試料注入を選択します。

b. 「レビュー」画面を開く

c. ［ファイル］>［開く］の順に選択して、メソッドセットを表示します。

d. 2D チャンネルテーブルで、選択したインジェクションにスムージングを適用

する場合にサンプル試料または標準試料をクリックします。

e. ［メソッドセットの適用］ >［上書き保存］の順に選択して、スムージングされた

チャンネルを表示します。
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10. 以下のようにして、解析してスムージングされたチャンネルを作成します。

a. ［サンプルセット］または［インジェクション］を選択します。

b. ［解析］を選択します。

c. ［指定したメソッドセットを使う］を選択して名前を指定します。

トラブルシューティング

電源投入時や動作中に、e-SAT/INモジュールでは、前面パネルのLEDでその状態が示され

ます。LEDインジケータの概要については、下表を参照してください。

LED インジケータの概要

LED インジケータ 状態 意味

DATA（黄）LED – オフ

POWER（緑）LED – オフ

電源が投入されていない
か、電源投入時のテストが
失敗しました。

DATA（黄）LED – オフ

POWER（緑）LED – オン

電源が投入されています。
電源投入時のテストシーケ
ンスが正常に終了し、ユ
ニットが IP アドレスを取

得しました。

DATA（黄）LED – オン

POWER（緑）LED – オン

デバイスがオンになり、取
り込みの準備が完了し、注
入の実行を待機します。

DATA（黄色）LED – 点滅

（5Hz 周期のサンプリング

レート）

POWER（緑）LED – オン

データが収集されています。
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電源投入時の問題

電源LEDが点灯しない場合は、以下をチェックしてください。

• 電源が、有効な接地されたAC電源に接続されているか。

• 電源ケーブルは、e-SAT/INモジュールに正しく接続されているか。

• e-SAT/INモジュール電源スイッチが、オン(1)の位置に設定されているか。

システムのトラブルシューティング

基本的なシステムのトラブルシューティングを実行するには：

1. システムを調べて、簡単なことを先に確認します。問題の原因がはっきりしていま
すか。例えば、装置のケーブルが抜けていたり、間違って接続されていませんか。

2. 現在のシステムの動作を、問題が起きる前のシステムの動作と比較します。正常な
動作状況を確認できるようにするには

a. LC システム（チューブ接続と電気的接続）の構成図を作成します。

b. 日々のログを保存します。

c. 定期的にテストクロマトグラムを実行します。

手順 b では、正常動作時のシステムパラメータの記録とクロマトグラフィの結果の

重要性を指摘しています。システムが正しく動作しているときの代表的な条件がわ
かっていれば、トラブルシューティングが容易になります。

例えば、通常、システムで特定のメソッドを使用してn psiで分析する場合、現在のシ

ステム圧力が同じ範囲にありますか。あるいは、非常に高い（おそらく閉塞が原因）
または低い（おそらく漏れが原因）状態ですか。圧力変動が正常動作時と同じ範囲内
にありますか。

システムをインストールして、新規メソッドを開発するたびに、正常動作時のシス
テムの状態が記録されます。

3. 次の順に、正常なシステム動作と異なる徴候を確認します。

a. システム圧力（高い、低い、または異常）

b. ベースライン（送液の流路関連または検出器の電気的な関連）

c. ピーク保持時間における変化（不適切または時間の経過による変化）

d. ピーク分離度の損失

e. 異常なピーク形状（予想より小さい、ブロード、テーリングなど）

f. 定性的な結果や定量的な結果が不適切

4. クロマトグラフィ装置ごとにパフォーマンステストを実行して、特定の装置に問題
があるかどうかを迅速に判断します。
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別のシステムコンポーネントに問題があることが確定した場合は、該当するオペレーター
ズガイドを参照してください。

Waters テクニカルサービスへのご連絡

e-SAT/IN モジュールに関する多くの問題は、簡単に修正できます。しかし、状況を修復

できない場合は、弊社のテクニカルサービス、800 252-4752（米国およびカナダに在住

のお客様のみ）にお問い合わせください。それ以外のお客様の場合は、 寄りの Waters
支社または Waters テクニカルサービスに連絡するか、Waters Corporation 本社

