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本書は、AB Sciex の機器をご購入いただいたお客様が AB Sciex の機器を操作される際に利用していた
だくものです。本書は著作権で保護されており、書面による AB Sciex の許可を得ることなく、本書の
全部または一部を複製することは禁じられています。 

本書で解説されているソフトウエアは、ライセンス契約にもとづいて提供させていただきます。ライセ
ンス契約で許可されている場合を除き、これらソフトウエアのコピー、改変、または頒布は、使用する
媒体に関わりなく、法律に抵触します。ライセンス契約は、目的に関わらず、ソフトウエアの逆アセン
ブル、リバース エンジニアリング、または逆コンパイルを禁じています。保証についてはライセンス契
約を参照してください。 

本書の一部には、他の製造業者またはその製品について言及している場合があり、所有者が商標として
登録している名称または商標としての機能を有する部品が含まれる場合があります。かかる名称の使用
は、AB Sciex の機器に統合する製品がこうした製造業者の製品であることを明示することのみを目的と
しており、かかる製造業者の名称または製品の名称を、商標として使用または他者による使用を許可す
る権利またはライセンスを意味するものではありません。 

AB Sciex の保証は AB Sciex 製品の販売時または使用ライセンス供与時の明示的保証のみに限定され、
これのみをもって AB Sciex による排他的表示 、保証、および義務とします。AB Sciex は、明示的また
は暗示的に言及しているかどうかに関わらず、規則または法律、あるいは、取引過程または商慣習に起
因する商品性または特定の目的との適合性の保証を含む他の保証は一切行わず、これらのすべてを明示
的に否定し、購入者による使用または何らかの有害な状況に対して生じた間接的または派生的な損害を
含む如何なる責任または偶発債務も負いません。 

研究目的での使用に限られます。診断には使用できません。 

本書で言及されている商標は、AB Sciex Pte. Ltd. または各所有者が所有する資産です。

AB SCIEX™ は許可を受けて使用されています。 

© 2015 AB Sciex Pte. Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AB Sciex Pte. Ltd. 
Blk 33, #04-06 
Marsiling Ind Estate Road 3  
Woodlands Central Indus. Estate. 
SINGAPORE 739256 
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はじめに 第 1 章 
 

 

 

 
本書は、ExionLCTM AD システムの基本的な操作とトラブルシューティングについて解説して
います。製品を使用する前に本書をよく読み、本書の指示に従って製品を操作してください。 

本書には、ユーザーがシステムを安全に操作できるよう、安全に関する指示および注意事項が
記載されています。本書に記載されているすべての警告および注意の指示に従ってください。 

本書はあとで参照するために保管しておいてください。システムのオペレータの手が届く場所に

保管してください。 

 

電気に関する注意事項 

AC 主電源 
 

警告! 感電の危険性があります。すべての電源および固定具の据え付けは有資格職員の
みが行い、すべての据付作業は地域の規則および安全基準に従って実施してください。 

 
 

 

警告! 感電の危険性があります。緊急時に、システムを AC 主電源コンセントから切り
離すことができるようになっているか確認してください。AC 主電源コンセントへのア
クセスを遮断しないでください。 

 
 

 

警告! 感電の危険性があります。カバーを取り外さないでください。カバーを取り外す
と、負傷やシステムの誤作動の原因になることがあります。定期的なメンテナンス、
検査、または調整では、カバーを取り外す必要はありません。メインカバーを取り外
すことが必要な修理に関しては、SCIEX FSE にお問い合わせください。 

 
 

システムは本書の電気仕様に適合する AC 主電源に接続してください。システムの電気仕様に
関する情報は、サイト プランニング ガイドを参照してください。 

ガイドライン: 
• 製造者の指示とは異なる方法で配線しないでください。 

• 電源ケーブルの上に重量物を置かないでください。 

• 電源ケーブルを曲げたり、引っ張ったりしないでください。システムを電源から切り離すと

きは、ケーブルではなく、プラグを持ってコンセントから外してください。 

• 電源ケーブルは発熱する機器の近くを避けて取り回してください。 

• 電源ケーブルは決して改造しないでください。 
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保護接地線 

主電源には保護接地線を正しく配線する必要があります。保護接地線は、システムを接続する
前に、有資格電気工事士が配線または点検する必要があります。 

 

警告! 感電の危険性があります。保護接地線を意図的に遮断しないでください。保護
接地線が遮断されると、感電の危険性が生じます。 

 
 

 

環境に関する注意事項 
主幹電源、加熱、換気、および配管具および固定具の据え付けは、有資格職員が実施してくだ
さい。すべての据付作業が地域の条例および生物学的災害規則に従っていることを確認してく
ださい。システムに必要な環境条件の詳細については、サイト プランニング ガイドを参照し
てください。 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

警告! 生物学的災害の危険性があります。バイオハザード物質を使用する際は、必ず、
ハザードの評価、管理、および取り扱いに関する地域の規則に従ってください。本シス
テムまたは部品は、生物学的格納システムとしては機能しません。 

 
 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。システムを腐食性ガスおよび過剰な粉塵に曝露

しないでください。 
 

 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。地震の際にシステムが落下しないよう予防措置
を講じてください。 

 
 

 

電磁環境 
 

 

注意: 結果が不正確になる場合があります。電磁放射線は適切な操作を妨げ、結果が不正確
となる可能性があるため、本装置を強力な電磁放射線の発生源 (例えば、遮蔽されていない
意図的な高周波の発生源) の近くで使用しないでください。 

 
 

本装置が所期の目的通りに機能するよう、本装置と適合する電磁環境を維持してください。 

警告! 火災の危険性があります。火気がある場所、または火花を生じる可能性がある機
器と同じ室内では、システムを操作しないでください。 

警告!火災の危険性があります。引火性スプレー (ヘア スプレーやスプレー式殺虫剤) 
をシステムの近くで使用しないでください。発火して火災の原因になることがありま
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使用終了および廃棄 (廃電気電子機器) 

使用終了する前に、地域の規則に従ってシステムの汚染を除去します。SCIEX レッド タグ プ
ロセスに従って、機器の返却のための機器汚染除去書式を記入します。 

施設の設備からシステムを撤去する際は、国および地域の環境規則に従って、材料を分別し、
リサイクルしてください。P.131 「保管及び取扱い」 を参照してください。 

コンピュータ部品を含むシステムの構成部品またはサブアセンブリーを未分類の一般廃棄物とし

て廃棄しないでください。WEEE (廃電気電子機器) が環境へ及ぼす影響を低下させるため、適

切な廃棄規定を定めた地域の一般廃棄物条例に従ってください。本機器を廃棄する場合は、弊社

カスタマーサービスにお問い合わせください。 

 
 

注記: 記入済みの所定の書式を提出されてない場合は、SCIEX はシステムの返却を受け付けま

せん。 
 

 

 

換気に関する注意事項 
煙霧の排出および廃棄物の処理は、連邦、州、県、地域の保健および安全に関する規則に準拠し
ていなければなりません。本システムは サイト プランニング ガイドに推奨されている環境条件
に適合する検査施設の屋内で使用してください。 

 

警告! 火災および有毒化学物質放出の危険性があります。本システムを操作する
検査施設が十分に換気されていることを確認してください。高速液体クロマトグ
ラフィーで使用されている溶媒は引火性および毒性があります。 

 
 

 

化学物質に関する注意事項 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。ドレインチューブの末端を廃棄物容器の排液中
に浸さないでください。 

 
 

警告! 有毒化学物質放出の危険性があります。手洗い場などの給水設備が備わってい
るようにしてください。溶媒が眼や皮膚に付着したときは、直ちに洗い流してくださ

警告! バイオハザード物質または有毒化学物質放出の危険性があります。
ドレインチューブを正しく接続して漏れを防止してください。 
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• 整備および定期メンテナンスの前に、システムにどのような化学物質が使用されているか
確認してください。化学物質を取り扱う際の保健および安全に関する注意事項については、
安全データ シートを参照してください。 

• 十分に換気された場所で作業してください。 

• パウダー不使用のネオプレンまたは二トリル製手袋、安全メガネ、検査室用上着などの指定
された個人用保護具を常に着用してください。 

• 指定された電気に関する安全作業手順に従ってください。 

• 2-プロパノール、メタノール、他の引火性溶媒などの引火性物質を用いた作業の場合は、
発火源を避けてください。 

• 化学物質の使用および廃棄は慎重に行ってください。適切な手順に従って化学物質の取り
扱いおよび廃棄を行わないと、人身傷害の恐れがあります。 

• 清掃の際に化学物質が皮膚に接触しないようにし、使用後は手を洗ってください。 

• バイオハザード物質、有毒物質、または放射性物質の保管、取り扱い、および廃棄に関する
地域の規則に従ってください。 

• (推奨事項) 溶媒ボトルおよび廃液タンクの下にトレーを使用し、万が一漏れた化学物質を収
集できるようにしてください。 

 

静電気に関する注意事項 
液体クロマトグラフィー (LC) は、移動相として引火性有機溶媒を使用しています。また、LC 
システムは大量の引火性物質がある場所で頻繁に使用されます。そのため、火災や爆発を伴う
事故が発生する危険性があります。 

これらの事故の主な原因は静電気です。複数の事象が同時発生した結果として事故に至るため、
事故発生前の状態は千差万別であるため検知するのは難しく、静電気を防止する手段を講じる
のは困難です。静電気事故を防止するために推奨される方法は以降の章に記載しています。 

 

静電気事故の典型的原因 

一般に、静電気事故はここに示すような一連の複数のイベントが発生することにより生じます。 
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表 1-1 静電気事故—一連の複数のイベント 
 

イベント 結果 

静電気活性の発生 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

液体クロマトグラフィーで見られるように、液体が高速で薄い壁圧
のチューブ内を通過すると、流れる物体の帯電が静電気を発生させ
ます。 
 

図 1-1 固体上を流れる液体により生じる静電気 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

静電気の蓄積 
 

 

静電気的に帯電した液体は、電気絶縁された容器内に蓄積して電荷
が徐々に増大し、 終的には数千ボルトに達する場合があります。 

項目 説明 

1 流れている液体 

2 固体 

3 液体の流れと共に移動する電荷 

4 固体の表面に固定されており移動しない電荷 
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表 1-1 静電気事故—一連の複数のイベント (続き) 
 

イベント 結果 

放電によるエネル
ギー放出 

 

 

エネルギー放出が生している際に、容器から一定の距離内に導電体
が侵入すると、放電が生じて熱エネルギーを放出し、周囲に存在す
る十分な密度の引火性ガスを発火させます。 

可燃性物質の発火  
図 1-2 静電気事故が発生する可能性のある状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 説明 

1 乾燥した空気 

2 火花 

3 薄い壁圧のチューブ内を高速で流れる液体液体中
の気泡は静電気の発生を促進 

4 ポリエチレンなどの材料で作られた絶縁容器 

5 絶縁容器内の引火性ガス 

6 高レベルの静電気帯電がある引火性有機溶媒 

7 ゴムまたは類似した素材で覆われた床は電気
を通しません 
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静電気事故を防止する 

静電気事故を防止するための 善の方法は、帯電の発生と蓄積を防止することです。 
 

 

注意: システムを損傷する可能性があります。複数の防止策を同時に講じてください。適切な
室内湿度を維持してください。環境湿度が 65%を超えると、静電気が防止されます。 

 
 

 
 

注記: 低導電率 （10–10 S/m 未満） の液体の場合は、防止策 1 ～ 4 を実施します。防止策 5 は
低導電率の液体に効果を発揮しません。 

 
 

 
図 1-3 静電気の防止策 

 

 
 

項目 説明 

1 18 L 金属缶 (メッキされていることが好ましい) 

2 キャップを取り付けて開口部を小さくします。 

3 クリップを金属部品に接続します。 

4 モジュールの保護接地端子または他の接地点に接続します。 
 

 

注意: システムを損傷する可能性があります。ガス管、水道管、または電話
線に接地線を接続しないでください。 

5 液体により生じた静電気は、容器を経由してアースへ送られます。 
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防止策 1 

廃液用に金属製容器を使用し、容器を保護接地に接続し、容器および液体の帯電がアースへ放
出されるようにします。 

 

 
 

ガイドライン 
• 

注意: システムを損傷する可能性があります。ガス管、水道管、または電話線に接地線を接
続しないでください。 

 
 

金属製廃液容器は、保護接地に正しく接続してください。接地線が保護接地に正しく接続さ
れていないと、容器内に静電気が蓄積されます。 

 
 

