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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。

危険標識記号に関する通知

 記号が使われているあらゆる場合に、文書を参照して、危険を引き起こす可能性がある原因の本質お
よび実施する必要があるアクションを明確にする必要があります。

電源コードの交換に関する危険性
警告: 感電を防止するために、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。主電源コードは、適切な定格のものとのみ交換してください。その他の国
で使用するコードについては、各国の Waters 代理店にお問い合わせください。

手を押し潰す危険性
警告: ソースの往復運動や回転運動をする部品に関係する危険を避けるため、黄色と灰色のラベル
でマークされた区域には手を近づけないでください。

高電圧による危険
警告: 感電防止のため、システムモジュール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。

ボトル配置の禁止事項

警告: 感電や火災による傷害、および装置への損傷を防止するため、液体が含まれている容器をワークステー
ションや付属機器の上に置くことや、これらのユニットを液体の滴下や飛散にさらすことをしないでください。

禁止: 溶媒ボトルなどの液体が含まれている容器を、ワークステーションや付属機器の上に置くこと
や、これらのユニットを液体の滴下や飛散にさらさないでください。
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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。

電源安全通知
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
装置がメーカーに指定されていない方法で使用された場合、装置の設計に備わっている人身事故に対する保護
が無効になる恐れがあります。

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。

システムの操作
このシステムを操作する際は、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。

適用される記号

記号 定義

製造者

製造日

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を公式
に表明します
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記号 定義

 または

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

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および電子機器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。
廃電気電子機器指令 (WEEE) 2012/19/EU に準拠した、正しい廃棄および
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。
シリアル番号

REF
部品番号およびカタログ番号

対象読者および目的
このガイドは ACQUITY UPLC H-Class システムの操作およびメンテナンスの担当者を対象としています。

使用目的
Waters は、次の使用環境で液体クロマトグラフィー分離を実行するために本システムを設計しました。

• 薬剤の開発および発見

• 品質保証および品質管理

• 化学物質

• 環境

• 食品安全性

本システムは診断用途での使用を目的としたものではありません。
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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、条件に合ったキャリブレーションメソッドを採用し、少なくとも 5 つの標
準試料を使用し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。

質量分析計をキャリブレーションする時は、キャリブレーションする装置のオペレーターズガイドでキャリブレーションの
セクションを参照してください。オペレーターズガイドではなく、概要およびメンテナンスガイドが装置に付属している
場合、キャリブレーションの手順については、装置のオンラインヘルプシステムをご覧ください。

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.

ISM 分類：ISM グループ 1 クラス B
この分類は、IEC 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
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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 ACQUITY UPLC H-Class システム

ACQUITY UPLC H-Class システムは、HPLC、UHPLC、および UPLC メソッドをサポートするよう設計され
ています。システムが低拡散であるため、最も困難で複雑な分離において、クロマトグラフィー分離能を最大化す
ることができます。ソフトウェアとハードウェアのツールにより、メソッドの移行が簡単になり、自動化されたメソッド開
発がサポートされます。

1.1 UPLC 技術
2004 年に、Waters では、UPLC 技術を分離科学の分野に導入する装置およびカラムの設計で、大幅な進
歩を成し遂げました。この技術を採用することにより、Waters の ACQUITY UPLC システムは従来のシステム
に比べて、液体クロマトグラフィーの分離能、速度、感度において際立った増加を達成しています。

UPLC 技術は、低分散システムと結び付けられた直径 1.7 µm の球状粒子が充填されたカラムに基づいてお
り、これらの高度に効率的なカラムの分離潜在力を、ユーザーが実現できます。

図 1–1: 液体クロマトグラフィーでの粒子径の進化と分離効率への影響
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上記の数値から明らかなように、1.7 µm 粒子を使用することにより、流量の増加による高効率が達成されます
（低流量 HETP が高効率を示す）。プロットのこの領域で動作すると、ピーク容量と分離速度の限界を、従来の
HPLC 技術をはるかに超えて設定できます。

図 1–2: 5.0 µm および 1.7 µm の粒子を使用するクロマトグラフィー分離の比較

上図は、カラムに 5 µm 粒子を充填した HPLC を使用した分離と、カラムに 1.7 µm 粒子を充填した UPLC
を使用した分離の 2 つを、比較しています。UPLC クロマトグラムでの分離能と分析速度の両方の向上が明ら
かです。それぞれの分離は、2.1 × 50 mm カラムで実行されました。分離でのクロマトグラフィー動作条件は、
粒子径に基づいて増減された流量以外は、同じです。

1.2 ACQUITY UPLC H-Class システムの機能
ACQUITY UPLC H-Class システムは、HPLC 分離を実行する機能と、UPLC のスピードとパフォーマンスを
兼ね備えています。この組み合わせにより、以下を含む多数の利点がもたらされます。

• 従来の HPLC と比較して、高圧で小粒径のクロマトグラフィーにより、さらに迅速、分離能の高い分析を可
能にする

• 少ない溶媒消費（従来の HPLC に比べて大幅に低減）

• クォータナリソルベントマネージャの使用による溶媒混合の柔軟性

• フロースルーニードル型のサンプルマネージャ

• ポンプおよびサンプルマネージャの設計の強化による、分散の最小化とサイクル時間の短縮
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• さまざまなカラム長と独立した温度ゾーンでの最大 6 カラムの自動切り替えをサポートする柔軟なカラム管理
オプション

• サンプル容量を拡大するオプションのサンプルオーガナイザー

1.2.1 ソフトウェア機能

1.2.1.1 量子同期
注入中に高圧流路に低圧サンプルを送液すると、クロマトグラフィーの結果に影響する圧力パルスが生じます。量
子同期機能は、この圧力パルスの影響を軽減します。サンプルマネージャとソルベントマネージャは通信して自動
的に注入シーケンスを連携しており、低圧サンプルを導入するためにサンプルマネージャがインジェクターバルブを注
入位置に切り替えるその瞬間に、ソルベントマネージャが追加の圧力を供給することが可能になります。

1.2.1.2 グラジェントスマートスタート
各サンプル注入の前に、通常サンプルマネージャは洗浄シーケンスを実行し、適切なサンプル量を吸引します。こ
れらのタスクが完了すると、ソルベントマネージャは注入バルブへのグラジェントの送液を開始します。システムのデ
ュエルボリュームは、このグラジェントがカラムに到達するために必要な時間の大きさに影響し、サイクル時間全体
の大きな影響要素になることがあります。

グラジェントスマートスタート機能は、注入が行われたときに、開始した時間を基準にして調整します。このように、
メソッドを移行するとき、この機能によって、クロマトグラフィーシステム間のデュエルボリュームの差が補正されます。
さらに、これによってすべての注入前動作が連携され、サイクル時間全体を増加する遅延が最小化されます。そう
することで、この機能によって、サンプルマネージャの注入前機能の前または実行中にグラジェント動作を始めるこ
とができ、大幅な時間の節約になります。

1.2.1.3 プランジャー洗浄
ソルベントマネージャのポンププランジャーに蓄積する析出物質が、高圧シールを損傷する可能性があります。プラ
ンジャー洗浄機能は、シールおよびプランジャーをシール洗浄溶媒で洗浄し、沈殿物を除去します。必要に応じ
てプランジャー洗浄機能を使用するか、「送液なしのシャットダウン」機能の一部としてこの機能を実行できます。

ヒント: プランジャー洗浄機能は、モジュールの動作中は使用できません。

1.2.1.4 ゼロフロー停止
ゼロフロー停止機能は、指定された時間間隔の間ソルベントマネージャがアイドルに保持された後に、プランジャー
洗浄機能を実行します。この機能により、システムがアイドルのときに沈殿した物質が、ポンプのプランジャーやプラ
ンジャーシールに堆積することが防止されます。

1.2.1.5 自動プライム
ソルベントマネージャの自動プライム機能を有効にすると、新しいラインが選択されたときに、システムはオプションの
溶媒選択バルブのラインをプライムします。新しい溶媒ラインのプライムの流量と期間を指定できます。
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例: 初回注入にライン D1 を、2 回目の注入にライン D2 を使用する場合、ソルベントマネージャは、初回と 2
回目の注入の間にライン D2 をプライムします。

1.2.1.6 流量増加
流量増加機能を使用して、ソルベントマネージャが流量を増加または減少する速度を指定します。

ヒント: 既定値は、堅牢な HPLC および UPLC カラム粒子に対応するように、設定されています。圧力の影響
を受けやすいカラム（ゲルカラムなど）の場合、流量増加率を調整する必要があります。

1.2.1.7 Auto•Blend Plus
Auto•Blend Plus 技術では、純粋な溶媒と濃縮原液を使用して、移動相組成を特定の pH で混合しま
す。同時に、塩および有機溶媒の濃度をコントロールして、分離を最適化します。Auto•Blend Plus 技術を
使用して、バッファーシステムを溶媒カタログに作成して保管します。これは、ACQUITY クォータナリーソルベント
マネージャのすべてのユーザーが、共有できます。クロマトグラフィー移動相を調製および調整するには、酸、塩
基、塩または有機溶媒、および水を、溶媒リザーバーに追加します。これにより、タンパク質の分離など、バッファー
の pH および塩濃度に対して特に感度が高い場合にも最適化することができます。pH および有機溶媒組成の
影響を受けやすい逆相分離を、最適化することもできます。

関連項目: 

• Auto•Blend Plus Technology for Ion Exchange, Size Exclusion, and Reversed-phase
Chromatography（『イオン交換、サイズ排除、逆相クロマトグラフィー用 Auto•Blend Plus テクノロジ
ー』）

• 「Waters Auto•Blend Plus」ページにある「サポート」タブの Auto•Blend Plus ビデオ。

1.3 システム構成部品
以下の図に、4 つのコアモジュールと溶媒ボトルトレイが含まれているシステムスタックが、示されています。
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図 1–3: システムコアスタックの例

溶媒ボトルトレイ

検出器

カラムヒーター

サンプルマネージャ

ソルベントマネージャ

システムには、ソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、カラムヒーター、検出器（チューナブル紫外線、フォトダイ
オードアレイ、エバポレイト光散乱、蛍光、電気伝導度、示差屈折率または質量分析）、および ACQUITY
UPLC カラムが含まれています。

Waters Empower クロマトグラフィーソフトウェア、UNIFI、または MassLynx 質量分析ソフトウェアにより、
本システムはコントロールされます。
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1.3.1 クォータナリーソルベントマネージャ
クォータナリーソルベントマネージャ (QSM) は、低圧混合の高圧ポンプです。103,421 kPa (1034 bar、
15,000 psi) では 1 mL/分まで、および低圧力の 53779 kPa (537 bar、7800 psi) では 2.2 mL/分
までの分析流量で一定した（脈流のない）溶媒送液を提供します。QSM は、グラジェントプロポーショニングバ
ルブ (GPV) を使用して 4 種類の脱気した溶媒を同時に送液して、指定された組成をダイナミックに作成できま
す。

注意: オプションの 6 溶媒選択バルブを QSM ライン D に追加して、溶媒の柔軟性を向上させることができま
す。

1.3.2 サンプルマネージャ-フロースルーニードル
サンプルマネージャフロースルーニードル (SM FTN) は、直接注入メカニズムを使用して、プレートやバイアルから
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。この注入スタイルは、サンプル量のオーバーヘッドなしに、
吸引したすべてのサンプルをカラムに注入します。サンプルニードルは流路の一部であり、分離中に、内部の表面
が移動相により洗浄されます。ニードルの外部は、メソッドで指定された注入ポートで洗浄されます。SM-FTN の
標準的な注入量範囲は 10 µL ですが、これは、オプションの拡張ループ（サンプルニードルと注入バルブの間に
取り付け）の追加により最大 1 mL まで拡張できます。

さらに、SM-FTN は希釈、自動追加、混合などの複数の高度なサンプルコンディショニング機能と注入サイクル
時間を短縮する先行ロード機能を備えています。

1.3.2.1 洗浄溶媒
サンプルマネージャニードル洗浄システムは、サンプルのキャリーオーバーを最小にするために使用されます。これに
は単一の洗浄溶媒が使用され、この溶媒はシステムの流路に入りません。

通告:

• バッファーをシステム内に格納したままにしないでください。

• システムをシャットダウンする前に、すべての流路をバッファーを含まない多量の溶媒で洗浄します
（ニードル洗浄を含む）。

• 長期間システムを停止したままにする場合(24 時間以上)、10% ～ 20% のメタノールを含ん
だ水を使用します。

• バッファーを含んだ洗浄溶媒を使用する場合は、30 秒以上プライムします。

• バッファーを使用すると、ニードルおよび洗浄ポートに塩が形成される可能性があるため、定期的
な洗浄が必要になることがあります。

制限事項: バッファー洗浄溶媒は避けます。

1.3.2.2 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。パージ溶媒は、サンプルシリンジお
よび注入流路のプライムもします。溶媒のカラムへの注入は、希釈溶媒として使用される場合、自動希釈の間だ
け行われます。
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注: 

• パージ溶媒は、ニードル洗浄溶媒と混和性がなければなりません。

• 可能な場合は常に、パージ溶媒に 90/10 水/メタノールを、Waters は推奨します。

1.3.3 カラムヒーター
カラム温度の変動は、ピーク保持時間のシフトおよびピーク形状の変化につながり、正確な結果を得ることが一
層困難になります。カラムコンパートメントは、カラム温度をコントロールすることにより、正確で再現性のある分離
を確保する手助けをします。

カラムコンパートメントは 20 ºC （または少なくとも周囲より 5 ºC 高い温度）～ 90 ºC の任意の温度に加熱
されます。アクティブプレヒーターは、カラムに入る溶媒を直前で加熱します。カラムヒーターは、内径最大 4.6
mm まで、長さ最大 150 mm までのカラムに対応できます。

ヒント: 

• アクティブプレヒーターは、本システムの既定の構成です。

• オプションのパッシブ型のカラムスタビライザーは、アクティブプレヒーターが適さない既存のクロマトグラフィーメソ
ッドで使用できます。

1.3.4 カラムマネージャ（オプション）
ACQUITY UPLC H-Class カラムマネージャは、正確で再現性のある分離を確保する手助けをするオプション
です。カラムマネージャは、カラムの温度を 4 ～ 90 °C に調整できます。そのトラフには、構成によって異なります
が、内径最大 4.6 mm まで、長さ最大 150 mm までのカラムを収納できます。2 つのカラムトラフそれぞれ
は、15 cm カラム（フィルター付き） 1 本または 50 mm カラム（フィルターなし） 2 本を、コンディショニング
できます。

カラムマネージャには、メソッド開発用の、廃液チャンネル、バイパスチャンネルおよびプログラム可能なカラム間の自
動切り替え機能もあります。

カラムマネージャを設定して、ベースユニットに加えて最大 2 台のカラムマネージャ AUX モジュールで作業できま
す。カラムマネージャ AUX モジュールは、カラムマネージャによってコントロールされ、同じ温度範囲で動作します。
2 個のカラムトラフはそれぞれ、プレカラムフィルター付きで最大長さ 150 mm までのカラム 1 本、またはプレカラ
ムフィルターなしで最大長さ 500 ｍｍ までのカラム 2 本を収納できます。

注意: カラムマネージャベースユニットで構成されるシステム（追加のヒーター/クーラーモジュールなし）は、最大 4
本のカラム (50 mm) に対応でき、カラムマネージャベースユニットと 1 個のカラムヒーター/クーラアーモジュール
で構成されるシステムは最大 4 本のカラムに対応でき、カラムマネージャベースユニットと 2 個のカラムヒーター/ク
ーラーモジュールで構成されるシステムは最大 6 本のカラム（ベースユニットに 2 本のカラム）に対応できます。

1.3.4.1 アクティブな溶媒コンディショニング
HPLC および UPLC アプリケーションはプレカラム移動相加熱による利点を活かし、クロマトグラフィー分離を改
善します。本システムのカラムヒーターは、アクティブプレヒーターを使用して、溶媒がカラムに送り込まれるれる際に
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溶媒をコンディショニングします。プレヒーターは送り込まれる移動相（および注入されたサンプル）の温度を上昇
させ、カラムコンパートメントと同じ温度にします。