（Milford、Massachusetts、米国）に連絡してください。

弊社のテクニカルサービスに連絡する際には、次の情報を手元に用意してください。

• 使用しているメソッドの正常動作チェックリスト（記入済み）

• 症状の特徴

• Waters e-SAT/INシリアル番号

• システム構成の記述

エラーメッセージ

e-SAT/INモジュールに関連するエラーメッセージは、Empowerメッセージセンターログ

に表示されます。このログにアクセスするには、タスクバーのメッセージセンターアイコ
ンをクリックします。

エラーメッセージ

エラー番号 説明

1 このエラーは、e-SAT/IN モジュールの内部バッファがいっ

ぱいになった場合に発生します。

2 これは、e-SAT/IN モジュールの内部のハードウェアエラー

を示します。

3 これは、e-SAT/IN モジュールの内部の通信エラーを示します。

4 このエラーは、e-SAT/IN モジュールが不明なコマンドコー

ドを受信したことを示します。

5 このエラーは、トリガ関連のエラーがあったことを示します。

6 コマンドで無効な長さの引数が指定されました。

7 ［セットアップ］コマンドで無効なサンプルレート引数が指
定されました。

8 ［セットアップ］コマンドで無効な環境引数が指定されました。

9 ［セットアップ］コマンドで無効な極性引数が指定されました。
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10 ［セットアップ］コマンドで無効な初期機能引数が指定され
ました。

11 ［セットアップ］コマンドでイベントのいずれかに無効な出
力番号引数が指定されました。

12 ［セットアップ］コマンドでイベントのいずれかに無効なイ
ベント機能引数が指定されました。

13 ［セットアップ］コマンドでイベントのいずれかに無効な時
間引数が指定されました。

14 ［セットアップ］コマンドでイベントのいずれかに無効な期
間引数が指定されました。

15 ［セットアップ］コマンドで無効なイベント数引数が指定さ
れました。

16 ［Get Data］コマンドで無効なチャンネル引数が指定されま

した。

17 ［Get Data］コマンドで無効な 大ポイント引数が指定され

ました。

エラーメッセージ（続き）

エラー番号 説明
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A 安全に関する勧告

Waters の装置には、装置の操作とメンテナンスにかかわる隠れた危険性を警告する

ための危険記号が表示されています。装置の各ユーザーガイドにも危険記号が表記
されており、危険の説明と回避方法が記載されています。本付録では、Waters の製

品ライン全体に適用されるすべての安全記号とその内容について説明します。

目次

トピック ページ

警告記号 A-2

注意記号 A-5

Waters のすべての装置に適用される警告 A-5

電気および取り扱いに関する記号 A-6
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警告記号

警告記号は、装置の使用または誤用による死亡、傷害、または非常に有害な生理的作用をも
たらすおそれがあることを表します。Waters 装置の設置、修理、および操作を行うときに

は、すべての警告に注意してください。Waters では、装置の設置、修理、または操作を行う

作業者が安全注意事項に従わなかったために生じる障害について、一切責任を負わないも
のとします。

作業中の危険警告

以下の警告記号は、装置または装置構成部品の操作・メンテナンスで生じる可能性がある
危険を知らせます。このような危険には、火傷、感電、紫外線被曝などが含まれます。

マニュアルの説明または手順に以下の記号が表示されている場合は、付随する記述をよく
読み、特定の危険性と防止方法を把握してください。

注意：（一般的な危険性。この記号が装置に示されている場合は、該当する使用説明
書に記載されている安全に関する重要な情報をよく読んでから装置を使用してく
ださい。）

注意：（高温表面への接触による火傷の危険性があります。）

注意：（感電する危険性があります。）

注意：（出火の危険性があります。）

注意：（尖端が鋭利なため刺し傷の危険性があります。）

注意：（手が挟まれ負傷する危険性があります。）

注意：（紫外線照射の危険性があります。）

注意：（腐食性物質に接触する危険性があります。）

注意：（有毒物質にさらされる危険性があります。）

注意：（レーザー光線照射の危険性があります。）

注意：（健康に深刻な悪影響を与える可能性がある生物因子にさらされる危険性が
あります。）
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具体的な警告

以下の警告は、特定装置のユーザーマニュアルに記載されていたり、装置やその構成部品
に貼付されたラベルに表示されている場合があります。

破裂に関する警告

この警告は、非金属チューブを装備するWatersの装置に適用されます。

質量分析計の可燃性溶媒に関する警告

この警告は、可燃性溶媒を使用する装置に適用されます。

注意：（倒れる危険性があります。）

注意：（爆発の危険性があります。）

注意：（眼を負傷する危険性があります。）

注意：圧力が加えられた非金属（ポリマー）チューブは、破裂する可能性があります。
このようなチューブの周囲で作業する場合は、以下の注意事項に留意してくださ
い。

• 保護メガネを着用してください。

• 近くにある火を消してください。

• 応力を受けたり折れ曲がっている、あるいは以前そのような状態にあった
チューブは使用しないでください。

• 非金属チューブには、テトラヒドロフラン (THF)、硝酸、硫酸など、チューブを損

傷する化合物を付着させないでください。

• 塩化メチレンやジメチルスルホキシドなど一部の化合物は非金属チューブを膨
張させることがあり、その場合チューブは極めて低い圧力で破裂することに注
意してください。

