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Waters へのお問い合わせ
Waters 製品へのご要望、技術的な問い合わせ、輸送、取り外し、および廃棄に関する質問は、Waters まで
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Waters のお問い合わせ先情報
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安全に関する注意事項
Waters の装置および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、または放射線学
的な危険性（またはこれらの組み合わせ）を引き起こすものがあります。使用するすべての物質に対して、潜在
する有害な影響を把握していただく必要があります。必ず優良試験所基準 (GLP) に従い、所属する組織の標
準操作手順書ならびに地域の安全要件を参照してください。

安全上の危険性の記号に関する通知

 記号は危険の可能性があることを示します。危険性に関する重要な情報、および危険性を防止および
管理するための適切な手段については、文書を参照してください。

SM - FTN に固有の注意事項
警告: 感電防止のため、デバイスから保護パネルを外さないでください。保護パネル内のコンポーネン
トをユーザーが保守することはできません。
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警告: 感電を防止するには、以下の注意事項を守ってください。

• 米国では SVT 型、ヨーロッパでは HAR 型（またはそれ以上）の電源コードを使用してください。
その他の国での要件については、各国の Waters 代理店にお問い合わせください。

• 電源コードを点検し、必要に応じて交換してください。

• これにメンテナンスを行う前に、各モジュールの電源を切り、プラグを抜いてください。

• 各モジュールは、共通のアースに接続してください。

警告: 背骨や筋肉の傷害を避けるため、システムモジュールを 1 人で持ち上げようとしないでくださ
い。

関連項目: 特定のシステムモジュールに関連する安全上の注意事項については、ユーザーマニュアル CD の該
当する情報を参照してください。

FCC 放射線放出に関する通知
規制機関から明確な承認を受けずに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。このデバイスは、FCC 規則の Part 15 に準拠します。操作は、以下の 2 つの条件の対象となり
ます。(1) このデバイスが有害な干渉の原因とならないこと、(2) このデバイスが、望ましくない動作の原因となる
干渉を含め、いかなる干渉も許容すること。

電源の安全性に関する通知
電源コードの接続を外しにくい位置に、装置を置かないでください。

装置の誤使用に関する通知
メーカーの指示していない方法で装置を使用した場合は、装置が提供する保護が損なわれることがあります。

安全上の注意
注意勧告および通知の総合一覧については、本書の付録「安全上の注意」を参照してください。

このデバイスの操作
このデバイスを操作する際は、標準の品質管理 (QC) 手順、およびこのセクションのガイドラインに従ってくださ
い。
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適用される記号
以下の記号は、デバイス、システム、梱包に表示される場合があります。

記号 定義

メーカー

製造日

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を正式に認めます

オーストラリアの EMC に準拠しています

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を公式に表明
します

環境保護使用期限（中国 RoHS）：製品または製
品中の成分が、環境中に漏出または分解されて放出
されるおそれが生じるまでの、製造日からの年数を示し
ます
使用方法を参照してください

交流
この記号が付いている電気装置および電子装置には
有害物質が含まれていることがあり、一般廃棄物とし
て廃棄してはなりません
廃電気・電子製品に関する欧州連合の指令
(WEEE) 2012/19/EU に準拠するための正しい廃
棄とリサイクル手順については、Waters
Corporation にお問い合わせください
屋内専用

押さないでください

10kg
max

部品上に載せることのできる最大重量を示します（例
えば、10 kg）
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記号 定義

シリアル番号

REF
部品番号、カタログ番号

対象読者および目的
このガイドは、サンプルマネージャ-フロースルーニードル (SM-FTN) の設置、操作、および保守の担当者を対象
としています。本書では、SM-FTN のテクノロジーと操作の概要を説明しています。

SM-FTN の使用目的
Waters は SM-FTN を液体クロマトグラフィーアプリケーションで使用するために設計しました。SM-FTN は、
診断アプリケーションでの使用を目的としたものではありません。

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、許容されるキャリブレーション法を採用して、少なくとも 5 つの標準試
料を用いて、検量線を作成します。標準試料の濃度範囲は、QC サンプル、標準的な試料、および標準的で
ない試料の全範囲を含むように設定してください。

品質管理
通常よりも低い濃度、通常濃度、および通常よりも高い濃度の化合物を代表する 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。サンプルトレイが同じまたは非常に似ている場合は、QC サンプルのトレイ内
の位置を変えます。QC サンプル結果が許容範囲内であることを確認し、毎日および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取り込まれたデータは、無効となる場合があります。装置が適切に機
能していることが確認できるまで、これらのデータをレポートしないでください。

EMC に関する注意事項

カナダ - スペクトル管理エミッション通知
このクラス A デジタル装置は Canadian ICES-001 に準拠しています。

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-001.
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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 の製品は、意図的に生成および/または使用される、装置の内部機能に必要な導電結合無線周
波エネルギーに、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。

EC の認定代理人

所在地 Waters Corporation
Stamford Avenue
Altrincham Road
Wilmslow SK9 4AX UK

電話 +44-161-946-2400
ファックス +44-161-946-2480
連絡窓口 品質管理マネージャー (Quality manager)
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1 概要

ACQUITY UPLC システムで分析を行うには、マイクロタイタープレートまたはバイアルをサンプルマネージャ-フロ
ースルーニードル (SM-FTN) のロータリーサンプルトレイにロードして、サンプルを注入します。サンプルマネージャ
は、ニードルが高圧サンプル流路の一部であるフロースルーニードルメカニズムを使用して、プレートおよびバイアル
から吸引したサンプルをクロマトグラフィーカラムに注入します。オプションの拡張ループをサンプルニードルと注入バ
ルブの間に取り付けると、注入量がサンプルニードルの容量を超えて増加します。SM-FTN を使用して、注入し
たサンプルを希釈することもできます（自動希釈）。

本書は、SM-FTN および bioSM-FTN の両方の操作を説明しています。それぞれの装置の備品注文情報に
ついては、Waters の Web サイト (www.waters.com) を参照するか、Waters の営業担当者にお問い
合わせください。

1.1 主なコンポーネント
次の図は、SM-FTN の主要コンポーネントを示します。

図 1–1: 正面図（ドアを閉じた状態）
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オン/オフスイッチ - モジュールの電源を投入/切断します。

電源 LED – モジュールの電源オンまたは電源オフのステータスを示します。この LED は、電源オンの際
は緑色で、電源オフの際は消灯します。

分析 LED – 分析のステータスを示します。緑色に点灯している分析 LED は、注入が行われていること
を示します。

サンプルコンパートメントのドア - プレートセレクタースイッチ、サンプルトレイなどのサンプルコンパートメント構
成部品にアクセスできます。

送液コンパートメントのドア - 注入バルブ、サンプルシリンジなどの送液コンパートメント内の構成部品にア
クセスできます。

図 1–2: 正面図（ドアを開いた状態）

チャンバー温度センサー - サンプルチャンバーの後部に向かう上部ガイドレールに配置されており、サンプル
の使用環境をモニターします。

プレートセレクタースイッチ - プレート位置 1 または 2 の選択に使用する切り替えスイッチです。

アクセスパネル - シールアセンブリーやニードルキャリッジなどのサンプルコンパートメントのコンポーネントへの
アクセスを可能にする、取り外し可能なパネルです（取り外しには TORX ドライバーが必要）。
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カラムヒーターリークセンサーの位置 - カラムヒーターリークセンサーは、カラムヒーターのリークを連続的に監
視して、リークした液体が周囲のリザーバーに約 1.5 mL 貯まったことが光学センサーによって検出される
と、システムの送液を停止します。

注入バルブ – 2 位置、6 ポート注入バルブです。

サンプルシリンジバルブ - 3 位置ロータリーシアーバルブです。

背圧レギュレーターの位置

サンプルシリンジ – サンプルをサンプルニードルに吸引します。

サンプルマネージャリークセンサーの位置 - サンプルマネージャリークセンサーは、SM-FTN のリークを連続
的に監視して、リークした液体が周囲のリザーバーに約 1.5 mL 貯まったことが光学センサーによって検出
されると、システムの送液を停止します。

サンプルトレイ - サンプルプレートまたはバイアルホルダーを所定位置に固定します。

図 1–3: アクセスパネルを取り外すと見えるサンプルコンパートメントのコンポーネント

1 2

3

4

5

6

7

8
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サンプルコンパートメント LED 照明 - SM-FTN のサンプルコンパートメントドアが開くと、コンパートメント
照明の電源が自動的にオンになります。ドアが閉まると自動的にオフになります。感光性のあるサンプルを
取り扱う場合に、照明をコンソールから消灯することもできます。

サンプルニードルの位置 - ニードルは、サンプルをバイアルから抽出します。

サンプルニードルキャリッジ - サンプルニードルをサンプルコンパートメントに位置付けます。

カラムヒーターリークセンサーのケーブルコネクターの場所。

サンプルマネージャリークセンサーのケーブルコネクターの場所。

注入ポート洗浄ドレイン - ニードル洗浄液を廃液へ導きます。

注入/洗浄ポート - 注入ポート、ニードルシール、ニードル洗浄メカニズム、力センサーに対応します。

洗浄チューブの場所 - 洗浄チューブは、注入/洗浄ポートに洗浄溶媒を供給します。

図 1–4: 背面図

カラムコンパートメントケーブルコネクター

RS-232 ケーブルコネクター（修理点検用のみ）

シグナルケーブルの入出力用コネクター
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Ethernet スイッチ

電源ケーブル差込口

1.2 システムの流路
次の図に、ACQUITY UPLC システムの一部としての SM-FTN の機能が示されています。

図 1–5: システムの流路

1.3 Rθ 位置決めメカニズム
Rθ（R シータ）位置決めメカニズムの 2 軸により、サンプルコンパートメント内のサンプルプレートの方向とサンプ
ルニードルキャリッジの相対的位置をコントロールします。シータロータリー軸は、1 組のサンプルプレートを基準点
から 360° 回転させるベルト駆動シャフトです。R 直線軸は、サンプルニードルキャリッジの方向付けの基準とな
る軸です。キャリッジは、サンプルコンパートメントの後部左隅から正面右隅へと走行します。
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図 1–6: サンプルコンパートメントの下にある Rθ 位置決めメカニズム

θ 回転軸

ベルト

図 1–7: サンプルコンパートメントの内側にある R 直線軸

R 直線軸

Z および Zp 軸（ニードルと脚/パンクチャーニードル）

サンプルニードルキャリッジ
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1.4 注入システム
注入流路には、サンプルの吸引とカラムへの送液に必要なアセンブリーが含まれます。このプロセスにはニードル、
オプションの拡張ループ、サンプルシリンジおよびシリンジバルブ、注入バルブ、および注入/洗浄ポートが含まれま
す。

1.5 注入機構
注入の間、次の 5 ステップのシーケンスが行われます。

1. ニードルがサンプルバイアルに移動して、そこからサンプルを吸引します。

2. ニードルキャリッジにより、ニードルが注入/洗浄ポートに挿入されます。

注: 注入ポートアセンブリー全体がスプリング上に配置され、金属製ハウジング内に誘導されます。

3. ニードルが注入/洗浄ポートに挿入されると、シートに押し当てられて、高圧シールが形成されます。

4. 注入バルブが切り替わって注入を開始します。

5. 注入の際に、洗浄ポンプがニードルの外側を洗浄します。

図 1–8: 注入ニードルとシールの側面図

NEEDLE
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オーバーフローカップ

ニードルキャリッジからかかる力

ニードルの動き

シール
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ロッキングナット

力センサーの位置

スプリングカップ

シール

ニードル

アルミニウムハウジング

次の図は、標準的な注入モードのサイクル時間を示しています。

図 1–9: 標準的な注入モードのサイクル時間の定義

1.5.1 洗浄システム
サンプルニードルが注入/洗浄ポートの中にある間に、洗浄システムによりサンプルニードルの外側が洗浄されま
す。

ニードルの外側の洗浄には、注入前または注入後の 2 つを選択できます。いずれの洗浄シーケンスでも、洗浄
溶媒がサンプル流路に入ることはありません。

1.5.1.1 注入（挿入）前洗浄
注入前洗浄は、ニードルを注入で使用するシール位置より高い位置で洗浄します。ニードルがこの洗浄位置ま
で下がる前に溶媒が流れ始めます。

サンプルニードルの外側に付着した物質がシールを損傷する懸念や、シールとニードルの接触に影響を及ぼす懸
念がある場合は、注入前洗浄を実行して、さらにキャリーオーバーを抑えます。
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1.5.1.2 注入後外部ニードル洗浄
既定で実行されます。この洗浄では、注入が始まってニードルがシール位置にあると、サンプルニードルの外側が
洗浄されます。

1.5.2 温度システム
オプションの温度システムは、サンプルコンパートメント用に指定された温度を維持します。

ヒント: 

• サンプルコンパートメントのドアを開けると、サンプルマネージャのファンは空気の循環を停止します。

• システムがアイドル状態の際は、プレート全体を一定温度に維持するよう、サンプルトレイはゆっくりと回転しま
す。

• 自動デフロストにより、サンプルマネージャはより低い動作温度を達成できます。［環境設定］ダイアログボック
スで、自動デフロストオプションを有効にできます。自動デフロストの設定は、分析後レポートとサマリーレポー
ト、ならびにサービスプロファイルに記録されます。
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2 準備と操作

注: システムは 15 µL ニードル同梱で出荷されます。このニードルを使用する既定の ACQUITY UPLC システ
ム構成を使用しようとしていない場合、「ニードルと拡張ループ設定パラメーターの変更」を参照してください。

ソルベントマネージャの準備が完了してから、サンプルマネージャの操作準備をします。

ヒント: ソルベントマネージャを準備する方法の詳細については、ACQUITY UPLC Quaternary Solvent
Manager Overview and Maintenance Guide（『ACQUITY UPLC クォータナリーソルベントマネージャ
概要およびメンテナンスガイド』） または ACQUITY UPLC Binary Solvent Manager Operator's
Overview and Maintenance Information（『ACQUITY UPLC バイナリーソルベントマネージャ操作概
要およびメンテナンス情報』） を参照してください。

 

警告: 生物学的有害物質や有毒物質との接触による人体への汚染を防ぐため、サンプルを分析する前に、

• 注入バルブ、サンプルシリンジ、すべてのフィッティングについて、リークの有無を点検し、必要に応じてフィッティ
ングを締め付けます。

• サンプルコンパートメントのドアおよび送液コンパートメントのドアが、両方とも閉じられていることを確認します。

2.1 フィッティング取り付け推奨事項
警告: 特に、危険物質を取り扱う場合は、常に優良試験所基準 (GLP) を守ってください。化学物
質安全データシート (MSDS) を参照し、使用している溶媒について確認してください。さらに、危険
物質の適切な使用や取り扱いに関して、所属する組織の安全担当者に相談してください。

 

警告: 生物学的有害物質や有毒化合物による人体への汚染を防ぐため、本手順を実行する際には、清浄で
耐薬品性のあるパウダーフリーの手袋を必ず着用してください。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

推奨事項: 

• バンドの広がりを防ぐため、チューブが接続ポートの底まで完全に差し込まれていることを確認してから、締め
付け用ねじを締めてください。

• 簡単に脱着できるように、長い平坦部がある締め付け用フィッティングを使用して、注入バルブにチューブを取
り付けてください。
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• メンテナンスの際にフィッティングを交換した場合や緩めた場合は必ず、サンプルシリンジリークテストを実施して
ください（コンソールのオンラインヘルプを参照）。

• メンテナンスの際にフィッティングを緩めた場合は必ず、ひび割れ、ねじ山のつぶれ、変形がないか調べてくださ
い。

• ステンレススチール製フィッティングを 7 回以上再使用しないでください。

必要なツールおよび材料
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

2.1.1 新しいフィッティングの組み立て
これまで組み立てられていない、またはチューブにセットされていないフェラル付きの金属製（SST または
MP35N）フィッティングとチューブのアセンブリーでは、締め付け用ねじと接続ポートにマークを付けて、2 つのマーク
が揃っていることを確認しながら締める必要があります。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

注意: この手順を行う際は、システムコンポーネントの汚染を防ぐため、清浄で耐薬品性のあるパウダ
ーフリーの手袋を必ず着用してください。

必要なツールおよび材料
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

• 1/2 インチのスパナ

• 1/4 インチのスパナ – ツーピースフェラル付きステンレススチール製（金メッキ）フィッティングの締め付けおよび
緩め用

• カラムグリップツール – 二重ねじフィッティングを締めたり緩めたりしながら、カラムを保持するために使用

• 油性マーカー

新しいフィッティングを組み立てるには：
1. 締め付け用ねじの六角端にチューブの端を挿入します。

2. フェラルの広い端にチューブを挿入します。

3. 接続ポートにチューブを挿入します。

4. 締め付け用ねじを接続ポートの中へ、時計方向に回わし、手で締められる限界まで締めます。

5. 油性マーカーを使用して、締め付け用ねじの 12 時の位置に印を付けます。

2019 年 6 月 11 日, 715005051JA リビジョン D
22 ページ



6. 接続ポートの 9 時の位置に印を付けます。

7. チューブが接続ポートの底に接触していることを確認し、1/4 インチのスパナを使用して、2 つのマークが
揃うまで、締め付け用ねじを時計方向へ 3/4 回転ほど回します。