ヒント: アクティブプレヒーターは、本システムの既定の構成です。CH-A を使用する場合、オプションのパッシブ型
カラムスタビライザーを、アクティブプレヒーターが適さない既存のクロマトグラフィーメソッドで使用できます。

1.3.5 サンプルオーガナイザ（オプション）
要件: システムで使用するサンプルオーガナイザがロータリートレイがあるサンプルマネージャに適合していることを、
確認します。

サンプルオーガナイザは、複数のマイクロタイタープレートまたはバイアルプレートを保管し、それらをサンプルマネージ
ャとの間で移送します。これによって処理が自動化され、スループットが増加します。

サンプルオーガナイザの収納棚コンパートメントには、各種 ANSI プレートを保持することができます。これらのプレ
ートは大きなスイングオープン前面ドアからオーガナイザにロードします。ヒーターおよびクーラーは、収納棚コンパー
トメントを熱的にコンディショニングし、サンプルマネージャのヒーター/クーラーと共に、温度をユーザーが決定する設
定温度に維持します。

1.3.6 検出
使用するシステムに適合する光学検出器は、サンプル分析対象物の濃度を、検出および定量します。システム
は、以下の検出器に対応します。

• フォトダイオードアレイ (PDA)

• フォトダイオードアレイ eλ (PDA eλ)

• TaperSlit 付きフォトダイオードアレイ (PDA-TS)

• チューナブル紫外線 (TUV)

• エバポレイト光散乱 (ELS)

• 蛍光 (FLR)

• 屈折率 (RI)

• 電気伝導度検出器 (2432)

1.3.7 ローカルコンソールコントローラー（オプション）
ACQUITY UPLC ローカルコンソールコントローラー (LCC) はクロマトグラフィーデータシステム (CDS) ソフトウェ
アを補完し、システムをローカルにコントロールできるようにします。単純なキーパッドをエミュレートするように設計さ
れており、ＬＣＣ の最低限の機能では、スタンドアローンのコントローラーとして動作することが妨げられます。シス
テムに設置しても CDS コントロールに取って代わりません。むしろ Waters は LCC を、システムモジュールの動
作の準備をし、初期条件を定義し、システム診断テストを実行するために、設計しました。これらの基本機能は、
システムがソフトウェアコントロールおよび取り込みワークステーションや LAC/E32 モジュールから離れていても、ネ
ットワークコントロールを使用できなくても、迅速に実行されます。
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1.3.8 FlexCart （オプション）
オプションの FlexCart により、システムに移動型プラットフォームが提供されます。プラットフォームにシステム装置
および PC とモニターを置くことができ、システム装置へ電源供給し、廃液管理を統合できます。質量分析計と
使用する場合、カートの高さが調節できるために、カラムアウトレットをインレットプローブ近くに配置することで、シ
ステムのデッドボリュームを最少化できます。

注意: ACQUITY Flex Cart は ACQUITY QDa 検出器やデュアル検出の ACQUITY UPLC H-Class
システム（スプリットスタック構成）のいずれによってもサポートされません。

1.3.9 カラムテクノロジー
ACQUITY UPLC カラムには、高圧条件下で機械的に耐性がある 1.7 µm の架橋型エチルシロキサンハイブ
リッド粒子、1.8 µm の高強度シリカ粒子、または 1.6 µm 固体粒子が充填されています。カラムのハードウェ
アおよび適合するアウトレットチューブは、最大 103,421 kPa (1034 bar、15,000 psi) に耐えることができ
ます。このカラムサイズにより、流量は MS に適合した最適なものになり、また適合するアウトレットチューブがカラ
ム容量の増加の影響を最小限に抑えます。

このシステムでは任意の分析用カラムも使用可能ですが、特別に設計された ACQUITY UPLC カラムを使用
すると高圧機能を最大限に活用できます。従来型 HPLC カラムに比べて ACQUITY UPLC カラムは、同じ分
析時間でより優れた分離と感度を、または同等の分離、より優れた感度と分析時間の短縮化を可能にします。

1.3.9.1 eCord テクノロジー
ACQUITY UPLC カラムには、カラムの使用履歴を追跡する eCord カラムチップが取り付けられています。
eCord カラムチップはシステムソフトウェアと連携し、カラムで分析されたサンプルキューの情報を 50 まで記録しま
す。規制された環境下で、eCord カラムチップは検証メソッドで使用されるカラムの資料を提供します。eCord
カラムチップは、個々のクロマトグラフィー分析に使用されるカラムのドキュメントを提供し、以下の情報を記録しま
す。

• カラムで分析するサンプルセット（またはサンプルリスト）の名前。

• カラムへの注入回数。

• カラムに注入されたサンプルの数。

• カラムに実際に加わった最高圧力（および日付）。

• カラムに実際に加わった最高温度（および日付）。

各種カラム使用データに加えて、eCord カラムチップにも以下などの固定のカラム製造データが保管されます。

• カラム固有 ID 情報。

• 分析証明書。

• QC テストデータ。

カラムの eCord フォブをカラムコンパートメントのソケットに取り付けると、チップはシステム情報を自動的に記録し
て保管します。ユーザーはこれ以上のアクションの必要がありません。
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1.4 追加情報
システムのドキュメント CD で、以下の追加情報を参照してください。

• 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』）

• ACQUITY UPLC Sample Manager - Flow Through Needle Overview and Maintenance
Guide（『ACQUITY UPLC サンプルマネージャ-フロースルーニードル概要およびメンテナンスガイド』）

• 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 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』）

• 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』）

• ACQUITY UPLC Sample Organizer Operator's Overview and Maintenance Information
（『ACQUITY UPLC サンプルオーガナイザー操作概要およびメンテナンス情報』）

• ACQUITY UPLC Photodiode Array and e λ Photodiode Array Detector Overview and
Maintenance Guide （『ACQUITY UPLC フォトダイオードアレイおよび e λ フォトダイオードアレイ検出
器操作概要およびメンテナンスガイド』）

• ACQUITY Photodiode Array Detector with TaperSlit Overview and Maintenance Guide
（『TaperSlit 付き ACQUITY フォトダイオードアレイ検出器の概要およびメンテナンスガイド』）

• ACQUITY UPLC TUV Detector Operator's Overview and Maintenance Guide
（『ACQUITY UPLC TUV 検出器操作概要およびメンテナンスガイド』）

• ACQUITY UPLC Fluorescence Detector Getting Started Guide（『ACQUITY UPLC 蛍光検
出器入門ガイド』）

• ACQUITY UPLC Evaporative Light Scattering Detector Getting Started Guide
（『ACQUITY UPLC エバポレイティブ光散乱検出器入門ガイド』）

• ACQUITY Refractive Index Detector Overview and Maintenance Guide（『ACQUITY 示
差屈折計概要およびメンテナンスガイド』）

• ACQUITY QDa Detector Overview and Maintenance Guide（『ACQUITY QDa 検出器概要
およびメンテナンスガイド』）

• 2432 Conductivity (Cond) Detector Overview and Maintenance Guide（『2432 電気伝導
度検出器概要およびメンテナンスガイド』）

• Auto•Blend Plus Technology for Ion Exchange, Size Exclusion, and Reversed-phase
Chromatography（『イオン交換、サイズ排除、逆相クロマトグラフィー用 Auto•Blend Plus テクノロジ
ー』）
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詳細情報は、www.waters.com をご覧ください。ここで ACQUITY UPLC オンラインコミュニティにご参加い
ただくと、以下ができます。

• ACQUITY UPLC の専門家および科学者と情報を共有し、質問する

• 世界中から ACQUITY UPLC の出版物およびユーザーの経験にアクセスする

• 専用の FAQ、ヒントと秘訣、およびチュートリアルをレビューする

• 最新の ACQUITY UPLC のアプリケーションおよび情報を調査する
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2 パフォーマンス最適化

システムのパフォーマンスを最適化するために、この章のアドバイスとガイドラインに従ってください。

2.1 一般的なガイドライン
ACQUITY UPLC H-Class システムのガイドラインは、小さな（2 µm 未満）粒子を使用するクロマトグラフィ
ーにはシステムに特定の制約があるため、通常の HPLC の作業手順と異なります。UPLC システムでのクロマト
グラフィーでは、HPLC を使用する場合よりはるかに、小規模で高分離の分析を実現します。UPLC では分析
時間が短く、溶媒およびサンプルの消費量が大幅に減少します。

より小さいカラムを使用するとサンプル拡散がより明確になるため、ACQUITY UPLC H-Class クロマトグラフィ
ーにはサンプルマネージャの最適なパフォーマンスが必要です。クロマトグラフィー分析時間が短縮されるため、サイ
クル時間の効率的管理も不可欠になります。

高速 UPLC 分析を実施する場合、対象とするピークの幅が 0.5 秒未満になることがあります。繰り返し可能な
定量を最大の感度で確保するために、分離で波形解析される最も狭いピークにわたって 25 ～ 50 ポイントを
生成するサンプリングレートを、Waters は推奨します。van Deemter 式に基づき、1.7 µm カラムの最適線
速度は 5 µm カラムの場合より速くなります。以下の表は、アイソクラティック条件およびグラジェント条件の両方
での ACQUITY UPLC カラムの最適流量条件を示しています。これらの値は目安であり、実際に使用する分
子や分離に対する最適なパフォーマンスは、異なる流量や圧力で得られる可能性があります。

表 2–1: 分子量の範囲に対する最適な流量

カラムのサイズ 分子量 流量

2.1 × 50 mm <500 600 μL/分
2.1 × 50 mm 1000 300 μL/分
2.1 × 50 mm 1500 150 μL/分
2.1 × 50 mm 2000 100 μL/分

2.1.1 UPLC 分析を実行する場合の推奨事項への準拠

適切な溶液の選択
• 高品質の溶媒、バッファー、および添加剤（HPLC または MS グレード）を使用します。

• 濃縮した保存溶液を使用します。
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• 有機成分（例えば 0.1%）が含まれているグラジェントを開始して、0% 有機成分で開始する場合より一
貫性があり予測可能なグラジェント形成を提供します。

• より一貫した、予測可能性を提供するため、グラジェントが開始するときに有機成分（例えば 0.1%）が含
まれているようにしてください。

システムの正しいセットアップ
• カラムの取り付けまたは取り外しの際には、必ずアクティブプレヒーターのリユーザブル締め付け用フィッティング

を所定の位置に保持します。カラムまたはオプションのインラインフィルターを回わして、取り付けまたは取り外し
ます。

• 溶媒ボトルのチューブラインには、必ず溶媒フィルターを使用してください。

• より短いサイクル時間が好ましい場合は、先行ロードオプションを使用します。

適切なプライム
• システムの起動中に、溶媒ラインをプライムします。

• シール洗浄ラインとすべての溶媒ラインをプライムした状態で保持します。

廃液の適切な管理
• デガッサーのベントラインをブロックしないでください。必要に応じてチューブを切り取ります。

• 廃液またはデガッサーベントラインは液体につからないようにしてください。（チューブの配管方法については、ソ
ルベントマネージャの概要およびメンテナンスガイドを参照してください。）

• 高い位置にならないように、廃液の位置を監視します。

バッファー使用の際の注意
• バッファーを、洗浄溶媒ラインで使用しないでください。

• 細菌の繁殖を促進させるので、バッファを一杯にしないでください。

• 0.2 µm のフィルターメンブレンでバッファーをろ過してください。

• バッファーをシステム内に格納したままにしないでください。

• 長期間（24 時間を超えて）システムをアイドル状態にする場合は、水溶液溶媒でシステムからバッファーを
フラッシュ洗浄します。「保管」溶媒として、10 ～ 20% の有機溶媒が含まれている水を使用します。サンプ
ルマネージャをパージ溶媒で 10 サイクル以上、プライムします。

• 1M より高い塩濃度で継続的に実行すると、ポンプのシールを定期 PM より高い頻度で交換することが必
要になる場合があります。シールの寿命を長くする手助けをするため、および塩の結晶がポンプのシールに蓄
積するのを防ぐため、ポンプ、塩濃度が高いライン、リザーバーを、定期的にフラッシュ洗浄します。塩濃度、
流量、およびその他のファクターが、フラッシュ洗浄手順の頻度に影響することがあります。アプリケーションによ
っては、毎週フラッシュ洗浄する必要があることがあります。
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適切なシャットダウン手順への準拠
• システムをシャットダウンする前に、すべての流路をバッファーを含まない多量の溶媒で洗浄します（ニードル洗

浄を含む）。長期間システムを停止したままにする場合(24 時間以上)、10% ～ 20% のメタノールを含
んだ水を使用します。

• キャリーオーバー問題をトラブルシューティングしているときは、先行ロードやループオフラインのオプションを使
用しないでください。

2.2 拡散
UPLC システムおよびオートサンプラーでは、低拡散が見られます。拡散とは、システム設計が基で発生するピー
ク幅の広がりの程度で測定される、装置に固有の特性です。

小さい粒子のクロマトグラフィーは、小型の高性能カラムを使用します。代表的な 4.6 × 150 mm HPLC カラ
ム容量約 2.5 mL に比べて、代表的な 2.1 × 50 mm UPLC カラム容量は約 174 µL です。カラムと粒
子サイズが小さい場合には、高性能カラムで実現されるピーク形状、高さ、および感度が維持されるように、低拡
散により希釈とバンドの広がりを少なくするシステムが必要です。

ACQUITY UPLC H-Class システムの通常のバンドの広がりは 10 ～ 12 µL （システム構成によって異なる）
です。Alliance HPLC システムのバンドの広がりは、35 µL ～ 50 µL です。拡散の相違により、Alliance シ
ステムのバンドは、ACQUITY UPLC H-Class システムと比較して、希釈時に 3 倍に増加します。

その結果、UPLC ピーク濃度は、HPLC 濃度より高くなります。溶解度の影響は低拡散高圧力のシステムでよ
り明白に表れるため、カラムロードの適切な調整が不可欠です。

2.3 キャリーオーバー
前に注入した分析対象物が後続のサンプルのクロマトグラムでピークとして明白な場合は、クロマトグラフィーシス
テムのキャリーオーバーを観察していることになります。キャリーオーバーは、サンプルを注入した後に、少量の分析
対象物がシステム内に残った場合に生じる傾向があります。分析サンプルの直後にブランクのサンプルを分析して
表示される分析対象物のピークを観察することにより、キャリーオーバーを測定できます。

キャリーオーバーの一般的な原因は、システムの不適切な洗浄です。適切な洗浄溶媒を選択することにより、特
定の分析でのキャリーオーバーを最小限に抑えることができます。洗浄溶媒はあらゆる残留サンプルを溶解できる
ほど十分に強くなければならず、また、洗浄時間はシステムから残留物を除去できるほど十分に長い必要がありま
す。

メソッド条件もキャリーオーバーに影響を及ぼします。グラジェントの最終条件でのホールド時間が短すぎると、特
にグラジェントが急勾配の場合、システムからすべての分析対象物を除去できないことがあります。次の分析に進
む前に、システムを完全に洗浄して、カラムを再平衡化することが重要です。先行ロードとループオフラインのオプ
ションを選択する場合は、注意してください。グラジェントの高有機部分がニードルに到達する前にこれらのオプショ
ンを開始すると、システムにサンプル残留物が残ることがあり、得られた節減時間を、システムのクリーニング不足
によって失うことがあります。

サンプルの疎水性と溶解度、およびサンプルの調製中の清浄度は、サンプル調製ツールの汚染と同様に、キャリ
ーオーバーの最小化の試行時に考慮する必要がある付加的要素です。
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2.4 サイクル時間（注入間）
UPLC 分離の短い分析時間には、分析間の時間を効率的に使用する必要があります。

サンプルマネージャには、サイクル時間の短縮に役立つ先行ロードオプションがあります。このオプションにより、サン
プルマネージャは現在のサンプル分析中に次のサンプルを吸引するように指示されます。