注意：大量の可燃性溶媒を使用する場合は、密閉された空間での発火の危険性を防
ぐため、イオンソースに連続して窒素を流し込む必要があります。

加熱性溶媒を使用する分析では、窒素供給圧が 690 kPa（6.9 bar、100 psi）を絶対に

下回らないようにしてください。また、窒素を供給できなかった場合に LC 溶媒送液

が停止するように、LC システムへのガス障害接続が行われていることも確認して

ください。
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質量分析計による感電の危険性

この警告は、Watersのすべての質量分析計に適用されます。

この警告は、運転モード状態にある特定の装置に適用されます。

生物学的有害物質に関する警告

この警告は、以下のような生物学的有害物質が含まれる物質を処理する際に使用する
Waters装置に適用されます。人体に悪影響を及ぼす可能性のある生物因子を含む物質。

化学的有害物質に関する警告

この警告は、腐食性、有毒性、可燃性、その他のタイプの有害物質を処理できるWatersの装

置に適用されます。

注意：感電防止のため、質量分析計の保護パネルは外さないでください。保護パネル
で覆われている構成部品をユーザーがメンテナンスすることはできません。

注意：装置が運転モードのときには、質量分析計の特定の外面が高電圧になること
があります。非致命的な感電防止のために、この高電圧警告記号の付いた領域に触
れる場合は、その前に装置が待機モードであることをまず確認してください。

注意：Waters 装置およびソフトウェアを使用して、感染のおそれのある人体からの
生成物、不活性微生物、およびその他の生物的物質を分析または処理できます。これ
らの因子への感染防止のために、すべての体液に伝染の可能性があることを前提と
して、「安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」(GLP) を順守し、対
象の適切な使用および取扱いに関して、組織内の生物学的有害物質の安全取扱担当
者に確認してください。（米国）国立衛生研究所 (NIH) 発行、Biosafety in
Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) の 新版に具体的な予防
措置が掲載されています。

注意：Waters 装置を使用して、危険性のある物質を分析または処理で
きます。これらの物質による怪我を防ぐため、物質の性質およびその
危険性について熟知し、「安全性に関する非臨床試験の実施の基準に
関する省令」(GLP)を順守して、適切な使用および取り扱いについては
所属組織の安全取扱担当者に確認してください。米国学術研究会議発
行、Prudent Practices in the Laboratory:Handling and Disposal of
Chemicalsの 新版にガイドラインが掲載されています。
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注意記号

装置の使用または誤使用によって装置を破損したり、サンプルの完全性が損なわれたりす
る可能性がある箇所には、注意記号が示されています。次の記号とその内容説明は、装置ま
たはサンプルが損傷するおそれがあることを示す警告の例です。

Waters のすべての装置に適用される警告

本装置を操作する際は、標準の品質管理手順とこのセクションの装置に関するガイドライ
ンに従ってください。

注意：損傷を防ぐため、装置のケースのクリーニングに研磨剤や溶媒を使用しない
でください。

注意：規制機関から明確な承認を受けずに本装置の変更や改造を行うと、本装置のユーザー
としての承認が無効になる可能性があります。

警告：圧力のかかったポリマーチューブを扱うときは、注意してください。

• 加圧されたポリマーチューブの付近では、必ず保護メガネを着用してください。

• 近くにある火を消してください。

• 著しく変形した、または折れ曲がったチューブは使用しないでください。

• 非金属チューブには、テトラヒドロフラン (THF) や高濃度の硝酸または硫酸などを流さ

ないでください。

塩化メチレンやジメチルスルホキシドは、非金属チューブの膨張を引き起こす場合があ
り、その場合、チューブは極めて低い圧力で破裂します。

警告： ユーザーは、製造元により指定されていない方法で機器を使用すると、機器が提供
している保証が無効になる可能性があることに注意して下さい。
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電気および取り扱いに関する記号

電気記号

これらの記号は、装置のユーザーマニュアルに記載されており、当該装置の前面または背
面パネルにも貼り付けられています。

電源オン

電源オフ

スタンバイ

直流

交流

接地端子

フレーム、またはシャシー、アース

ヒューズ

リサイクル記号：自治体の一般廃棄物として処分しないで
ください。
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取り扱いに関する記号

これらの取り扱い関連の記号および関連テキストは、Waters 装置および構成部品の出荷

時の外装に添付されたラベルに表示されることがあります。

天地無用

湿気厳禁

ワレモノ注意

吊り下げ禁止
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B 仕様

本付録では、以下の仕様について記載します。

• 物理

• パフォーマンス

• アナログ入力

• BCD 入力

• 電源

• 通信インターフェース

物理仕様

項目 仕様

寸法 高さ = 1.25 インチ (3.18cm)