注記: 一部の金属製容器の表面は、ラミネート加工または酸化処理されており電気を通しま
せん。金属製容器を保護接地に接続したら、テスターを使用して、電気がアースへ伝わる
ことを確認してください。 

 
 

• 廃液容器内へ排出される液体が実質的に非導電性 (10-10 S/m 以下) である場合は、容器内に
適切な導電性液体を入れてください。この導電性液体はあらかじめ容器内に入れておくこと
ができます。 

 
防止策 2 

廃液容器の注入口および排出口と、挿入したチューブの間の隙間はキャップまたは他の保護カ
バーで覆ってください。こうすることにより、容器の外側で生じた火花が容器内へ侵入するこ
とが防止されます。 

 

 
 

防止策 3 

人体を含め、帯電した物を、廃液容器に近づけないようにしてください。 
 

 

注意: システムを損傷する可能性があります。他の帯電防止策を講じていない場合は、廃液
容器に近づく前に、保護接地に接続された金属に触れて放電させます。 

 
 

必要な材料 

• クリップ付き接地線 

• 18 L 金属製容器 

• 4 L 金属製容器 

必要な材料 

• 18 L または 4 L 容器用キャップ (3 箇所に直径 3 mm の開口部があります) 
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ガイドライン 
• 帯電防止服と帯電防止靴を着用してください。 

• 帯電防止リスト ストラップを使用し、人体を保護接地に接続してください。安全のため、

約 1 M  の抵抗器を使用してリスト ストラップをアースに接続することが必要です。 

• 床に帯電防止マットを敷き、床を導電性にします。 
 
防止策 4 

高流量の廃液経路として内径 2 mm 以上のチューブを使用します。 

ガイドライン 
• チューブの接続部に漏れがないか定期的に検査します。液体中の気泡は帯電を 20 倍、30 倍、

またはそれ以上に増加させます。 
 
防止策 5 

導電性の廃液容器を使用できない場合は、以下のガイドラインに従ってください。 

• 流入チューブの末端が常に容器内の液体中に沈んでいることを確認してください。さらに、
モジュールに接続した接地線など、保護接地に接続されている金属製物質を液体中に沈めて
ください。 

• できる限り小さな容器を使用し、発火時の損害を 小限に抑えてください。 
 

 

注記: 帯電防止用器具 (帯電防止服、帯電防止靴、帯電防止マットなど) および帯電測定器 (電
位差計) は専門のメーカーが販売しています。 

 
 

 

機器の使用と改造 
 

 
 

 

 

警告! 感電の危険性があります。カバーを取り外さないでください。カバーを取り外す
と、負傷やシステムの誤作動の原因になることがあります。定期的なメンテナンス、
検査、または調整では、カバーを取り外す必要はありません。メインカバーを取り外
すことが必要な修理に関しては、SCIEX FSE にお問い合わせください。 

 
 

本システムは サイト プランニング ガイドに推奨されている環境条件に適合する検査施設の屋
内で使用してください。 

本システムを製造者の指示とは異なる環境または方法で使用すると、機器が有する保護機能が
損なわれる恐れがあります。 

警告! 人身傷害の危険性があります。製品の設置、調整、または移設が必要な場合
は、SCIEX の担当者に連絡してください。 
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無許可でのシステムの改造または操作は、人身傷害や機器の損傷を生じさせ、保証が無効にな
る場合があります。推奨される環境条件から外れた状態でシステムを操作したり、無許可の改
造を加えたシステムを操作したりすると、誤ったデータが生成されることがあります。システ
ムの整備については、FSE に問い合わせてください。 

 

警告! 人身傷害の危険性があります。SCIEX が推奨する部品のみを使用してください。
SCIEX 推奨品以外の部品を使用したり、所期の用途とは異なる目的で部品を使用した
りすると、ユーザーが負傷することやシステム性能に悪影響を及ぼすことがあります。
機器を SCIEX の指定とは異なる方法で使用すると、機器が備えている保護機能が損な
われる恐れがあります。 

 
 

 

メンテナンス、検査、調整 
 

 
 

 

 

警告! 感電の危険性があります。検査およびメンテナンスの前に、必ず電源を OFF に
し、機器の電源コンセントを外してください。これを怠ると、火災、感電、または誤
作動が生じることがあります。 

 
 

システムの性能を維持し、正確な測定データを収集するには、検査を毎日実施し、定期的な較
正を行います。 

• 毎日のメンテナンスおよび点検については、P.108 「整備およびメンテナンス」を参照して

ください。 

• 計画的なメンテナンスについては、SCIEX の担当者にお問い合わせください。 

• 交換部品については、P.176 「消耗品、オプション装備、予備部品」を参照してください。 

• 定期的に交換する部品の交換サイクルは目安です。使用環境および使用頻度によっては、
表示されている交換サイクルよりも早く交換が必要となる場合があります。 

警告! 人身傷害の危険性があります。製品の設置、調整、または移設が必要な場合
は、SCIEX の担当者に連絡してください。 
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危険性に関する記号 第 2 章 
 

 

 

 
この章では、検査施設環境、システム上、および 文書で使用される危険性に関する記号および
表記を列挙しています。 

 

職業安全衛生に関する記号 
この章では、文書および検査施設環境で見られる職業安全衛生に関する記号を解説しています。 

 
表 2-1 一般的な危険性に関する記号 

 

安全性記号 説明 
 

 

人身傷害の危険性があります。 

 

表 2-2 化学物質の危険性に関する記号 
 

安全性記号 定義 
 

 

生物学的災害の危険性があります 

 

 

爆発の危険性があります 

 

 

有毒化学物質の危険性があります 
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危険性に関する
 

 

 

表 2-3 電気的危険性に関する記号 
 

安全性記号 定義 
 

 

感電の危険性があります 

 

表 2-4 機械的危険性に関する記号 
 

安全性記号 定義 
 

 

表面が高温になる危険性があります 

 

 

紫外線放射の危険性があります 

 

 

レーザー光放射の危険性があります 

 

文書で使用される記号および表記 
本書では以下の記号および表記が使用されています。 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

注意:「注意」は、注意事項に従わないと、システムの損傷またはデータの破壊または喪失を
生じさせる可能性のある操作を表します。 

 
 

 
 

注記:「注記」は、手順または解説における重要な情報を表します。 
 

 

 
 

ヒント!「ヒント」は、文章中の手法や手順を、特定のニーズに応用するのに役立つ情報や簡
便な方法を記載しています。手順完了のために不可欠なものではありません。 

 
 

危険!「危険」は、重度の負傷または死に至る行為を表します。 

警告!「警告」は、注意事項に従わないと、人身傷害を生じさせる可能性のある行為を
表します。 
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概要 第 3 章 
 

 

 
 

ExionLCTM AD システムは、以下の部品で構成されています。 
• ExionLCTM コントローラまたは ExionLCTM CBM-Lite (CBM-Lite はポンプ モジュール内に取り

付けられています。) 

• ExionLCTM AD ポンプまたは ExionLCTM HPLC ポンプ 

• ExionLCTM 脱気装置 

• ExionLCTM AD オートサンプラまたは ExionLCTM AD マルチプレート オートサンプラ 
マルチプレート オートサンプラの詳細については、「ExionLCTM  Multiplate Autosampler 
Operator Guide」を参照してください。 

• ExionLCTM AD カラム オーブン 

• オプション装備の例： 

• ExionLCTM ラック チェンジャ 

• ExionLCTM PDA 検出器 

• ExionLCTM UV 検出器 
 
ご使用中のシステムに利用可能な構成部品の詳細情報については、SCIEX の担当者にお問い合

わせください。 
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図 3-1 ExionLC AD システムの例 
 

 
 

項目 説明 

1 リザーバ ボトル。移動相は、ポンプによりリザーバ ボトルから吸引され、
チューブを経由して送り出されます。 

2 脱気装置。脱気装置は移動相に溶解した空気を除去、気泡の発生を防止し、
溶解した空気に起因するベースライン値の上昇、変動、または他のベースラ
イン異常を防止します。 

3 ポンプ。ポンプは、オートサンプラ、カラム、検出器の順に移動相を送り、
後に廃液容器へ送ります。 

4 ミキサー。ミキサーは移動相の混合の効率を高めます。 

5 オートサンプラ。オートサンプラは流路へサンプルを自動注入します。ラッ
ク チェンジャを追加すると、オートサンプラのラックを自動的に交換するこ
とができます。 
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項目 説明 

6 カラム。カラムは、移動相とカラム充填剤（固定相）の間の相互作用によっ
て成分を分離します。 

7 検出器 (オプション装備)。検出器は、カラムから溶出してきた成分を検出
し、信号データをデータ収集コンピュータへ送ります。 

8 廃液容器。検出器を通過した移動相は廃液容器へ排出されます。 

9 コントローラ。コントローラは、 大 4 台のポンプ ユニットを含む、 大 8 
種類の LC コンポーネント （オプション装備により 12 種類の LC コンポーネ
ント） を制御することができます。 

 

コントローラ 
ExionLCTM コントローラ/ExionLCTM CBM-Lite は、ExionLCTM AD シリーズ HPLC および 
UHPLC システムの構成部品に接続し、それらの構成部品を制御するシステム コントローラー
です。各種の構成部品を搭載した液体クロマトグラフィー システムの集中制御から完全な自動
運転まで、様々な目的に使用することができます。 

このシステム コントローラは、デュアルプランジャー送液方式のパラレルフロー LC ポン
プです。このコントローラは高速液体クロマトグラフィーの精度および感度を向上させま
す。 

 
図 3-2 正面図 

 

 
 

項目 説明 

1 電源スイッチ。電源の ON/OFF に使用します。電源スイッチを押すと、電源
が ON になります。再び押すと、電源が OFF になります。 

2 分析表示 LED。分析が開始されると点灯し、分析が停止すると消灯します。 

3 接続表示 LED。システム コントローラがコンピュータから制御されると点灯
します。システムの起動中は点滅します。 
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図 3-3 背面図 
 

 
 

項目 説明 

1 初期化ボタン。このボタンを押すと、システム コントローラの初期化または

エラーの消去を行うことができます。 

2 Ethernet コネクタ (ETHERNET)。ネットワーク接続用のコネクタ。 

3 ネットワーク LED。ネットワークへの接続状態を示します。 
• 100M: 100 Mbps で作動しているときに点灯します。 

• ACT: データ交換中に点灯します。 

• LINK: ネットワークに接続したときに点灯します。 

4 RS-232C コネクタ。コンピュータとのデータ交換に使用するコネクタ。 

5 AC 出力コネクタ。これらのコネクタは、AC 電源の出力コネクタで、電源ス
イッチと連動します。ExionLCTM HPLC への電源供給に使用することができま
す。他の用途には使用しないでください。 

6 電源コード コネクタ。電源ケーブルを接続するためのコネクタです。 

7 リモート コネクタ 1 ～ 8。ExionLCTM システム構成部品に接続するためのコネ

クタ。 
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図 3-4 オプション装備のコントローラ 
 

 
 

項目 説明 

1 A/D 変換ボード。アナログ出力を使用する検出器を接続するためのアナログ/
デジタル変換ボード。 

2 光ファイバーコネクタ用の拡張ボード。光ファイバーコネクタ拡張のための

ボード。 

 
図 3-5 CBM-Lite の接続部 

 

 
 

項目 説明 

1 初期化ボタン。このボタンを押すと、システム コントローラの初期化または

エラーの消去を行うことができます。 

2 Ethernet コネクタ (ETHERNET)。ネットワーク接続用のコネクタ。 



ExionLC™ AD システム
24 / 221 

ハードウエア ユーザー ガイド
RUO-IDV-05-1841-A

概要 
 

 

 
項目 説明 

3 ネットワーク LED。ネットワークへの接続状態を示します。 
• 100M: 100 Mbps で作動しているときに点灯します。 

• ACT: データ交換中に点灯します。 

• LINK: ネットワークに接続したときに点灯します。 

4 RS-232C コネクタ。コンピュータとのデータ交換に使用するコネクタ。 

5 AC 出力コネクタ。これらのコネクタは、AC 電源の出力コネクタで、電源ス
イッチと連動します。ExionLCTM HPLC への電源供給に使用することができま
す。他の用途には使用しないでください。 

6 リモート コネクタ 1 ～ 4。ExionLCTM システム構成部品に接続するためのコネ

クタ。 
 

ポンプ 
ExionLCTM AD ポンプは、 大 130 MPa の吐出能力を有し、HPLC 分析における高精度
および高信頼性の拡張機能として、超高速分析および高解像度分解能を提供します。 