サンプルマネージャの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到達する前、およびサンプルが
注入ポートに送液された後に、ニードルおよび拡張ループをオフラインにすることにより、サイクル時間での遅延容
量の影響が軽減されます。

シリンジ吸引速度を適切に設定することによってサイクル時間を短縮することもできます。デフォルトでは、システム
は圧力トランスデューサからのフィードバック情報を使用して、最大のスループットとパフォーマンスを得られるように
シリンジ吸引速度を最適化します。

2.5 リーク防止
分析中のリークを防止することにより、システムでの十分な送液圧力と、サンプルの完全性が確保されます。

リークは、チューブの接続部、ガスケット、またはシールで発生する可能性がありますが、チューブの接続部が最も
一般的です。低圧によるリーク（ソルベントマネージャのポンプの入力側）は、入力サイクル中の溶媒損失および
エア導入につながります。高圧フィッティング（「インテリジェント」インテークバルブの下流）でのリークは、溶媒をリー
クすることはありますが、エアは導入しません。

リークを防ぐために、システムのフィッティングの締め付けは Waters の推奨事項に従ってください。フィッティングを
再度締め付ける場合と初めて設置する場合で締め付け具合が異なることに、特に注意してください。

2.5.1 フィッティング取り付け推奨事項
システム内で、右記の 2 種類のフィッティングが使用されます：PEEK（ポリマーベース）製のフィッティングとチュー
ブ、および SST（ステンレススチール）製のフィッティングとチューブ。チューブを接続するとき、フィッティングの取り付
けおよび締め付けに関する以下の推奨事項に注意してください。

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: 生物学的有害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。

要件: 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。

推奨事項: 
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• バンドの広がりを防ぐため、必ずチューブがフィッティング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ます。

• 簡単に脱着できるように、長めの締め付け用ねじを使ってインジェクターとベントバルブにチューブを取り付けま
す。

• 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、ソルベントマネージャのリークテストを実
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、つぶれたねじ山、変形がないかを確認してく
ださい。

• ステンレス製フィッティングを 6 回以上再使用しないでください。

2.5.1.1 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）フィッティングの組み立てでは、締め付け用ねじとフィッティングの本体にマークを付けて、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。

要件: 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。

必要なツールと材料
• 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。

• 油性マーカー

• 耐薬品性のパウダーフリー手袋

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. フィッティングの本体にチューブを挿入します。

4. フィッティングの本体の中へ、締め付け用ねじを時計方向へ回転させ、ねじを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。

6. フィッティングの本体の 9 時の位置に印を付けます。

7. チューブがフィッティングの本体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 回転ほど回わします。
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2.5.1.2 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。

2.5.1.3 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

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。
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2.5.1.4 フランジなしのフェラルおよびステンレススチール製ロックリング付きの長い 1/4-28 フィッティン
グ（外径 1/8 インチのチューブに取り付け）

最初の使用または再取り付け

締め付け用ねじ

ロックリング

フェラル

大きい内径 (ID) のロックリングの端

フィッティングを手で締め付けます。

2.5.1.5 フランジなしフェラルおよびステンレススチール製ロックリング付きの短い 1/4-28 フィッティング
（外径 1/16 インチのチューブに取り付け）

最初の使用または再取り付け

締め付け用ねじ

ロックリング

フェラル

大きい内径 (ID) のロックリングの端
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フィッティングを手で締め付けます。

2.5.1.6 フィルターおよびステンレススチール製固定リング付きの 5/16-24 フィッティング

最初の使用または再取り付け

締め付け用ねじ

ロックリング

フェラルおよびフィルター

大きい内径 (ID) のロックリングの端

フィッティングを手で締め付けます。

2.5.1.7 長い平坦部およびツーピースステンレススチール製フェラル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。
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ヒント: バンドの広がりを防ぐため、必ずチューブがフィッティング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ます。

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。

再取り付け時の締め付け
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2.5.1.8 短い平坦部およびツーピースステンレススチール製フェラル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

短い平坦面

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、必ずチューブがフィッティング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ます。

初回使用時の締め付け

再取り付け
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短い平坦面

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。

再取り付け時の締め付け

2.5.1.9 PEEK フェラルおよびステンレススチール製ロックリング付きの PEEK フィッティング

最初の使用または再取り付け

締め付け用ねじ

ロックリング

フェラル

フィッティングを手で締め付けます。
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2.5.1.10 ワンピース PEEK フィッティング

最初の使用または再取り付け

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。

2.5.1.11 金メッキされた締め付け用ねじ、コレット付き

最初の使用

コレットおよび締め付け用ねじマルチツール挿入用の穴

締め付け用ねじ

コレット

PEEK フェラル

最初の使用のときに、このフィッティングを締め付けるには：
1. フィッティングを手で締めます。

2. コレットおよび締め付け用ねじマルチツールと 5/16 インチのスパナを使って、フィッティングをさらに 1/6 回
転締め付けます。
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コレットおよび締め付け用ねじマルチツールと 5/16 インチのスパナの配置

コレットおよび締め付け用ねじマルチツール

カラムまたはカラムインラインフィルター

5/16 インチのスパナ

ヒント: バンドの広がりを防ぐため、チューブがフィッティングの底まで差し込まれていることを確認してから、締め付
け用ねじを締めます。

初回使用時の締め付け

再取り付け

コレットおよび締め付け用ねじマルチツール用の穴

締め付け用ねじ
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コレット

PEEK フェラル

再取り付けしたフィッティングを締め付けるには：
1. コレットと締め付け用ねじの間にツールを挿入してコレットを動かし、フィッティングの内側から緩めます。

再取り付け

コレットおよび締め付け用ねじマルチツール用の穴

コレットおよび締め付け用ねじマルチツール

コレット

PEEK フェラル

締め付け用ねじ

2. フィッティングを手で締め付けます。

3. コレットおよび締め付け用ねじマルチツールと 5/16 インチのスパナを使って、フィッティングをさらに 1/6 回
転締め付けます。

4. 接続部分から漏れがある場合は、フィッティングをさらに 1/8 回転締め付けます。
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コレットおよび締め付け用ねじマルチツールと 5/16 インチのスパナの配置

コレットおよび締め付け用ねじマルチツール

カラムまたはカラムインラインフィルター

5/16 インチのスパナ

ヒント: フィッティングを再び取り付ける場合、

• コレットとフェラルに損傷がないか調べて、必要に応じて交換します。

• 再使用可能な手締めフィッティングを再度取り付ける前に必ず、コレットを緩めてください。

再取り付け時の締め付け

2.5.1.12 緩いフェラル付き二重ねじ山付き手締めフィッティング

最初の使用または再取り付け

2016 年 10 月 18 日, 715005049JA リビジョン C
39 ページ



ロックキャップナット

金メッキされた締め付け用ねじ

フェラル

フィッティングを締め付けるには：
1. 締め付け用金メッキねじからキャップナットを緩めます。

2. 締め付け用金メッキねじを固定フェラルとともに、カラム（またはインラインフィルター）のインレットにスライド
させます。

3. 締め付け用金メッキねじをカラム（またはインラインフィルター）のインレットに手で締め付けます。

4. カラム（またはインラインフィルター）とはめ合わせて、締め付け用金メッキねじにカラム（またはインラインフ
ィルター）を締め付けます。

5. 締め付け用金メッキねじにキャップナットを締め付けます。

重要: このフィッティングを再び取り付けるとき、フェラルの損傷を調べて、必要に応じて交換します。

2.6 メソッドの開発
関連項目: メソッド開発とバリデーションに関する情報は、Auto•Blend Plus Technology for Ion
Exchange, Size Exclusion, and Reversed-phase Chromatography（『イオン交換、サイズ排除、
逆相クロマトグラフィー用 Auto•Blend Plus テクノロジー』） の文書を確認してください。

メソッド開発での最大の柔軟性のために、システムをカラムマネージャとオプションの AUX カラムマネージャで構成
し、オプションの 6 溶媒選択バルブを QSM に取り付けることを、Waters は推奨します。標準の
Auto•Blend Plus 技術により、テクノロジーにより、特定 pH の移動相を純粋溶媒から調製する工程が自動
化され、メソッドの開発が容易になります。

2.7 サンプルの調製
UPLC カラムを使用すると、サンプル調製でさらに考慮する必要がある場合があります。

2.7.1 微粒子
0.2 µm サンプルフィルターを通すかカラムプレフィルターを取り付けて、すべてのサンプルの微粒子をろ過すること
を、Waters は推奨します。小さいカラムフリットサイズ (0.2 µm) では、大きい HPLC カラムフリット (2.0
µm) より簡単に詰まりが発生する可能性があります。そのため、UPLC 分析には、パーティクルフリーの移動相
溶媒およびサンプル溶液が不可欠です。溶媒の選択と取り扱いの推奨事項については、「一般的なガイドライ
ン」を参照してください。
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2.7.2 サンプル希釈液の適合性
サンプルマネージャの自動希釈オプションを使用するとき、パージ溶媒は、サンプル希釈液の役割を果たします。サ
ンプル溶液が、選択したパージ溶媒中で可溶性および混和性があることを確認します。

2.8 メソッドを移行する
LC メソッドをあるシステムから別のシステムに移行することが、ときには必要とされます。このような移行の目的は、
分析時間を低減するか、選択性および/または分離能を向上することによって、分離のパフォーマンスを維持また
は強化することです。特にメソッドの移行を簡単にするために Waters が設計した ACQUITY UPLC H-
Class システムは、クォータナリー溶媒機能、低圧混合、フロースルーニードル設計によってこの目標を達成する、
最適のツールです。オプションのカラムマネージャは、対象カラム間の切り替えを簡単にする一方で、バンドの広がり
が小さく、標準のカラムヒーターと同じ温度プロファイルを維持します。

メソッド移行の以下の例は、アルツハイマー病の治療に使用されるアルカロイドであるガランタミンの関連物質テス
トを示しています。USP メソッド（モノグラフ：USP32-NF27 補遺：no. 2、4245 ページ）が、HPLC システ
ムを使用して最初に実証されます。このメソッドは HPLC カラムが装着されているシステムに転送され、これによっ
て選択性と解像度が維持されます。次に ACQUITY UPLC カラムカリキュレータを使用して UPLC にスケール
調整され、同等のピーク容量で最短の分析時間に最適化されます。分析時間は 46 分短縮されます。
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図 2–1: HPLC から UPLC へのメソッド移行

メソッドを一つのシステムから別のシステムに移行するとき、元のメソッドを十分に定義およびキャラクタライズする必
要があります。そうするには、カラムサイズ、デュエルボリューム、システム構成、注入量、分析対象物分子量、グラ
ジェントプロファイルに関する情報を考慮する必要があります。同じメソッドを使用して両方のシステムのさまざまな
測定値を計算して、正常な移行を確認する必要があります。Waters ACQUITY UPLC カラムカリキュレータ
を使用することにより、LC メソッドの HPLC から UPLC へ、または UPLC から HPLC への移行に対する最高
の結果が保証されます。
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2.8.1 カラムカリキュレータ
カラムカリキュレータを使用して、同等のクロマトグラフィーパフォーマンスを提供する動作パラメーターを計算するこ
とにより、メソッドをスケール変換できます。これにより、試験室でさらに実行するテストのメソッドを、素早く定義で
きます。

関連項目: さらなる詳細については、ACQUITY コンソールのオンラインヘルプを参照。

2.8.2 HPLC から UPLC への移行
一つのシステムから他のシステムに移行るとき、以下のガイドラインに従って、クロマトグラフィープロファイルを保存し
ます。

• 2 つのシステムの間のデュエルボリュームの差を考慮します。

• 装置メソッドに指定されているプレインジェクター容量により、注入がトリガーされる前にグラジェントを開始でき
ます。注入前容量を使用して、両システムでのデュエルボリュームとカラム容量との比率を一定に維持します。

• 容量が小さい対象システムでは、アイソクラティック部の容量を使用して、デュエルボリュームの差を考慮しま
す。

• ACQUITY UPLC H-Class システムには、既定でアクティブプレヒーターが構成されています。オプションのパ
ッシブ型のカラムスタビライザーは、アクティブプレヒーターが適さない既存のクロマトグラフィーメソッドで使用でき
ます。

• Waters Web サイトから、またはデスクトップのショートカットアイコンをダブルクリックしてダウンロードできる
Interactive Waters Reversed Phase Column Selectivity Chart を使用して、最も類似した選
択性のカラムを、選択します。Waters のカラムが（サイズの大きな白い点で）強調表示されます。

• 初期の評価では、動作条件の一貫性をできるだけ維持します。分離は、後で最適化できます。

関連項目: ACQUITY コンソールのオンラインヘルプの「メソッドを移行する」。

2.8.3 UPLC から HPLC への移行
クロマトグラフィー分離の完全性を維持するには、以下のガイドラインに従います。

• 分離能力の尺度である、カラム長さの粒子径に対する比率 (L/dp) を、一致させます。

• グラジェントの各ステップに対するグラジェントカラム容量の数値を維持して、分離能力を維持します。

• 大きなシステム容量から小さなシステム容量に移るとき、初期のグラジェント動作条件で、適切なグラジェント
ホールド容量を計算します。
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必要な情報を入力すると、カリキュレータによって対象メソッドの動作条件が、表示されます。カリキュレータにより
自動的に、既存のメソッドカラムおよび対象カラムの L/dp が表示されます。

ACQUITY UPLC H-Class システムのデュエルボリュームは従来の HPLC システムよりはるかに小さいため、多
くの場合グラジェントホールドが必要です。

UPLC および HPLC カラムで同じ化学物質を使用できることにより、その選択が簡単になり、ACQUITY
UPLC H-Class システムから標準分析 HPLC へのメソッド移行が簡単になります。

最終的に、カリキュレータによって提供されるクロマトグラフィー動作条件は、開始点の役割を果たすことに、注意
してください。これらの動作条件を、分離の要件に基づいて、さらに最適化できます。

関連項目: ACQUITY コンソールのオンラインヘルプの「メソッドを移行する」。
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3 システムの準備

進める前に、システムモジュールを操作用に準備する方法を説明する手順すべてが、モジュールの概要およびメン
テナンスガイドに指定されているとおりに実行されたことを確認します。

3.1 システムの電源を入れる
システムの電源を入れるには、システムワークステーション、システムモジュール、クロマトグラフィーソフトウェアの電
源を入れる必要があります。電源が入ると、各モジュールはビープ音を 3 回鳴らし、一連の起動テストを実行し
ます。すべてのモジュールで起動テストが完了すると、システムソフトウェアを開いてシステムをプライムします。

ヒント: 新しいシステムに初めて電源を入れるとき、そのリークセンサーは既定で無効ステータスです。その後は前
回指定された設定が保持されます。リークセンサーを有効または無効にするには、コンソールのオンラインヘルプを
参照してください。

システムの電源を入れる方法：
1. システムのワークステーションの電源を入れします。

結果: 以下の起動テストが実行されます。CPU ボード、メモリー（RAM および ROM）、外部通信シス
テム (Ethernet)、クロック。起動時テストで誤作動が示される場合、コンソールのオンラインヘルプを参照
してください。

重要: システムにカラムヒーターが含まれている場合、サンプルマネージャの電源を入れると、自動的に電
源が入ります。

2. 各デバイスのドアの左側上部にある電源スイッチを押して、サンプルマネージャの電源を入れ、次にソルベ
ントマネージャの電源を入れます。

注意: サンプルマネージャの内部 Ethernet スイッチで、システム通信が始まります。他のあらゆるシステ
ムモジュールがデータシステムと通信するために、このモジュールには電源が入っている必要があります。