初回使用時の締め付け：

2.1.2 フェラル付き 1/4-28 フランジレスフィッティング

最初の使用または再取り付け

1

締め付け用ねじ

フェラル

フィッティングを手で締め付けます。

2.1.3 ツーピースフェラル付き 1/4-28 フランジレスフィッティング

最初の使用または再取り付け

1
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締め付け用ねじ

ツーピースフェラル

フィッティングを手で締め付けます。

2.1.4 ワンピース PEEK フィッティング

図 2–1: 最初の使用または再取り付け

締め付け用ねじ

フィッティングを手で締め付けます。

2.1.5 長い平坦面およびツーピースステンレススチール製フェラル（V 詳細）を備
えたステンレススチール製（金メッキ）フィッティング

最初の使用

長い平坦面

締め付け用ねじ

ツーピースステンレススチール製フェラル

フィッティングを、手締め後 1/4 インチのスパナを使用してさらに 3/4 回転締め付けます。新しいフィッティングの
組み立ての詳細な手順については、新しいフィッティングの組み立てを参照してください。

ヒント: バンドの広がりを防ぐため、チューブが接続ポートの底まで完全に差し込まれていることを確認してから、締
め付け用ねじを締めてください。
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初回使用時の締め付け

再取り付け

長い平坦面

締め付け用ねじ

ツーピースステンレススチール製フェラル

フィッティングを手で締め付けた後、1/4 インチのスパナを使用してさらに 1/6 回転締め付けます。

再取り付けの締め付け

2.2 換気要件
換気のため、サンプルマネージャの背面に少なくとも 15.2 cm（6.0 インチ）のスペース、右側に少なくとも 6.4
cm（2.5 インチ）のスペースを確保してください。
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2.3 インターロック機能なしでのシステムモジュールの積み重ね
この手順は、インターロック機能が装備されていないシステムモジュールに適用されます。

警告: 背骨や筋肉の傷害を避けるため、システムモジュールを 1 人で持ち上げようとしないでくださ
い。

警告: モジュールをシステムスタックに取り付ける際は、モジュールの下やモジュールの間に指を挟まな
いように、特に注意してください。

モジュールを積み重ねるには：
1. システムスタックに以前に追加されたモジュールのシャーシーの上部の対応する窪みに、追加するモジュー

ルの前後の脚を揃えます。

図 2–2: 脚を窪みに揃える

積み重ねるモジュールの下側の脚

以前に追加されたモジュールの上側の窪み

2. 脚が窪みに納まるように、モジュールを慎重に下ろします。

重要: システムスタックおよび内蔵廃液システムの完全性を維持するため、上部モジュールの脚が下部モ
ジュールの窪みに納まっていることを確認します。

3. 残りのシステムモジュールに対して、ステップ 1 ～ 2 を繰り返します。

2.4 インターロック機能付きシステムモジュールの積み重ね
この手順は、インターロック機能を備えたシステムモジュールに適用されます。

警告: 背骨や筋肉の傷害を避けるため、システムモジュールを 1 人で持ち上げようとしないでくださ
い。
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警告: モジュールをシステムスタックに取り付ける際は、モジュールの下やモジュールの間に指を挟まな
いように、特に注意してください。

警告: 傷害を避けるため、モジュール（溶媒トレイおよびレールを含む）を、ベンチトップ上 1 メートル
（39.4 インチ）を超える高さに積み重ねないでください。

モジュールを積み重ねるには：
1. システムスタックで、追加するモジュールの後脚を以前に追加したモジュールの上に置いて、その後部位置

合わせピンが以前に追加したモジュールの後部位置合わせスロットに収まるまで、後方にスライドさせま
す。

図 2–3: ピンとスロットの位置合わせ

位置合わせピン

位置合わせスロット

2. 追加するモジュールの前面を下げて、その前部位置合わせピンが以前に追加したモジュールの前部位置
合わせスロットに収まるようにします。

3. 残りのシステムモジュールに対して、ステップ 1 ～ 2 を繰り返します。

2.5 廃液システムの要件
サンプルマネージャを配管するとき、以下の廃液システム要件に従います。

• サンプルマネージャがカラムヒーターからの排水を受けることができ、廃液容器への排水路がきちんと確保され
ていることを確認します。

• 廃液チューブおよび流路は、サンプルマネージャの右側にあるチューブガイドに通します。
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2.6 廃液チューブの取り付け

 

警告: 生物学的有害物質や有毒化合物による人体への汚染を防ぐため、本手順を実行する際には、清浄で
耐薬品性のあるパウダーフリーの手袋を必ず着用してください。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

必要なツールおよび材料
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

廃液チューブを取り付ける方法：
1. 処理廃液ポート（サンプルマネージャ下部のドリップトレイにある）から出ている、事前に設置された波型

廃液チューブを取り出し、ソルベントマネージャ上部のドリップトレイに配管します。

図 2–4: 開口部を通る廃液チューブの配管

処理廃液ポート

波型 Teflon チューブ

ソルベントマネージャの上部ドリップトレイの開口部

2. アダプターを波型 Teflon チューブの端までスライドします。

3. アダプターをソルベントマネージャの下部ドリップトレイの前面ボスフィッティングに接続します。
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図 2–5: ドリップトレイに接続された波型テフロンチューブ

波型 Teflon チューブ

アダプター

ソルベントマネージャドリップトレイのボスフィッティング

関連項目: ソルベントマネージャの廃液ラインおよびベントラインの配管方法の手順説明について、
ACQUITY UPLC Binary Solvent Manager PLUS Overview and Maintenance Guide

（『ACQUITY UPLC バイナリーソルベントマネージャ PLUS 概要およびメンテナンスガイド』）、µBinary
Solvent Manager Overview and Maintenance Guide（『μ バイナリーソルベントマネージャ概要
およびメンテナンスガイド』）、または ACQUITY UPLC Quaternary Solvent Manager PLUS
Series Overview and Maintenance Guide（『ACQUITY UPLC クォータナリーソルベントマネー
ジャ PLUS シリーズ概要およびメンテナンスガイド』）。

2.7 電源
ほとんどのモジュールに、独立した接地された電源が必要です。電源コンセントのアース接続は共通で、モジュール
に物理的に近い場所にある必要があります。

警告: 感電防止のため、デバイスから保護パネルを外さないでください。保護パネル内のコンポーネン
トをユーザーが保守することはできません。

注意: サンプルマネージャー、およびカラムヒーターまたはカラムヒーター/クーラーの、電子部品の損傷
を避けるため、接続ケーブルを接続/接続解除する前に、必ずサンプルマネージャーとカラムヒーター/ク
ーラーの電源をオフにします。
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2.7.1 壁面の電源への接続
警告: 感電を防止するには、以下の注意事項を守ってください。

• 米国では SVT 型、ヨーロッパでは HAR 型（またはそれ以上）の電源コードを使用してください。
その他の国での要件については、各国の Waters 代理店にお問い合わせください。

• 電源コードを点検し、必要に応じて交換してください。

• これにメンテナンスを行う前に、各モジュールの電源を切り、プラグを抜いてください。

• 各モジュールは、共通のアースに接続してください。

注: カラムヒーター (CH-A)、カラムヒーター 30 cm (CH-30A) などの一部のカラムモジュールは、相互接続ケ
ーブルを介して、サンプルマネージャから電力供給を受けます。

推奨事項: 最適な長期入力電圧安定性を確保するために、ラインコンディショナーと無停電電源装置 (UPS)
を使用します。正しい選択とサイズについては Waters にお問い合わせください。

壁面の電源に接続する方法：
1. 電源コードのメス型の端を、モジュールの背面パネルにある差し込み口に接続します。

2. 電源コードのオス型の端を、適切に接地された壁コンセントにつなぎます。

2.7.2 カートの電源への接続
使用するシステムにオプションのカートが含まれている場合、この手順に従って、各モジュールを電源に接続しま
す。

警告: 感電を防止するには、以下の注意事項を守ってください。

• 米国では SVT 型、ヨーロッパでは HAR 型（またはそれ以上）の電源コードを使用してください。
その他の国での要件については、各国の Waters 代理店にお問い合わせください。

• 電源コードを点検し、必要に応じて交換してください。

• これにメンテナンスを行う前に、各モジュールの電源を切り、プラグを抜いてください。

• 各モジュールは、共通のアースに接続してください。

推奨事項: 最適な長期入力電圧安定性を確保するために、ラインコンディショナーと無停電電源装置 (UPS)
を使用します。

カートの電源に接続する方法：
1. カートの電源ケーブル（スタートアップキットに含まれている）のメス型端子を、各システムモジュールの背面

パネルにある差し込み口に接続します。

2. カートの電源ケーブルのフードが付いたオス型の端を、カート後部のテーブルタップに接続します。

3. テーブルタップの各ケーブルを、それぞれ個別の回路で動作している壁コンセントに接続します。
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2.8 シグナルケーブルの接続
モジュールの背面パネルには、I/O シグナルケーブル用のねじ式端子を保持する取り外し可能なコネクターが付い
ています。このコネクターはシグナルケーブルが一方向にしか挿入されない構造になっています。

必要なツールおよび材料
• 9/32 インチのナットドライバー

• マイナスドライバー

• コネクター

• シグナルケーブル

ケーブルを接続する方法：
1. コネクターをモジュールの背面パネルのコネクターポートに差し込みます。

図 2–6: コネクターをコネクターポートに差し込む

コネクターポート

コネクター

2. マイナスドライバーを使用して、シグナルケーブルのプラスおよびマイナスのリード線を、コネクターに接続しま
す。

ヒント: モジュールの背面パネルに貼付されているケーブル接続ラベルを参照してください。
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図 2–7: 正および負のリード線の接続

ねじ

コネクター

シグナルケーブル

3. 接地ケーブルのフォーク端子を背面パネルの接地端子に取り付けて、端子をロッキングナットで固定しま
す。

注: 9/32 インチのナットドライバーを使用して、端子が動かなくなるまでロッキングナットを締めます。

図 2–8: 接地端子での接地ケーブルフォーク端子

フォーク端子

ロッキングナット

接地端子
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2.8.1 入出力シグナルコネクター
モジュールの背面パネルに貼付されているケーブル接続ラベルを参照してください。

注: MassLynx ソフトウェアコントロールで実行される質量分析計、ACQUITY 2996 PDA 検出器、または
ACQUITY ELS 検出器をトリガーして起動するには、サンプルマネージャからの接点リレーの出力接続（注入開
始）が必要です。

表 2–1: アナログ出力/イベント入力の接続

シグナル接続 説明

注入開始 注入が開始されたことを示します（接点リレー出力あ
り）。

注入待機 サンプルマネージャが接点リレー入力（他のシステム装
置からなど）を受け取ると、次の注入を遅延させます。

2.9 オプションのリークセンサーの取り付け
サンプルマネージャには、2 つのオプションのリークセンサーが備えられており、それぞれ下部および上部リークセンサ
ーと呼ばれます。

2.9.1 オプションの下部リークセンサーの取り付け
警告: 特に、危険物質を取り扱う場合は、常に優良試験所基準 (GLP) を守ってください。化学物
質安全データシート (MSDS) を参照し、使用している溶媒について確認してください。さらに、危険
物質の適切な使用や取り扱いに関して、所属する組織の安全担当者に相談してください。

警告: 有毒物質による人体への汚染を防ぐため、以下の手順を実行する際には、清浄で耐薬品性
のあるパウダーフリーの手袋を必ず着用してください。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

必要な器材
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

• リークセンサー
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オプションの下部リークセンサーを取り付けるには：

必要条件: 下部リークセンサーを取り付ける際は、清浄で耐薬品性のあるパウダーフリーの手
袋を必ず着用してください。

1. サンプルマネージャの電源を切ります。

2. 送液コンパートメントのドアを開きます。

3. 新しいリークセンサーを慎重に開梱します。

4. リークセンサーの T バーをリークセンサーリザーバー側面のスロットに合わせて、リークセンサーを所定の位
置にスライドさせます。

図 2–9: リークセンサーの T バーとスロットの位置合わせ

リークセンサーの T バー

スロット

5. リークセンサーリザーバーの左側のスロットにリークセンサーリボンケーブルを滑り込ませます。
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図 2–10: スロットの中にあるリークセンサーリボンケーブル

リークセンサーリボンケーブル

リークセンサー

スロット

リークセンサーリボンケーブル

図 2–11: リークセンサーリボンケーブルの配線
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スロット

リークセンサーリボンケーブル

リークセンサー

6. リークセンサーのコネクターをデバイス前面の下部ポートに取り付けます。

図 2–12: リークセンサーコネクターの取り付け

デバイス前面のリークセンサーポート

リークセンサーのコネクター

7. サンプルマネージャの電源を入れます。

8. コンソールで、 サンプルマネージャ > コントロール > モジュールのリセットを選択し、サンプルマネージャ
をリセットします。

9. コンソールでリークセンサー（複数可）を有効にし、リーク検出機能をアクティブにします（コンソールのオン
ラインヘルプを参照）。

2.9.2 オプションの上部リークセンサーの取り付け
警告: 特に、危険物質を取り扱う場合は、常に優良試験所基準 (GLP) を守ってください。化学物
質安全データシート (MSDS) を参照し、使用している溶媒について確認してください。さらに、危険
物質の適切な使用や取り扱いに関して、所属する組織の安全担当者に相談してください。

警告: 有毒物質による人体への汚染を防ぐため、以下の手順を実行する際には、清浄で耐薬品性
のあるパウダーフリーの手袋を必ず着用してください。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

必要な器材
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

• リークセンサー
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オプションの上部リークセンサーを取り付けるには：

必要条件: 上部リークセンサーを取り付ける際は、清浄で耐薬品性のあるパウダーフリーの手
袋を必ず着用してください。

1. サンプルマネージャの電源を切ります。

2. 送液コンパートメントのドアを開きます。

3. 新しいリークセンサーを慎重に開梱します。

4. リークセンサーの T バーをリークセンサー側面のスロットに合わせてから、リークセンサーを所定の位置に滑
り込ませます。

図 2–13: リークセンサーの T バーとスロットの位置合わせ

リークセンサーの T バー

スロット

5. リークセンサーのコネクターをデバイス前面の上部ポートに取り付けます。

図 2–14: リークセンサーコネクターの取り付け

リークセンサーのコネクター

デバイス前面のリークセンサーポート

6. サンプルマネージャの電源を入れます。
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7. コンソールでサンプルマネージャ > コントロール > SM のリセットを選択し、サンプルマネージャをリセット
します。

8. コンソールでリークセンサー（複数可）を有効にし、リーク検出機能をアクティブにします（コンソールのオン
ラインヘルプを参照）。

2.10 ニードルのキャリブレーション
初めてサンプルマネージャを使用する前、およびサンプルニードルを交換する場合は、必ずニードルをキャリブレーシ
ョンする必要があります。ニードルをキャリブレーションしないと、ニードルを損傷することがあります。キャリブレーション
手順は、すべてのニードルで同じです。

必要なツールおよび材料
• 名刺

ニードルをキャリブレーションするには、以下を実行します。
1. サンプルマネージャのドアを開きます。

2. トレイからプレートを取り外します。

3. 保守 > ニードルキャリブレーションをクリックします。

4. 開始をクリックしてから、確認画面で OK をクリックします。

5. 名刺をニードルの下に入れます。

6. キー入力ごとの移動距離に 1.0 mm を選択します。

7. +Z ボタン（Page Down キー）を使用して、トレイ表面から 1 ミリメートル以内までニードルを下げま
す。

8. 変位増分を 0.1 ミリメートルに切り替え、名刺の表面にほとんど接触する位置までニードルを下ろしま
す。

9. 保存 > はいの順にクリックして、閉じるをクリックします。

10. 名刺を取り除きます。

11. サンプルニードルおよびシリンジの容量に変更がある場合は、これらを指定します。

関連項目: サンプルニードルおよびシリンジの容量の変更に関する情報は、「ニードルと拡張ループ設定
パラメーターの変更」および「サンプルシリンジ設定パラメーターの変更」を参照してください。

12. ニードルシールをキャラクタライズします（コンソールのオンラインヘルプを参照）。

2.11 パージ溶媒
パージ溶媒の主要機能は、注入流路に沿ってサンプルを移動させることです。自動希釈オプションを選んだ場合
のみ、パージ溶媒はサンプルと接触（希釈溶媒として）します。シリンジをプライムするためにもパージ溶媒を使用
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します。十分にプライムされていないシリンジはクロマトグラフィーの正確度および再現性に悪影響を与える場合が
あります。

関連項目: サンプルマネージャのプライム

2.12 洗浄溶媒
注入の前または後にニードルの外側を洗浄する操作で、洗浄溶媒を使用することが可能です。デフォルトでは、
システムは注入後にニードルの外側を洗浄します。また洗浄システムをプライムすることにより、廃液チューブが適
切であるか、および洗浄システムが正常に機能しているかを確認できます。