 
 

注記: 特に指定されていない限り、本書に記載された情報は、オプション装備の HPLC ポンプ
にも適用されます。オプション装備の HPLC ポンプは 大 40 MPa の圧力をサポートします。 

 
 

 
図 3-6 正面図 
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項目 説明 

1 ステータス パネル。ステータス パネル画面と複数の LED で構成されていま

す。動作設定を表示します。 

2 キーパッド。操作および設定値の構成に使用します。操作キーを表示するに

は、  を押します。 

3 電源スイッチ。電源の ON/OFF に使用します。電源スイッチを押すと、電
源が ON になります。再び押すと、電源が OFF になります。 

4 フロント カバー。ポンプ ヘッドおよび流路をカバーします。 

5 ドレイン バルブ レバー。ドレイン バルブを開くには、ドレイン バルブ レ
バーを反時計周りに回します。ドレイン バルブを閉じるには、ドレイン バル
ブ レバーを停止位置まで逆に回します。 

 

図 3-7 フロントカバーを開いたところ 
 

 
 

項目 説明 

1 ポンプ ヘッド。往復運動して溶媒を送るプランジャーを覆っています。 

2 ポンプ アウトレット。オートサンプラまたは手動インジェクタ インレット配

管に接続します。 

3 ポンプ インレット。ポンプ インレットには、濾過後の溶媒ラインを接続しま

す。 

4 インレット チェックバルブ 

5 ライン フィルタ。磨耗したシールから生じた粒子に起因する詰まりから LC シ
ステムを保護します。 

6 ヘッド ホルダ。プランジャー洗浄液の流路およびポンプ ヘッドを保護しま

す。 

7 アウトレットチェックバルブ 

8 ドレイン バルブ。移動相のパージおよび流路のエア抜きに使用します。バル
ブには圧力変換器が内蔵されています。 
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図 3-8 右側パネルおよびベース パネル 
 

 
 

項目 説明 

1 液漏れポート。同梱されているドレインチューブを接続するために使用しま

す。 

2 輸送用スクリュー。輸送時の損傷を防止します。据え付ける前に、取り外して

ください。 

3 ミキサー取付穴。ミキサーおよびカラム ホルダの取り付けに使用します。 

 
図 3-9 背面図 

 

 
 

項目 説明 

1 電源コード コネクタ。電源コードの接続に使用します。 

2 外部機器インプット/アウトプット端子。外部機器に接続します。 

3 リモート コネクタ。システム コントローラまたは同機種のポンプ ユニットに

接続します。 

4 DGU PRESS コネクタ。脱気装置からの圧力信号を受信します。 
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項目 説明 

5 PUMP PRESS コネクタ。外部機器で圧力を監視するための電圧を出力しま
す。0 ～ 5 MPa から 0 ～ 100 MPa までの 20 ステップの何れかに調整するこ
とができます。 

6 DGU/SOL.V コネクタ。流路 スイッチング バルブ (FCV シリーズ) または脱気

装置に接続します。 

7 ヒューズ ホルダ。ヒューズが収められています。 
 

脱気装置 

本脱気装置は、特殊な脱気膜を通して、液体に溶解したガスを連続的に除去します。ポンプの
送液不良や検出器のベースラインの変動の原因となる溶解ガス由来の気泡の発生を防止します。
また、HPLC 分析の安定性と再現性の向上にも役立ちます。 

図 3-10 は、脱気装置の作動原理を示しています。本脱気装置には 3～5 系統の独立した流路が
あり、各流路の脱気性能および機能は変わりません。 

 
図 3-10 脱気装置 流路 

 

 
 

項目 説明 

1 脱気チャンバー 

2 脱気膜 

3 移動相 

4 制御基板 

5 圧力センサー 
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項目 説明 

6 真空ポンプ 

7 LC ポンプ 
 

図 3-11 正面図 
 

 
 
図 3-12 フロント パネル 

 

 
 

項目 表示・名称 機能 

1 コントロールランプ 脱気のための十分な真空度があり、正常に脱気され
ていると、緑色 LED が点灯します。 

2 エラーランプ 目標真空レベルが維持されないと、赤色 LED が点滅し
ます。赤色 LED は 6 分間点滅すると、点滅から点灯状
態になり、真空ポンプが停止します。 

3 溶媒 IN/OUT ポート 溶媒のインレットポートおよびアウトレットポート。上
下のポートが一組になって各流路を形成するため、上下
のポートを一対にしてチューブ配管を設定します。これ
らのポートは、どちらがインレット側で、どちらがアウ
トレット側かの指定はありません。 
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項目 表示・名称 機能 

4 液漏れポート 漏れた溶媒はこのポートを通して排出され、次に脱気
装置の下側にある LC ポンプ用廃液ポートを経由して
廃棄されます。 

5 排気ポート 内部流路からの空気はこのポートから排出されます。 

6 フロントパネル 配管接続を保護します。 
 

 

注記: 脱気膜は気体透過性に優れた素材で出来ており、移動相の気体または蒸気が透過するこ
とができます。真空ライン内に蒸気が存在するときに電源を OFF にすると、室温の変化によ
り結露が生じることがあります。この状態で再び電源を ON にし、真空ライン内の圧力が一次
的に不安定になると、エラーライトが点灯することがあります。P.164 「脱気装置の問題」を
参照してください。 

 
 

 
図 3-13 背面図 

 

 
 

項目 名称 説明 

1 本体アース端子 脱気装置をアースします。 

2 アラームのアース端子 アラーム信号線に影響を及ぼす外部ノイズ

を削減します。 

3 アラーム端子 アラームが発生したときにこの端子を経由

して外部出力信号を送ります。 

4 DGU PRESS OUT コネクタ 真空圧レベルを出力するために使用しま

す。 

5 AUX 用電源コネクタ 他のコンポーネントに電気を供給します。 

6 PUMP ポンプ用電源コネクタ 電源ケーブル D SUB 9 ピン コネクタを接続

します。 

脱気性能 

本脱気装置は脱気膜を使用した減圧脱気法を採用しています。この脱気法にはヘリウム脱気法
よりも多くの利点があります。ただし、液体を脱気膜の内側に通し、液体中の気体を膜の外側
へ透過させることにより除去するため、脱気容量 (脱気性能) は限られ、流量に依存します。 
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低圧グラジエントバルブを接続して低圧グラジエントをおこなう場合、一定の流量を超えたと
きに気泡が発生します (流量は使用する溶媒に依存します)。 

 
 

注記: 
低圧グラジエントバルブを脱気装置に接続した場合、低圧グラジエント中に生じる気泡の発

生を避けるために、以下の流量範囲を使用することができます。各溶媒はそれぞれを脱気装

置の流路の一つずつに接続します: 

• HPLC グレードの水/メタノール: 1.5 mL/min 

脱気装置を 1.5 mL/min 以上の流量で使用するときは、あらかじめ超音波真空脱気システムを
使用して移動相を脱気します。 

 
 

 

オートサンプラ 
オートサンプラは ExionLCTM AD システムと使用する目的で設計されています。 大許容圧は 
130 MPa に増大し、注入量は 0.1 µL から 大 50 µL (またはループ インジェクション法を使用
する場合は 20 µL) です。 

オートサンプラは、サンプルの温度を 4 °C から 40 °C の範囲に制御することができるサンプ
ル クーラーを搭載しています。この機能を利用することにより、室温では分解するサンプルで
も、冷却して連続的に分析することができます。 
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図 3-14 フロントカバーを開いたところ 
 

 
 

項目 説明 

1 右側カバー。左上の隅を押して開きます。 

2 ステータス パネル。ステータス画面と複数の LED で構成されています。動作

設定を表示します。 

3 キーパッド。操作および設定値の構成に使用します。操作キーを表示するに

は、  を押します。 

4 フロント ドア 

5 高圧バルブ ローター交換治具。高圧バルブ ローターの交換に使用します。 

6 サンプル ラック 

7 計量ポンプ。サンプルを計量します。 

8 低圧バルブ。洗浄溶媒流路を切り替えます。 

9 パネル F。(ドア センサー機能を使用しているときは、パネル F を取り付けて
いる場合にのみインジェクションを実施することができる。) 
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図 3-15 内部図 
 

 
 

項目 説明 

1 Z マウント 

2 ニードル。サンプルを吸引します。 

3 サンプル ラック。サンプル バイアルを保持します。 

4 コントロール バイアル ラック。コントロール バイアルを保持します。 

5 高圧バルブ 

6 インジェクション ポート。この位置でサンプルが注入されます。 

7 洗浄ポート。ニードルを洗浄します。奥側のポートは、ニードルが洗浄液内
に浸され、ニードルの外側が洗浄される標準洗浄ポートです。手前側のポー
トは、標準洗浄ポートとは異なる洗浄液でニードルの外側が洗浄される洗浄
ポンプ用の洗浄ポートです。 
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図 3-16 内部図 - 詳細 
 

 
 

項目 説明 

1 ドレイン バルブ インレット。ニードルの内部洗浄後の廃液をソレノイド バル
ブ内へ導きます。 

2 洗浄ポンプ インレット。ニードルの外部を洗浄するためにリザーバ ボトルか
ら吸引した洗浄液を、洗浄ポンプ内へ導きます。脱気装置は使用しません。 

3 洗浄ポンプ アウトレット。ニードルの外部を洗浄するために洗浄液を洗浄ポ
ンプから洗浄ポートへ送ります。 

4 ドレイン バルブ アウトレット。ニードルの内部を洗浄したあと、オートサン
プラからの廃液をソレノイド バルブ経由で排出します。 

5 マニュアルプライム用バルブ。オートサンプラに付属している手動シリンジ
を使用して洗浄液を吸引するために使用します。 

6 低圧バルブ。洗浄溶媒流路を切り替えます。 

7 計量ポンプ 
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図 3-17 背面図 
 

 
 

項目 説明 

1 ヒューズ ホルダ 

2 電源コード コネクタ 

3 チェンジャ コネクタ 

4 外部機器インプット/アウトプット端子 

5 リモート コネクタ。コントローラに接続します。 

 

カラム オーブン 
ExionLCTM AD カラム オーブンは、LC システムのカラムおよび流路を一定温度に維持し、高い
分析再現性と分離性能を提供する目的で開発されました。このカラム オーブンのサーモスタッ
ト制御式ヒートブロックにはカラムを 2 本収容でき、オプションのスイッチングバルブの装備
も可能です。 
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図 3-18 正面図 
 

 
 

項目 説明 

1 ステータス パネル。ステータス パネル画面と複数の LED で構成されていま

す。動作設定を表示します。 

2 キーパッド。操作および設定値の構成に使用します。操作キーを表示するに

は、  を押します。 

3 電源スイッチ。電源の ON/OFF に使用します。電源スイッチを押すと、電
源が ON になります。再び押すと、電源が OFF になります。 

4 右側ドア 

5 ドレイン アウトレット。オーブン内で漏れた液体の排水穴です。 
 

 

注記: ドアが開いていると、温度調整機能が停止し、Oven LED が点滅します。ドアを閉じる
と直ちに温度調整機能が再開します。 
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図 3-19 内部図 
 

 
 

項目 説明 

1 高温警告灯。ヒート ブロックの温度が 85ºC を超えると短い間隔で点滅し、
60ºC を超えると長い間隔で点滅します。 

2 ドア センサー。ドアが安全に閉じられていることを確認するために使用しま

す。 

3 内側ドア。ヒート ブロックのドア。 

4 Mixer MR の取付位置。Mixer MR 20/180 L はこの位置に取り付けることがで

きます。 

5 ポストカラム クーラーの取付位置。ポストカラム クーラーはこの位置に取り

付けることができます。 

6 自動カラム スイッチング バルブの取付位置です。自動カラム スイッチン
グ バルブはこの位置に取り付けることができます。 
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図 3-20 内部図 - 内側ドアを開いた状態 
 

 
 

項目 説明 

1 ヒート ブロック。 高 150 ºC までの温度に制御するために使用します。 

2 プレヒート ブロック。移動相を事前加熱するために使用します。 

3 カラム ブロックおよびクリップ。カラムを固定するために使用します。 

 
図 3-21 背面図 
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項目 説明 

1 電源コード コネクタ。電源コードを接続するために使用します。 

2 REMOTE コネクタ。コントローラに接続します。 

3 外部機器インプット/アウトプット端子。外部機器に接続します。 

4 外気温センサー コネクタ。外気温センサーに接続します。 

5 REC コネクタ。外気温 (オーブン温度) センサーの出力 (100 ºC/mV) 用のコ
ネクタ。 

 
 