3. ソルベントマネージャおよびサンプルマネージャの電源 LED が緑色に連続点灯すると、検出器の左上の
電源スイッチを押して、各検出器の電源を入れます。

ヒント: 初期化エラーを防止するため、検出器の電源を入れるのはフローセルが湿っている場合のみで
す。

関連項目: 「モジュール LED をモニターする」

4. クロマトグラフィーデータシステムソフトウェアを起動し、システムを開きます。

要件: このシステムを使用するのが初めての場合、新規システムを定義する必要があります。指示につい
ては、オンラインヘルプを参照してください。

5. コントロールパネルとコンソールを開きます。

2016 年 10 月 18 日, 715005049JA リビジョン C
45 ページ



関連項目: 「コントロールパネルからモニター」および「コンソールを開く」

6. システムをプライムします。

関連項目: 「システムのプライム」

3.2 コンソールを開く
コンソールで以下の作業を実行できます。

• システムパフォーマンスのモニター

• 特定のモジュールパラメーターの設定を指定

• 診断テストの実行

• モジュールコンポーネントのインタラクティブ図を表示

関連項目: これらのタスクを実行する方法の詳細について、コンソールのオンラインヘルプ。

3.2.1 Empower ソフトウェアからコンソールを開く方法
1. Empower のナビゲーションバーで、サンプルの分析を選択し、次にコントロールパネルを選択します。

結果: システムの各デバイスのコントロールパネルが、表示されます。

2. サンプルマネージャのコントロールパネルで、コンソールを表示  をクリックします。

代替手段: モジュールのコントロールパネルを右クリックし、表示されたメニューでコンソールを起動を選択
します。

3.2.2 MassLynx ソフトウェアからコンソールを開く方法
1. MassLynx 画面で、Inlet Method をクリックします。

2. Additional Status タブをクリックします。

結果: システムの各デバイスのコントロールパネルが、表示されます。

3. サンプルマネージャのコントロールパネルで、Display console  をクリックします。

代替手段: モジュールのコントロールパネルを右クリックし、表示されたメニューで Launch Console を
選択します。

3.2.3 UNIFI ソフトウェアからコンソールを開く方法
1. UNIFI ポータルでマイワークタブをクリックします。
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2. マイワークタブで装置システムを選択し、モニターするデバイスをダブルクリックします。

代替手段: システムコンソールをシステムのコントロールパネルメニューから起動することもできます。

結果: 選択したデバイスのコントロールパネルが表示されます。

3.3 システムのプライム
要件: システムの起動後、移動相の変更後、サンプルニードルの交換後、システムが 4 時間以上アイドル状態
の後、システムをプライムする必要があります。

推奨事項: 新しい溶媒を導入しようとしている場合、10 mL/分で ７ 分間プライムします。または、溶媒を 10
mL/分で 3 分間プライムします。プライムに溶媒の量が十分であることを確認します。

ヒント: コンソールで、システム起動機能を選択して、全ての溶媒をプライムし、溶媒の組成、流量、カラムとサン
プルの温度、ニードルのキャラクタライズを指定できます。詳細については、コンソールのオンラインヘルプを参照して
ください。

3.4 モジュール LED をモニターする
各モジュール の LED は動作ステータスを示します。ただし、LED の色の意味は、モジュールごとに異なることに、
注意してください。

3.4.1 電源 LED
電源 LED は、電源オンまたは電源オフのステータスを示します。2 つの LED が各デバイスまたは装置にあり、
通常前面パネルの左側またはドアにあります。左にあるのが電源 LED で、デバイスの電源が入っている場合は
緑色に点灯し、電源が切れていると消灯します。

注意: 十分な換気を行うため、サンプルマネージャのファンは、電源スイッチが「オフ」位置のときでも継続して動作
します。これらのファンは、AC コンセントまたは背面パネルから電源ケーブルが取り外された場合のみ、遮断されま
す。

3.4.2 ステータス LED

3.4.2.1 分析 LED
分析のステータスがサンプルマネージャの前面パネルの LED で示されます。分析 LED は、電源 LED の右側に
あります。分析 LED が緑色に連続点灯している場合、注入または診断テストが進行中です。
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表 3–1: 分析 LED の説明

分析 LED のモ
ードと色

表示

非点灯 サンプルマネージャはアイドルです。
緑色で連続点灯 サンプルマネージャは正常に動作しており、未完了のサンプル要求や診断機能要求を実行

しています。
緑色に点滅 サンプルマネージャは初期化中です。
赤色に点滅 エラーによりサンプルマネージャが停止しました。コンソールログでエラー情報を確認してくださ

い。

代替手段: ファームウェアのアップロードが進行中です。
赤色の連続点灯 不具合により動作が阻止されています。サンプルマネージャの電源を一旦切って入れ直しま

す。LED が赤色のままに点灯している場合、Waters テクニカルサポートにご連絡くださ
い。

代替手段: ファームウェアのアップロードが完了しました。

3.4.2.2 送液 LED
送液のステータスが、ソルベントマネージャの前面パネルの LED で示されます。送液 LED は、電源 LED の右
側にあります。送液 LED が緑色に連続して点灯している場合、溶媒はソルベントマネージャにより、プログラムど
おりに送液されています。

表 3–2: 送液 LED の説明

送液 LED のモ
ードと色

表示

非点灯 ソルベントマネージャはアイドルです。
緑色で連続点
灯

ソルベントマネージャは正常に動作しており、送液はプログラムどおりにシステムを通して行わ
れています。

緑色に点滅 ソルベントマネージャは初期化中です。
赤色に点滅 エラーによりソルベントマネージャが停止しました。コンソールログでエラー情報を確認してくだ

さい。

代替手段: ファームウェアのアップロードが進行中です。
赤色の連続点
灯

不具合により動作が阻止されています。ソルベントマネージャの電源を切って入れ直した
後、LED が赤色のままの場合、問題を Waters テクニカルサービスに報告してください。

代替手段: ファームウェアのアップロードが完了しました。
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3.4.2.3 検出器の LED
検出器の前面パネルの LED は、ランプまたは検出器の実行ステータスを示します。ランプが搭載されている検出
器では、ランプが点灯しているとき、LED は緑色に点灯しています。ランプが搭載されていない検出器では、検出
器が正常に動作しているとき、LED は緑色に点灯しています。

表 3–3: 検出器の LED の説明

検出器 LED
の色

説明

非点灯 検出器にランプが装着されている場合、ランプは消灯されています。検出器にランプが装着さ
れていない場合、検出器はアイドル状態です。

緑色で連続点
灯

検出器にランプが装着されている場合、ランプは点灯しています。検出器にランプが装着され
ていない場合、検出器は正常に動作しています。

緑色に点滅 検出器は初期化中またはキャリブレーション中です。
赤色に点滅 エラーにより検出器の動作が停止しました。コンソールログでエラー情報を確認してください。
赤色の連続点
灯

不具合により、検出器の動作が阻止されています。検出器の電源を切って入れ直した後、
LED が赤色のままの場合、問題を Waters テクニカルサービスに連絡してください。

3.5 コントロールパネルからモニター
サンプルマネージャ、ソルベントマネージャ、カラムモジュール、および検出器はコントロールパネルからモニンターでき
ます。コントロールパネルは、クロマトグラフィーデータシステム経由でアクセスします。

• Empower ソフトウェアによりシステムを制御している場合は、コントロールパネルが「サンプルの分析」画面の
下部に表示されます。

• MassLynx ソフトウェアによりシステムを制御している場合は、コントロールパネルが「Inlet Editor」画面の
「Additional Status」タブに表示されます。

• UNIFI ソフトウェアによりシステムを制御している場合は、システムコンソールまたはデータ分析アクティビティに
システムが選択されると常に、メイン画面の右側のユーティリティペインに、コントロールパネルが表示されます。

サンプル分析が実行中でない場合、パラメーター設定値をコントロールパネルから直接更新できます。パラメータ
ー値が下線付きで青色表示される場合、サンプル分析は実行中ではなく、パラメーター値をクリックして新しい値
を表示されるダイアログボックスで指定できます。

3.5.1 カラムマネージャのコントロールパネル
カラムマネージャのコントロールパネルに、現在のカラム温度、およびカラムマネージャ (CM-A) とカラムマネージャ
AUX (CM-AUX) の設定温度が、表示されます。その他の互換性のあるカラムモジュールは、サンプルマネージャ
のコントロールパネルを介してコントロールされます。
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Empower ソフトウェアによりシステムをコントロールしている場合、カラムマネージャのコントロールパネルが「サンプ
ルの分析」画面の下部に表示されます。MassLynx ソフトウェアによりシステムをコントロールしている場合は、コ
ントロールパネルは「Inlet Editor」画面の「Additional Status」タブに表示されます。

システムがアイドル状態のときに、下線表示されている値をクリックすることにより、設定温度を編集できます。シス
テムがサンプルを分析している間は、設定温度およびカラム選択を編集できません。

図 3–1: カラムマネージャのコントロールパネル

分析 LED – 通信が中断されないかぎり、カラムマネージャの前面パネルに分析ステータス LED が反映さ
れます。

現在の温度 - 現在のカラムコンパートメント温度が表示されます。

現在使用されているカラム - 現在使用されているカラムが、表示されます。

設定温度 - カラムコンパートメントの設定温度が表示されます。アクティブな温度コントロールが使用でき
ない場合、このフィールドに「オフ」と表示されます。

カラムマネージャのコントロールパネル上の任意の場所を右クリックして、これらのその他の機能にアクセスできます。

表 3–4: カラムマネージャのコントロールパネルのその他の機能

コントロールパネル機能 説明

モジュールをリセット エラー状態の後、カラムマネージャをリセットします。
ヘルプ コンソールのオンラインヘルプが表示されます。

3.5.2 サンプルマネージャのコントロールパネル
サンプルマネージャ-フロースルーニードル (SM-FTN) のコントロールパネルに、サンプルコンパートメントおよびカラ
ムヒーターの現在の温度、設定温度、選択したカラムが表示されます。

システムがアイドル状態のときに、下線表示されている値をクリックして、これらの値を編集することができます。シス
テムがサンプルを分析している間は、サンプルマネージャの設定温度は編集できません。
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図 3–2: SM-FTN コントロールパネル

送液 LED – 通信が中断されないかぎり、サンプルマネージャの前面パネルに送液ステータス LED が反
映されます。

現在のサンプルコンパートメント温度 - サンプルコンパートメントの現在の温度が表示されます。

ディスプレイコンソールアイコン - クリックすると、コンソールソフトウェアが起動します。

カラムコンパートメント設定温度 - カラムコンパートメントの設定温度が表示されます。

サンプルコンパートメント設定温度 - サンプルコンパートメントの設定温度が表示されます。

現在のカラムコンパートメント温度 - カラムコンパートメント内の現在の温度が表示されます。

ステータス - 現在の動作のステータスが表示されます。

サンプルマネージャのコントロールパネル上の任意の場所で右クリックすると、その他の機能にアクセスできます。

表 3–5: サンプルマネージャのコントロールパネルのその他の機能

コントロールパネル機能 説明

プライム ［プライム］ダイアログボックスが表示されます。
ニードルの洗浄 ［ニードル洗浄］ダイアログボックスが表示されます。
コンソールの起動 コンソールのソフトウェアを起動します。
SM リセット エラー状態の時にサンプルマネージャをリセットします。
ヘルプ コンソールのオンラインヘルプが表示されます。

3.5.3 ソルベントマネージャのコントロールパネル
クォータナリソルベントマネージャ (QSM) のコントロールパネルにより、システム圧力、合計流量、溶媒組成が表
示されます。
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システムがアイドル状態のときに、下線表示されている値をクリックして、これらのパラメーターを編集することができ
ます。システムがサンプルを分析している間、ソルベントマネージャのパラメーターは編集できません。

図 3–3: QSM コントロールパネル

送液 LED – 通信が中断されないかぎり、ソルベントマネージャの前面パネルに送液ステータス LED が反
映されます。

流量 - ソルベントマネージャのすべてのラインを通る溶媒の流量が、表示されます。

送液停止 - クリックすると、ソルベントマネージャからのすべての送液が、即座に停止されます。

溶媒組成 - 溶媒ライン A ～ D から吸引される溶媒のパーセンテージが、表示されます。組成値の範囲
は 0.0 ～ 100.0% です。

システム圧力 - システム圧力が kPa、bar、または psi の単位で表示されます。圧力単位は、コンソール
ソフトウェアで指定できます。

ステータス - 現在の動作のステータスが表示されます。

ソルベントマネージャのコントロールパネル上の任意の場所を右クリックして、これらのその他の機能にアクセスでき
ます。

表 3–6: ソルベントマネージャのコントロールパネルのその他の機能

コントロールパネル機能 説明

システム起動 アイドル時間が長引いた後、または異なる溶媒に切り替えるときに、システムを動作
状態にします。

関連項目: コンソールのオンラインヘルプ
溶媒をプライムする ［溶媒のプライム］ダイアログボックスを表示します。
シール洗浄をプライムする シール洗浄のプライムを開始または停止します。
プランジャー洗浄 プランジャー洗浄シーケンスを開始します。
コンソールの起動 コンソールのソフトウェアを起動します。
QSM のリセット エラー状態になると QSM がリセットされます。
ヘルプ コンソールのオンラインヘルプが表示されます。
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3.5.4 ELS コントロールパネル
エバポレイト光散乱 (ELS) 検出器のコントロールパネルには、光散乱度、光電子増倍管ゲインファクター、ガス
圧力、ネブライザー温度、ドリフトチューブ温度が、表示されます。

Empower ソフトウェアによりシステムを制御している場合は、検出器のコントロールパネルが「サンプルの分析」
画面の下部に表示されます。MassLynx ソフトウェアによりシステムを制御している場合は、検出器のコントロー
ルパネルが「Inlet Editor」画面の下部に表示されます。

システムがアイドル状態のときに、下線表示されている値をクリックして、検出器パラメーターを編集できます。シス
テムがサンプルを分析している間は、これらの値を編集できません。

図 3–4: ELS 検出器のコントロールパネル

ランプ LED – 検出器との通信が失われないかぎり、検出器の前面パネルにあるランプステータス LED を
反映します。

現在のドリフトチューブ温度 - 現在のドリフトチューブ温度が表示されます。

ランプアイコン - クリックすると、ランプが点灯または消灯されます。アイコンが緑色の場合、ランプは点灯して
います。アイコンが赤色の場合、ランプは消灯しています。

現在のネブライザー温度 - 現在のネブライザー温度が表示されます。

現在のネブライザーガス圧力 - 現在のネブライザーガス圧力が表示されます。

光電子増倍管のゲインファクター - 光電子増倍管の現在のゲインファクターが表示されます。

現在のサンプルエネルギー - サンプルシグナルが、光散乱度で表示されます。

検出器のコントロールパネル上の任意の場所を右クリックして、その他の機能にアクセスできます。

表 3–7: ELS 検出器のコントロールパネルのその他の機能

コントロールパネル機能 説明

オートゼロ 検出器のオフセットをリセットします。
モジュールをリセット エラー状態の後、検出器をリセットします。
ヘルプ コンソールのオンラインヘルプが表示されます。
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3.5.5 FLR コントロールパネル
蛍光 (FLR) 検出器のコントロールパネルには、エミッションまたはエネルギーの単位、励起および蛍光波長、光
電子増倍管のゲインファクターが表示されます。

Empower ソフトウェアによりシステムを制御している場合は、検出器のコントロールパネルが「サンプルの分析」
画面の下部に表示されます。MassLynx ソフトウェアによりシステムを制御している場合は、検出器のコントロー
ルパネルが「Inlet Editor」画面の下部に表示されます。

システムがアイドル状態のときに、下線表示されている値をクリックして、検出器パラメーターを編集できます。シス
テムがサンプルを分析している間は、これらの値を編集できません。

図 3–5: FLR 検出器のコントロールパネル

ランプ LED – 検出器との通信が失われないかぎり、検出器の前面パネルにあるランプステータス LED を
反映します。

エミッション単位またはエネルギー単位 - エミッション単位またはエネルギー単位が表示されます。

ランプアイコン - クリックすると、ランプが点灯または消灯されます。アイコンが緑色の場合、ランプは点灯して
います。アイコンが赤色の場合、ランプは消灯しています。