関連項目: 洗浄システム

2.13 パージおよび洗浄溶媒の一般的なガイドライン
最適なパフォーマンスを得るには、以下のガイドラインに従ってパージ溶媒および洗浄溶媒を選択します。そうしな
いと、キャリーオーバーのリスクが増加します。ガイドラインで他の溶媒の組み合わせすべてを禁止しているわけでは
ありません。ただし、他の組み合わせは、パフォーマンスが低くなることを考慮した上で、または注入パラメーターを
操作することによって実施できます。

アプリケーションのサンプルおよび移動相の化学的性質に基づき、パージ溶媒および洗浄溶媒を使用します。自
動希釈を実施する場合、パージ溶媒およびサンプル溶媒/バッファーに混和性または可溶性があることを確認しま
す。

バッファー水溶液、逆相クロマトグラフィー条件および MS アプリケーションの場合、100% のメタノールあるいはア
セトニトリル、またはメタノールあるいはアセトニトリルと 0% ～ 20% の水の混合液を洗浄溶媒として使用する
ことが最適です。細菌の繁殖を防ぐとともに溶存ガスを最小限に抑えるため、有機成分が低い（約 5% ～
10%）パージ溶媒を使用します。

溶媒の詳細については、使用するシステムのガイドの付録「溶媒の取り扱い時の注意」を参照してください。

注意: 溶媒の流路にあるソレノイドバルブのシートおよびシールの損傷を防ぐため、不揮発性のバッファ
ーをシール洗浄溶媒として使用しないでください。

自動希釈オプションを使用する場合に最適なパフォーマンスを得るには、パージ溶媒がバッファーを除き、アイソク
ラティックまたは初期グラジェント条件と類似または同等である必要があります。塩バッファーは、パージまたは洗浄
溶媒に使用しないでください。

表 2–2: 洗浄溶媒の影響

プロパティ 影響

有機溶媒の種類 一般論として、パージおよび洗浄溶媒には同じ種類の
有機溶媒が含まれている必要がありますが、実行でき
ない場合があります。ただし、100% 有機洗浄溶媒
を使用することはできます。
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表 2–2: 洗浄溶媒の影響 (続き)

プロパティ 影響

溶媒の組成 自動希釈オプションを使用する場合、パージ溶媒は
初期グラジェント移動相とできるだけ近いか、同じ組成
である必要があります。

pH 最適なピーク形状とキャリーオーバーパフォーマンスを得
るため、パージ溶媒と洗浄溶媒の pH を調整します。

洗浄溶媒の濃度 洗浄溶媒の濃度は、キャリーオーバーを許容範囲に
抑えるのに必要な濃度を超えないようにする必要があ
ります。

サンプルの溶解性 自動希釈を実施する場合、サンプルはパージ溶媒に
溶解性がある必要があります。

注: タンパク質（例えば血漿中）は有機成分が 40%
を上回る溶媒には溶解しません。

サンプル希釈液 パージ溶媒（希釈液）はサンプルと接触するので、サ
ンプル中のマトリクスとできるだけ一致するようにしま
す。ピーク形状に対するマトリクスの組成の悪影響を
補正するには、パージ溶媒の組成を調整します。

サイクル時間 粘性の高い洗浄溶媒の場合、洗浄サイクル時間は
長くなります。

2.14 サンプルマネージャのプライム
プライムにより、洗浄システムが洗浄溶媒で満たされるか、注入路がパージ溶媒で満たされます。以下の操作を
行うには、システムをプライムします。

• 新しいサンプルマネージャの操作準備。

• 24 時間以上アイドル状態であった後の、サンプルマネージャの操作準備。

• パージ溶媒の準備。

• 洗浄溶媒の変更。

• ラインの気泡の除去。

パージ溶媒および洗浄溶媒の組成が適切であるか、LC/MS グレードであるか、システムで使用される他の溶媒
と混和性があるかを確認してください。すべての溶媒ボトルにフィルターを使用し、プライムに必要な量の溶媒を用
意してください。

サンプルシリンジおよび洗浄溶媒をプライムするには：

1. ACQUITY UPLC コンソールのシステムビューで、サンプルマネージャを選択してから、コントロール > プ
ライムをクリックします。
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代替手段: データアプリケーションで、サンプルマネージャのコントロールパネルを右クリックしてから、プライ
ムをクリックします。

2. プライムダイアログボックスで、左側にあるボックスをクリックして、プライム機能を選択します。

3. 洗浄溶媒をプライムする時間（秒）、パージ溶媒をプライムするサイクル数を指定して、OK をクリックしま
す。

表 2–3: プライムパラメーター値

パラメーター 洗浄溶媒 パージ溶媒

プライム範囲 1 ～ 600 秒 1 ～ 100 サイクル
既定のプライム 15 秒 5 サイクル
推奨プライム：乾燥したインレット
チューブ

180 秒 100 µL シリンジ：60 サイクル
250 µL シリンジ：24 サイクル
500 µL シリンジ：12 サイクル

推奨プライム：溶媒変更 180 秒 100 µL シリンジ：50 サイクル
250 µL シリンジ：20 サイクル
500 µL シリンジ：10 サイクル

注: 各プライムサイクルには、約 30 秒が必要です。

システムステータスが「アイドル」状態とレポートされれば、プライムが完了しています。

2.15 ニードルの外側の洗浄
サンプルニードルが注入/洗浄ポートのなかにある間に、洗浄システムがサンプルニードルの外側を洗浄します。

ニードルの外側の洗浄方法：
1. コンソールで、サンプルマネージャを選択してから、コントロール > ニードル洗浄をクリックします。

代替手段: データアプリケーションでサンプルマネージャのコントロールパネルを右クリックし、次にニードル洗
浄をクリックします。

2. ニードル洗浄ボックスで、洗浄時間を秒単位で指定します。

表 2–4: ニードル洗浄パラメーター値

溶媒 範囲 既定値

洗浄溶媒 1 ～ 99 秒 6 秒

ヒント: 洗浄溶媒の流量は、90:10 水/アセトニトリルの場合約 10 ～ 20 mL/分です。洗浄流量は
溶媒の粘度により異なります。

3. OK をクリックします。
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結果: ニードル洗浄が開始します。終了すると、ステータスはアイドルに戻ります。

2.15.1 ニードル洗浄ルーチンの完了前の停止

ニードル洗浄を完了前に停止する方法：
1. サンプルマネージャの情報画面で、コントロール > SM をリセットをクリックします。

代替手段: データアプリケーションでサンプルマネージャのコントロールパネルを右クリックし、次に SM をリ
セットをクリックします。

2.16 サンプルプレートのロード
サンプルマネージャには、システムと一緒に使用するよう承認を受けている ANSI 規格のウェルプレート、バイアル
トレイ、バイアル、キャップマット/シールキャップが適合します。サンプルマネージャは 2 つの ANSI/SBS プレートを
収容することができます。プレートはサンプルコンパートメントのドアを経由してロードされます。

 

警告: 生物学的有害物質や有毒化合物による人体への汚染を防ぐため、本手順を実行する際には、清浄で
耐薬品性のあるパウダーフリーの手袋を必ず着用してください。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

必要条件: ANSI/SBS 規格に適合するプレートを使用します。

ヒント: サンプルトレイの右側と左側にある V1 ～ V4 のバイアル位置は、4 mL バイアルに対応します。これら
の位置で 2 mL バイアルの使用を可能にするインサートについては、Waters にお問い合わせください。

必要なツールおよび材料
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

サンプルプレートをロードする方法：
1. サンプルコンパートメントのドアを開きます。

2. プレート位置 1 または 2 を選ぶには、プレートセレクタースイッチを押します。

例外: 診断機能実行中、サンプルマネージャのプライム中、またはサンプルニードルがサンプルトレイにアク
セスしようとしているとき（注入するか洗浄するため）にプレートセレクタースイッチを押すと、デバイスのビー
プ音が 1 回鳴り、プレートの位置は変わりません。サンプルマネージャが進行中のタスクを完了すると、ス
イッチは再び動作します。
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ヒント: プレートセレクタースイッチを 2 回押して、サンプルプレートのロードと、4 mL バイアルを受け入れ
る位置のロードを切り替えます。

3. サンプルトレイを引き出します。

図 2–15: サンプルトレイのサンプルコンパートメントからの引き出し

1

2

プレートセレクタースイッチ

4 mL バイアルの位置 (V1 ～ V4)

引き出されたサンプルトレイ

4. プレートのウェル位置 A,1 が左後方の角、プレート前縁がサンプルトレイハンドルの後ろになるように、プレ
ートをトレイにロードします。

ヒント: 「A」は行を、「1」はバイアル位置を示します。
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図 2–16: サンプルプレートのサンプルトレイへのロード

1

2

ウェル位置 A,1

サンプルプレートの前縁

サンプルトレイのハンドル

図 2–17: サンプルプレートのバイアル位置

5. 所定の位置でカチッと音がするまで、トレイを差し込みます。
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図 2–18: サンプルトレイのサンプルコンパートメントへの差し込み

1

サンプルトレイのハンドル

注意: サンプルニードルの損傷を防ぐために、サンプルプレートを正しい位置に配置し、サンプル
トレイをしっかり取り付ける必要があります。

6. サンプルコンパートメントのドアを閉じます。

2.17 バイアルおよびプレートに関する推奨事項の確認
サンプルマネージャでサンプルバイアルおよびプレートを使用する際には、以下の使用のガイドラインを順守すること
をお勧めします。

• バイアル

• Waters 認定バイアルのみを使用してください。

• バイアルホルダーが ANSI/SBS 仕様に準拠していることを確認してください。

• プレート

• Waters 認定のプレートおよびキャップマットのみを使用します。

• 特に 384 ウェルプレートに対して新しいプレートサプライヤーを選択する場合は、プレートのサイズを測定
して、Waters の サンプルマネージャの仕様との適合性を確認してください。

• プレートのゆがみを防止するため、遠心分離機にかけないでください。

• 有機溶媒の濃度が高いサンプルを含むプレートでは、室温またはそれ以上の温度で溶媒の蒸発により
一貫性のない結果が出る場合があることに注意してください。

• カバー
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• 可能な場合は必ずサンプルプレートにキャップマットを使用してください。

• スリット付きキャップマット/シールおよびバイアルキャップを使用してください。スリットなしのキャップマットおよ
びバイアルキャップを使用すると、洗浄廃液ラインのつまりの原因になることがあります。

• サンプルの流出やニードルの損傷を避けるため、サンプルバイアルのカバーは、Waters 推奨品のみを使
用してください。

関連項目: プレートおよびバイアルについての詳細は、Waters Sample Vials and Accessories
Brochure（『Waters サンプルバイアルと付属品のパンフレット』） (720001818EN)を参照するか、Waters
のウェブサイトのプレートセレクターおよびバイアルセレクターにアクセスしてください。

2.18 サンプルチャンバーの注意事項
警告: 刺傷を避けるため、動作中のニードルアセンブリーに手および衣服の端が近づきすぎないよう、
注意してください。サンプルコンパートメントのドアが開いているときにニードルアセンブリーを動作させよう
とすると、サンプルマネージャーから 3 回ビープ音が鳴ることに注意してください。

2.19 サンプルニードルの選択
Waters では、様々なニードルサイズを提供しており、注入量とサンプル粘度に最適のオプションをお選びいただ
けます。15 µL ニードルは最高の注入量精度をもたらしますが、30 µL ニードルでは最大 4 倍の速さでサンプ
ルを吸引できます。

ヒント: 小さいサイズのニードルを使用すると、サイクル時間が長くなります。

表 2–5: サンプルマネージャでサポートされているサンプルニードル

ニードルサイズ 推奨する最大注入量

15 μL - 既定 10 μL
30 μL 25 μL

2.20 拡張ループの選択
拡張ループは、注入用に吸引して保持できるサンプルの量を増やすことを目的とした、注入システムのオプション
部品です。拡張ループは、ニードルと注入バルブポートの間に設置します。下記のサイズの拡張ループがサポート
されています。

• 50 µL（既定値）

• 100 μL
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• 250 μL

• 1000 μL

推奨事項: 最大注入量は、ループとニードルの合計容量の 75% です。推奨最大量を超える注入を行うと、サ
ンプルの回収率が低下する原因になります。

以下の計算式を適用して、最大注入量を計算します。

最大注入量 (µL) = [ループ容量 (µL) + ニードル容量 (µL)] × 0.75

例: 250 µL のループおよび 30 µL のニードルが取り付けられているシステムでは、最大注入量は 210 µL で
す。

最大注入量 = [250 µL + 30 µL] × 0.75

最大注入量 = 280 µL × 0.75

最大注入量 = 210 µL

2.21 拡張ループの取り付けと交換

 

警告: 生物学的有害物質や有毒化合物による人体への汚染を防ぐため、本手順を実行する際には、清浄で
耐薬品性のあるパウダーフリーの手袋を必ず着用してください。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

必要なツールおよび材料
• 拡張ループキット

• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

• 1/4 インチのスパナ

拡張ループを取り付けまたは交換するには：
1. サンプルマネージャの電源を切ります。

2. 送液コンパートメントのドアを開きます。

3. 1/4 インチのスパナを使用して、注入バルブのポート 4 からニードルチューブまたは拡張ループのフィッティ
ングを緩めます。
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図 2–19: 注入バルブ

ニードルチューブ（または、取り付けられている場合は拡張ループチューブ）

4. 拡張ループチューブを注入バルブのポート 4 に完全に挿入し、フィッティングをポートにねじ込みます。

5. ポートの底に拡張ループチューブを保持して、拡張ループフィッティングを手で締め付けます。

6. 1/4 インチのスパナを使って、拡張ループのフィッティングを、既存のフィッティングの場合はさらに 1/6 回
転、新しいフィッティングの場合はさらに 3/4 回転締め付けます。

注: 拡張ループチューブをポートの底まで正しく押し込まないと、キャリーオーバーまたはクロマトグラフィー不
良の原因になる可能性があります。

図 2–20: 拡張ループ

1

2

3

拡張ループのユニオン

拡張ループチューブ

拡張ループのフィッティング

7. サンプルニードルのフィッティングを拡張ループのユニオンにねじ込み、手で締め付けてから 1/4 インチのス
パナを使用して、新しいフィッティングに対してはさらに 3/4 回転、既存のフィッティングに対してはさらに
1/6 回転締め付けます。

注: サンプルニードルを、適切に拡張ループのユニオンの底まで押し込まなければ、キャリーオーバーまたは
クロマトグラフィー不良の原因となる可能性があります。

8. 送液コンパートメントのドアを閉じます。
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9. サンプルマネージャの電源を入れます。

10. 拡張ループの容量を、ニードルと拡張ループ設定パラメーターの変更の説明に従って、変更してください。

2.22 ニードルと拡張ループ設定パラメーターの変更

ニードルまたは拡張ループの容量設定を変更する方法：
1. コンソールでサンプルマネージャを選択してから、設定 > 容量をクリックします。

2. 容量設定ダイアログボックスで、リストから適切なニードルまたは拡張ループサイズを選択して OK をクリッ
クします。

注: サンプルマネージャに拡張ループが装備されていない場合は、ループのサイズとして 0 を選択します。

2.23 サンプルシリンジの選択
下記のサンプルシリンジサイズは、サンプルマネージャで使用できます。

• 50 μL

• 100 µL – 既定値

• 250 μL

• 500 μL

サンプルマネージャはシリンジプランジャーの吸引を複数回行い、シリンジ容量よりも多くのサンプルを吸引します。
この反復アクションによってサンプル吸引に必要な時間が長くなります。そのため Waters はシリンジ（およびオプ
ションの拡張ループ）内の合計サンプル量に対応できるシリンジサイズを選ぶことを推奨します。

2.24 サンプルシリンジ設定パラメーターの変更

サンプルシリンジの容量設定を変更する方法：
1. コンソールでサンプルマネージャを選択してから、設定 > 容量をクリックします。

2. 容量設定ダイアログボックスで、リストから適切なサンプルシリンジサイズを選択して OK をクリックします。

2.25 サンプルシリンジの吸引レートの選択
シリンジプランジャーの最適な吸引レートは、サンプルの量や粘度、および指定したサイクル時間によって異なりま
す。吸引レートの既定値は、ニードルサイズによって異なります。
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• 15 μL ニードル：30 μL/分

• 30 μL ニードル：120 μL/分

必要に応じて、吸引速度（単位：μL/分）を指定することもできます。

表 2–6: 最大のシリンジ吸引速度

溶媒の種類 15 μL ニードル 30 μL ニードル

メタノール/水 50:50 30 μL/分 120 μL/分
100% 水 55 μL/分 230 μL/分
100% アセトニトリル 150 μL/分 500 μL/分
100% のジメチルスルホキシド
(DMSO)