注記: このコネクタは調整用であり、通常は使用する必要はありません。 

 

サンプル注入 
下記の表は、この章の図の各部の説明を列挙しています。 

 
表 3-1 図の説明 

 

項目 説明 

1 バイアル 

2 洗浄ポート 

3 ドレイン 

4 ニードル 

5 サンプル ループ 

6 インジェクション ポート 

7 高圧バルブ 

8 カラム 

9 ミキサー 

10 LC ポンプ 

11 脱気装置 

12 移動相 A 

13 移動相 B 

14 ドレイン バルブ 
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表 3-1 図の説明 (続き) 
 

項目 説明 

15 ドレイン 

16 低圧バルブ 

17 脱気装置 

18 洗浄液 R2 

19 洗浄液 R1 

20 洗浄液 R0 

21 計量ポンプ 

22 手動プライミング バルブ 

23 洗浄ポンプ 

24 ソレノイド バルブ 

25 洗浄液 R3 
 

 高圧移動相 
 

 排出、吸引、または圧力放出 
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スタンバイ (待機中) 

リザーバから送液された移動相は、高圧バルブ > サンプル ループ > ニードル > インジェク
ション ポート＞高圧バルブを通り、カラムに送られます。 

 
図 3-22 スタンバイ 

 

 
• ドレイン バルブ: 閉 

• 高圧バルブ: 注入 

• 低圧バルブ: 1～6 
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流路内の圧抜き 

高圧バルブがロードポジション (時計方向に 60°) に回転し、サンプルループ内に残っている
高圧のサンプルループ移動相は、ニードル > サンプル ループ > 高圧バルブ > 低圧バルブ > 洗
浄ポート 、および ニードル > インジェクション ポート > 高圧バルブ > ドレイン バルブへと流
れ、サンプル ループ内の圧力を抜きます。 

 
図 3-23 流路内の圧力の放出 

 

 
• 圧力の放出 

• ドレイン バルブ: 開 

• 高圧バルブ: ロード 

• 低圧バルブ 1－6 
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ニードルの移動 

低圧バルブが計量のポジション(反時計方向に 210 °) まで回転した後、ニードルが上昇します。 

 
図 3-24 ニードルの動き 

 

 
 

試料吸引前のニードル外洗浄 

ニードルが洗浄ポートへ挿入され、洗浄ポート内に溜まった洗浄液によって、ニードルの外側
が洗浄されます。 

この試料吸引前のニードル洗浄は、実行しないように設定することもできます。洗浄ポンプを
用いて、2 種類の洗浄液で洗浄することもできます。 

高圧バルブ (4) はロード状態です。 
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図 3-25 ニードル外洗浄 
 

 
• ドレイン バルブ: 閉 

• 高圧バルブ: ロード 

• 低圧バルブ: 1－7 
 
ニードル外洗浄とは 

ニードル外表面の汚れを除去するため、試料吸引動作の前後で、ニードルの外表面を洗浄ポー
トで浸漬洗浄する、あるいは洗浄ポンプで洗浄する機能です。 



ExionLC™ AD システム
44 / 221 

ハードウエア ユーザー ガイド
RUO-IDV-05-1841-A

概要 
 

 

 
 

図 3-26 ニードルの外表面の洗浄 
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試料の吸引 

サンプル バイアルにニードルが挿入されます。次に、計量ポンプのプランジャが作動して、試
料がニードルとサンプルループ内に吸引されます。 

 
図 3-27 サンプルの吸引 

 

 
• 吸引 

• ドレイン バルブ: 閉 

• 高圧バルブ: ロード 

• 低圧バルブ: 1－7 



ExionLC™ AD システム
46 / 221 

ハードウエア ユーザー ガイド
RUO-IDV-05-1841-A

概要 
 

 

 

試料吸引後のニードル外洗浄 

ニードルが洗浄ポートへ挿入され、洗浄ポート内に溜まった洗浄液によってニードル外側が洗浄

されます。 

この試料吸引後のニードル洗浄は、実行しないように設定することもできます。洗浄ポンプを
用いて、2 種類の洗浄液で洗浄することもできます。 

 
図 3-28 ニードルの洗浄 

 

 
• ドレイン バルブ: 閉 

• 高圧バルブ: ロード 

• 低圧バルブ: 1－7 
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分析開始(試料注入) 

ニードルがインジェクション ポートへ挿入され、高圧バルブがインジェクトポジション(反時
計方向に 60°)に回転します。吸引された試料は移動相溶媒と共に流路高圧バルブを通ってカ
ラムに送られ、分析を開始します。 

 
図 3-29 サンプル注入 

 

 
• ドレイン バルブ: 閉 

• 高圧バルブ: インジェクト 

• 低圧バルブ: 1－7 
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計量ポンプのホームポジション取り 

計量ポンプが吐出動作をおこない、ホームポジションを取ります。 

 
図 3-30 計量ポンプ 

 

 
• 排出 

• ドレイン バルブ: 開 

• 高圧バルブ: インジェクト 

• 低圧バルブ: 1～7 
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洗浄液(R0)の吸引 

低圧バルブがポジション 5 と 7 が導通する位置 (時計方向に 120°) に回転し、プランジャが動
作して洗浄液(R0)を吸引します。 

 
図 3-31 洗浄液の吸引 

 

 
• 排出 

• ドレイン バルブ: 閉 

• 高圧バルブ: インジェクト 

• 低圧バルブ: 5－7 
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洗浄液 (R0) 流路の計量流路への吐出 

低圧バルブが時計方向へ 30 °回転し、計量ポンプのプランジャが作動して、洗浄液(R0)をド
レインバルブ側へと吐き出し、計量流路をパージします。計量流路をパージするために洗浄液
を (R0) をドレイン バルブへ送ります。 

 
図 3-32 計量流路への吐出流路 

 

 
• 排出 

• ドレイン バルブ：開 

• 高圧バルブ: インジェクト 

• 低圧バルブ: 1－2 



概要

ExionLC™ AD システム
51 / 221

ハードウエア ユーザー ガイド 
RUO-IDV-05-1841-A 

 

 

 

洗浄液 (R0) の洗浄ポートへの吐出 

低圧バルブが反時計方向に 30°回転し、洗浄液(R0)を吸引した後、さらに低圧バルブが反時計
方向に 60°回転し、計量ポンプのプランジャが作動して洗浄液(R0)を洗浄ポートへと吐き出し
ます。 

 
図 3-33 洗浄ポートに分注する 

 

 
• 排出 

• ドレイン バルブ: 閉 

• 高圧バルブ: インジェクト 

• 低圧バルブ: 6－7 
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(参考) 洗浄液 (R0、R1、R2) によるニードルの内洗浄 

RINSE TYPE 設定が 2 の場合で、試料注入後にニードル内洗浄をおこなうときは、あらかじめ
指定された洗浄液を計量ポンプで吸引し、その後、低圧バルブの 1 番と 2 番が導通して洗浄液
を、高圧バルブ > サンプル ループ > ニードル > インジェクション ポート > 高圧バルブ > ドレ
イン バルブへと吐出します。 

 
図 3-34 内洗浄 

 

 
• 排出 

• ドレイン バルブ：開 

• 高圧バルブ: ロード 

• 低圧バルブ: 1－2 
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ニードルの内洗浄とは 

ニードルをはじめ、インジェクション ポート、サンプル ループ、高圧バルブ流路内といった
オートサンプラにおける分析流路内の汚れを除去するため、分析中や分析後にこれらの分析流
路を 大 3 種類の洗浄液(R0、R1、R2)で洗浄できる機能です。ニードル内洗浄をおこなうには、
[Parameter Setting] グループの [RINSE TYPE] を 2 (ニードル内外洗浄)) に設定します。 

 
図 3-35 ニードルの内表面の洗浄 

 

 
 

インジェクション ポート洗浄とは 

ニードル内洗浄の直後にインジェクションポートの洗浄をおこなう機能です。ニードル内洗浄
をおこなう場合のみ、本機能を併用することが可能です。インジェクションポート洗浄を実施
するには、[RINSE TYPE] を 2 (ニードルの内外洗浄) に設定した、さらに[INJ.P RINSE] で洗浄
に使用したい溶媒を選択する必要があります。主な洗浄の動作を図 3-36 の通りです。 
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図 3-36 洗浄の順序 
 

 
 

項目 説明 

1 試料注入後のインジェクション ポート。 

2 ニードルの外表面を洗浄します。 

3 ニードルを上昇し、洗浄液を滴下。 

4 洗浄液を吸引し、洗浄液に残留成分を溶解します。残存成分が溶解した洗浄液

を吸引 

5 汚れた洗浄液をドレインポートへ排出。 

6 洗浄後のインジェクション ポート。 

（参考） 各流路における内部容量の目安値 
 

 

注記: [RINSE TYPE] のパラメーターが 2 （ニードルの内外洗浄）に設定して、複数洗浄液に
よる流路洗浄機能を使用する場合、洗浄液 R0 は移動相（グラジエント分析の初期濃度）に
する必要があります。 
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図 3-37 内部容量 
 

 
 

No. 対象流路 内径 × 長さ 
(mm) 

内部容量 (µL) ミキサー 出口～
カラム 入口内部

容量 (µL) 

ニードル内洗浄
時内部容量 (µL) 

1 ミキサー – 
HPV No.6 

0.3 × 300 21.2 21.2  

2 LPV ポー
ト間 

– 2.6  5.2 

3 LPV No.7 –
計量ポンプ 
入口 

0.5 × 135 26.5  26.5 
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No. 対象流路 内径 × 長さ 

(mm) 
内部容量 (µL) ミキサー 出口～

カラム入口内部
容量 (µL) 

ニードル内洗浄
時内部容量 (µL) 

4 計量ポンプ
内部 

– 34.5  34.5 

5 計量ポンプ
出口 – LVP 
No.2 

0.5 × 170 33.4  33.4 

6 LPV No.1 – 
HPV No.2 

0.5 × 430 84.4  84.4 

7 HPV ポート
間 

– 0.7 1.4 1.4 

8 サンプル 
ループ 

0.3 × 1200 84.8 84.8 84.8 

9 ニードル – 11.7 11.7 11.7 

10 インジェク

ション ポー

ト 

– 1.0 1.0 11.0 

11 HPV No.5 – 
カラム入口 

0.1 × 800 6.3 6.3  

Total 126.40 282.91 
 

1 ニードルの内洗浄時の洗浄対象流路容量に相当。 

0 高圧グラジエント分析時のディレイ ボリュームに相当 (ミキサーの容積を除く)。 

 
ニードル洗浄方法 

この章では、各ニードル洗浄方法を使用した際の分析の順序について解説します。 

 
表 3-2 図の説明 

 

項目 説明 

1 分析開始 

2 計量流路置換 > 洗浄ポート液置換 (RINSE TYPE = 1) 

3 インジェクト 

4 分析終了 

5 高圧バルブ切替 
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表 3-2 図の説明 (続き) 
 

項目 説明 

6 前処理 

7 ロード 

8 タイム プログラム 

9 グラジエント 

10 クロマトグラム 

11 分析時間 

12 高圧バルブのポジション 

13 ニードル内洗浄 > 計量流路液置換 > 洗浄ポート液置換 

14 送液ポンプによるニードル内置換 (サンプル ループの平衡化) 
 

RINSE TYPE = 0、1、3 の場合: ニードル洗浄方法として、「no rinsing (洗浄なし)」、
「external rinsing of the needle (ニードルの外洗浄)」、または「no rinsing (fast) (洗浄なし (高
速))」の場合、分析開始直後より計量流路の液置換、リンスポートの液置換を行った後、次の
分析のための前処理動作を開始します。ニードル外洗浄は、前処理動作中の試料吸引前後にお
こなうことができます。 
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図 3-38 RINSE TYP が 0、1、3 の場合 
 

 
RINSE TYPE = 2 の場合: ニードル洗浄方法が、「Internal/external rinsing of the needle (ニー
ドルの内外洗浄)」の場合、以下のように動作します。 
1. 分析中または分析終了後に、高圧バルブをロードに切り替えます。 