操作モード - 検出器の現在の操作モードが表示されます：シングルチャンネル、マルチチャンネル、スペクト
ルスキャン、または 3D。

Em λ – 蛍光波長が表示されます。

Ex λ – 励起波長が表示されます。

光電子増倍管のゲインファクター - 光電子増倍管の現在のゲインファクターが表示されます。

ステータス - 現在の動作のステータスが表示されます。

検出器のコントロールパネル上の任意の場所を右クリックして、その他の機能にアクセスできます。

表 3–8: FLR 検出器のコントロールパネルのその他の機能

コントロールパネル機能 説明

オートゼロ 検出器のオフセットをリセットします。
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表 3–8: FLR 検出器のコントロールパネルのその他の機能 (続き)

コントロールパネル機能 説明

モジュールをリセット エラー状態の後、検出器をリセットします。
ヘルプ コンソールのオンラインヘルプが表示されます。

3.5.6 PDA コントロールパネル
注意: PDA、PDA eλ、PDA-TS には同じコントロールパネルがあります。

フォトダイオードアレイ (PDA) 検出器のコントロールパネルに、検出器のステータスが表示されます。

Empower ソフトウェアによりシステムを制御している場合は、検出器のコントロールパネルが「サンプルの分析」
画面の下部に表示されます。MassLynx ソフトウェアによりシステムを制御している場合は、検出器のコントロー
ルパネルが「Inlet Editor」画面の下部に表示されます。

システムがアイドル状態のときに、下線表示されている値をクリックして、検出器パラメーターを編集できます。シス
テムがサンプルを分析している間は、これらの値を編集できません。

図 3–6: PDA 検出器のコントロールパネル

ランプ LED – 検出器との通信が中断されないかぎり、検出器の前面パネルにあるランプステータス LED
を反映します。

ランプアイコン - クリックすると、ランプが点灯または消灯されます。アイコンが緑色の場合、ランプは点灯して
います。アイコンが赤色の場合、ランプは消灯しています。

シャッター位置 - 検出器シャッターの現在の位置が表示されます。開、閉、エルビウム、または UV ブロッ
ク。

ステータス - 現在の動作のステータスが表示されます。

検出器のコントロールパネル上の任意の場所を右クリックして、その他の機能にアクセスできます。

表 3–9: PDA 検出器のコントロールパネルのその他の機能

コントロールパネル機能 説明

オートゼロ 検出器のオフセットをリセットします。
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表 3–9: PDA 検出器のコントロールパネルのその他の機能 (続き)

コントロールパネル機能 説明

モジュールをリセット エラー状態の後、検出器をリセットします。
ヘルプ コンソールのオンラインヘルプが表示されます。

3.5.7 RI コントロールパネル
示差屈折計のコントロールパネルに、シグナル測定、ピーク極性、およびフローセルと外部カラムマネージャの温度
が表示されます。

図 3–7: RI 検出器のコントロールパネル

分析ステータス LED – 検出器との通信が中断されないかぎり、検出器の前面パネルにある分析ステータ
ス LED を反映します。

リサイクル表示 - クリックすると、リサイクルバルブの位置が変わって、検出器を平衡化しているときの溶媒の
浪費が回避されます。

現在のフローセル温度 - 現在のフローセル温度が表示されます。

フローセル設定温度 - フローセルの設定温度が表示されます。

ピーク極性 - 出力シグナルの極性が表示されます。極性が負の場合、クロマトグラムは反転されます。

シグナル測定 - シグナルが µRIU 単位で表示されます。

ステータス - 現在の動作のステータスが表示されます。

検出器のコントロールパネル上の任意の場所を右クリックして、その他の機能にアクセスできます。

表 3–10: RI 検出器のコントロールパネルのその他の機能

コントロールパネル機能 説明

オートゼロ 検出器のオフセットをリセットします。
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表 3–10: RI 検出器のコントロールパネルのその他の機能 (続き)

コントロールパネル機能 説明

モジュールをリセット エラー状態の後、検出器をリセットします。
ヘルプ コンソールのオンラインヘルプが表示されます。

3.5.8 TUV コントロールパネル
チューナブル紫外線 (TUV) 検出器のコントロールパネルに、吸光度単位と波長値が表示されます。検出器が
デュアルモードで動作している場合、波長 A および B の両方の値が表示されます。

システムがアイドル状態のときに、下線表示されている値をクリックして、検出器パラメーターを編集できます。シス
テムがサンプルを分析している間は、これらの値を編集できません。

図 3–8: TUV 検出器のコントロールパネル

ランプ LED – 検出器との通信が中断されないかぎり、検出器の前面パネルにあるランプステータス LED
を反映します。

ランプ点灯 - クリックすると、ランプが点灯または消灯されます。アイコンが緑色の場合、ランプは点灯してい
ます。アイコンが赤色の場合、ランプは消灯しています。

波長 A の値 - 波長 A の値が nm 単位で表示されます。検出器がデュアル波長モードの場合、波長
B の値も表示されます。

AU – 波長 A の吸光度単位が表示されます。検出器がデュアル波長モードの場合、波長 B の吸光度
単位も表示されます。

ステータス - 現在の動作のステータスが表示されます。

検出器のコントロールパネル上の任意の場所を右クリックして、その他の機能にアクセスできます。

表 3–11: TUV 検出器のコントロールパネルのその他の機能

コントロールパネル機能 説明

オートゼロ 吸光度値を 0 にリセットします。
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表 3–11: TUV 検出器のコントロールパネルのその他の機能 (続き)

コントロールパネル機能 説明

モジュールをリセット エラー状態の後、検出器をリセットします。
ヘルプ コンソールのオンラインヘルプが表示されます。

3.5.9 2432 電気伝導度コントロールパネル
2432 電気伝導度検出器のコントロールパネルは、電気伝導度、ピーク極性、セルの温度を表示します。

図 3–9: 2432 電気伝導度のコントロールパネル

オートゼロボタン - 電気伝導度に対する溶離液の影響を除去します。

セル設定温度 - フローセルの設定温度が表示されます。

現在のセル温度 - 現在のフローセル温度が表示されます。

ピーク極性 - 出力シグナルの極性が表示されます。極性が負の場合、クロマトグラムは反転されます。

相対電気伝導度 - オートゼロ電気伝導度。

絶対電気電導度 - 溶離液の影響が含まれている電気伝導度測定値。

3.6 システムの起動
移動相の変更後、サンプルニードルの交換後、またはシステムの長期のアイドル時間（一晩など）が経過した後、
システムの起動機能を使用してソルベントマネージャをプライムします。この手順を開始するにあたって、システムが
正しく設定されていることを確認してください。
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通告:

• バッファーをシステム内に格納したままにしないでください。

• システムをシャットダウンする前に、すべての流路をバッファーを含まない多量の溶媒で洗浄します
（ニードル洗浄を含む）。

• 長期間システムを停止したままにする場合(24 時間以上)、10% ～ 20% のメタノールを含ん
だ水を使用します。

• バッファーを含んだ洗浄溶媒を使用する場合は、30 秒以上プライムします。

• バッファーを使用すると、ニードルおよび洗浄ポートに塩が形成される可能性があるため、定期的
な洗浄が必要になることがあります。

システムの始動方法：
1. コンソールのシステムビューから、コントロール > システム起動をクリックします。

代替手段: コントロールパネルで右クリックして、システム起動をクリックします。

2. 溶媒のプライムタブで、ソルベントマネージャのサブタブをクリックして、必要に応じてプライム時間フィール
ドの値を変更します。

注: 

• 現在の溶媒と大きく異なる溶媒でプライムを実行する場合は、ソルベントマネージャを 5 分以上プラ
イムします。

• 濃縮した酸と濃縮した塩基を使っている場合は、ラインを続けてプライムしないよう推奨します。塩の
形成リスクを抑制するには、代わりに、2 つ目のバッファーをプライムする前に、ポンプを洗浄するか水
でプライムするようにしてください。

• いずれかのタブで、設定を元の値に戻す場合は、既定値の設定をクリックします。

3. 溶媒のプライムタブで、サンプルマネージャのサブタブをクリックして、必要に応じて洗浄の設定を変更し
て、溶媒をパージします。

表 3–12: サンプルマネージャの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

注意: 各サイクルには、約 0.5 分かかります。
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：溶媒の変更 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
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4. メソッドに平衡化タブで、各モジュールのサブタブをクリックして、必要に応じて流量、溶媒の組成、温度、
ランプの状態を平衡化での要件に合わせて変更してください。

表 3–13: 「平衡化条件」テーブルの値

システム起動パラメー
ター

既定値 入力可能な数値

メソッド初期流量 0.500 mL/分 0.1 ～ 2.0 mL/分
A、B、C、および D の
組成（合計は 100%）

A、100%
B、C、D、0%

A：0～100%
B：0～100%
C：0～100%
D：0～100%

カラム温度 オフ

注意: カラムマネージャ
のカラム選択が既定値
の「カラム 1」になりま
す。

カラムコンパートメントの種類によって異なります

サンプル温度 オン オフ、または 4.0 ～ 40.0 °C
ランプ オン オンまたはオフ

注意: 光誘導型フローセルの場合、セルに溶媒が
流れていないときや、セルが乾燥しているときは、検
出器のランプの電源の投入、操作、点灯はしない
でください。

注意: ニードルを交換した場合のみオプションのキャラクタライズタブの設定を変更します。

5. 開始をクリックします。

結果: 

1. 光学検出器のランプが点灯し、システムでカラム温度およびサンプル温度が設定され、すべてのプ
ライムが開始されます。

2. プライムした後、選択されている場合は、サンプルマネージャによってニードルおよびシールがキャラク
タライズされ、キャラクタライズの結果がデータベースに記録されます。

3. 最後に、システムでメソッド流量、溶媒選択、および組成が設定されます。
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4 システムメンテナンス

この章に説明されているメンテナンス操作を実行して、最適に動作するシステムを確保します。

4.1 Waters テクニカルサービスへの連絡
日本のお客様については、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。日本以外にお住まいのお客様は、Waters Corporation 本社
(Milford, Massachusetts, USA) にお電話いただくか、お近くの Waters 支社にお問い合わせください。弊
社の Web 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 に連絡する際は、以下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

• 検出器の設定（感度および波長）

• カラムの種類とシリアル番号

• サンプルの種類および希釈液

• クロマトグラフィー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

注意: 輸送中の損傷の報告およびクレーム申請についての説明は、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。

4.1.1 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。
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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サンプルコンパートメントのドアの内側の印刷されたラ
ベルに、記されています。

4.2 メンテナンスの手順と頻度
定期メンテナンスの手順および頻度については、ドキュメント CD の個々のモジュールの概要およびメンテナンスガ
イドを、参照してください。

4.3 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。

4.4 Connections INSIGHT によるトラブルシューティング
Connections INSIGHT は、Waters の提供するサービスおよびサポートをシステムで一層積極的に活用で
きるようにする、インテリジェントデバイスマネージメント (IDM) Web サービスです。Connections INSIGHT
を使用するには、MassLynx または Empower ワークステーションにサービスエージェントソフトウェアをインストー
ルする必要があります。クライアント/サーバーシステムでは、システムをコントロールするコンピューターにもサービスエ
ージェントをインストールする必要があります。サービスエージェントソフトウェアは、インストール先のシステムがサポ
ートを必要とするかどうかを自動的かつ安全に監視し、必要に応じて Waters へ情報を直接送信します。コンソ
ールソフトウェアの使用時にパフォーマンスに関する問題が発生した場合は、Connections INSIGHT リクエス
トを Waters カスタマーサポートに手動で送付してください。あるいはリモートデスクトップを使用してください。こ
のリモートデスクトップはオプションのリアルタイムなコラボレーションであり、Connections INSIGHT iAssist サー
ビスレベルを有効にすることにより、システムとの双方向接続をコントロールします。Waters の Web サイトで利
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用できる下記のソースは、Connections INSIGHT および Connections INSIGHT iAssist について詳細
な情報を提供します。

• Connections INSIGHT Quick Start Guide（『Connections INSIGHT クイックスタートガイド』）

• Connections INSIGHT User's Guide（『Connections INSIGHT ユーザーガイド』）

4.4.1 Connections INSIGHT リクエストの送信方法：
1. トラブルシューティング > Connections INSIGHT リクエストの送信の順に選択します。

2. Connections INSIGHT リクエストダイアログボックスに、名前、電話番号、電子メールアドレス、および
問題の詳細を入力します。

3. 送信をクリックします。サービスプロファイルの保存には、約 5 分間かかります。

結果: 入力した Connections INSIGHT プロファイルが含まれている ZIP ファイルが、レビュー用に
Waters カスタマーサポートに転送されます。

注意: 装置コンソールからサービスプロファイルおよびプロットファイルを保存する場合、150 MB 程度のフ
ァイルスペースが必要なことがあります。

4.5 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。
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5 外部接続

関連項目: クロマトグラフィーチューブを接続する方法の説明については、「フィッティング取り付け推奨事項」を参
照してください。

注意: システムコンポーネントは、Waters テクニカルサービスの担当者が開梱および設置をいたします。

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。

システムコンポーネントを輸送する必要がある場合、またはシステムコンポーネントの使用を停止する必要がある
場合は、Waters テクニカルサービスに、推奨されるクリーニング、洗浄、および梱包の手順を依頼してください。

5.1 Ethernet 接続
サンプルマネージャ には、PC （ワークステーション）および最大 6 台のシステムモジュールに対応する Ethernet
スイッチが内蔵されています。各モジュールからサンプルマネージャの背面パネルにある電子接続部にシールド付き
Ethernet ケーブルを接続します。サンプルマネージャは内部で Ethernet スイッチに接続されています。

代替手段: 一部のカラムモジュールは、相互接続 (D-sub) ケーブルアセンブリーを使用してサンプルマネージャ
に接続されます。

2016 年 10 月 18 日, 715005049JA リビジョン C
64 ページ



5.2 外部ケーブル接続

図 5–1: システム背面パネルのケーブル接続

検出器

カラムヒーター

サンプルマネージャ (SM-FTN)

ソルベントマネージャ (QSM)

Ethernet スイッチ

ワークステーション

相互接続 (D-sub) ケーブル

Ethernet ケーブル
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5.3 配管接続

図 5–2: システム配管接続

検出器

カラムヒーター

サンプルマネージャ (SM-FTN)

ソルベントマネージャ (QSM)

ステンレス製チューブ

PEEK チューブ
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5.4 廃液チューブ接続

図 5–3: システムの廃液チューブの接続

溶媒ボトルトレイ

検出器
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カラムヒーター

サンプルマネージャ (SM-FTN)

ソルベントマネージャ (QSM)

廃液容器

リーク流路

必要な廃液ライン

5.5 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、システムモジュール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。

通告: 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。

5.5.1 壁面の電源への接続
警告: 感電防止のため、以下の注意事項を順守してください。

• 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。

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な壁コンセントに接続します。
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5.5.2 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 FlexCart またはマイクロ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: 感電防止のため、以下の注意事項を順守してください。

• 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。

5.6 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。
モジュールの背面パネルに貼付されたケーブル接続ラベルを、参照してください。

必要なツールおよび器材
• 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。
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図 5–4: 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。

図 5–5: 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。

注意: 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。
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図 5–6: 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

5.7 カラムモジュールへの接続
以下のカラムモジュールは ACQUITY UPLC H-Class システムと互換性があります。

• カラムヒーター

• 30 cm カラムヒーター

• カラムヒーター/クーラー

• カラムマネージャ

• カラムマネージャ AUX

サンプルマネージャはカラムモジュールに電力を供給し、カラムモジュールと通信します。外部通信ケーブルは、カラ
ムモジュールとサンプルマネージャの背面に接続する必要があります。

カラムモジュールの接続方法：

通告: 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。

1. サンプルマネージャとカラムモジュールの電源が切れていることを確認します。

2. 相互接続ケーブルをカラムモジュールの背面にある高密度 (HD) ポートに接続します。

3. 相互接続ケーブルのもう一方の端を、サンプルマネージャの背面にある QSPI ポートに接続します。
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A 安全上の注意

Waters の装置およびデバイスには、製品の操作およびメンテナンスに関連する隠れた危険を警告するために、
危険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、あわせて危険性やその回
避方法が説明されています。この付録には、Waters が提供する全製品に適用される安全記号および説明が
記載されています。

A.1 警告記号
警告記号は、装置またはデバイスの誤使用に関連する死亡、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。以下の記号がマニュアルの説明または手順に表示され
ている場合は、付随する記述で、当てはまる危険性が特定され、防止方法が説明されています。

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。）

2016 年 10 月 18 日, 715005049JA リビジョン C
72 ページ



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。）

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
以下の警告は、生物学的有害物質（人体に有害な影響を及ぼす可能性がある生物因子を含む物質）を含
む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。
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警告: 感染のおそれのある人体からの生成物、不活性微生物、およびその他の生体物質による感
染を防止するため、取り扱っているすべての生体液に感染性があることを想定します。
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。
常に優良試験所基準 (GLP) を守ってください。特に、危険物質を取り扱う場合は、伝染性の物質
の適切な使用や取り扱いに関して、所属する組織の生物学的有害物質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
の取り扱いに関連する危険性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、装置またはデバイスが損傷する可能性や、サンプルの完全性が
損なわれる可能性がある場合、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。

通告: 装置のケースの損傷を防ぐため、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 「ボトル使用禁止」記号
「ボトル使用禁止」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
保護めがねおよび手袋の着用記号は、個人保護具の必要性を警告します。組織の標準操作手順に従って適
切な保護具を選択します。

要件: この手順を実行する際は保護メガネを着用してください。

要件: 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。

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。

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 dimetilsulfóxido dilatan los
tubos no metálicos, lo que reduce la presión de ruptura de los tubos.