25 μL/分 100 μL/分

シリンジの吸引レートを上げると、サンプルの吸引に必要な時間が短くなります。ただし、吸引レートを上げ過ぎる
と、面積や高さの再現性が低下します。吸引レートを上げる場合、必ずメソッドの継続的な許容性を確認してく
ださい。

2.26 ニードル位置設定の選択
ニードル位置は、サンプルニードルの先端からサンプルバイアルの底までの垂直方向の距離です。既定のニードル
位置設定にすると、ニードルがバイアルの底に達することはありません。

注意: ニードルの破損を避けるため、このセクションのガイドラインに従ってください。ニードルがキャリブレ
ーションされていることを確認し、使用するサンプルプレートまたはバイアルに適したニードル位置設定を
使用してください。

関連項目: ニードルのキャリブレーションの詳細については、「ニードルのキャリブレーション」を参照してください。

以下の 2 つの場所で、ソフトウェアでのニードル位置の既定の設定を変更できます。サンプルマネージャの装置メ
ソッドエディターの希釈タブ、および詳細設定ダイアログボックスです。

表 2–7: ニードル位置の既定の設定

プレートの種類 既定値

48 バイアル 4.0 mm （自動）
その他のプレート全て 2.0 mm

注: 上の表にリストされている既定のニードル位置の値は、下図の で示される寸法です。
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図 2–21: バイアル中のサンプルニードル

1

2

3

バイアルの深さ

サンプルニードル

サンプルニードルの先端からサンプルバイアルの底までの距離

2.27 バイアルから最大サンプル量の回収
2 mL 最大リカバリーバイアル用の ANSI プレート（48 バイアル）の既定の定義によれば、バイアル内にサンプ
ルの一部が残ることがあります。最大量のサンプル回収が必要な場合、ニードルの位置設定を変更します。

関連項目: ニードルのキャリブレーションの詳細については、「ニードルのキャリブレーション」を参照してください。

ヒント: バイアルのニードル位置設定を変更するには、装置メソッドエディター > ACQ-FTN > 全般タブ > 
詳細設定をクリックし、「ニードル位置（底から）」の値を変更します。

バイアルの種類 最小ニードル位置
(mm)

説明 パーツ番号

Waters 製トータルリカバ
リーバイアル

0.7 透明のねじ込みキャップ
12 X 32 mm トータルリ
カバリースリット付き
PTFE/シリコーンセプタム

186000385C

Waters 製最大リカバリ
ーバイアル

2.1 透明のねじ込みキャップ
12 X 32 mm 最大リカ
バリースリット付き PTFE/
シリコーンセプタム

186000327C

黄色のねじ込みキャップ
12 X 32 mm 最大リカ
バリースリット付き PTFE/
シリコーンセプタム

186003886C
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バイアルの種類 最小ニードル位置
(mm)

説明 パーツ番号

Waters 製平底バイアル 0.1 透明のねじ込みキャップ
12 X 32 mm スリット付
き PTFE/シリコーンセプタ
ム

186000307C

黄色のねじ込みキャップ
12 X 32 mm スリット付
き PTFE/シリコーンセプタ
ム

186000847C

ねじ込みキャップ 12 X
32 mm 750 µL PP ス
リット付き PTFE/シリコー
ンセプタム

186002636

ねじ込みキャップ 12 X
32 mm 300 µL PP ス
リット付き PTFE/シリコー
ンセプタム

186002639

関連項目: 『Waters サンプルバイアルおよび付属品』パンフレットは www.waters.com にあります。

2.28 プレートの種類の変更
ANSI-48Tube0.65mLHolder のプレート種類は、バイアル底部のサンプルをニードルが使用しないように
Empower ソフトウェアで定義され、残存量が大幅に増加します。このプレートタイプには 0.65 mL チューブが
含まれています。

新しいプレート種類を作成して、深さの値を修正する方法：
1. Empower ソフトウェアで、システムの管理画面を開きます。

2. Empower の設定ツリーで、プレートの種類を選択します。

3. プレートタイプとして ANSI-48Tube0.65mLHolder を選択します。

4. メニューで、ファイル > プロパティを選択します。

5. プレートの種類に、適切なプレートの名前を入力します。

6. 深さパラメーターを 28.5 に変更します。

7. OK をクリックします。

結果: 新しい名前と変更されたニードルの深さで、プレートの定義のコピーが作成されます。
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2.29 エアギャップ量の指定
エアギャップはサンプルの分散を制限することができます。既定のエアギャップは 0 です。

次のような状況で、サンプルマネージャ装置メソッドでエアギャップのサイズを変更できます。

• 注入量が最大推奨注入量に非常に近い場合、サンプルを保護するために、プレアスピレートエアギャップを追
加します。例えば、標準の 15 μL ニードルで 10 μL の注入を計画している場合は、プレアスピレートエアギ
ャップを追加できます。

• ごく少量のサンプル注入 (1 µL 以下) を保護するには、ポストアスピレートのエアギャップを追加します。

• ニードル先端からのサンプルの損失を防ぐには、0.1 ～ 0.2 µL のポストアスピレートエアギャップを追加しま
す。

Waters は、サンプルの前後にエアギャップを追加しないよう推奨します。3 μL 以上のエアギャップは、クロマトグ
ラフィーで余分なピークの原因となります。

エアギャップ量を指定する方法：
1. サンプルマネージャ装置メソッドを選択します。

2. 全般タブをクリックしてから、 詳細設定をクリックします。

3. 詳細設定ダイアログボックスで、 エアギャップをクリックします。

4. プレアスピレートまたはポストアスピレートの値を µL 単位で指定します。

5. OK をクリックします。

結果: 全般タブの 詳細設定の横に、詳細設定が変更されていることを示す  記号が表示されます。

2.30 先行ロードオプション
先行ロードオプションにより、現在のサンプルを分析中に、サンプルマネージャがサンプルリストの次のサンプルを吸
引します。これにより注入サイクルのオーバーヘッド時間（クロマトグラフィーの分析時間に追加される時間）が短
縮されます。多くのアプリケーションで、先行ロードオプションにより、クロマトグラフィーパフォーマンスを低下させること
なくサイクル時間を短縮することができます。

制限事項: サンプルセットの各サンプルラインの最初の注入では、先行ロードオプションを使用できません。

必要条件: 先行ロードオプションを使用する場合は、ニードルおよびオプションの拡張ループをオフラインにする必
要があります。

以下の図は標準的な注入モードのサイクル時間を示しています。
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図 2–22: 標準的な注入モードのサイクル時間の定義

以下の図は初回注入後の先行ロードモードのサイクル時間を示しています。

図 2–23: 先行ロードモードのサイクル時間の定義

ヒント: バッファー遅延時間とは、サンプルのロードに必要な時間の変動を補正する「待機時間」のことです。

洗浄時間とサンプル準備時間がクロマトグラフィー分析時間と等しいか、これよりも長い場合は、先行ロードオプ
ションの選択によってサイクル時間は改善されません。

2.31 ループオフラインオプション
先行ロード機能での使用に加えて、ループオフラインオプションにより、グラジェントが注入バルブに達する前および
サンプルが注入ポートに送液された後に、ニードルと拡張ループをオフラインにすることで、遅延容量を削減するこ
とができます。ただし、遅延容量が顕著になるのは、50 µL より大きい拡張ループを使用するシステムだけです。
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最初のグラジェント変更が注入バルブに達する前またはグラジェントが初期動作条件に戻った後に、ループをオフ
ラインにします。

2.32 ニードルおよび拡張ループをオフラインにする時間を決定する
ニードルおよび拡張ループが流路から取り外された時には、移動相の組成が含まれています。溶解性が低いため
にニードルおよび拡張ループに沈殿している溶質は、グラジェント組成によりサンプルが溶け、カラムに流れるまで、
カラムに移動しません。この時点で溶質の保持係数 (k') が高いと、一定のカラム容量でカラムからの溶出が生じ
ます。ニードルおよび拡張ループをオフラインにする正しい時間を選択することで、すべてのサンプルが確実にループ
から洗い流されます。

最初のグラジェント変更の前にニードルおよび拡張ループをオフラインにする場合は、まずサンプルを完全にカラムま
で流すようにしてください。これを行うには、初期グラジェント組成の溶媒を使用します。溶媒の量は、最低でも注
入量の 5 倍が必要です。

この計算式を適用して延長時間を計算します。

例: 20 µL のループが取り付けられていて、流量が 500 µL/分の場合、ループのオフライン時間は少なくとも
0.20 分が必要です。

グラジェントの終了後にニードルおよびオプションの拡張ループをオフラインにする場合は、オフラインにする前に、必
ず初期グラジェント組成の溶媒で完全に満たしてください。

さらに、ニードルおよびループの正しいオフライン時間を決定する際は、以下の注意事項に留意してください。

• 洗浄溶媒時間がループのオフライン時間より長い場合は、ニードルの洗浄が完了するまで、ニードルがオフラ
インになることはありません。

• 中身の濃度が、グラジェントの初期条件より高い場合、ニードルおよび拡張ループのオフライン時間は発生し
てはなりません。

ヒント: プログラムされたグラジェントは通常、サンプルと接触する装置のすべての部分を流れます。グラジェントが
最終条件に達する前にニードルおよび拡張ループのオフラインのオプションを開始すると、グラジェントの高有機部
分がニードルを流れなくなります。結果として、グラジェントはニードルからすべてのサンプルを取り除けず、サンプル
の回収率が低下し、キャリーオーバーのリスクが増加します。
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2.33 先行ロードとループオフラインのオプションの選択

先行ロードとループオフラインのオプションを選択する方法：
1. 装置メソッドエディターで、ACQ-FTN タブ、全般タブの順にクリックします。

2. 先行ロードとループオフラインのオプションのチェックボックスを選択します。

3. ループオフラインのオプションに対する間隔を指定します。

ヒント: プログラムされたグラジェントは通常、サンプルと接触する装置のすべての部分を流れます。グラジェ
ントが最終条件に達する前にニードルおよび拡張ループのオフラインのオプションを開始すると、グラジェント
の高有機部分がニードルを流れなくなります。結果として、グラジェントはニードルからすべてのサンプルを取
り除けず、サンプルの回収率が低下し、キャリーオーバーのリスクが増加することがあります。

2.34 キャリーオーバーの低減
クロマトグラフィーシステムでは、不要なピークや過剰なバックグラウンドノイズを形成する物質は、すべて汚染とみ
なされます。キャリーオーバーは汚染の一種であり、注入後にシステムに残留しているサンプル物質が、以後の注
入でピークとして出現し、定量化を損なう現象です。システムのパフォーマンスを最適化するには、キャリーオーバ
ーを最小限に抑え、許容レベル（多くの場合、検出限界未満）に保つ必要があります。

キャリーオーバーは、チューブ、フィッティング、またはその他のハードウェアが正しく取り付けられていない場合や、効
果がない洗浄溶媒によって生じます。以下の処理を行って、キャリーオーバーを低減します。

• 拡張ループは、必ず同一のシステムでのみ使用します。

• すべてのチューブが適切に取り付けられていることを確認します。フィッティングを締める前に、必ずチューブが適
切にフィッティングの中にある（内部に隙間がない）ことを確認してください。接続不良により、サンプルが残る
不要なスペースがリザーバーにできて、キャリーオーバーが増えます。

• ニードルガイドに、キャリーオーバーの原因となる残留サンプルやゴミがないか点検します。必要であれば、ガイ
ドを清掃または交換します。

• キャリーオーバーの原因となるので、粘着性の物質を使用したプレートまたはバイアルのシールシステムは避け
てください。

• サンプルとニードルの素材が相互作用している疑いがある場合は、洗浄溶媒を強力にするか、洗浄時間を
長くします。それでもキャリーオーバーが残る場合は、ニードルを、サンプルとの相互作用が少ない Bio
(MP35N)ニードルなどの別の組成の素材のニードルと交換してください。

• 洗浄溶媒を選択する際は、パージおよび洗浄溶媒の一般的なガイドラインに明記されたガイドラインに従って
ください。

関連項目: クロマトグラフィーシステムでの汚染管理の詳細については、Waters ウェブサイトにある
Controlling Contamination in LC/MS Systems Best Practices（『LC/MS システムにおける汚染の
管理のベストプラクティス』） (715001307JA)を参照してください。
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2.35 自動追加注入
Empower 3 を使ってサンプルマネージャをコントロールする場合、自動追加機能を使用して、最大 10 バイア
ル（そのうちの 1 つはサンプルバイアル）のサンプルで構成される注入を行うことができます。すべてのバイアルから
のサンプルがニードルおよび拡張ループ内に入ってからサンプルが混合されるように、遅延時間を指定することがで
きます。

必要条件: 自動追加注入の合計量は、サンプルループ容量より小さくなければなりません。

関連項目: 自動追加機能の使用に関する詳細情報は、Empower 3 のオンラインヘルプを参照してください。

2.36 自動希釈の選択
自動希釈オプションを選択すると、サンプルシリンジが供給する溶媒で、溶解したサンプル（固体を含まない）が
希釈されます。また、サンプルを混合させるための時間間隔を指定できます。

希釈オプションを選択するには：
1. 装置メソッドエディターで、ACQ-FTN タブ、希釈タブの順にクリックします。

2. ボックスを選択して希釈を有効にします。

3. ニードル高さ、パージ溶媒容量、および希釈後遅延間隔を指定します。

2.37 リークセンサーアラームへの対応
サンプルマネージャには、下部と上部に 2 つのリークセンサーが備えられており、下部および上部リークセンサーと
呼ばれます。

リークセンサーリザーバーに約 1.5 mL の液体が溜まると、アラームが鳴り、リークセンサーによってリークが検出さ
れたことが示されます。

 

警告: 生物学的有害物質や有毒化合物による人体への汚染を防ぐため、本手順を実行する際には、清浄で
耐薬品性のあるパウダーフリーの手袋を必ず着用してください。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

注意: リークセンサーの擦傷やその他の損傷を防ぐには、

• バッファー溶媒がセンサーの上に溜まったり、センサーの上で乾燥しないようにしてください。

• センサーを洗浄槽に浸さないでください。
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必要なツールおよび材料
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

• 綿棒

• 糸くずが出ない柔らかい布

リークセンサーアラームへの対応方法：
1. サンプルマネージャの送液コンパートメントのドアを開けます。

2. コンソールのリークセンサーダイアログボックスで、サンプルマネージャの 2 つのリークセンサーのどちらでリーク
が検出されたかを確認します。

3. 「リークが検出されました」のメッセージが表示された場合、リークの発生箇所を特定し、リークを止めるため
に必要な処置を実施します。詳細は ACQUITY UPLC Column Heater-Active Overview and
Maintenance Guide（『ACQUITY UPLC カラムヒーター-アクティブ概要およびメンテナンスガイド』）、
ACQUITY UPLC 30-cm Column Heater-Active Overview and Maintenance Guide

（『ACQUITY UPLC 30 cm カラムヒーター-アクティブ概要およびメンテナンスガイド』）、ACQUITY
UPLC 30-cm Column Heater/Cooler Overview and Maintenance Guide（『ACQUITY
UPLC 30 cm カラムヒーター/クーラー概要およびメンテナンスガイド』）、または ACQUITY UPLC
Column Manager - Active and Column Manager - Auxiliary Overview and
Maintenance Guide（『ACQUITY UPLC カラムマネージャ-アクティブおよびカラムマネージャ-AUX
概要およびメンテナンスガイド』）を参照してください。

注意: 電気コンポーネントおよび回路の損傷を防ぐため、モジュールの電源がオンになっている
間は、電気アセンブリーの接続を外さないでください。電源を完全に遮断するには、電源スイッ
チを「オフ」にしてから、AC 電源からプラグを外します。アセンブリーの接続を外す前に、10 秒
以上待機してください。

4. サンプルマネージャの電源を切ります。

注意: リークセンサーの損傷を防止するため、リボンケーブルでリークセンサーを掴まないでくださ
い。

5. センサーの切り込み部分を持ってリークセンサーを引き上げることで、リザーバから取り外します。

図 2–24: リークセンサーアセンブリー
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切り込み

リボンケーブル

プリズム

ヒント: リザーバーから取り外した後にリークセンサーを容易に操作できない場合、デバイスの前面からコネ
クターを取り外します（リークセンサーの交換を参照）。

6. 糸くずが出ない柔らかい布で、リークセンサープリズムを拭きます。

7. 表面に傷を付けず糸くずが出ない布を巻いてたたみ込み、リークセンサーリザーバーとその周囲に溜まった
液体を吸い取ります。

図 2–25: リークセンサーリザーバー

1

リークセンサーリザーバー

8. リークセンサーリザーバーの隅やその周囲に残っている液体を、綿棒で吸い取ります。

9. リークセンサーの T バーをリークセンサーリザーバー側面のスロットに合わせて、リークセンサーを所定の位
置にスライドさせます。

図 2–26: 下部リークセンサーの T バーとスロットの位置合わせ

1

2

2019 年 6 月 11 日, 715005051JA リビジョン D
59 ページ



T バー

リークセンサーリザーバーのスロット

10. デバイス前面からコネクターを取り外した場合は、再度取り付けます。

図 2–27: リークセンサーコネクターの取り付け

リークセンサーのコネクター

デバイス前面のリークセンサーポート

11. サンプルマネージャの電源を入れます。

12. コンソールで、サンプルマネージャを選択してから、コントロール > SM をリセットをクリックし、サンプルマネ
ージャをリセットします。

13. コンソールでリークセンサーを有効にし、そのリーク検出機能をアクティブにします。

2.38 診断テスト
以下の診断テストを、サンプルマネージャの［保守］メニューから選択できます。

• ニードルシール準備テスト。これにより、ニードル、ニードルシール、スタティックリターンチューブを通って送液され
るときに、圧力が上昇することを確認します。圧力の正の上昇が記録されたとき、システム圧力の低下がない
ことが間接的に確認されます。