2. ニードル内洗浄が実施されます。 

3. 計量流路の置換およびリンスポートの置換がおこなわれます。 

4. 高圧バルブがインジェクトに切り替えられます。 

5. サンプル ループおよびニードル内の溶媒を移動相に置換した後、次の分析のための前処
理動作を開始します。 

 
ニードル外洗浄は、前処理動作中の試料吸引前後におこなうことができます。 
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図 3-39 Rinse Type が 2 の場合 
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構成 第 4 章 

システムのハードウエア プロファイルを作成するには、「ExionLCTM System Software User 
Guide」を参照してください。 

一部の構成タスクは、VP および補助機能を使用して実施することができます。P.210「VP 機
能」 および P.216 「補助機能」 を参照してください。 
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操作方法 第 5 章 

警告! 表面が高温になる危険性があります。高温警告灯が点滅している場合は、カラム 
オーブンのドアを開かないでください。カラム オーブンの内部温度は 60 °C 以上です。 

注意: システムを損傷する可能性があります。35 MPa を超える圧力で手動インジェクタを使
用しないでください。 

注意: システムを損傷する可能性があります。冷却運転を長時間にわたり使用しないでくださ
い。結露を定期的に除去してください。 

注意: 必ず、バルブの耐圧力よりも低い圧力に維持してください。 

注意: システムを損傷する可能性があります。カラム オーブンを 85 ºC を超える温度で運転し
ているときは、50% を超える高濃度の有機溶媒は使用しないでください。 

サンプル ワークフロー 
 

ステップ 実施する作業 参照先 

1 HPLC システムの電源を ON にする P.73 「システムの電源を ON にする」 

2 LC の方法を作成し、選択する ExionLCTM システム ソフトウエア ユーザー 
ガイド 

3 移動相及びオートサンプラの
洗浄液を調製する 

P.62 「移動相および洗浄 液を調製する」 

4 カラムを準備する P.70 「カラムを取り付ける」 

5 サンプルを調製する P.97 「サンプルを調製する」 

6 データ取込みを開始する 質量分析計のシステム ユーザー ガイド 

7 データ取込みを完了し、HPLC シ
ステムの電源を OFF にする 

P.105 「分析後の手順」 
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移動相および洗浄液を調製する 
 

 
 

 

 

警告! 有毒化学物質放出の危険性があります。廃液容器を機器よりも低い位置 (床の上
など) に配置します。廃液容器が機器よりも高い位置にあると、液体が流れなかったり、
廃液容器から液漏れが生じたりします。 

 
 

 
 

注意: システムを汚染する可能性があります。高圧でポンプを運転する際は、高圧チューブに
樹脂部品を使用しないでください。高圧でのポンプ操作は、樹脂チューブの破裂または切断の
原因となり、移動相の漏れを生じることがあります。高圧チューブに樹脂部品を使用したとき
の、各部品の 大耐圧に注意してください。 

 
 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。高濃度 (10 %～50 %) の酢酸または 1 % TFA 
(トリフルオロ酢酸) 溶液などの高揮発性の酸を継続的に移動相またはオートサンプラの洗浄
液として使用しないでください。これを守らないと、機器の金属部品が腐食する恐れがあり
ます。このような液体を分析に使用した場合は、蒸留水または低腐食性の他の液体を使用し
て移動相または洗浄液をフローラインからパージします。分析後に、オートサンプラの電源
を OFF にし、フロント ドアをわずかに開き、機器の内部から蒸気を放出させます。 

 
 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。pH 13 以上の溶液を使用しないでください。pH 
10 以上の一部の移動相を長時間にわたり使用していると、フロー セルの石英を損傷し、透過
特性を変化させることがあります。このようなタイプの移動相を使用したあとは、HPLC グ
レードの水または他の液体をポンプで送り、フロー セルを洗浄してください。 

 
 

警告! バイオハザード物質または有毒化学物質放出の危険性があります。ひび割
れまたはかき傷のあるボトルは使用しないでください。損傷のあるボトルは液
漏れが生じる恐れがあります。 
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注意: システムを損傷する可能性があります。下記の溶媒は本脱気装置に使用しないでくださ
い。これらの溶媒はシステムを損傷することがあります。 
• HFIP (ヘキサフルオロイソプロパノール) 

• HF (フッ化水素) 

• Freon 113Fluorinert FC-40, Fluorinert FC-72, or Fluorinert FC-75Perfluoro 
benzenePerfluoro octanePerfluoro decalinPerfluoro 1-methyldecalinPerfluoro 
dimethyldecalinPerfluoro methyl-cyclohexanePerfluoro dimethyl-cyclohexaneAK-225 

• 濃度 30 %以上の硝酸 

• 濃度 40 %以上の硫酸 

• 過酸化水素 
 

 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。PEEK 樹脂をチューブ接続部に使用している場
合、以下の移動相は使用しないでください。これらの移動相は PEEK 樹脂を脆弱化させ、
チューブの亀裂や移動相の漏れが生じる恐れがあります。 
• 濃硫酸 

• 濃硝酸 

• ジクロロ酢酸 

• テトラヒドロフラン (THF) 

• ジクロロメタン 

• クロロホルム 

• ジメチルスルホキシド (DMSO) 

• ヘキサフルオロイソプロパノール (HFIP) などのフッ素系有機溶媒 
 

 

以下のガイドラインに従って移動相の溶液を選択してください。 
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• HPLC グレードまたは同等の移動相のみを使用し、使用前にフィルタ(0.45µm 以下)で微粒
子やゴミを取除いてください。 

• 接液材にステンレスを含む装置では、KCl、NaCl、および NH4Cl などのハロゲン イオンを
含む溶媒、反応などによってハロゲンイオンを生成する溶媒の使用は、なるべく避けてくだ
さい。配管材質のステンレス(SUS316L)が腐食することがあります。やむを得ずハロゲンを
含有する移動相を使用した場合は、分析終了後に直ちに 全流路を HPLC グレードの水で十
分に洗浄してください。を 

• 0.1 % 以上の濃度のアンモニア水溶液は使用しないでください。ポンプのプランジャーを
損傷し、プランジャーおよびプランジャー シールの耐用年数が短くなります。 

• 移動相溶媒の脱気をおこなってください。脱気をおこなわないと溶媒の混合時や圧力、温
度の変化などにより気泡が発生しやすくなり、ポンプの誤動作、検出器の信号ノイズの原
因になります。 

• 移動相溶媒は、沸点、引火点、粘度などの特性を理解した上で使用してください。 

• PDA や UV 検出器を高感度で使用する場合は、UV 吸収性の少ない HPLC グレードの溶媒を
使用してください。 

 
緩衝液を使用する際の注意事項 

緩衝液を使用する場合のチューブ 

低圧グラジエント分析時に、有機溶媒と高濃度の緩衝液を使用すると塩が析出することがあり
ます。これは特に有機溶媒比率が高い場合に起きやすく、ポンプの不具合の原因となります。 

以下の緩衝液を使用する場合は、ソレノイド バルブのアウトレットからポンプのインレット
へ接続されている標準チューブの代わりに低圧グラジエント ユニットに付属している 
OUTLET TUBE LPGE 465MM を使用することを推奨します。 

• 10 mmol/L を超える濃度のリン酸カリウム緩衝液 

• 50 mmol/L を超える濃度のリン酸ナトリウム緩衝液 
カリウム塩はナトリウム塩よりも沈殿が生じやすい傾向があります。ただし、沈殿は有機溶

液の特徴や濃度に依存します。 

溶媒の混合位置からポンプ入口のチェックバルブまでの内容量は、チューブが長くなるに従っ
て増大します。これにより、析出した塩の再溶解が促進され、ポンプ動作の問題が生じるリス
クを軽減できる場合があります。ただし、標準チューブの長さが 230 mm に対し、付属してい
るチューブの長さは 465 mm であるため、グラジエントディレイボリュームは約 160 µL 増加
します。 
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図 5-1 インレット チューブ 
 

 
 

項目 説明 

1 インレット チューブ 

2 インレット ブロック 

緩衝液の使用後に低圧グラジエント バルブを洗浄する 

リン酸緩衝液などの析出する可能性のある移動相を使用する場合は、移動相が乾燥した場合や
有機溶媒と混合した場合に塩が析出することがあります。析出した塩の結晶によって、グラジ
エント バルブまたはポンプ ユニットの消耗品の寿命が短くなることがあります。 

このような移動相を分析に使用する場合は、HPLC グレードの水を使用してすべてのポート (A、
B、C、および D) を定期的 (約週 1 回) にパージし、その後、各ポート (A、B、C、および D) 
の濃度を 25% に設定し、カラムの接続を切り離すかドレインバルブを開いた状態にして流路
を少なくとも 30 分間、1.0 mL/min の流量でフラッシングします。 

長期間にわたりシステムを使用しない場合は、同じ手順を用いて、すべてのポートを水で洗浄し

ます。 
 

洗浄液を選択する 
 

 

注意: 誤った結果になる場合があります。LC システムを使用するときは、必ず脱気装置の電
源を ON にしてください。サンプル注入の際に洗浄液パイプ内に気泡があると、精度が低下し
ます。 

 
 

移動相に適した洗浄液を選択してください。 
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逆相、イオン交換、水系順相の場合 

以下の条件の場合を除き、メタノールと HPLC グレードの水を 1:1 で混合した溶液を使用しま
す。 
• サンプルと接したときに塩が析出する場合は、移動相組成と同一で塩を抜いたものを使用し

てください。 

• 分析対象成分が酸性物質、塩基性物質、またはイオン性物質で、ニードル外側に試料が残り
やすい場合は、以下の洗浄液を使用します。 

• ギ酸または酢酸などの酸を添加したメタノールやアセトニトリルなどの有機溶媒。 

• 0.1% トリフルオロ酢酸 (TFA) 水溶液または有機溶媒溶液、または両者の混合液。 
 
非水性順相、GPC の場合 

移動相と同じ洗浄液を使用します。 

分析対象成分が酸性物質、塩基性物質、またはイオン性物質で、ニードル外側に試料が残りや
すい場合は、0.1% TFA 水溶液、有機溶媒溶液、または両者の混合液を使用します。 

 

揮発性の高い酸を使用する際のガイドライン 

洗浄液に揮発性の高い酸 (1% を超えるギ酸や酢酸、 0.1% を超える TFA) が含まれるものを使
用する場合、長期間連続分析すると揮発成分によって装置内の金属部分が腐食するおそれがあ
ります。揮発性の高い酸を使用する際は、以下のガイドラインに従ってください。 
• 下記の濃度以上の酸の使用はできる限り避けて、薄めて使用してください。 

• 1% を超えるギ酸や酢酸 

• 0.1 % を超える TFA  

• 分析終了後は、洗浄液を HPLC グレードの水またはメタノールなどの酸を含まない液に置

換するとともに、フロントドアを開放して装置内の空気を入れ替えてください。 

• 分析終了後、Z マウントを洗浄ポートから離れた位置に保持しておきます。 
洗浄液は常に洗浄ポートに蓄積するため、揮発した酸は特に洗浄ポート周囲で高濃度になり

ます。ニードルがインジェクション ポートに挿入される際に、Z マウントは洗浄ポートに

も近い位置にくるため、Z マウントのモーターに錆びが生じることがあります。 
 
緩衝液を使用する際のガイドライン 

緩衝液を移動相として用いる場合、使用する緩衝液によっては、チューブが詰まることがあり
ます。以下のガイドラインに従ってください。 

• オートサンプラの注入動作時には、高圧バルブと低圧バルブの間の配管で洗浄液と移動相が
混合するため、洗浄液と移動相が混ざっても塩が析出しないことを確認してください。 
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• 塩の析出を防ぐため、 50 mmol/L を超える濃度の緩衝液を使用するときは、洗浄液の有機溶
媒の濃度を 50 % 以下にしてください。 
サンプルの注入後は、図 5-2 に実線で示されている流路は洗浄液で満たされます。点線で示
されている流路は移動相で満たされます。図 5-3 に示されているように、サンプル計量前に、
高圧バルブが回転すると、高圧で圧縮された移動相の一部は高圧バルブのポート 4 － 5 間及
びポート 1 － 6 間を通じて押し出されます。。送液圧力によっては、洗浄液と移動相が混じ
り、塩を析出することがあります。 

 
図 5-2 洗浄ステップ A 
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図 5-3 洗浄ステップ B 
 

 
 
 

リザーバ、洗浄液、および廃液の容器を用意する 
 

 
 

 

 