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。

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。

2016 年 10 月 18 日, 715005049JA リビジョン C
77 ページ



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。
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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。

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： 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。

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。

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： 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。

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。

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 電気的記号
以下の電気的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、端子

ヒューズ
機能接地

入力

出力

A.8 取り扱い記号
以下の取り扱い記号および関連する説明が、出荷された装置、デバイス、コンポーネント部品の出荷梱包に貼
付されたラベルに表示されています。

記号 説明

天地無用

水ぬれ防止

ワレモノ注意

吊り下げ禁止
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記号 説明

温度上限

温度下限

温度制限
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B 溶媒の取り扱い時の注意

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。

本付録の内容は、下記の装置にのみ適用されます。

• ACQUITY UPLC H-Class システムモジュール

• ACQUITY UPLC PDA 検出器

• ACQUITY UPLC PDA eλ 検出器

• ACQUITY UPLC PDA-TS 検出器

• ACQUITY UPLC TUV 検出器

• ACQUITY UPLC ELS 検出器

• ACQUITY UPLC FLR 検出器

• 2432 電気伝導度検出器

B.1 溶媒に関する推奨事項
本システムは、逆相クロマトグラフィーおよび ACQUITY UPLC BEH カラムの化学物質用に設計されていま
す。Waters は、システムの信頼性を従来の逆相溶媒を使用して評価しました。

注: 

• ACQUITY システムにパッシブチェックバルブを実装する場合は、MS グレードの溶媒の使用を推奨します。

• 適切に変更すると、本システムで一部の順相溶媒を使用できます。「その他の溶媒」および「ヘキサン/THF
互換性キット」を参照してください。

このセクションでは、本システムに推奨する溶媒を一覧表示します。一覧表にない溶媒が装置やシステムのパフォ
ーマンスに悪影響を与えることなく使用できるかどうかについては、Waters カスタマーサービスにお問い合わせくだ
さい。

B.2 推奨溶媒
• HPLC グレードのアセトニトリル

• アセトニトリル/水混合液
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• イソプロピルアルコール

• メタノール

• メタノール/水混合液

• HPLC グレードの水

B.3 汚染防止
汚染を防止する方法を説明する情報については、Waters の Web サイトで入手できる Controlling
Contamination in Ultra Performance LC/MS and HPLC/MS Systems（『Ultra Performance
LC/MS および HPLC/MS システムにおける汚染の管理』、品番 715001307JA）を参照してください。
www.waters.com にアクセスしてください。

B.3.1 清浄な溶媒
清浄な溶媒を使うことで、再現性のある分析結果が得られ、装置のメンテナンスを最小限に抑えられます。

不純物を含む溶媒は、ベースラインノイズやドリフト、および溶媒リザーバーのフィルター、インレットフィルター、キャ
ピラリーチューブの詰まりの原因となる可能性があります。

B.3.2 溶媒の品質
最良の結果を得るには MS グレードの溶媒を使用してください。少なくとも HPLC グレード以上の溶媒を使用す
る必要があります。適切なメンブレンフィルターで溶媒をろ過してください。

推奨事項: フィルターのメーカーまたはベンダーの推奨事項に注意して、使用する溶媒に対してフィルターが適切
であることを、確認してください。

B.3.3 溶媒の調製
事前のろ過処理など、溶媒の調製を正しく行っておくことは、各種の送液関連のトラブルを防止できます。

推奨事項: 移動相を、ホウケイ酸ガラス製リザーバータイプ 1 クラス A2 またはタイプ 3.33 に保管します。細菌
の繁殖を抑制するために、必ず高品質の褐色着色ガラス容器を使用してください。リザーバーは、アルミホイルま
たは Waters のキャップでカバーします。

B.3.4 水
高純度水精製システムによって精製された水のみを使用してください。ろ過されていない水しか用意できない場
合は、使用前に 0.2 µm のメンブレンフィルターを使用してその水をろ過します。

通告: 100% 水を使用すると、細菌が繁殖する恐れがあります。100% 水の溶液は毎日交換す
ることをお勧めします。少量の有機溶媒（～ 10%）を添加することで、細菌の繁殖を防げます。
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B.4 バッファー溶媒
水溶性バッファーの pH を調整します。バッファーをろ過して不溶物を除去し、次に適切な有機調整溶媒と混合
します。バッファーの使用後は、システム容量の最低 5 倍量の HPLC グレードの蒸留水または脱イオン水を用
いてウェットプライムを実施し、ポンプからバッファーを洗い流してください。バッファーを用いる場合は、高品質の試
薬を選択し、0.2 µm メンブレンフィルターで試薬をろ過します。

システムを 1 日以上シャットダウンする場合は、細菌の繁殖防止用に、20% メタノール/水溶液を用いてポンプ
を洗浄してください。

通告: バッファーによっては、質量分析計で使用できないものもあります。適合するバッファーについて
は、使用する装置に付属しているドキュメントを参照してください。

推奨事項: 細菌の繁殖を抑えるためには、100% 水溶性移動相を毎日交換します。

関連項目: 汚染防止に関する情報については、Waters の Web サイトの Controlling Contamination
in UltraPerformance LC/MS and HPLC/MS Systems（『UltraPerformance LC/MS および
HPLC/MS システムにおける汚染の管理』）（品番 715001307JA）を参照してください。
www.waters.com にアクセスしてください。

B.5 その他の溶媒
以下の溶媒を使用できます。ただし、これらの溶媒によって装置の寿命が短くなることがあることに、注意してくださ
い。このリストにある溶媒を日常的に使用する場合、ヘキサン/THF 適合キットを取り付けることを、Waters は
推奨します。

• テトラヒドロフラン (THF)

• ヘキサン

• アセトン

• 酢酸エチル

注意: オリゴヌクレオチドアプリケーション用ヘキサフルオロイソプロパノール (HFIP) の 1% ～ 4% 水溶液

注意: HFIP をけっして洗浄溶媒中で使用しないでください。

注意: 追加情報については、「システムに関する推奨事項」を参照してください。

通常の逆相溶媒を変更するとき、溶媒の極性を考慮します。THF またはヘキサンなどの非極性溶媒を送液す
る前に、イソプロパノールなどの無極性溶媒を用いてシステムをフラッシュ洗浄してください。

B.6 ヘキサン/THF 適合キット
ACQUITY UPLC システムヘキサン/THF 適合キット（パーツ番号については Waters にお問い合わせくださ
い）は、クローズド廃液管理と共に ACQUITY UPLC システムに取り付けることができます。これは、システムをヘ
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キサンまたは THF を使用して、高濃度および高圧で分析する必要があるユーザー向けに設計されており、THF
が移動相内で高濃度で使用される ELS 検出器ベースの多くのアプリケーション用に、推奨します。

B.7 添加剤/調整剤
• 0.1% エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)

• 0.1% ヘプタフルオロ酪酸

• 0.1% トリエチルアミン (TEA)

• 0.1% トリフルオロ酢酸 (TFA)

• 0.2% ギ酸

• 0.3% 酢酸

• 10 mM 重炭酸アンモニウム

• 10 mM リン酸塩バッファー

• 50 mM 酢酸アンモニウム

• 50 mM 水酸化アンモニウム

B.8 サンプル希釈液
• アセトニトリル

• アセトニトリル/水混合液

• クロロホルム

• ジメチルホルムアミド (DMF)

• ジメチルスルホキシド (DMSO)

• イソオクタン

• イソプロパノール

• メタノール

• メタノール/水混合液

• メチレンクロライド

• 水

推奨事項: バッファーを、ニードル洗浄溶媒として使用しないでください。
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B.9 洗浄試薬
推奨事項: Waters の Web サイトの Controlling Contamination in Ultra Performance LC/MS
and HPLC/MS Systems（『Ultra Performance LC/MS および HPLC/MS システムにおける汚染の管
理』、品番 715001307JA）の洗浄手順を参照してください。www.waters.com にアクセスしてください。

• リン酸 (≤30%)

• 水酸化ナトリウム (≤1M)

• ギ酸 (≤10%)

B.10 使用できない溶媒
下記の溶媒は使用しないでください。

• フッ素、臭素またはヨウ素などのハロゲンを含む溶媒。

• 強酸。（洗浄試薬の場合を除き、<5% の弱濃度でのみ使用します。pH <1.0 の場合は、移動相として
酸を使用しないでください。）

• UV グレードエーテル、安定化されていない THF、ジオキサン、ジイソプロピルエーテルなどの過酸化物化可
能化合物。（過酸化物化可能化合物を使用する必要がある場合は、必ず乾燥酸化アルミニウムを通して
ろ過し、形成された過酸化物を吸収します。）

• エチレンジアミン四酢酸 (EDTA) のような高濃度の錯化剤が含まれている溶液。

B.11 システムに関する推奨事項
推奨するシステムのクリーニングおよび洗浄手順については、Waters にお問い合わせください。

長期間（24 時間を超えて）システムをアイドル状態にする場合は、水溶液溶媒でシステムからバッファーをフラッ
シュ洗浄します。「保管」溶媒として、10 ～ 20% の有機溶媒を含有する水を使ってください。サンプルマネージ
ャフロースルーニードルを洗浄溶媒で 30 秒以上プライムし、溶媒を 10 サイクル以上パージします。

関連項目: Waters の Web サイトの Controlling Contamination in UltraPerformance LC/MS
and HPLC/MS Systems（『UltraPerformance LC/MS および HPLC/MS システムにおける汚染の管
理』）（品番 715001307JA）。www.waters.com にアクセスしてください。

警告: THF を一部または完全に揮発させると、THF 内の過酸化化合物が自然発生的に破壊的
な爆発をすることがあります。

警告: ヘキサンは神経毒です。また THF は、目、肌、粘膜を刺激して有害な神経学的影響を与え
ることがあります。これらの揮発性溶媒のいずれかまたは両方を使用する場合、システムをドラフト内ま
たはウォークインチャンバーの内側に設置して、有害な溶媒蒸気にできるだけ触れないようにしてくださ
い。

• ACQUITY UPLC H-Class システムの移動相には、THF、ヘキサン、酢酸エチルおよびアセトンを使用で
きます。ただしこれらは、多くの無水溶媒の場合と同様に、一般的な逆相溶媒で処理する場合と比べて、シ
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ステムや装置の寿命を縮めるおそれがあります。THF、ヘキサン、酢酸エチルおよびアセトンを日常的に使用
する場合は、ヘキサン/THF 適合キットを取り付けるよう推奨します。

• 安定剤を含まない THF を用いる場合は、新しい溶媒であることを確認してください。以前に開封されたこと
のある容器には、汚染物質として過酸化物が含まれるため、ベースラインドリフトの原因となります。

• クロロホルム、塩化メチレン、ハロゲン化溶媒およびトルエンは、一般に ACQUITY UPLC H-Class システ
ムでの使用は推奨されません。ただし、これらの溶媒を薄く希釈 (<5%) して添加剤、サンプル希釈液、ま
たは調整剤として使用することは構いません。

• ある特定の方法がシステムの装置や構成部品に使用できるか否かについては、Waters の営業担当者ま
たはテクニカルサポート部門にお問い合わせください。

• THF やヘキサンを使う際はステンレス製チューブを取り付けるようにし、PEEK コンポーネントの使用は最小
限に留めてください。

• シャットダウンしたシステム内に水溶性溶媒を残してはいけません。微生物コロニーが発生します。微生物は
システムのフィルターやキャピラリーチューブを詰まらせることがあります。微生物の増殖を防ぐため、アセトニトリ
ルまたはメタノールなどの有機溶媒を少量 (~10%) 添加してください。

• ACQUITY UPLC H-Class システムでのメタンスルホン酸の使用は推奨されません。

B.12 クォータナリーソルベントマネージャに関する推奨事項
• 特に、極性移動相を使用する分離の場合には、シール洗浄システムが乾燥しないようにしてください。

• イソプロピルアルコール、またはメタノールと水の混合液（20% メタノール/水など）は、THF 溶媒混合液に
対する効果的なシール洗浄溶媒です。

• 逆相系の分析には、少量の有機溶媒を含む（例えば 1:9 メタノール/水）水溶性シール洗浄溶液を使用
します。

• 100% 有機のシール洗浄溶液を使用しないでください。

B.13 サンプルマネージャ-フロースルーニードルの推奨事項
• 濃度が 10% を超える THF またはヘキサンを、パージ溶媒として使用しないでください。

• ジメチルスルホキシド (DMSO) やジメチルホルムアミド (DMF) などの一般的な有機サンプル希釈剤は、使
用できます。
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通告:

• バッファーをシステム内に格納したままにしないでください。

• システムをシャットダウンする前に、すべての流路をバッファーを含まない多量の溶媒で洗浄します
（ニードル洗浄を含む）。

• 長期間システムを停止したままにする場合(24 時間以上)、10% ～ 20% のメタノールを含ん
だ水を使用します。

• バッファーを含んだ洗浄溶媒を使用する場合は、30 秒以上プライムします。

• バッファーを使用すると、ニードルおよび洗浄ポートに塩が形成される可能性があるため、定期的
な洗浄が必要になることがあります。

B.14 一般的な溶媒の特性
以下の表には、一般的なクロマトグラフィー溶媒の特性が示されています。

表 B–1: 一般的な溶媒の特性

溶媒 蒸気圧 mm Hg (Torr) 沸点 (°C) 引火点 (°C)

アセトン 184.5 (20°C) 56.29 -20
アセトニトリル 88.8 (25°C) 81.6 6
n-ブチルアセテート 7.8 (20°C) 126.11 22
n-ブチルアルコール 4.4 (20°C) 117.5 37
n-塩化ブチル 80.1 (20°C) 78.44 -9
クロロベンゼン 8.8 (20°C) 131.69 28
クロロホルム 158.4 (20°C) 61.15  
シクロヘキサン 77.5 (20°C) 80.72 -20
シクロペンタン 400 (20°C) 49.26 -7
o-ジクロロベンゼン 1.2 (20°C) 180.48 66
ジクロロメタン 350 (20°C) 39.75  
ジメチルアセトアミド 1.3 (25°C) 166.1 70
N、N-ジメチルホルムアミド 2.7 (20°C) 153.0 58
ジメチルスルホキシド 0.6 (25°C) 189.0 88
1, 4-ジオキサン 29 (20°C) 101.32 12
酢酸エチル 73 (20°C) 77.11 -4
エチルアルコール 43.9 (20°C) 78.32 15
エチルエーテル 442 (20°C) 34.55 -45
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表 B–1: 一般的な溶媒の特性 (続き)