• サンプルシリンジリークテスト。これにより、サンプルシリンジ、計量シリンジバルブ、サンプルトランスデューサー、
注入バルブに漏れがないことが確認されます。このテストにより、サンプルシリンジが適切にプライムされており、
気泡がないことも確認されます。

保守メニューには、以下の機能もリストされています。

• シール位置を決定する、ニードルシールのキャラクタライズ。

• コンポーネントを交換します。すると、サンプルシリンジ、ニードル、ニードルシールの交換が可能になります。

• ニードルの垂直位置をキャリブレーションする、ニードルの Z 軸のキャリブレーション。

• サンプルトレイと R キャリッジを手動で移動する前に実行する、モーターの無効化。

• システムを格納する前、またはニードルやバルブを交換する前に実行する、サンプルニードルと注入バルブのパ
ーク。

関連項目: 
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• ソルベントマネージャのリークテストの詳細について、Quaternary Solvent Manager Overview and
Maintenance Guide（『クォータナリーソルベントマネージャ概要およびメンテナンスガイド』）または
ACQUITY UPLC Binary Solvent Manager Operator's Overview and Maintenance
Information（『ACQUITY UPLC バイナリーソルベントマネージャ操作概要およびメンテナンス情報』）を
参照してください。

• 診断テストの実行に関する追加情報については、コンソールのオンラインヘルプを参照してください。
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3 メンテナンス

サンプルマネージャのコンポーネントに問題が生じた場合、または定期メンテナンスを実施する場合、このセクション
の操作手順を実行します。サンプルマネージャで発生した問題の特定についての情報は、コンソールのオンライン
ヘルプを参照してください。

3.1 Waters テクニカルサービスへのお問い合わせ
日本のお客様は、製品の不備やその他の問題が発生した場合、日本ウォーターズ株式会社
(0120-800-299) までご連絡ください。日本以外のお客様は、Waters Corporation 本社（米国マサチュ
ーセッツ州、Milford）または最寄りの Waters 支社にご連絡ください。Waters ウェブサイトには、各国の
Waters 営業所の電話番号と電子メールアドレスが記載されています。www.waters.com にアクセスしてくだ
さい。

Waters に連絡する際には、次の情報をお手元にご用意ください。

• エラーメッセージ（ある場合）

• 症状の特徴

• システムモジュールのシリアル番号、およびそのファームウェアバージョン（該当する場合）

• 流量

• 動作圧力

• 溶媒（単数または複数）

• 検出器の設定（感度および波長）

• カラムの種類およびシリアル番号

• サンプルの種類および希釈液

• データソフトウェアのバージョンおよびシリアル番号

• システムワークステーションのモデルおよびオペレーティングシステムのバージョン

輸送中の損傷の報告およびクレーム申請の方法の説明については、Waters のウェブサイト
(www.waters.com) の文書 Waters Licenses, Warranties, and Support Services（『Waters
使用許諾・保証・サポートサービス』）を参照してください。

トラブルシューティングの詳細については、support.waters.com にアクセスしてください。
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3.2 モジュール情報の表示
個々のシステムモジュールには、サービスおよびサポートの円滑化を図るため、固有のシリアル番号が付けられてい
ます。このシリアル番号は、特定の装置に関する使用履歴を確認できるよう、特定のモジュールにつき 1 つのログ
エントリーを作成するためにも利用されています。
Waters カスタマサポートに連絡する場合は、システムのモジュールに付けられたシリアル番号を、あらかじめ確認
しておいてください。

モジュール情報の表示方法：
1. コンソール画面で、システムツリーからモジュールを選択します。

2. 設定 > モジュール情報表示をクリックします。
モジュール情報ダイアログボックスに、下記の情報が表示されます。

• シリアル番号

• ファームウェアバージョン

• ファームウェアチェックサム

• コンポーネントソフトウェアバージョン

代替手段: 

• メイン画面で、情報が必要なシステムモジュールの表示にポインターを移動すると、該当する情報が
表示されます。

• シリアル番号は、モジュールの背面パネルまたはモジュールドアの内側の印刷されたラベルに記されてい
ます。

3.3 推奨メンテナンススケジュール
モジュールに以下の定期メンテナンスを実施し、信頼度の高い動作と正確な結果が保証されるようにします。シス
テムを終日運用する場合（および深夜や週末に連続稼働させる場合）、あるいは塩溶媒（バッファー）などの装
置に障害を与える恐れが高い溶媒を使用する場合は、より頻繁にメンテナンスをしてください。

3.3.1 サンプルマネージャの推奨メンテナンススケジュール

メンテナンス手順 頻度

リークセンサーの交換 必要に応じて
シールの交換 定期メンテナンス時または必要に応じて
サンプルニードルおよびニードルガイドの交換 定期メンテナンス時または必要に応じて
サンプルシリンジの交換 定期メンテナンス時または必要に応じて
注入ポートのクリーニング システムの使用頻度によって毎週または毎月
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メンテナンス手順 頻度

注入バルブカートリッジの交換 定期メンテナンス時または必要に応じて
水に浸した柔らかく糸くずの出ない布または紙で、モジ
ュールの外部をきれいにする

必要に応じて

3.4 スペアパーツ
システムを設計どおりに確実に動作させるには、Waters Quality Parts のみを使用してください。Waters
Quality Parts およびその注文方法については、www.waters.com/wqp をご覧ください。

3.5 安全性と取り扱い
警告: 特に、危険物質を取り扱う場合は、常に優良試験所基準 (GLP) を守ってください。化学物
質安全データシート (MSDS) を参照し、使用している溶媒について確認してください。さらに、危険
物質の適切な使用や取り扱いに関して、所属する組織の安全担当者に相談してください。

警告: 感電防止のため、デバイスから保護パネルを外さないでください。保護パネル内のコンポーネン
トをユーザーが保守することはできません。

注意: 電気コンポーネントおよび回路の損傷を防ぐため、モジュールの電源がオンになっている間は、
電気アセンブリーの接続を外さないでください。電源を完全に遮断するには、電源スイッチを「オフ」にし
てから、AC 電源からプラグを外します。アセンブリーの接続を外す前に、10 秒以上待機してください。

3.6 メンテナンス警告の設定
メンテナンスカウンターが特定のコンポーネントに対して利用できる場合、リアルタイムな利用状況に関する情報を
提供してくれるので、特定のコンポーネントの定期メンテナンスのスケジュールを立てやすくなります。使用状況のし
きい値と、コンポーネントが指定されたしきい値に達すると注意を促すメンテナンス警告を、指定することができま
す。これにより、重要な作業中に起こる予期しない故障や予定外のダウンタイムを最小限に抑えることができま
す。メンテナンス警告の指定方法の詳細については、Waters コンソールのヘルプを参照してください。

3.7 リークセンサーの交換
サンプルマネージャには、下部と上部に 2 つのリークセンサーが備えられており、下部および上部リークセンサーと
呼ばれます。リークセンサーの交換手順は同じです。
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警告: 特に、危険物質を取り扱う場合は、常に優良試験所基準 (GLP) を守ってください。化学物
質安全データシート (MSDS) を参照し、使用している溶媒について確認してください。さらに、危険
物質の適切な使用や取り扱いに関して、所属する組織の安全担当者に相談してください。

警告: 生物学的有害物質による人体への汚染を防ぐため、本手順を実行する際には、清浄で耐薬
品性のあるパウダーフリーの手袋を必ず着用してください。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

必要なツールおよび材料
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

• リークセンサー

リークセンサーを交換するには、以下の操作を行います。

注意: 電気コンポーネントおよび回路の損傷を防ぐため、モジュールの電源がオンになっている
間は、電気アセンブリーの接続を外さないでください。電源を完全に遮断するには、電源スイッ
チを「オフ」にしてから、AC 電源からプラグを外します。アセンブリーの接続を外す前に、10 秒
以上待機してください。

1. サンプルマネージャの電源を切ります。

2. 送液コンパートメントのドアを開きます。

3. タブを押し下げて、デバイス前面にあるリークセンサーのコネクターを取り外します。

図 3–1: リークセンサーのコネクター

コネクター

タブ

4. 切り込み部分を掴んでリークセンサーを引き上げ、リザーバーから取り外します。
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図 3–2: リークセンサーの切り込み部分

1

切り込み

5. 新しいリークセンサーを包装から取り出します。

6. リークセンサーの T バーをリークセンサーリザーバー側面のスロットに合わせ、リークセンサーを所定の位置
に滑り込ませます。

図 3–3: 下部リークセンサーの T バーとスロットの位置合わせ

T バー

リークセンサーリザーバーのスロット

7. リークセンサーのコネクターをサンプルマネージャの前面に接続します。

図 3–4: リークセンサーコネクターの取り付け
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リークセンサーのコネクター

デバイス前面のリークセンサーポート

8. サンプルマネージャの電源を入れます。

9. コンソールでサンプルマネージャを選択してから、コントロール > SM をリセットをクリックし、装置をリセット
します。

10. コンソールでリークセンサーを有効にし、そのリーク検出機能をアクティブにします。

3.8 シールの交換

 

警告: 生物学的有害物質や有毒化合物による人体への汚染を防ぐため、本手順を実行する際には、清浄で
耐薬品性のあるパウダーフリーの手袋を必ず着用してください。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

必要なツールおよび材料
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

• 5/16 インチのスパナ

• 1/4 インチのスパナ

• 1/2 インチのスパナ

• T10 TORX ドライバー

• T20 TORX ドライバー

• シールキット

シールを交換する方法：
1. コンソールでサンプルマネージャを選択し、保守 > コンポーネントの交換 > ニードルシールをクリックしま

す。

結果: チャンバーに手を触れないように、というユーザーへの警告が表示されます。

2. OK をクリックします。

結果: ニードルキャリッジがサンプルコンパートメントの背後に向かって移動します。

3. サンプルコンパートメントのドアおよび送液コンパートメントのドアを開けます。

4. アクセスパネルの 2 本の固定ねじを T20 TORX ドライバーで緩め、パネルを取り外します。
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図 3–5: アクセスパネルの固定ねじ

1

固定ねじ（2 本）

5. 1/4 インチのスパナを使用して、注入バルブのポート 1 からシールポートチューブのフィッティングを緩めま
す。

図 3–6: 注入バルブ上のシールポートチューブの位置

1

シールポートチューブ

6. T10 TORX ドライバーを使用して、注入/洗浄ステーションアセンブリーをサンプルコンパートメントの底面
に固定しているねじを取り外し、アセンブリーを取り付け穴から上方に持ち上げます。
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図 3–7: 注入/洗浄ステーションアセンブリー

1

2

注入/洗浄ステーションアセンブリー

ねじ

注: 洗浄チューブ、シールポートチューブおよびロードセルケーブルを取り外す前にその位置と経路をメモ
し、注入/洗浄ステーションアセンブリーを再度確実に取り付けられるようにします。

図 3–8: チューブとケーブルの位置

1

2

3

洗浄チューブ

シールポートチューブ

ロードセルケーブル

7. 洗浄チューブを、サンプルコンパートメント内壁のクリップから取り外します。
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図 3–9: サンプルコンパートメント内壁のクリップにより固定された洗浄チューブ

1

2

洗浄チューブ

クリップ

注意: アダプターフィッティングの損傷を防ぐため、洗浄チューブフィッティングを緩める際は、必ず
しっかり保持してください。

8. アダプターフィッティングを保持して、手締め洗浄チューブフィッティングをアダプターフィッティングから緩めま
す。

図 3–10: 洗浄チューブとアダプターフィッティング

1 2

アダプターフィッティング

洗浄チューブフィッティング

9. 手締めアダプターフィッティングを緩め、シールアセンブリーから外します。

10. サポートスリーブをハウジングからスライドさせ、スロットにシールポートチューブを通します。

必要条件: 分解するときは、アセンブリーを垂直位置に保持します。これにより、スプリングが確実に適切
な位置に維持されます。
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図 3–11: サポートスリーブをハウジングからスライドさせて取り外す

1

2

3

4

5

6

7

8

サポートスリーブ

シールポートチューブ

スロット

スプリングカップ

ロードセルケーブル

スプリング

ハウジング

ロッキングナット

11. シールポートのハウジングをサンプルコンパートメント底面の元の位置に配置します。

結果: これにより、スプリングが確実に適切な位置に維持されます。

注: シールポートのハウジングがサンプルコンパートメント底面の元の位置に配置されていない場合、スプリ
ングがスプリングカップから落下することがあります。

12. 1/2 インチのスパナをサポートスリーブに合わせ、所定の位置に保持します。

13. 5/16 インチのスパナをステンレススチール製ロッキングナットに合わせます。
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図 3–12: レンチを合わせる位置

1

2

1/2 インチのスパナを PEEK サポートスリーブのこの位置に合わせます。

5/16 インチのスパナをステンレススチール製ロッキングナットに合わせます。

14. ロッキングナットを緩め、サポートスリーブから外します。

図 3–13: サポートスリーブからのロッキングナットの取り外し

1

2

3

サポートスリーブ

チューブ/ポートアセンブリー

ロッキングナット

15. シールをシールポートから外し、廃棄します。
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図 3–14: シールポートからのシールの取り外し

1

2

3

シール

ロッキングナット

シールポート

注意: システムコンポーネントの汚染を防ぐため、シールの交換時には、清潔で耐薬品性のあ
るパウダーフリーの手袋を着用し、清潔な表面に置いて作業してください。

16. 新しいシールをシールポートに挿入します。次の図に示すように、シールには正しく取り付けるための鍵溝
があります。

図 3–15: 新しいシールのシールポートへの挿入

1
2

3

4

5

直径が小さい方の端

シール

ノッチ

ロッキングナット

シールポート
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図 3–16: シールノッチおよびピン

1

2

3

4

シール

ノッチ

シールカップ

ピン

17. ロッキングナットをサポートスリーブに手で締めます。

図 3–17: サポートスリーブにあるロッキングナット

1

2

サポートスリーブ

ロッキングナット

18. 1/2 インチのスパナをサポートスリーブの上に置き、スリーブを所定の位置に保持します。

注意: シールポートチューブの損傷を避けるため、チューブを強くねじらないでください。

19. 5/16 インチのスパナをロッキングナットに合わせ、手締めからさらに 1/4 回転締め付けます。
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図 3–18: レンチを合わせる位置

1

2

1/2 インチのスパナをサポートスリーブのこの位置に合わせます。

5/16 インチのスパナをロッキングナットのこの位置に合わせます。

20. シールポートチューブが 90 度曲げられ、サポートスリーブのねじ穴と一致していることを確認します。

注: ハウジングのスプリングの動きを妨害しないようにするため、シールポートチューブの曲がりは、ロッキング
ナットのステップを越えないようにします。

図 3–19: ねじ穴と一致するシールポートチューブ

1

2

3

4

サポートスリーブ

ねじ穴
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シールポートチューブ

ロッキングナットのステップ

21. シールポートチューブをハウジングの側にあるスロットにスライドさせます。

図 3–20: シールポートチューブをスロットにスライド

1

2

3

4

5

6

7

8

サポートスリーブ

シールポートチューブ

スロット

スプリングカップ

ロードセルケーブル

スプリング

ハウジング

ロッキングナット

必要条件: ロッキングナットの 3 つの突起がスプリングの内側にあることを確認します。
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図 3–21: スプリングの内側にある突起

1
2

3

突起 (3)

ロッキングナット

スプリング

22. サポートスリーブをハウジングにスライドし、サポートスリーブのフィッティング穴がハウジングのスロットと一列に
なっていることを確認します。

図 3–22: ハウジング内のサポートスリーブ

1 2

フィッティング穴

スロット

注意: サポートスリーブの損傷を防ぐために、アダプターフィッティングを斜めに締めたり、締めす
ぎないでください。

23. サポートスリーブにアダプターフィッティングを再度取り付け、フィッティングを手だけで可能なかぎり締め付け
ます。
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図 3–23: サポートスリーブ内のアダプターフィッティング