警告! 有毒化学物質放出の危険性があります。廃液容器を機器よりも低い位置 (床の上
など) に配置します。廃液容器が機器よりも高い位置にあると、液体が流れなかったり、
廃液容器から液漏れが生じたりします。 

 
 

 
• ドレインチューブは必ず図 5-4 に示されている方法で取り付けてください。 上部のアウト

レットは洗浄液用、中央のアウトレットは結露用、 下部のアウトレットは機器内部の液漏
れ用です。廃液容器の口には廃液チューブクランプ (付属部品) を取り付け、洗浄液出口から
の廃液チューブの先が廃液につからにようにしてください。廃液チューブのの先端が液につ
かると、装置内に廃液が逆流して装置が破損することがあります。 

警告! 有毒化学物質放出の危険性があります。亀裂や損傷のある容器を使用しない

でください。 
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図 5-4 廃液容器 
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項目 説明 

1 廃液チューブを取り付ける 

2 廃液チューブの先端が廃液中に沈んでいないことを確認する 

 

カラムを取り付ける 
内径 4.6 mm までのカラムを使用することができます。 

 

警告! 表面が高温になる危険性があります。高温警告灯が点滅している場合は、カラム 
オーブンのドアを開かないでください。カラム オーブン内は 60°C 以上です。 

 
 

 

 
 

 

 

1. 左右のドアおよび内側ドアを開きます。 

2. カラム ブロックの位置を調整します。 
 

• カラム長が 120 mm～150 mm の場合、2 個のカラム ブロックと 2 個のクリップをヒー
ト ブロックの両端にねじで取り付けます。 

 

図 5-5 カラム長が 120 mm～150 mm の場合のカラム ブロックの位置 
 

 
 

項目 説明 

1 クリップ 

2 カラム ブロック 

警告! 圧砕の危険性があります。ドアを開くときに指を挟まないように注意してくだ

さい。 
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• カラム長が 60 mm～120 mm の場合、2 個のカラム ブロックと 2 個のクリップをヒー
ト ブロックの中央にねじで取り付けます。 

 

図 5-6 カラム長が 60 mm～120 mm の場合のカラム ブロックの位置 
 

 

• カラム長が 30 mm～60 mm の場合、1 個のカラム ブロックと 1 個のクリップをヒー
ト ブロックの中央の右側にねじで取り付けます。 

 

図 5-7 カラム長が 30 mm～60 mm の場合のカラム ブロックの位置 
 

 

3. カラムの流れる方向を確認し、プレヒーターの OUT 側チューブをカラム 入口側に接続し
ます。この際、カラムとヒートブロック OUT 側チューブとの接続には付属の UHPLC
フィッティングをご使用ください。高温での分析をおこなう場合は液漏れがないように接
続を確認してください。 

 
 

 

注記: 分析を開始する前に、漏れがないことを確認します。漏れがある場合は、カラムと
チューブの接続部を増し締めします。UHPLC フィッティングは 5 回まで繰り返し配管がお
こなえます。10MPa 程度の低い圧力でご使用の場合は、UHPLC フィッティングはの代わ
りにメイルナット PEEK もご使用になれます。 
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図 5-8 カラム インレット チューブを接続する 
 

 

4. 検出器に接続されているチューブをカラム出口に接続します。 
 

図 5-9 カラム アウトレット チューブを接続する 
 

 

5. カラム オーブンのヒートブロックにあるカラム ブロックとクリップでカラムを固定します。 
 

図 5-10 カラムをカラム オーブンに固定する 
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システムの電源を ON にする 

ポンプの電源を ON にする 
 

 
 

• 電源スイッチを押し、ポンプの電源を ON にします。 
 

図 5-11 電源ボタン 
 

 
以下の動作が実行されます。 
a. ステータス パネル画面のすべてのドットとすべての LED が点灯します。 

 

図 5-12 ステータス画面： 初期表示 
 

 

b. メモリが自動的にチェックされ、異常がなければ、制御プログラムのバージョン番号が
短時間表示されます。以下の図には、バーションは「V * . **」と表示されています。 

 

図 5-13 ステータス画面: コントロール プログラムのバージョン 
 

 

必須条件 

• 電源ケーブルが AC 主電源に接続されていることを確認します。電源に接続されていない
場合は、ポンプの電源を OFF にし、電源ケーブルを AC 主電源に接続します。 
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c. ステータス インジケータが緑色に点灯すると、LC ポンプが運転可能になります。 
 

図 5-14 ステータス画面： 作動中のシステム 
 

 

 
ポンプをパージする 

 
1. 移動相をリザーバ内に注入し、サクションフィルタをリザーバ内に入れます。ドレイン

チューブの末端は、床に設置した廃液容器に入れます。 
 

図 5-15 ポンプの圧力を確認する 
 

 

2. ドレイン バルブを開くには、ドレイン バルブレバーを反時計方向に 180° 回します。 
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図 5-16 ドレイン バルブを開く 
 

 
 

 

注記: ドレイン バルブ レバーを 180° 以上回した場合に排出される移動相溶媒に気泡が含ま
れていることがあります。これは装置の異常ではありません。 

 
 

 

3. [CE] を押して、初期画面に戻ります。 

4. 画面に表示されている圧力値が – 0.3～0.3 MPa の範囲にあることを確認します。 

 
 

注記: 圧力が正しくない場合は、[ZERO ADJ] 機能を使用して圧力センサーをゼロ調整します。 
 

 

 
図 5-17 ステータス画面: 圧力 

 

 

5. 圧力の上限および下限が適切な値であることを確認します。 

6. [purge] を押します。 
 

 

注記: [purge] を押すと、直ちに設定流量で送液が始まります。しかし、以下の状況では、
ポンプのホームポジションを検出するためにポンプ動作は 初は低速で始まり （数秒）、
その後、設定した流量まで上昇します。 
• 電源を ON にした後、 初に [purge] を押した場合。 

• 圧力上限値を 22 MPa 以上の設定にした状態で、圧力上限リミッタが作動した後、   

初に [purge] を押した場合。 

 

設定流量で送液が始まります。 
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7. ドレインチューブの先から流れる移動相を約 10 秒間観察します。移動相が気泡を含まず、
連続的に流れていれば正常です。 

8. [purge] を押します。 

 
 

注記: ポンプの音と同期して、液が流れたり止まったりする場合、、ポンプ ヘッドに気泡が
存在すると考えられるので、[purge] を押してポンプヘッドの空気を追い出してください。 

 
 

 

警告! 有毒化学物質放出の危険性があります。シリンジで溶媒を注入するときは、
ニードルとチューブを保持してシリンジにきつく固定してください。これを怠ると、
溶媒が飛散する恐れがあります。 

 
 

 

 
 

 

 
 

注記: 液が出ない場合は、付属のディスポシリンジにシリンジ ニードルを取り付け、ニー
ドルの先端をドレインチューブの末端に挿入し、ドレインチューブを経由して移動相を吸
引してください。 

 

図 5-18 手動でパージする 
 

 
 

項目 説明 

1 ディスポシリンジ (25 mL) 

2 シリンジ ニードル 

3 シリンジ用チューブ 
 

 

警告! 穿刺の危険性があります。シリンジは注意して取り扱ってください。シリン
ジの先端は非常に鋭利です。 
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ヒント! この手順が効果的でない場合は、以下のステップに従ってください。 
a. 送液しない側のチェックバルブ入口に接続されている PTFE チューブを取り外します。 

b. この PTFE チューブに付属の「ストップジョイント D」を取り付けて移動相が流れ出るの
を防ぎます。 

c. ドレイン バルブを開きます。 

d. 付属の「シリンジチューブ D」を接続し、2-プロパノールなどの溶媒を押し込みます。 
 

 

ポンプが停止し、[pump] LED が消灯します。 

9. [purge] を押します。 

ポンプが停止し、[pump] LED が消灯します。 

流量を設定する 
 

1. ポンプの電源を ON にし、初期画面が現れるまで [CE] を押します。 

2. [func] を押します。 

カーソルが点滅し、新しい値の入力が求められます。 

3. キーパッドを使用して新しい値を入力し、[enter] 
を押します。流量の値が確定され、初期画面に戻
ります。 

 

ヒント! 他のパラメーターを変更するには、[func] を押します。[func] を押すと、flow 
(press) > P.max > P.min の順にカーソルが移動し、入力待ちの状態になります。 

 
 

 

4. [CE] を押して、初期画面に戻ります。 

5. 表示画面に [PARAMETER] が表示されるまで[func] を繰り返し押し、[enter] を押します。 

6. 表示画面に[COMP(圧縮率補正)]が表示されるまで、 [func] を繰り返し押します。 

7. 使用する溶媒に合わせて[COMP(圧縮率補正)]を設定します。 

圧力上限を設定する 

カラムおよび他の流路部品を保護するための圧力上限を設定します。圧力がこの上限値を超え
ると、送液が自動的に停止し、アラーム音とともにステータス パネル画面にエラー メッセー
ジが表示されます。 

1. 初期画面で、[func] を 2 回押します。 
カーソルが [P.MAX] フィールドへ移動します。 

2. キーパッドを使用して新しい値を入力し、[enter] を押します。 
大圧力は 130 MPa です。 
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圧力下限を設定する 

以下のような圧力低下を未然に防ぐために、圧力下限を設定します。 
• 移動相が無くなって、空気が流路へ送られることを防止するため。 

• 流路中で液漏れが発生したときの安全対策のため。 
 
送液開始後、 1 分以上経過しても圧力が圧力下限値より低い場合、送液が自動的に停止し、ア
ラーム音とともにステータス パネル画面にエラー メッセージが表示されます。 

1. 初期画面で、[func] を 3 回押します。 

カーソルが [P.MIN] フィールドへ移動します。 

2. キーパッドを使用して新しい値を入力し、[enter] を押します。 
 

[P.MIN] が 0 に設定した場合、圧力が低下しても、送液は自動停止せず、アラーム音も鳴り
ません。 

 

オートサンプラを ON にする 
 

 
 

1. 電源スイッチを押し、オートサンプラの電源を ON にします。 
 

図 5-19 電源ボタン 
 

 
以下の動作が実行されます。 
a. ステータス パネル画面のすべてのドットとすべての LED が点灯します。 

b. システムはメモリー テストを実施します。 

c. コントロール プログラムのバージョン番号が表示され、ステータス インジケータが緑色

に変わります。 

必須条件 

• 電源ケーブルが AC 主電源に接続されていることを確認します。電源に接続されていない
場合は、オートサンプラの電源を OFF にし、電源ケーブルを AC 主電源に接続します。 
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d. ニードルがスタンバイ状態になり、初期画面が表示されます。 
 

図 5-20 初期画面 
 

 
 

 

注記: 
• 例えば、サンプルテーブルに多くの行数を設定しているなど、バックアップすべきデー

タが大量にある場合は、初期化が開始されるまで時間を要することがあります。 

• 異常があると、アラーム音とともに、エラー メッセージが表示されます。 
 

 

 

2. ドアを開いて、ドアのフォトセンサーが作動することを確認してください。 

ステータス パネル画面に「DOOR IS OPEN」のメッセージが表示されます。 

3. ドアを閉じます。 
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図 5-21 フォトセンサー 
 

 
ステータス パネル画面に「READY」のメッセージが表示されます。 

 

カラム オーブンを ON にする 
 

 
 

• 電源スイッチを押し、オートサンプラの電源を ON にします。 

 
 

注記: ドアが開いていると、電源を ON または OFF にすることができません。 
 

 

電源を ON にすると、次の動作を実行します。 
• ステータス パネル画面のすべてのドットとすべての LED が点灯します。 

必須条件 

• 電源ケーブルが AC 主電源に接続されていることを確認します。電源に接続されていない
場合は、カラム オーブンの電源を OFF にし、電源ケーブルを AC 主電源に接続します。 
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• 装置のメモリーが自動検証され、コンテンツが画面に表示されます。図のサンプル画面
の [V* **] は ROM のバージョンを表しています。 

 

図 5-22 ステータス パネル画面： 起動 
 

 

• [WAIT] 時間が表示されます。時間は、15 秒間から 1 秒ずつカウント ダウンされます。 

• 15 秒間の [WAIT] 時間のカウントダウンが終了するまでにエラーが検出されないと、
SET、ACTUAL、および T.MAX の値が表示されます。 

 

図 5-23 ステータス パネル画面： Wait 時間 
 

 
 

 

注記: 

• 初期画面の [SET] および [T.MAX] の値は、前回オーブンを使用したときに
設定された値です。 

• 現在温度は、カラム オーブン内部の現在の温度です。 

• 異常があると、アラーム音とともにエラー メッセージが表示されます。 
 

 