溶媒 蒸気圧 mm Hg (Torr) 沸点 (°C) 引火点 (°C)

二塩化エチレン 83.35 (20°C) 83.48 13
ヘプタン 35.5 (20°C) 98.43 -4
ヘキサン 124 (20°C) 68.7 -22
イソオクタン 41 (20°C) 99.24 -12
イソブチルアルコール 8.8 (20°C) 107.7 28
イソプロピルアルコール 32.4 (20°C) 82.26 12
ミリスチン酸イソプロピル <1 (20°C) 182.6 164
メタノール 97 (20°C) 64.7 11
メチル t-ブチルエーテル 240 (20°C) 55.2 -28
メチルエチルケトン 74 (20°C) 79.64 -9
メチルイソブチルケトン 16 (20°C) 117.4 18
N-メチルピロリドン 0.33 (25°C) 202.0 86
ペンタン 420 (20°C) 36.07 -49
n-プロピルアルコール 15 (20°C) 97.2 23
プロピレンカーボネート  241.7 135
ピリジン 18 (25°C) 115.25 20
テトラヒドロフラン 142 (20°C) 66.0 -14
トルエン 28.5 (20°C) 110.62 4
1,2,4-トリクロロベンゼン 1 (20°C) 213.5 106
トリエチルアミン 57 (25°C) 89.5 -9
トリフルオロ酢酸 97.5 (20°C) 71.8 -3
水 17.54 (20°C) 100.0  
o-キシレン 6 (20°C) 144.41 17

B.14.1 溶媒の混和性
溶媒を交換する際には、事前に下記の表を参照して、溶媒の混和性について確認しておいてください。下記の
影響に注意してください。

• 変更する 2 つの溶媒間に混和性がある場合は、そのまま変更できます。混和性のない 2 つの溶媒間で変
更する場合（例えばクロロホルムから水への変更）、中間溶媒（n-プロパノールなど）が必要です。

• 溶媒の混和性には、温度も関係します。分析を高温で実施する場合は、高温が溶媒の溶解性に与える影
響を考慮してください。
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• 水に溶解しているバッファーは、有機溶媒と混合した際に析出することがあります。

• 強バッファーを有機溶媒に交換する場合は、蒸留水を用いてシステムを完全に洗浄してから、有機溶媒を
追加してください。

注意: λ カットオフは、溶媒の吸光度が 1 AU に等しい波長です。

表 B–2: 溶媒の混和性

極性インデ
ックス

溶媒 粘度 cP、
20°C（1 atm
のとき）

沸点°C（1
atm のとき）

混和性番号
(M)

λ カットオフ
(nm)

0.0 N-ヘキサン 0.313 68.7 29 —
1.8 トリエチルアミン 0.38 89.5 26 —
4.2 テトラヒドロフラン (THF) 0.55 66.0 17 220
4.3 1-プロパノール 2.30 97.2 15 210
4.3 2-プロパノール 2.35 117.7 15 —
5.2 エタノール 1.20 78.3 14 210
5.4 アセトン 0.32 56.3 15, 17 330
5.5 ベンジルアルコール 5.80 205.5 13 —
5.7 メトキシエタノール 1.72 124.6 13 —
6.2 アセトニトリル 0.37 81.6 11, 17 190
6.2 酢酸 1.26 117.9 14 —
6.4 ジメチルホルムアミド 0.90 153.0 12 —
6.5 ジメチルスルホキシド 2.24 189.0 9 —
6.6 メタノール 0.60 64.7 12 210
9.0 水 1.00 100.0 — —

B.14.1.1 混和性番号（M 番号）の使用
混和性番号（M 番号）は、液体の標準溶媒に対する混和性を予測する際に使用します。

2 つの液体の混和性を予測するには、大きい方の M 番号の値から小さい方の M 番号の値を引き算します。

• M 番号の差が 15 以下である 2 つの液体は、温度 15°C の条件下で、任意の比率で混合できます。

• 差が 16 の場合は、臨界共溶温度が 25 ～ 75°C、最適温度が 50°C です。

• 差が 17 以上の場合、2 つの液体は混和性がないか、臨界共溶温度が 75°C を超えています。

溶媒の中には、親油性の度合いが両極端にある溶媒に対して、不親和性を示すものもあります。これらの溶媒
には、2 通りの M 番号が与えられています。
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• 1 番目の番号は常に 16 より小さい値であり、これは高親油性溶媒との混和性を示します。

• 2 番目の番号は、反対端に対する値です。この両者の値の差が大きい液体には、非常に限られた混和性
しかありません。

たとえば、フルオロカーボン（フッ化炭素）類の中には、標準溶媒すべてと非混和性を示すものがあり、これらの M
番号は 0 および 32 です。また 2 つの M 番号を持つ液体は、通常相互に混和し合います。

M 番号の体系では、一連の標準溶媒に対する混和性をテストすることで個々の液体を分類しています。その
後、混和性のカットオフポイントに対して、15 単位を補正項として加算または減算しています。

B.14.2 溶媒の安定剤
特定の溶媒は、時間が経過すると劣化するか不安定になります。高度に不安定な溶媒には、爆発の危険の可
能性があります。溶媒の劣化を減速または停止するため、溶媒安定剤が追加されています。

ブチル化ヒドロキシトルエン (BHT) を添加した THF のような安定剤を含む溶媒を、システムの流路内に乾燥
するまで放置しないでください。これらが乾燥すると、残留した安定剤が析出して検出器のフローセルを含む流路
を汚染して、流路を汚染前の状態に戻すために大がかりなクリーニングが必要になります。

B.14.3 溶媒の粘性
一般に粘度は、単一溶媒を使用する場合または低圧力条件では、考慮する必要はありません。ただしグラジェ
ントクロマトグラフィーでは、溶媒がさまざまな比率で混合される過程で生じる粘度の変化により、分析中の圧力
が変化する場合があります。

圧力変化が分析に及ぼす影響の程度が不明な場合は、分析中の圧力をモニターしてください。

B.14.4 波長の選択
ここでは下記のアイテムに対する UV カットオフ値を、一覧表に示しています。

• 一般的な溶媒

• 一般的な混合移動相

B.14.4.1 一般的な溶媒に対する UV カットオフ
下記の表は、一部の一般的なクロマトグラム用溶媒の UV カットオフ値（溶媒の吸光度が 1 AU と等しくなる波
長）をまとめたものです。カットオフの近傍値またはカットオフ値より低い波長で計測を行うと、溶媒の吸光度に起
因してベースラインノイズが増加します。

表 B–3: 一般的なクロマトグラフィ溶媒の UV カットオフ波長

溶媒 UV カットオフ (nm)

アセトン 330
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表 B–3: 一般的なクロマトグラフィ溶媒の UV カットオフ波長 (続き)

溶媒 UV カットオフ (nm)

アセトニトリル 190
ジエチルアミン 275
エタノール 210
イソプロパノール 205
イソプロピルエーテル 220
メタノール 205
n-プロパノール 210
テトラヒドロフラン (THF) 230

B.14.4.2 混合移動相
次の表に、その他の溶媒、バッファー、界面活性剤、移動相の一部について、カットオフ波長の概略値を示しま
す。溶媒の濃度については、最もよく使用される値を掲載しています。他の濃度の吸光度を使用する場合は、
吸光度は濃度に比例するため、ベールの法則を用いて近似値を算定してください。

注意: λ カットオフは、溶媒の吸光度が 1 AU に等しい波長です。

表 B–4: さまざまの移動相のカットオフ波長

移動相 UV カットオフ
(nm)

酢酸、1% 230
酢酸アンモニウム、10 mM 205
重炭酸アンモニウム、10 mM 190
ポリオキシエチレン (35) ラウリルエーテル (BRIJ 35)、0.1% 190
3-[(3-コールアミドプロピル)-ジメチルアンモニオ]-1-プロパンスルホネ－ト (CHAPS) 0.1% 215
リン酸二アンモニウム、50 mM 205

（エチレンジニトリロ）四酢酸二ナトリウム塩（二ナトリウム EDTA）、1 mM 190
4-（2-ヒドロキシエチル）－1－ピペラジエタンスルホン酸 (HEPES)、10 mM、pH 7.6 225
塩化水素（塩酸）、0.1% 190
モルホリノエタンスルホン酸 (MES)、10 mM、pH 6.0 215
リン酸カルシウム、一塩基、10 mM 190
リン酸カルシウム、二塩基、10 mM 190
酢酸ナトリウム、10 mM 205
塩化ナトリウム、1 M 207
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表 B–4: さまざまの移動相のカットオフ波長 (続き)

移動相 UV カットオフ
(nm)

クエン酸ナトリウム、10 mM 225
ドデシル硫酸ナトリウム 190
ギ酸ナトリウム、10 mM 200
トリエチルアミン、1% 235
トリフルオロ酢酸、0.1% 190
トリス HCl、20 mM、pH 7.0 202
トリス HCl、20 mM、pH 8.0 212
Triton X-100、0.1% 240
Waters PIC 試薬 A、1 バイアル/リットル 200
Waters PIC 試薬 B-6、1 バイアル/リットル 225
Waters PIC 試薬 B-6、低 UV、1 バイアル/リットル 190
Waters PIC 試薬 D-4、1 バイアル/リットル 190
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B.14.4.3 移動相の吸光度
ここでは、よく使用される移動相について、各種の波長に対する吸光度を一覧で示します。ベースラインノイズを抑制するには、十分考慮したうえで移動相を選
択する必要があります。

最適な移動相とは、測定に用いる波長に対して透明なものです。そのような移動相を使用すると、すべての吸光度はサンプルの物性のみに起因したものとなり
ます。また移動相の吸光度の影響として、「オートゼロ」機能で排除される吸光度の量だけ、検出器のダイナミックレンジの直線性も低下します。吸光度には、
移動相の波長、pH、濃度が関与します。いくつかの移動相の例が下表に示されています。ここで、吸光度は光路長 10 mm に基づいています。

表 B–5: 空気または水に対して測定した移動相の吸光度

 指定された波長 (nm) での吸光度 (AU)

200 205 210 215 220 230 240 250 260 280

溶媒
アセトニトリル 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 <0.01 — — — —
メタノール（未脱気） 2.06 1.00 0.53 0.37 0.24 0.11 0.05 0.02 <0.01 —
メタノール（脱気済み） 1.91 0.76 0.35 0.21 0.15 0.06 0.02 <0.01 — —
イソプロパノール 1.80 0.68 0.34 0.24 0.19 0.08 0.04 0.03 0.02 0.02
安定剤を含まないテトラヒドロフラン（THF、新品） 2.44 2.57 2.31 1.80 1.54 0.94 0.42 0.21 0.09 0.05
安定剤を含まないテトラヒドロフラン（THF、開封済） >2.5 >2.5 >2.5 >2.5 >2.5 >2.5 >2.5 >2.5 2.5 1.45
酸および塩基
酢酸、1% 2.61 2.63 2.61 2.43 2.17 0.87 0.14 0.01 <0.01 —
塩化水素（塩酸）、0.1% 0.11 0.02 <0.01 — — — — — — —
リン酸、0.1% <0.01 — — — — — — — — —
トリフルオロ酢酸 1.20 0.78 0.54 0.34 0.22 0.06 <0.02 <0.01 — —
リン酸二アンモニウム、50 mM 1.85 0.67 0.15 0.02 <0.01 — — — — —
トリエチルアミン、1% 2.33 2.42 2.50 2.45 2.37 1.96 0.50 0.12 0.04 <0.01
バッファーおよび塩
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表 B–5: 空気または水に対して測定した移動相の吸光度 (続き)

 指定された波長 (nm) での吸光度 (AU)

200 205 210 215 220 230 240 250 260 280

酢酸アンモニウム、10 mM 1.88 0.94 0.53 0.29 0.15 0.02 <0.01 — — —
重炭酸アンモニウム、10 mM 0.41 0.10 0.01 <0.01 — — — — — —
エチレンジニトリロ四酢酸二ナトリウム塩（二ナトリウム
EDTA）、1 mM

0.11 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02

4-（2-ヒドロキシエチル）－1－ピペラジンエタンスルホン酸
(HEPES)、10 mM、pH 7.6

2.45 2.50 2.37 2.08 1.50 0.29 0.03 <0.01 — —

モルホリノエタンスルホン酸 (MES)、10 mM、pH 6.0 2.42 2.38 1.89 0.90 0.45 0.06 <0.01 — — —
リン酸カリウム、一塩基 (KH2PO4)、10 mM 0.03 <0.01 — — — — — — — —

リン酸カリウム、二塩基、(K2HPO4)、10 mM 0.53 0.16 0.05 0.01 <0.01 — — — — —

酢酸ナトリウム、10 mM 1.85 0.96 0.52 0.30 0.15 0.03 <0.01 — — —
塩化ナトリウム、1 M 2.00 1.67 0.40 0.10 <0.01 — — — — —
クエン酸ナトリウム、10 mM 2.48 2.84 2.31 2.02 1.49 0.54 0.12 0.03 0.02 0.01
ギ酸ナトリウム、10 mM 1.00 0.73 0.53 0.33 0.20 0.03 <0.01 — — —
リン酸ナトリウム、100 mM、pH 6.8 1.99 0.75 0.19 0.06 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 <0.01
トリス HCl、20 mM、pH 7.0 1.40 0.77 0.28 0.10 0.04 <0.01 — — — —
トリス HCl、20 mM、pH 8.0 1.80 1.90 1.11 0.43 0.13 <0.01 — — — —
Waters PIC 試薬
PIC A、1 バイアル/L 0.67 0.29 0.13 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 <0.01
PIC B6、1 バイアル/L 2.46 2.50 2.42 2.25 1.83 0.63 0.07 <0.01 — —
PIC B6、低 UV、1 バイアル/L 0.01 <0.01 — — — — — — — —
PIC D4、1 バイアル/L 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
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表 B–5: 空気または水に対して測定した移動相の吸光度 (続き)

 指定された波長 (nm) での吸光度 (AU)

200 205 210 215 220 230 240 250 260 280

BRI J 35、1% 0.06 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 <0.01 — — —
3-[(3-コールアミドプロピル)-ジメチルアンモニオ]-1-プロパン
スルホネ－ト (CHAPS)、0.1%

2.40 2.32 1.48 0.80 0.40 0.08 0.04 0.02 0.02 0.01

ドデシル硫酸ナトリウム (SDS)、0.1% 0.02 0.01 <0.01 — — — — — — —
4-オクチルフェノールポリエトキシレート (Triton X-100)、
0.1%

2.48 2.50 2.43 2.42 2.37 2.37 0.50 0.25 0.67 1.42

ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート (Tween 20)、
0.1%

0.21 0.14 0.11 0.10 0.09 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03
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C 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。

C.1 システム仕様
関連項目: 個々のモジュールの物理的、使用環境、入力/出力仕様については、モジュールの概要とメンテナン
スガイドを参照してください。

項目 仕様

デュエルボリューム、シス
テム

<400 µL、100 µL ミキサー付き

統合リーク管理 ドリップトレイはすべてのリークを装置の前面に導き、その後廃液ラインに導きます。
リーク検出 リークセンサー（ドリップトレイに設置）
量子同期 ポンプとサンプルマネージャの間の注入同期により、保持時間の再現性が向上しま

す。
設定可能な流量範囲 • 0.010 ～ 2.000 mL/分、0.001 mL 刻み（ファームウェアバージョン 1.5x

および以前）

• 0.010 ～ 2.200 mL/分、0.001 mL 刻み（ファームウェアバージョン 1.60）

• 0.010 ～ 2.200 mL/分、0.001 mL 刻み（ファームウェアバージョン 1.65
および以降）

最大動作圧力 • 最大 1.0 mL/分までに対して 103,421 kPa (1034 bar、15,000 psi)、
最大 2.0 mL/分までに対して 62,053 kPa (621 bar、9000psi)（ファー
ムウェアバージョン 1.5x および以前）