1

2

アダプターフィッティング

サポートスリーブ

24. シールポートチューブが上向きに角度 90 度で曲げられており、ハウジングから約 2.5 cm（1.0 インチ）
の位置にあることを確認します。

注: シールポートチューブの拘束を防ぐために、チューブが注入/洗浄ステーションアセンブリーのどちら側に
も接触していないことを確認してください。

図 3–24: 上向きに直角に曲げられたシールポートチューブ

1

2

ハウジング

上向きに曲げられたシールポートチューブ

25. アダプターフィッティングを保持しながら、洗浄チューブフィッティングをアダプターフィッティングにねじ込みます。

2019 年 6 月 11 日, 715005051JA リビジョン D
78 ページ



図 3–25: アダプターフィッティング内の洗浄チューブフィッティング

1 2

アダプターフィッティング

洗浄チューブフィッティング

26. 注入/洗浄ステーションアセンブリーをサンプルコンパートメント底面の元の位置に配置し、ねじ穴と底面の
穴とを合わせ、注入ポート洗浄廃液がニードル洗浄容器内に入ることを確認します。

ヒント: サンプルコンパートメントの底面には、未使用の穴があります。

27. サンプルコンパートメントのチューブをフォームの内側および外側でスライドさせて、コンパートメント内のチュ
ーブの量を調整します。

必要条件: 洗浄チューブは壁に固定され、サンプルトレイの操作または洗浄ポートの垂直方向の動きを
妨害しないようになっています。

28. 洗浄チューブを、サンプルコンパートメント内壁のクリップに取り付けます。

図 3–26: サンプルコンパートメント内壁のクリップにより固定された洗浄チューブ

1

2

洗浄チューブ

クリップ

29. T10 TORX ドライバーを使用してねじを締めて、シールアセンブリーをサンプルコンパートメントの底面に
固定します。
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図 3–27: 注入/洗浄ステーションアセンブリー

1

2

注入/洗浄ステーションアセンブリー

ねじ

30. すべてのケーブルが、ニードルキャリッジ用ニードルキャリッジホームセンサーの動作を妨げないように配線さ
れていることを確認します。

図 3–28: ニードルキャリッジホームセンサー

1

ニードルキャリッジホームセンサー

31. シールポートチューブを、サンプルコンパートメントの右側端から上向きに緩い半径で曲げて、サンプルニー
ドルチューブ後方から出て右側に向かうように配管します。

必要条件: ケーブルが、鋭く曲げられることなく、注入ポートアセンブリーから出ていることを確認してくださ
い。

注意: 操作でのエラーを防ぐために、ロードセルケーブルがシールポートチューブおよび洗浄チュ
ーブの後ろを通っていることを確認します。
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図 3–29: チューブとケーブルの位置

1

2

3

洗浄チューブ

シールポートチューブ

ロードセルケーブル

32. シールポートのフィッティングを注入バルブのポート 1 に取り付け、次に 1/4 インチのスパナを使用して、
手締めからさらに 1/4 回転締め付けます。

図 3–30: 注入バルブ上のシールポートチューブ位置
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シールポートチューブ

33. アクセスパネルを元の場所に取り付け、そのパネルをユニットの正面に固定するための 2 本のねじを、T20
TORX ドライバーを使って締め付けます。

必要条件: シールポートチューブとサンプルニードルチューブが、アクセスパネルの隙間を通っており、お互い
が交差していないことを確認してください。

図 3–31: アクセスパネルの隙間を通るチューブ

シールポートチューブ

アクセスパネルの隙間

サンプルニードルチューブ

34. サンプルコンパートメントのドアおよび送液コンパートメントのドアを閉めます。

35. ニードルの交換ダイアログボックスで、リセットをクリックします。

36. ニードルシールをキャラクタライズします（コンソールのオンラインヘルプを参照）。

37. ニードルシールの準備テストを実施します（コンソールのオンラインヘルプを参照）。
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3.9 サンプルニードルおよびニードルガイドの交換

 

警告: 生物学的有害物質や有毒化合物による人体への汚染を防ぐため、本手順を実行する際には、清浄で
耐薬品性のあるパウダーフリーの手袋を必ず着用してください。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

必要なツールおよび材料
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

• 先端の尖ったプライヤー

• 1/4 インチのスパナ

• T6 TORX ドライバー

• T10 TORX ドライバー

• T20 TORX ドライバー

• ニードルアセンブリーキット

サンプルニードルおよびニードルガイドを交換するには：
1. サンプルマネージャの電源を入れます。

2. すべてのサンプルプレートをサンプルチャンバーから取り外します。

3. コンソールでサンプルマネージャを選択し、保守 > コンポーネントの交換 > ニードルをクリックします。

結果: チャンバーに手を触れないように、というユーザーへの警告が表示されます。

4. OK をクリックします。

結果: これによりウィザードが起動し、サンプルニードルアセンブリーがアクセス可能な位置に移動します。

5. サンプルコンパートメントのドアおよび送液コンパートメントのドアを開けます。

6. アクセスパネルを固定している 2 本の固定ねじを T20 TORX ドライバーで緩め、パネルを取り外しま
す。
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図 3–32: アクセスパネルの固定ねじ

1

固定ねじ（2 本）

7. 1/4 インチのスパナを使用して、注入バルブのポート 4 からニードルチューブまたは拡張ループのフィッティ
ングを緩めます。

図 3–33: 注入バルブ

ニードルチューブ（または、取り付けられている場合は拡張ループチューブ）

8. サンプルコンパートメントの内側で、コンパートメントの屋根にあるニードルチューブガイドチャンネルのカバー
を開きます。下図の通り、指をフィンガースロットに差し込んでカバーを回転させて開きます。
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図 3–34: 閉じた状態のニードルチューブガイドカバー

フィンガースロット

ニードルチューブの位置

ニードルチューブガイドチャンネル

ニードルチューブガイドカバー

図 3–35: 開いた状態のニードルチューブガイドカバー

ニードルチューブガイドカバー

ニードルチューブの位置

ニードルチューブガイドチャンネル

9. T10 TORX ドライバーでニードルチューブクランプのねじを緩めて、ニードルチューブをクランプから取り外し
ます。

2019 年 6 月 11 日, 715005051JA リビジョン D
85 ページ



図 3–36: ニードルチューブクランプに取り付けられたニードルチューブ

ねじ

ニードルチューブクランプ

ニードルチューブ

10. ニードルチューブを保持しながらニードルラッチを押し戻してニードルマウント用シリンダーをそのマウント用キ
ャビティから解放し、ニードルチューブをそのノッチから取り外します。

図 3–37: 閉じた状態のニードルラッチ

ニードルチューブ

ニードルラッチ
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図 3–38: 開いた状態のニードルラッチ

1
2

3

4

ノッチ

ニードルチューブ

ラッチ

ニードルマウント用シリンダー

警告: 刺創を防ぐため、サンプルニードル、シリンジ、溶融石英製品、およびホウケイ酸チップは
特に慎重に取り扱ってください。

注意: ニードル端の損傷を防ぐため、サンプルニードルの端には不用意に触れたり必要以上の
力を加えたりしないで下さい。

11. ニードルメカニズムの下部にあるニードルガイドから、ニードル先端を持ち上げ、ニードルアセンブリーをチャン
バーから取り外します。
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図 3–39: ニードルガイド内のニードル先端

1

2

ニードルガイド

ニードル先端

12. T6 TORX ドライバーでニードルガイドの止めねじを緩め、先端の尖ったプライヤーを使用してニードルガイ
ドを取り外します。

図 3–40: ニードルガイド止めねじ

1

2

ニードルガイド

止めねじ

13. 円錐側を上にして新しいニードルガイドを取り付け、止めねじを締め付けます。
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図 3–41: ニードルガイドの円錐側

ニードルガイドの円錐側

止めねじ

14. 保護スリーブを、ニードル先端から取り外します。

図 3–42: サンプルニードルアセンブリー

フィッティング

ID スリーブ

マウント用スリーブ

ニードルマウント用シリンダー

ニードル先端

保護スリーブ

2019 年 6 月 11 日, 715005051JA リビジョン D
89 ページ



警告: 刺創を防ぐため、サンプルニードル、シリンジ、溶融石英製品、およびホウケイ酸チップは
特に慎重に取り扱ってください。

注意: ニードル端の損傷を防ぐため、サンプルニードルの端には不用意に触れたり必要以上の
力を加えたりしないで下さい。

15. ニードルアセンブリーを両手で保持してサンプルコンパートメント内での位置をコントロールしながら、ニード
ルメカニズムの下部にあるニードルガイドに、ニードル先端を挿入し、下図に示すように、チューブを使ってサ
ンプルチャンバーまで戻るループを形成します。

図 3–43: ニードルアセンブリーのサンプルコンパートメントへの取り付け

12

3

ニードル先端

ニードルガイド

サンプルチャンバーの後ろにあるニードルチューブループ

16. ニードルマウント用シリンダーを、マウント用キャビティに挿入します。
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図 3–44: マウント用キャビティにあるニードルマウント用シリンダー

1

2

ニードルマウント用シリンダー

マウント用キャビティ

17. Z フラグの下の 2 つのノッチにニードルチューブを通します。

図 3–45: Z フラグの下のノッチ

1

2
3

ノッチ

ニードルチューブ

Z フラグ

18. 下図の通りニードルラッチを閉じて、ニードルアセンブリーを固定します。
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図 3–46: 閉じた状態のニードルラッチ

ニードルチューブ

ニードルラッチ

19. ニードルチューブがニードルキャリッジのレールの左側に配置されており、コンパートメントの屋根の上にある
ガイドチャンネルに固定されていることを確認します。

図 3–47: ガイドチャンネルでのニードルチューブの位置

ニードルチューブガイドカバー

ニードルチューブの位置

ニードルチューブガイドチャンネル

20. コンパートメントの天井にあるガイドチャンネルにニードルチューブを固定した状態で、図の通り、ニードルチ
ューブガイドカバーを閉じた位置に回転させます。
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図 3–48: 閉じられたニードルチューブガイドカバー

フィンガースロット

ニードルチューブの位置

ニードルチューブガイドチャンネル

ニードルチューブガイドカバー

21. フィッティングをバルブの方向に向け、マウント用スリーブをチューブクランプの開口部に固定します。

22. T10 TORX ドライバーでニードルチューブクランプのねじを締め付けますが、ニードルをガイドの中で動かせ
る程度にねじが緩んだ状態にします。

必要条件: ニードルループは、RZZ メカニカルロッドと平行になる必要があります。
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図 3–49: サンプルコンパートメントに取り付けられたサンプルニードルアセンブリー

1

2

3

4

5

6

7

ニードルチューブクランプに取り付けられたマウント用スリーブ

マウント用キャビティにあるニードルマウント用シリンダー

ニードルガイド内のニードルチューブ

ニードル先端

ニードルチューブ

下側 RZZ メカニカルロッド

ノッチの中のニードルチューブ

23. T10 TORX ドライバーで、ニードルチューブクランプのねじを締めます。

注: ニードルチューブクランプのねじを締め付ける前に、ニードルをわずかに回転またはねじり、ニードルがチ
ャンネルまで真っ直ぐに下がって配管されていることを確認する必要がある場合があります。

24. ニードルチューブクランプで、ニードルを右へ、つまり注入バルブのポート 4 の方向に曲げます。

ヒント: チューブを曲げる補助に、小型の丸い道具（T10 TORX ドライバーなど）を使います。
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図 3–50: ニードルチューブクランプ部でニードルチューブを曲げる

1 2

3

ニードルチューブクランプ

ニードルチューブ

丸みのあるツール

25. アクセスパネルを元の場所に取り付け、そのパネルをユニットの正面に固定するための 2 本のねじを、T20
TORX ドライバーを使って締め付けます。

必要条件: シールポートチューブとサンプルニードルチューブが、アクセスパネルの隙間を通っていることを確
認してください。

図 3–51: アクセスパネルの隙間を通るチューブ

1

2

3

シールポートチューブ

アクセスパネルの隙間

サンプルニードルチューブ
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26. 丸みのある工具（T20 TORX ドライバーのシャフトなど）を使用して曲がりを作り、ニードルチューブを拡
張ループのポートに接続します。拡張ループが取り付けられていない場合は、注入バルブのポート 4 に接
続します。

図 3–52: 注入バルブに取り付けられたニードルチューブ

ニードルチューブ

27. ニードルチューブが注入バルブのポート 4 に完全に挿入されていることを確認してから、フィッティングをポー
トにねじ込みます。

28. ニードルチューブをポート底部に押し付けながら締め付け用ねじを手で締め付け、1/4 インチのスパナでさ
らに 3/4 回転締め付けます。

注: ニードルチューブとフェラルが完全に底まで差し込まれていない場合、キャリーオーバーまたはクロマトグ
ラフィー不良の原因となる可能性があります。

関連項目: 拡張ループを使用する場合は、拡張ループの取り付けを参照して、適切にポート 4 に接続
してください。

29. サンプルコンパートメントのドアおよび送液コンパートメントのドアを閉めます。

30. ニードルをキャリブレーションします（コンソールのオンラインヘルプを参照）。

推奨事項: サンプルニードルを交換した場合、必ずニードルシールも交換してください。

31. ニードルシールをキャラクタライズします（コンソールのオンラインヘルプを参照）。

32. ニードルシールの準備テストを実行します（コンソールのオンラインヘルプを参照）。

33. リセットをクリックします。

結果: サンプルマネージャは、通常の運転に戻ります。

34. ニードル容量を変更した場合は、容量設定ダイアログボックスでニードル容量を指定します。
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3.10 サンプルシリンジの交換

 

警告: 生物学的有害物質や有毒化合物による人体への汚染を防ぐため、本手順を実行する際には、清浄で
耐薬品性のあるパウダーフリーの手袋を必ず着用してください。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

推奨事項: サンプルシリンジを交換した場合は必ず、サンプルシリンジリークテストを実施してください（コンソール
のオンラインヘルプを参照）。

サンプルシリンジの中に気泡が存在すると、システム圧力、ベースライン、容量、およびピーク面積などに悪影響を
及ぼします。

注意: サンプルシリンジの破損を防ぐため、シリンジをたたいて気泡を除去しようとしないでください。

以下の状態のいずれかに該当する場合は、サンプルシリンジを交換します。

• シリンジプランジャーの先端が摩耗または変色した場合

• サイズ変更のためシリンジを交換する場合

• シリンジの漏れまたは気泡が発生した場合

必要なツールおよび材料
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

• 脱気した弱洗浄溶媒

• 交換用サンプルシリンジ

警告: 挟み込みによる負傷や刺創を防止するため、この手順を実行する前に、進行中または保留中の注入操
作がないことを確認してください。

サンプルシリンジの交換方法：
1. コンソールでサンプルマネージャを選択し、保守 > コンポーネントの交換 > サンプルシリンジをクリックし

ます。

結果: チャンバーに手を触れないように、というユーザーへの警告が表示されます。

2. OK をクリックします。

結果: シリンジがダウン位置に移動します。

3. 送液コンパートメントのドアを開きます。
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警告: 溶媒がこぼれ出さないように、溶媒ボトルをサンプルマネージャの下方へ移動します。

4. 溶媒ボトルをサンプルマネージャの下方へ移動します。

5. シリンジのプランジャーをマウント用ポストに固定する、刻み付きねじを取り外します。

図 3–53: サンプルシリンジのコンポーネント

1

2

3

4

シリンジバレル

マウント用ポスト

プランジャー

刻み付きねじ

注意: シリンジの破損を防ぐため、ガラスバレルを握らないでください。必ず刻み付きカラーを握
ってください。

6. シリンジを反時計回りに回して、サンプルシリンジバルブから分離するまで緩めます。

7. シリンジバレルを押さえつけてサンプルシリンジバルブから外し、シリンジを取り外します。
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図 3–54: サンプルシリンジの取り外し

1

2
3

4

サンプルシリンジバルブ

マウント用ポスト

シリンジバレル

刻み付きカラー

8. 交換用サンプルシリンジを開梱します。

9. 手作業で新しいシリンジの途中までパージ溶媒を充填し、気泡を除去しやすくします。

必要条件: シリンジから気泡をすべて取り除くようにしてください。

10. シリンジが完全に空になるように、シリンジプランジャーを押し付けます。

11. 新しいシリンジをサンプルシリンジバルブにねじ込み、手で締め付けます。

12. シリンジプランジャーをシリンジマウント用ポストに固定する刻み付きねじを取り付けて、手で締め付けま
す。

13. 送液コンパートメントのドアを閉じます。

14. ［サンプルシリンジの交換］画面で、リセットをクリックします。

15. シリンジ内から気泡が消えるまで、 サンプルシリンジのみをプライム機能を実行します。

3.11 注入ポートのクリーニング
特に生物薬剤学的な用途で使用するシステムでは、注入ポートの表面が塩やバッファーの蓄積物で覆われるこ
とがあります。この蓄積物が注入ポートの動作を妨げることがあります。一貫した注入パフォーマンスを確保するた
め、必要に応じて、注入ポートを毎週または毎月クリーニングしてください。クリーニングの頻度は、システムの使用
頻度および溶媒組成によって異なります。
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警告: 生物学的有害物質や有毒化合物による人体への汚染を防ぐため、本手順を実行する際には、清浄で
耐薬品性のあるパウダーフリーの手袋を必ず着用してください。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