 
運転温度の設定 

運転温度は、運転中のカラム オーブン内の設定温度です。運転温度の初期設定は 40 °C ですが、
この設定値は変更することができます。 

 
 

注記: 室温＋ 5 °C から温調が可能です。例えば、室温が 27 °C の場合は、32 °C 以上の値に
設定します。設定温度が低すぎると、「SET TEMP. ERROR」（設定温度 エラー）のメッ
セージが表示されます。 
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1. 初期画面で、[func] を押したあと [enter] を押します。 

 
 

ヒント! または、[temp] を押しても運転温度の設定画面を表示します。 

運転温度の設定画面が表示されます。 

2. テンキーを使用して運転温度を設定し、[enter] を押します。 
 

設定可能範囲は範囲は 4 °C～150 °C です。 
 

 

ヒント! ここで設定した温度は、初期画面に設定温度として表示されます。この設定は電
源を OFF にしてもメモリーに残ります。 

 
 

3. P.82 「上限温度 (T.MAX) を設定する」へ進んでください。 

4. [CE] を 2 回押して、初期画面に戻ります。 

上限温度 (T.MAX) を設定する 

上限温度は、カラム オーブン内部の温度の上限値です。カラム オーブン内部の温度が設定さ
れた温度を超えたとき、温度調節動作が停止します。上限温度の初期設定値は 90 °C です。 

 
 

注意:  
カラムの使用温度範囲を超えて T.MAX を設定するとカラムを破損する恐れがあります。 

 
 

 
1. 初期画面で、[func] を 2 回押したあと [enter] を押します。 

2. テンキーを使用して温度を設定し、[enter] を押します。 
 

有効な温度範囲は 4 °C～150 °C です。 
ここで設定した温度は、初期画面に上限温度として表示されます。この設定は電源を OFF 
にしてもメモリーに残ります。 

3. [CE] を 2 回押して、初期画面に戻ります。 
 

 

注記: 昇温中に上限温度を超えると、「ERR OVER T.MAX」のメッセージが表示され、温
調は停止します。 

 
 

 
温度補正流量を設定する 

温度補正流量とは、カラムに流れる移動相流量のことです。この値を設定すると、カラム内の
温度のばらつきが少なくなるように運転温度に補正がかかります。 

カラム温調温度が高い場合、移動相流量を大きくするとカラム内で温度勾配が生じ、その結果
ピークがブロードになったり歪んだりしやくすなります。このような場合は、移動相を予熱す
ることが必要です。 



操作指図

ExionLC™ AD システム
83 / 221

ハードウエア ユーザー ガイド 
RUO-IDV-05-1841-A 

 

 

 

移動相を効率よく予熱するため、移動相流量に応じて移動相予熱能力を変化させています。そ
の結果、カラム内で場所によらず均一な温度分布を得ることができます。 

流量に応じた温度補正により、カラムは温度のバラつきをさらに小さくすることができます。 

 
図 5-24 プレヒートなしの温度補正(A) プレヒートありの温度補正(B)  

 

 
 

項目 説明 

1 移動相の温度 

2 オーブン設定温度 

3 ピーク 

 

1. 初期画面で、[func] を 3 回押したあと [enter] を押します。 

2. テンキーを使用して温度を設定し、[enter] を押します。 
 

有効な温度範囲は 0 mL/min～10 mL/min です。 
この設定は電源を OFF にしてもメモリーに残ります。 

3. [CE] を 2 回押して、初期画面に戻ります。 

カラム オーブンの運転を開始する 
 

1. [oven] を押します。 

[oven] LED が点灯します。温度が 55 °C で安定すると、[ready] LED が点灯します。室温が 
15 °C～30 °C の場合、5 分以内で温度が安定します。 

2. カラム オーブン内部の温度が安定したあと、[ready] LED が点灯することを確認してくださ

い。 
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警告! 表面が高温になる危険性があります。オーブンの作動温度が高い (60 °C 以上) 
ときは、火傷に注意してください。手動インジェクタを左側ドアに取り付ける場合
は、ドアを開く前にカラム インレットからオスのナットを取り外してください。こ
れを怠ると、左側ドアを開いたときに SUS チューブがカラムを引き寄せてカラムを
損傷することがあります。 

 
 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。チューブなどの物体がカラム オーブンの内
側の金属製グリルを通過するのを防止してください。これらの物体はファンを損傷する恐
れがあります。 

 
 

 
 

注記: ファンが異常動作すると、「ERR FAN」（エラー ファン）のメッセージが表示され

ます。 
 

 

 

システム コントローラの電源を ON にする 
 

 
システム コントローラ以外のすべてのモジュールの電源を ON にしたあと、システム コント

ローラの電源を ON にします。 

1. 電源スイッチを押し、ポンプの電源を ON にします。 
 

図 5-25 電源ボタン 
 

 

2. データ収集用のコンピュータの電源を ON にします。 

3. Analyst® ソフトウエアを起動します。質量分析計の「System User Guide」または、
Analyst®ソフトウエアの 「Getting Started Guide 」を参照してください。 

必須条件 

• 電源ケーブルが AC 主電源に接続されていることを確認します。電源に接続されていない
場合は、コントローラの電源を OFF にし、電源ケーブルを AC 主電源に接続します。 
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移動相を交換する 
 

 

注記: 
• 使用したカラムの保存については、カラムに付属している取扱説明書を参照するか、カラ

ムの製造会社に問い合わせてください。 

• 高濃度のサンプルを分析した後は、ディテクター フロー セルを移動相で完全に洗浄して
フロー セル内にサンプルが残留しないようにします。フロー セル内の汚れは検出器 ノイ
ズを増大させます。 

• 緩衝液を移動相として使用している場合は、分析終了後に HPLC グレードの水でフロー セ
ルを洗浄してください。緩衝液が乾燥すると結晶が生じ、これにより、流路が詰まったり、
部品が磨耗したり、フロー セル内に残渣が残ったりします。 

• 移動相を新しい移動相と入れ替える場合や移動相を混合する場合は、 初に別の溶媒と
交換し、析出および乳化を防止することが必要です。詳細については、P.89 「移動相
を交換する際の注意事項」を参照してください。 

 
表 5-1 交換または直接混合してはならない溶媒の組み合わせの例 

 

溶媒の組み合わせ 可能性のある問題 推奨される作業手順 

水と、誘電率の低い移動相 
(ヘキサン、クロロホルムな
ど) 

乳化および分離 溶媒を 2-プロパノールまた
はアセトンと交換します。 

緩衝液と有機溶媒 (メタ
ノール、アセトニトリル、
テトラヒドロフランなど) 

析出 溶媒を HPLC グレードの水
と交換します。 

硝酸とアルコール 反応 溶媒を HPLC グレードの水
と交換します。 

 
 

 

1. 新しい移動相溶媒 100 mL を 200 mL ビーカーに入れます。 

2. サクションフィルタをリザーバから取り出し、手順 1 の新しい移動相溶媒を入れたビー
カーに入れます。 
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図 5-26 移動相を交換する 
 

 

3. サクションフィルタを軽く揺すって移動相を混合します。 

4. 新しい移動相溶媒をリザーバに入れます。 

5. サクションフィルタをビーカーから取り出してリザーバに入れます。 

6. ドレイン バルブ レバーを反時計方向に 180° 回してドレイン バルブを開きます。 
 

図 5-27 ドレイン バルブを開く 
 

 
 

項目 説明 

1 開く (反時計方向に回す) 

2 ドレイン バルブレバー 
 

 

注記: ドレイン バルブ レバーを 180° 以上回した場合に排出される移動相は気泡を含んでい
ることがありますが、装置の異常ではありません。 
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7. [purge] を押します。 

古い移動相溶媒は流路からドレインチューブを経由して完全に排出されます。 
 

図 5-28 廃液ボトルへ排出される移動相 
 

 
 

項目 説明 

1 ドレイン バルブ レバー 

2 ドレインチューブ 

8. カラムにつながっているオートサンプラの出口のチューブの接続を外します。 

9. オートサンプラの出口の配管を廃液びんに入れます。 
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図 5-29 チューブの配置 
 

 

10. ドレイン バルブ レバーを停止位置まで時計回りに回してドレインバルブを閉じます。 

11. 流量「flow」を 1 mL/min～3 mL/min に設定します。 

 
図 5-30 ポンプ ステータス パネル 

 

 

12. [pump] を押します。 

ポンプランプが点灯し、ポンプが作動します。 

13. [pump] を押します。 

ポンプランプが消灯し、ポンプが停止します。 

14. オートサンプラの出口の接続を元に戻します。 

15. [pump] を押して送液します。 
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インジェクタ流路下流側流路の移動相溶媒を交換します。 
 

 

注記: 流量は圧力がカラム耐圧以下になるように設定します。 
 

 

 

移動相を交換する際の注意事項 

相溶性がない移動相溶媒に交換する場合 
 

 
 

1. 今までの移動相溶媒を中間洗浄液と入れ替えてください。 

2. 中間洗浄液を新しい移動相溶媒と入れ替えてください。 

緩衝液移動相溶媒に交換する場合 
 

 

注意: システムを損傷する可能性があります。移動相溶媒に緩衝液を使用した後は、塩の析出
による流路の詰まりを防ぐために、流路を HPLC グレードの水で洗浄してください。 

 
 

 
 

注記: 流路のパージには HPLC グレードの水を使用してください。2-プロパノールなどの有機溶

媒は結晶を生じることがあります。 
 

 

 

 
 

1. 移動相溶媒を水と入れ替えます。 

2. ポンプで少なくとも 200 mL 以上の水をシステム内に流します。 

3. 水を新しい移動相溶媒とを入れ替えます。 

用意するもの 

• 中間洗浄液 (2-プロパノール、HPLC グレードの水など) 

注記:水と相溶性がない場合は、水を使用しないでください。 

用意するもの 

• HPLC グレードの水 
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シール自動洗浄キットの使用方法 
 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。洗浄液として蒸留水を使用し、プランジャー 
シールの寿命を 大限に延長させます。 

 
 

 

 
 

1. 洗浄液ボトルにセットされた自動洗浄キット出口からチューブを取り外します。 

2. 洗浄液ボトルに 10% 2-プロパノール水を満たします。 

3. ディスポシリンジ内に洗浄液を吸引し、洗浄液ラインに液を満たします。 

4. 自動洗浄キット出口にチューブを戻します。 
 

図 5-31 自動洗浄キットの接続 
 

 
 

 

注記: 矢印は洗浄液の流れを示しています。 
 

 

用意するもの 

• 2-プロパノールと HPLC グレードの水の混液（比率 1 : 9） 

• シリンジ ニードル付きディスポシリンジ 
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項目 説明 

1 ディスポシリンジ 

2 シリンジ ニードル 

3 洗浄液ボトル 
 

5. ポンプ流量を 3 mL/min に設定します。 

6. [pump] を押します。 

ポンプランプが点灯し、ポンプが作動します。 
 

図 5-32 ポンプ ステータス パネル 
 

 

7. 自動洗浄キット出口のチューブの先端から液が出ていることを確認してください。 

 
図 5-33 チューブから液体が出ている 

 

 

8. 液が出ているのを確認したら、[pump] を押します。 

ポンプランプが消灯し、ポンプが停止します。 
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システムをプライミングする 
 

 

注意: システムを損傷する可能性があります。加圧された溶媒を脱気装置へ送らないでくださ
い。これを怠ると、脱気装置を損傷する場合があります。 

 
 

 
1. LC ポンプの電源を ON にします。脱気装置内の真空ポンプが稼働し、脱気装置のフロント 

パネルの [Control]ランプの LED が点灯します。 
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注記: 
電源を ON にしたあと、LED 表示 は以下のように変化します。 

• 赤色 LED の点滅 

電源を ON にすると、直ちに真空ラインの圧力が設定した圧力上限まで減圧します。10 
分以内に指定された真空圧に達しないと、赤色の LED が点灯し、エラーで停止します。 

• 緑色 LED の点灯 

真空ラインは制御圧力で制御動作中です。(使用可能な状態であることを表します。) 

• 赤色 LED の点灯 

真空圧が規定値に達しないため、エラーで停止した状態です。 
「脱気装置の問題」を参照してください。 

緑色 LED が点灯したあとの LED 表示の変化 

• 赤色 LED の点滅 

真空圧が規定に達していない状態です。この状態が 6 分間続くと、赤色の LED が点灯
し、エラーで停止します。 

• 赤色 LED の点灯 

真空圧が規定値に達しないため、エラーで停止した状態です。 
「脱気装置の問題」を参照してください。 

 
 