• 最大 1.0 mL/分までに対して 103,421 kPa (1034 bar、15,000 psi)、
最大 2.2 mL/分までに対して 53,779 kPa (538 bar、7800psi)（ファー
ムウェアバージョン 1.6x および以降）

pH 範囲 2 ～ 12
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項目 仕様

サイクル時間 注入と注入の間 <30 秒
システムサイクル時間（またはオーバーヘッド）は、注入間隔から差し引いたクロマト
グラフィー分析時間に等しくなります。
テスト条件：

• システム：ACQUITY UPLC H-Class クォータナリーソルベントマネージャ
(QSM)、フロースルーニードル付き ACQUITY UPLC H-Class サンプルマネ
ージャ (SM-FTN)、アクティブプレヒーター付き ACQUITY UPLC H-Class カ
ラムヒーター (CH-A)、ACQUITY UPLC TUV 検出器

• アイソクラティッククロマトグラフィー

• 流量：≥0.4 mL/分

• 注入量：1 mL

• サンプルマネージャパラメーター：既定の吸引速度および洗浄時間

• 先行ロードモード：有効

• ループオフライン：0.2 分

• 分析時間：2.0 分
グラジェントミキサー • 標準：ステンレススチール、100 mL ミキサー/フィルター

• オプション：ステンレススチール、250 mL ミキサー/フィルター
プランジャー洗浄機能 シール洗浄溶媒を使用したポンププランジャー洗浄は、手動でプライムまたは自動で

実行できます。
送液なしのシャットダウン
機能

ユーザーが指定したアイドル時間の後、プランジャー洗浄機能が自動的に実行され
ます。

自動運転 リークセンサー、96 時間分の診断データを装置コントロールソフトウェアから表示。
Auto•Blend Plus 純粋な溶媒から、pH、イオン強度、および有機調整剤をオンラインで自動混合。

C.1.1 装置コントロール仕様

項目 仕様

情報科学適合性 Empower ソフトウェア、MassLynx ソフトウェア、UNIFI、またはスタンドアロー
ン、ACQUITY UPLC コンソールソフトウェア経由

通信 ホスト PC への RJ45 接続による Ethernet インターフェース
イベント入力/出力 接点リレーおよび/または TTL 入力/出力
Connections INSIGHT 装置のパフォーマンスおよび診断情報のリアルタイムのモニターと自動通知を提供

します
ローカルコントロール ACQUITY UPLC ローカルコンソールコントローラー (LCC)
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C.1.2 環境仕様

属性 仕様

音響ノイズ、システム <65 dBA
動作時周囲温度 4.0 ～ 40.0°C
動作時周囲湿度 20%～80%（結露なし）

C.1.3 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

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

電源の要件 100 ～ 240 VAC
ライン周波数 50 Hz ～ 60 Hz
消費電力 QSM：360 VA

SM-FTN：400 VA
アクティブプレヒーター付きカラムマネージャ (CM-A)：400 VA
サンプルオーガナイザ：540 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され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 (IPXO) - IPXO は、漏れや吹き出した水の進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。

C.1.4 物理的仕様
この表は、クォータナリーソルベントマネージャ、サンプルマネージャ FTN、カラムヒーター、溶媒トレイが含まれてい
るシステムの物理的仕様を示しています。
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属性 仕様

幅 34.3 cm (13.5 インチ)
高さ 71.1 cm (28.0 インチ)
奥行き 71.2 cm (28.0 インチ)
重量 61.6 kg (135.5 lbs)a

a. 実際のシステムの重量は、溶媒トレイ内の溶媒や溶媒容器の数に応じて異なります。

C.2 パフォーマンス仕様
以下の表は、システムモジュールのパフォーマンス仕様の一覧です。

C.2.1 QSM および bioQSM のパフォーマンス仕様

属性 仕様

溶媒の数 1～4 （A、B、C および D）、任意の組み合わせ。オプションの 6 位置溶媒選択バルブにより、
A、B、C に加えてライン D で D1 ～ D6 の溶媒を選択可能（合計 9 溶媒から選択）。

溶媒の脱気 内蔵された真空脱気、4 つのチャンバー。サンプルマネージャパージ溶媒用の追加チャンバー 1
つ。

グラジェント
の形成

低圧混合、クォータナリーグラジェント

グラジェント
のプロファイ
ル

11 種類のグラジェント曲線、直線、ステップ (2)、凹曲線 (4)、凸曲線 (4) など

プライマリー
チェックバル
ブ

インテリジェントインテークバルブ (i2Valve)、標準
パッシブチェックバルブ（オプション）

流量正確
度

100% 溶媒 A を使用した 0.500 ～ 2.000mL/分での設定流量の ±1.0%（i2Valve）。
脱気済みの水による背圧 4137 ～ 6895 kPa (41 ～ 69 bar、600 ～ 1000 psi)。
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属性 仕様

流量精度 0.075% RSD または ±0.02 分 SD のいずれか大きい方の値。6 回の繰り返しに基づく
（i2Valve）。
テスト条件：

• 移動相：Auto•Blend Plus 技術を使って 60:40 で水とメタノールを混合

• 流量：0.5 mL/分

• サンプル混合液：アルキルフェノン混合液（5.0 µL の注入量）

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

• カラム温度：35 ℃ ±0.3 ℃

• 検出器：UV、波長 254 nm
組成上の変
化（ベースラ
インノイズ）

<1.0 mAU （オプションの 250 μL ミキサー使用時は <0.1 mAU)、i2Valve の場合
テスト条件：

• 移動相：A：水 + 0.1% トリフルオロ酢酸、B：アセトニトリル + 0.1% トリフルオロ酢酸

• 流量：0.5 mL/分

• グラジェント条件：10 分間に 1.0 ～ 33% B、時間平均ウィンドウ 10 秒、ノイズ範囲
4.00 ～ 6.00 分

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

• 検出器：ACQUITY TUV、波長 214 nm、サンプリングレート 10 Hz
混合正確
度

±0.5% 絶対値（フルスケール）、5 ～ 90%、0.5 ～ 2.0 mL/分、i2Valve の場合
テスト条件：

• 移動相：脱気済みアセトニトリル/水 90:10。12 mg/L 濃度のカフェインが含まれている
アセトニトリル/水 90:10

• 背圧：13,790 kPa (138 bar、2000 psi)

• グラジェント条件：ステップグラジェントメソッド

• 検出器：UV、波長 273 nm
組成精度 <0.15% RSD または ±0.04 分 SD のいずれか大きい方の値。6 回繰り返し注入に基づ

く、i2Valve の場合
テスト条件：

• 移動相：Auto•Blend Plus 技術を使って 60:40 で水とメタノールを混合

• 流量：0.5 mL/分

• サンプル混合液：アルキルフェノン混合液（5.0 µL の注入量）

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

• カラム温度：35 ℃ ±0.3 ℃

• 検出器：UV、波長 254 nm
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属性 仕様

圧縮率補
正

自動および連続

プライム ウェットプライムは、最大 4 mL/分の流量で実行できます。
ポンプシール
洗浄

高圧シールおよびプランジャーの背面を洗浄する洗浄システムが取り付けられています。
QSM：シール洗浄ポンプの既定の起動間隔は 5.0 分です。
bioQSM：シール洗浄ポンプの既定の起動間隔は 0.1 分（6 秒）です。

流量増加 範囲：2.0 mL/分に到達するまで、0.01 ～ 30.00 分
初期設定：2.0 mL/分に到達するまで 0.45 分（4.44 mL/分で増加）

ベントバルブ ポンプのプライムおよび自動リークテストに使用されます。カラムマネージャがカラムを切り替えると
き、ベントバルブがベント位置に切り替わり、システム圧力が低下します。

溶媒ライン 工場出荷時に取り付け済みのインレットチューブアセンブリー。各アセンブリーには、10 µm のリ
ザーバーフィルターが付いています。

組成範囲 0.0% ～ 100.0%、0.1% 単位で設定可能。

C.2.2 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）。

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
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項目 仕様

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

• 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』）（品番 720001818）を参照するか、Waters ウェブサイトでプレ
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』）（品番 720001818）を参照するか、Waters ウェブサイトでプレ
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。
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項目 仕様

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

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：水 100%

• 溶媒 B：アセトニトリル 100%

• 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：カフェイン、10:90 アセトニトリル/水で 0.16 mg/mL （標準）および 4 mg/
mL （対象）、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：対象サンプルを既知 (0.005%) の標準サンプルと比較した後のブランクのピーク
です。標準面積以下のキャリーオーバーのピーク面積は仕様範囲内。
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項目 仕様

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：水（0.1% のギ酸）

• 溶媒 B：アセトニトリル(0.1% のギ酸を含む)

• 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

• 流量：0.3 mL/分

• サンプル：10:90 アセトニトリル/水 + 0.1% ギ酸でスルファジメトキシン 5 pg/µL （標
準）および 1 µg/µL （対象）、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：対象サンプルを既知 (0.005%) の標準サンプルと比較した後のブランクのピーク
です。標準面積の 80% 未満のキャリーオーバーピーク面積は仕様範囲内です。
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図 C–1: 推奨される温度センサーの位置
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図 C–2: 最小サンプルコンパートメント温度仕様
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C.2.3 CH-A の性能仕様

項目 仕様

設定可能な温度範囲 20.0 ～ 90.0 °C（0.1 °C 刻み）
制御可能な温度範囲 （周囲温度 + 5 °C）～ 90.0 °C

温度正確度 a 20 ～ 50 °C で ±0.5 °C （これ以外の範囲では ±1.0 °C）
適格性評価テスト：測定センサーの横にある NIST 追跡可能プローブによって測
定された温度は、この仕様内にある必要があります。

温度安定性 a センサー部で ±0.3 °C

溶媒のコンディショニング アクティブな予備加熱（標準）
液漏れ制御 サンプルマネージャ上部ドリップトレイ内またはコンパートメントの下（拡張構成の

み）に取り付けられた、リークセンサー付きコンパートメントドリップトレイ。単一の廃
液ドレインにより、リークが廃液に処理されます。

ドアが開いてからヒーター遮
断までの遅延

最長 1 分

カラムトラッキング eCord テクノロジーカラム情報管理は、カラムの使用履歴を追跡およびアーカイブ
します。

a. APH アセンブリーを介して、アクティブな予備加熱を使用して操作

C.2.4 CH-30A のパフォーマンス仕様

項目 仕様

設定可能な温度範囲 20.0 ～ 90.0 °C（0.1 °C 刻み）
制御可能な温度範囲 （周囲温度 + 5 °C）～ 90.0 °C

温度正確度 a ±0.5 °C、20 ～ 50 °C でテスト（その他の範囲では ±1.0 °C）
テストの合格基準：測定センサー横にある NIST 記録プローブによって測定さ
れた温度は、この仕様の範囲内にある必要があります。

温度安定性 a センサー部で ±0.3 °C

溶媒のコンディショニング アクティブな予備加熱
液漏れ制御 コンパートメントの下に取り付けられた、リークセンサー付きコンパートメントドリッ

プトレイ。単一の排出ドレインがリークを廃液に処理します。
ドアが開いてからヒーター遮
断までの遅延

最長 1 分

カラムトラッキング eCord テクノロジーカラム情報管理は、カラムの使用履歴を追跡およびアーカ
イブします。

a. APH アセンブリーを介してアクティブな予備加熱を使用して操作
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C.2.5 30 cm CHC のパフォーマンス仕様

項目 仕様

設定可能な温度範囲 4.0 ～ 65.0 °C（0.1 °C 刻み）
制御可能な温度範囲 （周囲温度 – 15 °C）～ 65.0 °C
温度正確度 ±0.8 °C、20 から 50 °C の間でテスト済み（その他の範囲では ±1.0 °C）

テストの合格基準：測定センサー横にある NIST 記録プローブによって測定され
た温度は、この仕様の範囲内にある必要があります。

液漏れ制御 追加の凝縮水ドレイン付きコンパートメントドリップトレイ。単一の廃液ドレインによ
り、リークが廃液に処理されます。

ドアが開いてからヒーター
遮断までの遅延

最長 1 分

C.2.6 CM-A および CM-Aux のパフォーマンス仕様

項目 仕様

設定可能な温度範
囲

4.0 ～ 90.0 °C（0.1 °C 刻み）

制御可能な温度範
囲

（周囲温度 -25 °C）～ 90.0 °C

温度正確度 a ±0.5 ℃ でテスト済み
テスト条件：

• ドアを閉じた状態

• カラムなし

• 流量なし

• 追跡可能な外部温度測定機器を使用して測定

• 設定温度で 1 時間の熱平衡の後に測定

• カラムコンパートメントのセンサー位置で測定

• 35 °C、55 °C、および 90 ℃ でテスト
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項目 仕様

ドアの開閉時に定
常温度に戻るまでの
時間

最大 12 分
テスト条件：

• カラムなし

• 流量なし

• 内蔵温度センサーにより測定

• 設定温度で 1 時間の熱平衡の後に測定

• ドアを 30 秒間開ける

• 35 °C、55 °C、および 85 ℃ でテスト
温度精度 ±0.1 ℃ でテスト済み

テスト条件：

• ドアを閉じた状態

• カラムなし

• 流量なし

• 追跡可能な外部温度測定機器を使用して測定

• カラムコンパートメントのセンサー位置で測定

• 温度を、周囲温度から 90 °C まで上げる

• 1 時間の熱平衡の後に測定

• 温度を周囲温度に戻す

• テストをさらに 4 サイクル繰り返す
温度安定性 ±0.3 ℃ でテスト済み

テスト条件：

• ドアを閉じた状態

• カラムなし

• 流量なし

• 追跡可能な外部温度測定機器を使用して測定

• 設定温度での熱平衡の後に 1 時間測定

• カラムコンパートメントのセンサー位置で測定

• 35 °C、60 °C、および 90 ℃ でテスト
周囲温度の安定性 最大 2.0 °C/60 分以内
プレヒーター温度（ユ
ーザーは設定できま
せん）

カラムゾーンの設定温度によって定義
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項目 仕様

溶媒のコンディショニ
ング

アクティブな予備加熱

液漏れ制御 コンパートメントの下に取り付けられた、リークセンサー付きコンパートメントドリップトレイ。
単一の排出ドレインがリークを廃液に処理します。

カラムトラッキング eCord テクノロジーカラム情報管理は、カラムの使用履歴を追跡およびアーカイブしま
す。

a. APH アセンブリーを介してアクティブな予備加熱を使用して操作

C.2.7 サンプルオーガナイザのパフォーマンス仕様

項目 仕様

サンプルプレートの互換性 使用するサンプルマネージャおよびサンプルオーガナイザでの使用に許可されている
プレート、バイアル、シールキャップ、サンプルカバーのリストについては、サンプルマネ
ージャの概要およびメンテナンスガイド、あるいはシステムの消耗品カタログを、参照
してください。

サンプルプレートの容量 最大 19 プレート、高さ最大 15.5 mm まで
最大 9 プレート、高さ最大 40.0 mm まで
最大 6 プレート、高さ最大 53.0 mm まで

サンプルプレート最小高さ 13 mm
サンプルプレート最大高さ

（バイアル、キャップ、キャッ
プマットを含む）

53 mm

サンプルコンパートメント
温度範囲

4 ～ 40 ℃ の範囲、0.1 ℃ 刻みで設定。-2 ～ +4 ℃ の許容範囲

• 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。

• 周囲温度が >23 ℃ または湿度 >80% またはこの両方で、サンプルマネー
ジャおよびサンプルオーガナイザは、サンプル平均温度を周囲温度より 18 ℃
低い温度に ±3.0 ℃ で維持できます。

温度正確度 追跡可能な外部温度測定デバイスと装置温度測定デバイスの間で温度 ±1.0
°C 以内。

温度安定性 ±1.0℃ （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）
空気圧システムの動作圧
力範囲

414 ～ 758 kPa (4 ～ 8 bar、60 ～ 110 psi)

オプションの外部空気圧
供給源の圧力範囲

517 ～ 689 kPa (5 ～ 7 bar、75 ～ 100 psi)
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