必要なツールおよび材料
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

• LC/MS グレードの水

• 糸くずが出ない柔らかい布

• スプレーボトル

• T20 TORX ドライバー

注入ポートをクリーニングするには：
1. 溶媒の送液を停止します。

2. サンプルコンパートメントのドアおよび送液コンパートメントのドアを開けます。

3. すべてのサンプルプレートをサンプルチャンバーから取り外します。

4. コンソールでサンプルマネージャを選択し、保守 > コンポーネントの交換 > ニードルシールをクリックしま
す。

結果: この操作により、ニードルキャリッジがサンプルコンパートメントの後方に移動し、注入ポートへアクセ
スしやすくなります。

5. アクセスパネルの 2 本の固定ねじを T20 TORX ドライバーで緩め、パネルを取り外します。
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図 3–55: アクセスパネルの固定ねじ

1

固定ねじ（2 本）

6. LC/MS グレードの水で湿らせた糸くずが出ない柔かい布を使って、下図の注入ポートの陰影が付いた部
分をクリーニングします。

図 3–56: クリーニングする注入ポート部分

7. コンソールでサンプルマネージャを選択し、保守 > コンポーネントの交換 > ニードルをクリックします。

結果: これによりウィザードが起動し、サンプルニードルアセンブリーがアクセス可能な位置に移動します。

8. 糸くずが出ない柔かい布を、ニードルキャリッジの下へ置きます。

9. ニードル先端およびニードルガイドに LC/MS グレードの水を吹き付けて、沈着物を洗い流します。
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図 3–57: ニードルガイド内のニードル先端

1

2

ニードルガイド

ニードル先端

10. 水および沈着物をニードルから滴らせてから、ニードルの下方から拭き取り布を慎重に取り除きます。

11. アクセスパネルを元の場所に取り付け、そのパネルをユニットの正面に固定するための 2 本のねじを、T20
TORX ドライバーを使って締め付けます。

必要条件: シールポートチューブとサンプルニードルチューブが、アクセスパネルの隙間を通っていることを確
認してください。

図 3–58: アクセスパネルの隙間を通るチューブ

1

3

2
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シールポートチューブ

アクセスパネルの隙間

サンプルニードルチューブ

12. サンプルコンパートメントのドアおよび送液コンパートメントのドアを閉じます。

13. コンソールで、サンプルマネージャを選択してから、コントロール > SM をリセットをクリックし、サンプルマネ
ージャをリセットします。

3.12 注入バルブカートリッジの交換

 

警告: 生物学的有害物質や有毒化合物による人体への汚染を防ぐため、本手順を実行する際には、清浄で
耐薬品性のあるパウダーフリーの手袋を必ず着用してください。

警告: 目の怪我を防ぐために、この手順を実行するときには必ず保護メガネを着用してください。

必要条件: 注入バルブを交換する場合は、サンプルループも交換する必要があります。

必要条件: この手順を実行する際は、清浄で耐薬品性のあるパウダーフリーの手袋を着用してくださ
い。

必要条件: この手順を実行する際は、保護メガネを使用してください。

必要なツールおよび器材
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

• 1/4 インチのスパナ

• 2 mm の六角レンチ

• 注入バルブカートリッジ

注入バルブカートリッジの交換方法：
1. コンソールでサンプルマネージャを選択してから、保守 > ニードルと注入バルブのパーク > はいを選択

します。
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結果: この操作により、ニードルキャリッジがサンプルコンパートメント後方まで移動します。

注意: 電気コンポーネントおよび回路の損傷を防ぐため、モジュールの電源がオンになっている
間は、電気アセンブリーの接続を外さないでください。電源を完全に遮断するには、電源スイッ
チを「オフ」にしてから、AC 電源からプラグを外します。アセンブリーの接続を外す前に、10 秒
以上待機してください。

2. サンプルマネージャの電源を切ります。

3. 送液コンパートメントのドアを開きます。

4. 注入バルブカートリッジから、手締めフィッティングとプラグを取り外します。

5. 1/4 インチのスパナを使って、注入バルブカートリッジから残っているフィッティングを取り外します。

図 3–59: 注入バルブカートリッジ

12

3

4 5

6

注入ポートから

廃液へ

サンプルシリンジ

ニードル

ソルベントマネージャから

カラムへ

6. 2 mm の六角レンチを使って、注入バルブカートリッジ上で時計の 10 時を示す位置にある六角ねじを
外します。

図 3–60: 注入バルブカートリッジの六角ねじ
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六角ねじ

7. 注入バルブカートリッジチャンバーから、カートリッジをまっすぐ手前に引いて注入バルブカートリッジを取り外
します。

8. 交換用注入バルブカートリッジを開梱します。

9. カートリッジハウジングの溝と、ドライブクランプの溝が揃っていることを確認します。

ヒント: 溝が揃っていない場合は、ドライブクランプを回転させて溝を揃えます。

注: ドライブクランプまたは本体に傷をつけないようにします。

図 3–61: 注入バルブカートリッジとドライブクランプの溝の正しい配置

1

2

3

ドライブクランプ

揃っている溝

注入バルブカートリッジハウジング

10. 新しい注入バルブカートリッジを注入バルブカートリッジチャンバーに挿入します。

必要条件: 

• 新しいカートリッジを古いカートリッジが向いていた方向に正確に向けます。

• 注入バルブカートリッジは、完全に注入バルブカートリッジチャンバーの中へ押し込む必要があります。
押しこむことができない場合は、その問題を Waters テクニカルサービスにご報告ください。

11. 2 mm の六角ねじを注入バルブカートリッジの 10 時の位置で差し込みます。

ヒント: 2 mm の六角レンチを使って締め付けます。

12. 1/4 インチのスパナを使用してサンプルニードルのチューブおよびシールポートチューブに関連するフィッティン
グを再度取り付け、既存のフィッティングの場合は手締めからさらに 1/6 回転まで、新しいフィッティングの
場合は手締めからさらに 3/4 回転まで締め付けます。

13. すべての手締めのフィッティングとプラグを再度取り付けて、チューブがフィッティングの穴の底まで差し込まれ
ていることを確認します。

14. 送液コンパートメントのドアを閉じます。

15. サンプルマネージャの電源を入れます。
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3.13 装置外面のクリーニング
警告: 感電を防止するため、

• 装置への電源が遮断されていることを確認します。

• 装置の表面をクリーニングする際は、布を水で湿らせて装置またはデバイスを拭きます。決して、
装置の表面に直接水を吹き付けたり、かけないでください。

警告: 人身傷害を防ぐため、クリーニング処理中は、必ず保護メガネおよび保護手袋を着用してくだ
さい。

必要なツールおよび材料
• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

• 目の保護具

装置外面をクリーニングするには：
装置の表面をクリーニングするには、水で湿らせた、清潔で柔らかく糸くずの出ない紙タオルまたは清潔な布のみ
を使用してください。
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A 安全上の注意

Waters 製品には、製品の操作およびメンテナンスに関連する危険を特定するための安全記号が表示されてい
ます。これらの記号は製品のマニュアルにも記載されており、危険性やその回避方法が説明されています。この付
録には、Waters 製品に適用される安全記号および説明がすべて記載されています。一部の記号と説明は特
定の製品に適用されます。また、同じシステム内の他の製品にも適用されることがあります。

A.1 警告記号
警告記号は、デバイスや装置の誤使用に伴う死亡、傷害、または非常に有害な生理的反応の危険性を警告
します。Waters 装置またはデバイスの設置、修理、および操作を行うときは、すべての警告に注意してください。
Waters は、装置またはデバイスの設置、修理、操作の際に、安全予防措置を順守しなかったことから生じた傷
害または物的損害について、一切の責任を負いません。

以下の記号は、Waters の装置またはデバイス、あるいは装置またはデバイスの構成部品を、操作またはメンテ
ナンスする際に発生することがある危険性を警告します。以下の記号のいずれかがマニュアルの説明または手順
に表示されている場合、それに付随する説明で該当する危険性を特定し、その回避方法を説明しています。

警告: （一般的な危険性。この記号が装置に示されているときは、該当する使用説明書で安全に関
する情報について調べてから装置を使用してください。）

警告: （高温の表面への接触による火傷の危険性。）

警告: （感電する危険性。）

警告: （火災の危険性。）

警告: （ニードルで刺す危険性。）

警告: （手が挟まれて負傷する危険性。）

警告: （装置の動作による事故の危険性。）

警告: （紫外線照射の危険性。）
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警告: （腐食性物質に接触する危険性。）

警告: （有毒物質に晒される危険性。）

警告: （レーザー光線照射の危険性。）

警告: （健康に深刻な悪影響を与える可能性がある生物因子に晒される危険性。）

警告: （転倒の危険性。）

警告: （爆発の危険性。）

警告: （高圧ガス放出の危険性。）

A.1.1 特定の警告

A.1.1.1 破裂に関する警告
この警告は、非金属チューブが装着されている Waters の装置およびデバイスに適用されます。

警告: 非金属チューブの破裂による傷害を避けるには、加圧中のこのようなチューブのそばで作業す
る際に、以下の注意事項に注意してください。

• 防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。

• 応力が加えられているまたは折れ曲がっている、あるいは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。

• 非金属性チューブを、テトラヒドロフラン、硝酸、硫酸など、化学的に適合しない化合物にさらさな
いでください。

• 塩化メチレンやジメチルスルホキシドなどの一部の化合物は、非金属性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。

A.1.1.2 生物学的有害物質に関する警告
次の警告は、生物学的有害物質を処理することがある Waters 製装置およびデバイスに適用されます。生物
学的有害物質は、人体に悪影響を及ぼす可能性のある生物学的因子を含む物質です。

警告: 血液媒介病原菌、不活性微生物、その他の生物学的物質による感染を防止するため、取
り扱うすべての生体液には感染性があると想定してください。

2019 年 6 月 11 日, 715005051JA リビジョン D
108 ページ



米国国立衛生研究所 (NIH) が発行している Biosafety in Microbiological and Biomedical
Laboratories（『微生物学および生物医学試験所のバイオセーフティー』） (BMBL) の最新版には、具体的
な予防策が記載されています。

警告: 特に、危険物質を取り扱う場合は、常に優良試験所基準 (GLP) を守ってください。化学物
質安全データシート (MSDS) を参照し、使用している溶媒について確認してください。さらに、危険
物質の適切な使用や取り扱いに関して、所属する組織の安全担当者に相談してください。

A.1.1.3 生物学的および化学的有害物質に関する警告
この警告は、生物学的有害物質、腐食性物質、または有毒物質を解析する可能性がある Waters の装置
およびデバイスに適用されます。

警告: 生物学的有害物質、有毒物質、または腐食性物質による人体への汚染を防ぐため、これらの危険物質
の取り扱いに伴う危険を理解する必要があります。
このような物質の適切な使用と取り扱いを示すガイドラインは、米国学術研究会議発行の Prudent
Practices in the Laboratory: Handling and Management of Chemical Hazards（『試験室での
賢明な慣行：化学的有害物質の取り扱いおよび管理』）の最新版を参照してください。
特に有害物質を取り扱う場合は、優良試験所基準 (GLP) に定められている正しい手順に従い、所属する組
織の安全担当者にこのような物質を扱う際のプロトコルについて相談してください。

A.2 注意
装置またはデバイスの使用または誤使用により、装置やデバイス、コンポーネントが損傷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場合に、注意勧告が表示されます。感嘆符記号と関連する説明によって、そ
のような危険性があることが警告されます。

注意: 装置またはデバイスのケースの損傷を防ぐために、研磨剤や溶剤を使用してクリーニングしない
でください。

A.3 「ボトル配置禁止」記号
「ボトル配置禁止」記号は、溶媒のこぼれによる装置損傷の危険を警告するものです。

禁止: こぼれ出した溶媒による装置の損傷を防ぐために、リザーバーボトルを装置またはデバイスの上
や前面の棚に直接置かないでください。その代わり、こぼれた場合には二次的な抑制手段として使用
するボトルトレイの中に置いてください。
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A.4 必要な保護
防護メガネの使用および保護手袋の着用記号は、身体防護用具の要件を注意喚起するものです。組織の標
準操作手順に従って適切な保護具を選択してください。

必要条件: この手順を実行する際は、保護メガネを使用してください。

必要条件: この手順を実行する際は、清浄で耐薬品性のあるパウダーフリーの手袋を着用してくださ
い。

A.5 Waters のすべての装置およびデバイスに適用される警告
この装置を操作する際は、標準品質管理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。

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Avertissement : Toute modification sur cette unité n’ayant pas été expressément
approuvée par l’autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler
le droit de l’utilisateur à exploiter l’équipement.

Warnung: Jedwede Änderungen oder Modifikationen an dem Gerät ohne die
ausdrückliche Genehmigung der für die ordnungsgemäße Funktionstüchtigkeit
verantwortlichen Personen kann zum Entzug der Bedienungsbefugnis des Systems
führen.

Avvertenza: qualsiasi modifica o alterazione apportata a questa unità e non
espressamente autorizzata dai responsabili per la conformità fa decadere il diritto
all'utilizzo dell'apparecchiatura da parte dell'utente.

Advertencia: cualquier cambio o modificación efectuado en esta unidad que no haya
sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento puede anular la
autorización del usuario para utilizar el equipo.

警告： 未经有关法规认证部门明确允许对本设备进行的改变或改装，可能会使使用者丧
失操作该设备的合法性。

警告： 未經有關法規認證部門允許對本設備進行的改變或修改,可能會使使用者喪失操作
該設備的權利。

경고: 규정 준수를 책임지는 당사자의 명백한 승인 없이 이 장치를 개조 또는 변경할
경우, 이 장치를 운용할 수 있는 사용자 권한의 효력을 상실할 수 있습니다.

警告: 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。
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Warning: Use caution when working with any polymer tubing under pressure:

• Always wear eye protection when near pressurized polymer tubing.

• Extinguish all nearby flames.

• Do not use tubing that has been severely stressed or kinked.

• Do not use nonmetallic tubing with tetrahydrofuran (THF) or concentrated nitric or
sulfuric acids.

• Be aware that methylene chloride and dimethyl sulfoxide cause nonmetallic tubing
to swell, which greatly reduces the rupture pressure of the tubing.

Avertissement : Manipulez les tubes en polymère sous pression avec precaution:

• Portez systématiquement des lunettes de protection lorsque vous vous trouvez à
proximité de tubes en polymère pressurisés.

• Eteignez toute flamme se trouvant à proximité de l’instrument.

• Evitez d'utiliser des tubes sévèrement déformés ou endommagés.

• Evitez d'utiliser des tubes non métalliques avec du tétrahydrofurane (THF) ou de
l'acide sulfurique ou nitrique concentré.

• Sachez que le chlorure de méthylène et le diméthylesulfoxyde entraînent le
gonflement des tuyaux non métalliques, ce qui réduit considérablement leur
pression de rupture.

Warnung: Bei der Arbeit mit Polymerschläuchen unter Druck ist besondere Vorsicht
angebracht:

• In der Nähe von unter Druck stehenden Polymerschläuchen stets Schutzbrille
tragen.

• Alle offenen Flammen in der Nähe löschen.

• Keine Schläuche verwenden, die stark geknickt oder überbeansprucht sind.

• Nichtmetallische Schläuche nicht für Tetrahydrofuran (THF) oder konzentrierte
Salpeter- oder Schwefelsäure verwenden.

• Durch Methylenchlorid und Dimethylsulfoxid können nichtmetallische Schläuche
quellen; dadurch wird der Berstdruck des Schlauches erheblich reduziert.
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Avvertenza: fare attenzione quando si utilizzano tubi in materiale polimerico sotto
pressione:

• Indossare sempre occhiali da lavoro protettivi nei pressi di tubi di polimero
pressurizzati.

• Spegnere tutte le fiamme vive nell'ambiente circostante.

• Non utilizzare tubi eccessivamente logorati o piegati.

• Non utilizzare tubi non metallici con tetraidrofurano (THF) o acido solforico o nitrico
concentrati.

• Tenere presente che il cloruro di metilene e il dimetilsolfossido provocano
rigonfiamenti nei tubi non metallici, riducendo notevolmente la pressione di rottura
dei tubi stessi.

Advertencia: se recomienda precaución cuando se trabaje con tubos de polímero
sometidos a presión:

• El usuario deberá protegerse siempre los ojos cuando trabaje cerca de tubos de
polímero sometidos a presión.

• Si hubiera alguna llama las proximidades.

• No se debe trabajar con tubos que se hayan doblado o sometido a altas presiones.

• Es necesario utilizar tubos de metal cuando se trabaje con tetrahidrofurano (THF) o
ácidos nítrico o sulfúrico concentrados.

• Hay que tener en cuenta que el cloruro de metileno y el sulfóxido de dimetilo dilatan
los tubos no metálicos, lo que reduce la presión de ruptura de los tubos.