奥行 = 6.25 インチ (15.9cm)

幅 = 5.25 インチ (13.3cm)

重量 530 グラム（15.1 オンス）

電源スイッチ 前面パネルの押しボタン（オン/オフ）

電源インジケータ 緑の LED（電源投入時に点灯）

ステータスインジケータ 黄色の LED

運転仕様

項目 仕様

分析入力範囲 -0.25 ～ 2.25 ボルト

総入力範囲（損傷なし） +/- 40.0 ボルト（連続）

通常モード電圧範囲 +/- 3.0 ボルト

通常モード除去比 (60Hz) 70dB（ 小）

入力帯域幅 100Hz

電力消費 750mW（標準）

電圧精度 出力は入力の 1% 以内
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インピーダンス（通常モード） 500K オーム、+/- 1%（ 小）

インピーダンス（ディファレン
シャル）

2M オーム、+/- 1%（ 小）

非直線性 フルスケールの 0.01%

精度 +/- 0.1%（0.5mV を超える入力の場合）

出力誤差 +/- 1%（ 大）

ユニット間の再現性 +/- 1%（出力誤差）

バッファ容量 225KB

運転温度範囲 4 ～ 40 ℃（39.2 ～ 104 渹）

動作時の湿度範囲 10 ～ 90%、（結露しないこと）

保管温度範囲 -40 ～ 70 ℃（-40 ～ 158 渹）

保管湿度範囲 0 ～ 100%、（結露しないこと）

振動/衝撃 ごくわずか

アナログチャンネルパフォーマンス仕様

サンプリングレート、
サンプル/秒(Hz)

ノイズ
a
、マイクロボルト (V)、

ピーク間、入力短絡時

2, 5, 10, 12.5, 15, 25, 30 5

50, 60 12

100, 120 25

200, 240, 400, 480 50

a. 入力基準 (RTI) ノイズ。基準入力は、30 秒間隔でピーク間 (V) を計測したものです。

運転仕様（続き）

項目 仕様
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BCD パフォーマンス仕様

項目 仕様

データ形式 入力 = 8 ビット（パラレル）

電気的な信号特性 TTL 互換、全 8 ビット

• VIH = 2.0 ボルト（ 大）

• VIL = 0.8 ボルト（ 小）

• IIH = 20 A（ 大）

• II = 0.1mA（ 大）

• IIL = -0.1mA 標準（モジュールからの電流は負で表

示される）

大入力電圧 +/- 7 ボルト

フロー制御 なし

電源仕様

項目 仕様

入力仕様 AC 入力電圧範囲 = 90 ～ 264Vac

AC 入力周波数範囲 = 47 ～ 63Hz

入力電流 = 0.38A (115Vac)、0.15A (230Vac)

出力仕様 出力電圧 = 5Vdc (4A)

出力電力 = 22 ～ 24 ワット（標準）

過電圧保護 = 内蔵

物理仕様 高さ = 3.0 インチ (7.6cm)

奥行 = 5.0 インチ (12.7cm)

幅 = 1.0 インチ (2.5cm)

通信仕様

項目 仕様

通信インターフェース Ethernet 10 Base-T
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C スペアパーツ

本付録では、e-SAT/IN モジュールの推奨スペアパーツを示します。e-SAT/IN モジュー

ルと電源の内部には、お客様が交換できる部品はありません。e-SAT/IN モジュールと交

換部品は、単体の交換ユニットとしてのみ提供されます。

スペアパーツ

項目 品番

e-SAT/IN モジュール（単体の交換） 668000230

e-SAT/IN スタートアップキット 200000167

e-SAT/IN 検出器接続ケーブル、

2 メートル（6 フィート）

WAT020320

ケーブル、イベント WAT020321

コネクタ、イベント 323000336

スクリュードライバー、3/32 インチ 605000103

e-SAT/IN 電源 668000231

クロスケーブル、1 メートル（3 フィート） 440000145

Ethernet ケーブル、7 メートル

（22.9 フィート）

WAT069054

モジュラーカプラ (RJ45)、ストレートケー

ブル用

668000232

ネットワークスイッチキット 668000162

BCD ケーブル、9 ～ 25 ピン、D シリーズコ

ネクタ

WAT611973

e-SAT/IN DIN レール取り付けキット 668000236

Waters e-SAT/IN モジュールインストールガ

イド（英語版）

71500049404

Waters 使用許諾・保証・サポート（各国語

対応版）

71500029510

e-SAT/IN 取り込みライセンス 7166000984

Empower Software Instrument Driver Disk
キット

667001494
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