警告： 当有压力的情况下使用管线时，小心注意以下几点：

• 当接近有压力的聚合物管线时一定要戴防护眼镜。

• 熄灭附近所有的火焰。

• 不要使用已经被压瘪或严重弯曲的管线。

• 不要在非金属管线中使用四氢呋喃或浓硝酸或浓硫酸。

• 要了解使用二氯甲烷及二甲基亚枫会导致非金属管线膨胀，大大降低管线的耐压能
力。

警告： 當在有壓力的情況下使用聚合物管線時，小心注意以下幾點。

• 當接近有壓力的聚合物管線時一定要戴防護眼鏡。

• 熄滅附近所有的火焰。

• 不要使用已經被壓癟或嚴重彎曲管線。

• 不要在非金屬管線中使用四氫呋喃或濃硝酸或濃硫酸。

• 要了解使用二氯甲烷及二甲基亞楓會導致非金屬管線膨脹，大大降低管線的耐壓能
力。
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경고: 가압 폴리머 튜브로 작업할 경우에는 주의하십시오.

• 가압 폴리머 튜브 근처에서는 항상 보호 안경을 착용하십시오.

• 근처의 화기를 모두 끄십시오.

• 심하게 변형되거나 꼬인 튜브는 사용하지 마십시오.

• 비금속(Nonmetallic) 튜브를 테트라히드로푸란(Tetrahydrofuran: THF) 또는 농축 질
산 또는 황산과 함께 사용하지 마십시오.

• 염화 메틸렌(Methylene chloride) 및 디메틸술폭시드(Dimethyl sulfoxide)는 비금속
튜브를 부풀려 튜브의 파열 압력을 크게 감소시킬 수 있으므로 유의하십시오.

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。

この警告は、非金属チューブが装備されている Waters 装置に適用されます。この警告は、可燃性溶媒を取り
扱う装置に適用されます。

Warning: The user shall be made aware that if the equipment is used in a manner not
specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be
impaired.

Avertissement : L’utilisateur doit être informé que si le matériel est utilisé d’une façon
non spécifiée par le fabricant, la protection assurée par le matériel risque d’être
défectueuses.

Warnung: Der Benutzer wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei unsachgemäßer
Verwendung des Gerätes die eingebauten Sicherheitseinrichtungen unter Umständen
nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Avvertenza: si rende noto all'utente che l'eventuale utilizzo dell'apparecchiatura
secondo modalità non previste dal produttore può compromettere la protezione offerta
dall'apparecchiatura.

Advertencia: el usuario deberá saber que si el equipo se utiliza de forma distinta a la
especificada por el fabricante, las medidas de protección del equipo podrían ser
insuficientes.

警告： 使用者必须非常清楚如果设备不是按照制造厂商指定的方式使用，那么该设备所
提供的保护将被削弱。
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警告： 使用者必須非常清楚如果設備不是按照製造廠商指定的方式使用，那麼該設備所
提供的保護將被消弱。

경고: 제조업체가 명시하지 않은 방식으로 장비를 사용할 경우 장비가 제공하는 보호
수단이 제대로 작동하지 않을 수 있다는 점을 사용자에게 반드시 인식시켜야 합니다.

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。

A.6 ヒューズ交換に関する警告
以下の警告は、ユーザーが交換可能なヒューズを装着した装置およびデバイスに関係します。ヒューズの種類およ
び定格を記載した情報が装置またはデバイスに表示されることがありますが、表示されない場合もあります。

装置またはデバイスに表示されている場合の、ヒューズの種類および定格情報の確認：

Warning: To protect against fire, replace fuses with those of the type and rating printed
on panels adjacent to instrument fuse covers.

Avertissement : pour éviter tout risque d'incendie, remplacez toujours les fusibles
par d'autres du type et de la puissance indiqués sur le panneau à proximité du
couvercle de la boite à fusible de l'instrument.

Warnung: Zum Schutz gegen Feuer die Sicherungen nur mit Sicherungen ersetzen,
deren Typ und Nennwert auf den Tafeln neben den Sicherungsabdeckungen des Geräts
gedruckt sind.

Avvertenza: per garantire protezione contro gli incendi, sostituire i fusibili con altri
dello stesso tipo aventi le caratteristiche indicate sui pannelli adiacenti alla copertura
fusibili dello strumento.

Advertencia: Para evitar incendios, sustituir los fusibles por aquellos del tipo y
características impresos en los paneles adyacentes a las cubiertas de los fusibles del
instrumento.

警告： 为了避免火灾，应更换与仪器保险丝盖旁边面板上印刷的类型和规格相同的保险
丝。

警告： 為了避免火災，更換保險絲時，請使用與儀器保險絲蓋旁面板上所印刷之相同類
型與規格的保險絲。

경고: 화재의 위험을 막으려면 기기 퓨즈 커버에 가까운 패널에 인쇄된 것과 동일한 타
입 및 정격의 제품으로 퓨즈를 교체하십시오.

警告: 火災予防のために、ヒューズを交換する場合は、装置ヒューズカバーの隣のパネルに記載され
ている種類および定格のヒューズをご使用ください。
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装置またはデバイスに表示されていない場合の、ヒューズの種類および定格情報の確認：

Warning: To protect against fire, replace fuses with those of the type and rating
indicated in the “Replacing fuses” section of the Maintenance Procedures chapter.

Avertissement : pour éviter tout risque d'incendie, remplacez toujours les fusibles
par d'autres du type et de la puissance indiqués dans la rubrique "Remplacement des
fusibles" du chapitre traitant des procédures de maintenance.

Warnung: Zum Schutz gegen Feuer die Sicherungen nur mit Sicherungen ersetzen,
deren Typ und Nennwert im Abschnitt "Sicherungen ersetzen" des Kapitels
"Wartungsverfahren" angegeben sind.

Avvertenza: per garantire protezione contro gli incendi, sostituire i fusibili con altri
dello stesso tipo aventi le caratteristiche indicate nel paragrafo "Sostituzione dei fusibili"
del capitolo "Procedure di manutenzione".

Advertencia: Para evitar incendios, sustituir los fusibles por aquellos del tipo y
características indicados en la sección "Sustituir fusibles".

警告： 为了避免火灾，应更换“维护步骤”一章的“更换保险丝”一节中介绍的相同类
型和规格的保险丝。

警告： 為了避免火災，更換保險絲時，應使用「維護步驟」章節中「更換保險絲」所指
定之相同類型與規格的保險絲。

경고: 화재의 위험을 막으려면 유지관리 절차 단원의 “퓨즈 교체” 절에 설명된 것과 동
일한 타입 및 정격의 제품으로 퓨즈를 교체하십시오.

警告: 火災予防のために、ヒューズを交換する場合は、メンテナンス手順の章の「ヒューズの交換」に
記載されている種類および定格のヒューズをご使用ください。

A.7 電気記号
以下の電気記号および関連する説明が、装置のマニュアルや装置前面または背面のパネルに表示されていま
す。

記号 説明

電源オン

電源オフ

待機

直流
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記号 説明

交流
交流（3 相）
安全接地

フレームまたはシャーシの端子接続

ヒューズ
機能接地

入力

出力

デバイスまたはアセンブリーが静電気放電 (ESD) によ
る損傷を受け易いことを示します

A.8 取り扱い関連の記号
以下の取り扱い関連の記号およびその関連する説明が、装置、デバイス、および構成部品の出荷梱包に添付
されたラベルに、表示されることがあります。

記号 説明

天地無用

湿気厳禁

ワレモノ注意

吊り下げ禁止
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記号 説明

温度の上限

温度の下限

温度限界
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B 仕様

本書で記載されている仕様の再現性は、試験室個々の動作条件によって左右されます。仕様の詳細について
は Waters テクニカルサービスにお問い合わせください。

B.1 SM-FTN および bioSM-FTN の物理的仕様

属性 仕様

高さ 27.1 cm (10.7 インチ)、0.64 cm (0.25 インチ)
の脚付き

幅 34.3 cm（13.5 インチ）
奥行き 71.2 cm（28.0 インチ）
重量 26.1 kg（57.5 ポンド）

B.2 SM-FTN および bioSM-FTN の使用環境仕様

属性 仕様

音響ノイズ <65 dBA、システム
動作時周囲温度 4 ～ 40 °C
動作時周囲湿度 20 ～ 80%、結露なし
輸送時および保管時の温度 -30 ～ 60 °C
輸送時および保管時の湿度 20 ～ 80%、結露なし

B.3 SM-FTN および bioSM-FTN の電気的仕様

属性 仕様

保護クラス a クラス I

過電圧カテゴリー b II
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属性 仕様

汚染レベル c 2

湿気防止 d 標準 (IPXO)

線間電圧、公称 接地された AC
電圧範囲 100 ～ 240 Vac
頻度 50 Hz ～ 60 Hz
最大消費電力 400 VA

a. 保護クラス I - 感電から保護するために装置に用いられる絶縁スキームです。クラス I は、電気が流れている部品（導線）と露出している伝導
性部品（金属製パネル）間の単一レベルの絶縁を特定します。露出している伝導性部品は接地システムに接続されます。さらに、この接地シス
テムは、電源コードのプラグの 3 番目のピン（接地ピン）に接続されます。

b. 過電圧カテゴリー II - 壁のコンセントなどのローカルレベルから電力を供給する装置を対象にしています。

c. 汚染レベル 2 - 絶縁耐力または表面抵抗率を減少させる可能性がある電気回路の汚れの基準です。レベル 2 は、通常の非伝導性の汚れを
指しています。場合によっては、結露によって発生する一時的な伝導性も予想されます。

d. 湿気防止 - 標準 (IPX0) - IPX0 は、漏れた水や吹き出した水の浸入防止対策がないことを意味します。該当する場合、「X」はほこりから保
護されていることを示すプレースホルダーです。

B.4 SM-FTN および bioSM-FTN の入力/出力仕様

属性 仕様

イベント出力リレー（注入開始出力） 最大電流：0.5 A
最大入力電圧：30 Vdc
接触抵抗：0.2 オーム

デジタル入力シグナル（注入待機入力） 最大入力電圧：30 Vdc
ロジック high：3.0 Vdc
ロジック low：1.9 Vdc

B.5 SM-FTN および bioSM-FTN のパフォーマンス仕様

項目 仕様

注入量の範囲 • 標準ループが装備された状態で 0.1 ～ 10.0
µL (0.1 µL 刻み)。

• オプションの拡張ループの 1 つが装備された状態
で、その拡張ループの容量まで（50、100、250、
または 1000 µL）。
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項目 仕様

正確度（吸引） ±0.2 µL（100 µL のシリンジを使った注入量 10
µL の注入 20 回による平均値、バイアルから取り出
した液体重量で計測）。

直線性 >0.999（標準ニードル）
テスト条件：

• クロマトグラフィー：アイソクラティック

• 移動相：10:90 のアセトニトリル/水

• 流量：0.6 mL/分

• ニードル容量：1 ～ 70%

• サンプル混合液：カフェイン 0.03 mg/mL（0.2
～ 10.0 µL、15 µL ニードル付き、拡張ループ
なし）

• カラム：ACQUITY UPLC BEH C18、1.7 µm、
2.1 × 50 mm

• 検出器：UV、波長 273 nm

• カラム温度：40 °C ±0.3 °C
精度 <1% 面積 RSD、0.2 ～ 1.9 µL（0.25 ～ 0.50

mg/mL カフェイン）、
<0.5% 面積 RSD、2.0 ～ 10.0 µL（0.03
mg/mL カフェイン）
テスト条件：

• クロマトグラフィー：アイソクラティック

• 繰り返し回数：6

• 移動相：10:90 のアセトニトリル/水

• 流量：0.6 mL/分

• カラム：ACQUITY UPLC BEH C18、1.7 µm、
2.1 × 50 mm

• 検出器：UV、波長 273 nm

• カラム温度：40 °C ±0.3 °C
サンプルプレートの数 次の Waters 認定プレートのうちの 2 つ：

• 96 および 384 マイクロタイタープレート

• 48 位置、2.00 mL バイアルプレート
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項目 仕様

• 48 位置 0.65 mL マイクロ遠心分離チューブプ
レート

• 24 位置 1.50 mL マイクロ遠心分離チューブプ
レート

詳細は、Waters Sample Vials and
Accessories Brochure（『Waters サンプルバイア
ルと付属品のパンフレット』） (720001818EN)を参
照するか、Waters ウェブサイトのプレートセレクターお
よびバイアルセレクターを確認してください。

最大サンプル数 Waters 認定の 384 ウェルプレート 2 枚で 768、
または 2 mL バイアルホルダーで 96。希釈機能用に
追加 4 位置。
詳細は、Waters Sample Vials and
Accessories Brochure（『Waters サンプルバイア
ルと付属品のパンフレット』）を参照するか、Waters
ウェブサイトのプレートセレクターおよびバイアルセレクタ
ーを確認してください。

サンプルコンパートメント温度範囲 4 ～ 40 °C、0.1 °C 刻みで設定可能、周囲温度
より 19 °C 下を許容範囲 -2.0 ～ +4.0 °C で維
持

• 設定温度 4 °C（周囲温度 <23 °C および湿
度 <80% の状態）で、サンプル温度を 2 ～ 8
°C に維持。

• 周囲温度 >23 °C および湿度 <80% で、平
均サンプル温度を周囲温度より 18 °C 下に
±3.0 °C で維持。

最小サンプルコンパートメント温度仕様 達成可能なサンプルコンパートメント温度と、さまざま
なサンプル温度での予想変動については、この表の後
に記載されているグラフを参照してください。
グラフは、達成可能なサンプルコンパートメント温度と、
さまざまなサンプル温度での予想変動を示しています。

温度センサーの推奨位置 正式に仕様確認を行う際には、サンプルトレイ内の温
度センサーの推奨位置は、この表の次にある図を参
照してください。

温度正確度 センサー部で ±0.5 °C
温度安定性 ±1.0 °C（サンプルコンパートメントのドアを閉じた状

態でのセンサー部）
注入ニードル洗浄 内蔵、アクティブ、およびプログラム可能
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項目 仕様

最小必要サンプル量 3 µL、残留、合計回収 2 mL バイアル（ゼロオフセッ
ト）使用時

サンプルのキャリーオーバー - UV <0.004% カフェイン(UV)
テスト条件：

• 溶媒 A：100% 水

• 溶媒 B：100% アセトニトリル

• 弱洗浄：10:90 のアセトニトリル/水

• 強洗浄：10:90 のアセトニトリル/水

• カラム：ACQUITY UPLC BEH C18 1.7 mm、
2.1 × 50 mm

• 移動相：90% 溶媒 A：10% 溶媒 B

• 流量：0.6 mL/分

• サンプル：10:90 アセトニトリル/水に溶解した
0.16 mg/mL（標準）および 4 mg/mL（チ
ャレンジ）のカフェイン、10:90 アセトニトリル/水の
ブランク試料と比較

• 注入量：5 μL

• カラム温度：40 °C

• 検出：UV (273 nm)、サンプリングレート = 20
ポイント/秒、フィルター時定数 = 通常（0.2 秒）

• 分析時間：2 分

• データシステム：Empower または MassLynx
ソフトウェア

計算の根拠：チャレンジ試料後のブランクでピークが検
出された場合、既知 (0.005%) の標準試料と比較
されます。キャリーオーバーのピーク面積が標準ピーク
面積以下であれば仕様範囲内です。

サンプルキャリーオーバー - MS <0.005% スルファジメトキシン (MS)
テスト条件：

• 溶媒 A：0.1% ギ酸水溶液

• 溶媒 B：0.1% ギ酸アセトニトリル溶液

• 弱洗浄：5:95 のアセトニトリル/水

• 強洗浄：50:50 のアセトニトリル/水

• 移動相：80% 溶媒 A：20% 溶媒 B
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項目 仕様

• 流量：0.3 mL/分

• サンプル：10:90 アセトニトリル/水 + 0.1% ギ
酸に溶解した 5 pg/µL（標準）および 1
µg/µL（チャレンジ）のスルファジメトキシン、
10:90 アセトニトリル/水 + 0.1% ギ酸のブラン
ク試料と比較

• 注入量：5 μL

• カラム：ACQUITY UPLC BEH C18 1.7 µm、
2.1 × 50 mm

• カラム温度：40 °C

• サンプル温度：10 °C

• 検出：311.3 Da、0.5 秒デュエルタイムで MS
SIR モード、または 156.0 ～ 310.0 Da で
MRM モード

• イオンモード：ES+

• 分析時間：5 分

• データシステム：Empower または MassLynx
ソフトウェア

計算の根拠：チャレンジ試料後のブランクでピークが検
出された場合、既知 (0.005%) の標準試料と比較
されます。キャリーオーバーのピーク面積が標準ピーク
面積の 80% 未満であれば仕様範囲内です。
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図 B–1: 推奨される温度センサーの位置
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図 B–2: 最小サンプルコンパートメント温度仕様
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B.6 SM-FTN および bioSM-FTN の接液面の材料

説明 仕様

SM-FTN 316 ステンレススチール、DLC、金メッキステンレススチ
ール、PEEK 混合物、ポリイミド、PPS

bioSM-FTN DLC、金メッキステンレススチール、MP35N、PEEK
混合物、ポリイミド
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