 

2. 使用する移動相を調製し、脱気装置、LC ポンプ、およびリザーバを接続します。 
「脱気装置」を参照してください。 

 

 
 

 

 

3. 各 LC ポンプに付属する使い捨てシリンジを LC ポンプのドレイン チューブ出口に接続しま

す。 

4. LC ポンプのドレイン バルブレバーを開きます。使い捨てシリンジ内に溶媒をゆっくり吸引し

ます。 
 

• 詳細については、P.74 「ポンプをパージする」を参照してください。 

• シリンジ内に溶媒を吸引するときは、流量が 10 mL/min 以下になるようにゆっくり吸引
します。溶媒を高速で吸引すると、脱気膜に負荷がかかり、脱気チャンバーを損傷する
恐れがあります。 

警告! 穿刺の危険性があります。シリンジは注意して取り扱ってください。シリン
ジの先端は非常に鋭利です。 
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5. 使い捨てシリンジをドレインチューブから取り外し、ドレインチューブの末端を廃液容器に
入れ、LC ポンプをパージします。 

 
 

注記: 低圧グラジエント ユニットが接続されている場合は、ソレノイド バルブ A～D を順
でに ON にして、ソレノイド バルブの各流路に対してステップ 4 およびステップ 5 を繰り
返し実施します。 

 
 

 

6. ドレイン バルブレバーを閉じます。 
 

オートサンプラをパージする 
オートサンプラを長期間にわたり使用しなかったり、室温が変化したりすると、流路内に気泡
が発生しやすくなります。流路内に気泡があると、サンプル注入の精度が低下する可能性があ
ります。脱気装置を使用し、脱気装置との接続には、低圧バルブの 3、4、5 番ポートに取付け
られているステンレス配管を使用してください。 
分析を開始する前に、パージして気泡を追い出します。次の場合もパージしてください。 
• オートサンプラを長期間停止させていた場合 

• 洗浄液の種類を変更した場合 

• 室温が変化した場合 
 

 

注記: 相溶性のない溶媒と交換するときは、 初に中間洗浄液として相溶性のある溶媒と交換
し、その後に必要な溶媒と交換します。P.85 「移動相を交換する」を参照してください。 

 
 

 

1. [CE] を押して、初期画面に戻ります。 
 

 

注記: [RINSE SPEED] (洗浄速度) が 35 µL/s の場合、計量ポンプから洗浄液が送られる平
均流速は約 1.0 mL/min です。流路内の溶媒を完全に置換するため、[PURGE TIME] (パージ
時間) を 25 分に設定することを推奨します。 

 
 

 

2. マニュアルシリンジを使用して 3 種類の洗浄液(R0、R1、R2)を流路に引き込みます。 

3.  3 種類の洗浄液を使用してパージするには、[RINSE TYPE] を 2 (ニードルの内外洗浄) に設
定します。 

a. [CE] を押します。 

b. [func] を押します。 

c. テンキーの [2] を押したあと [enter] を押します。 

4. [purge] を押します。 

流路のパージには洗浄液を使用します。 
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注記: 
• 作業途中でパージを停止した場合は、再び [purge] を押します。ポンプがすべての洗浄

液を排出すると直ちにパージが停止します。 

• 洗浄液の流路が大きな内容積の脱気装置に接続されている場合は、1 回のパージ操作の
洗浄液では流路全体を満たすことができない場合があります。その場合は、洗浄液がド
レイン アウトレットから排出されるまで、パージ操作を 2、3 回繰り返します。 

 
 

 

5. [RINSE TYPE] を分析用の適切な値に設定します。 
 

設定値 説明 

0 ニードル洗浄なし 

1 ニードルの外洗浄 (初期値) 

2 ニードルの内外洗浄 

3 ニードル洗浄なし (高速動作) 

 

サンプルを調製する 

サンプルをサンプル バイアルに入れる 
 

 

注意: システムを損傷する可能性があります。メンブランフィルタ (0.45 µm 以下) を使用して
サンプルをあらかじめ濾過し、固形物やゴミなどの不溶性物質を除去します。移動相や試料中
に固形物やゴミなどの不溶性物質が含まれると、ニードル、ニードル シール、高圧バルブの
ステータやロータ、本システムの出口配管などの流路が詰まるおそれがあります。また、高圧
バルブのステータやロータの摺動面を損傷し、短期間に液漏れする原因になることがあります。 

 
 

 
 

注意:粘度の高いサンプルは使用する前に希釈してください。粘度の高いサンプルは、設定さ
れた注入量通りに適切に吸引できないことがあります。そのような場合は、低粘度のサンプル
を使用するか、サンプル吸引速度を低く設定してください。 

 
 

 
1. 移動相と同じ成分の溶媒でサンプルを完全に溶解させてください。 
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図 5-37 試料およびメンブランフィルタ 
 

 

2. メンブランフィルタ (B) でサンプルを濾過します。 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。サンプル バイアルを使用するときは、シリ
コン セプタムの PTFE 面を下側 (液側) にしてキャップを取り付けます。PTFE 面を上向き
にすると、サンプルの溶媒によってはシリコンゴムを溶かすことがあります。 

 
 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。セプタムは 当社純正部品を使用してくださ
い。セプタムが純正部品でないと、流路がセプタムの切削片で詰まったり、ニードルがセ
プタムを貫通できないことがあります。 

 
 

 

3. サンプル バイアル (A) またはマイクロプレートのウェルまたはディープウェルプレートをサ

ンプルで満たします。 

 
 

注記: サンプル バイアルを使用するときは、セプタム (B) の PTFE シート面 (a) (濃い色) を
下にして配置したキャップを取り付けます。 

 

図 5-38 サンプル バイアル 
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注記: サンプルが冷やすときは、液面は図 5-39 に示している高さ以下にしてください。こ
れらよりも高いと、試料が十分に冷却されないことがあります。 

 

図 5-39 液面の位置 
 

 
 

 

 

オートサンプラに試料をセットする  
(サンプル ラックを使用する) 

ラック チェンジャの使用法については、「ExionLCTM Rack Changer Operator Guide」を参照し

てください。 
 

 

注記: 冷却器による温度制御中にドアを開けたままにすると、結露が生じることがあります。ま
た、ドア センサーを使用している場合は、フロント ドアが開いた状態ではオートサンプラは作
動しません。 

 
 

 
 

注記: ラックの上面には、バイアル位置に番号がマークされています。サンプルテーブル設定
時には、これらの番号を指定してください。 

 
 

 
1. オートサンプラのドアを開きます。 

大 15 mm 

( 大 約  

450 µL) 

大 15 mm 

( 大 約  

1 mL) 

大 27 mm 

( 大 約  

2 mL) 
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図 5-40 オートサンプラを開く 
 

 

2. キャップを上に向けてバイアルをサンプル ラックに配置します。 
 

図 5-41 バイアルをラックに配置する 
 

 
 

項目 説明 

1 バイアル 

2 サンプル ラック 
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注意: システムを損傷する可能性があります。サンプルラックを完全に挿入します。適切に
挿入されていないと、ニードルが誤った位置を突いて、機器を損傷したり、ニードルが詰
まったりします。さらに、サンプル吸引の際にニードルがサンプルのキャップに刺さり、
エラーが生じることがあります。 

 
 

 

3. サンプル ラックをガイドに沿って水平に奥まで挿入します。サンプル ラックが正しく挿入

されると、カチッという音がしてサンプル ラックが所定の位置に収まります。 

図 5-42 ラックをオートサンプラ内に取り付ける 
 

 

4. ドアを閉めます。 
 

オートサンプラに試料をセットする  
(マイクロプレートを使用する) 

マイクロプレートを初めて使用する、または、異なるタイプのマイクロプレート (96 ウェル、
384 ウェル、ディープウェル) と交換するときは、サンプリング位置を較正してください。こ
れをティーチングといいます。 

 
1. オートサンプラのドアを開きます。 

2. マイクロプレート (MTP) を MTP ラックに置きます。A1 のウェルを左前にしてセットします。 
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図 5-43 ラックに MTP を取り付ける 
 

 
 

項目 説明 

1 マイクロプレート 2 

2 マイクロプレート 1 

2 MTP ラック 
 

 

注記: 大 2 個のマイクロプレートを使用することができます。 
 

 

 

3. MTP ラックをガイドに沿って水平に奥まで挿入します。サンプル ラックが正しく挿入される

と、カチッという音がして MTP ラックが所定の位置に収まります。 

サンプルクーラーを使用して試料をセットする 

サンプル バイアルを冷却している場合は、[cooler] LED が点灯します。 
 

1. オートサンプラのドアを開きます。 

2. クーラー ラック カバーの前面にあるラッチを押してカバーを開きます。 
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図 5-44 カバーを開いた状態のクーラー ラック 
 

 

3. キャップを上に向けてバイアルをサンプル ラックに配置します。 
 

図 5-45 バイアルをラック内に配置する 
 

 
 

項目 説明 

1 バイアル 

2 サンプル ラック 

4. カバー後部のフックをサンプル ラック本体後部の穴に差込みます。 
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図 5-46 カバーを取り付ける 
 

 
 

項目 説明 

1 フック 

2 穴 

5. カバーを閉じます。 

正しく閉じると、カチッという音がします。 
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図 5-47 カバーを閉じる 
 

 

 

分析終了後の手順 

流路を洗浄する 
 

 

注意: システムを損傷する可能性があります。緩衝液などを移動相溶媒または洗浄液として使
用した場合、HPLC グレードの水で流路を洗浄してください。装置を停止したときに生じる
結晶や残りかすにより流路詰まりが生じる原因となります。 

 
 

システムを安全に使用するため、分析を終了したら、必ず流路を洗浄してください。 

分析終了後の流路の洗浄には、分析前と同じ方法でオートパージ機能を使用します。その後、
ポンプを使用して流路全体の洗浄を実施します。 
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移動相の流路を洗浄する 
 

1. リザーバ内の移動相を HPLC グレードの水と入れ替えます。 

2. カラムを流路から取り外し、流路の移動相が水で完全にパージされるまでポンプを作動さ
せます。 

 
3. ポンプを停止します。 

4. リザーバ ボトル内の水をメタノールと入れ替えます。 

5. 移動相流路の水がメタノールと完全に入れ替えられるまで、ポンプを作動させます。 

6. ポンプを停止します。 

サンプリング流路を洗浄する 
 

1. 洗浄液容器内の水を HPLC グレードの水と入れ替えます。 

2. [purge] を押します。 

3. 洗浄液容器内の水をメタノールと入れ替えます。 

4. メタノールと入れ替えた流路の手動プライミングを実施し、その流路を 10 分間にわたりパー

ジします。 
 

システムの電源を OFF にする 
 

 

注意: データ損失の可能性があります。メイン電源スイッチを操作しないでください。分析中
または操作中にメイン電源スイッチを操作すると、設定データを保存する際にデータの破損
や故障を生じる恐れがあります。 

 
 

 
 

注意: データ損失の可能性があります。電源ボタンを 4 秒以上押し続けないでください。モ
ジュールの電源が強制的に OFF になります。強制的に電源を OFF にすると、設定データが
保存ができず、データの破壊や故障を生じる恐れがあります。 

 
 

緊急時や、焦げ臭い臭いがするなどの問題が検出された場合は、この手順を使用してください。 
 

 

注記: 停電や機器の故障などの緊急事態のあとは、電源を投入する前にシステム全体を点検し
てください。必要に応じて、SCIEX の担当者にお問い合わせください。 

 
 

 
1. 電源ボタンを押します。 

 

4 秒以上電源ボタンを押し続けると、システムの電源が OFF になります。これにより、設定
データが破壊する恐れがあります。 
[Confirmation] 画面が表示されます。 

2. [OK] を押します。 
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3. 電源ボタンが橙色になっていることを確認します。 

4. メイン電源スイッチを OFF にします。 

5. システムの背面の主電源供給ケーブルの接続を外します。 
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整備およびメンテナンス 第 6 章 

警告! 感電の危険性があります。検査およびメンテナンスの前に、必ず電源を OFF に
し、機器の電源コンセントを外してください。これを怠ると、火災、感電、または誤
作動が生じることがあります。 

警告! 有毒化学物質放出の危険性があります。流路の部品の接続を外す前に、LC ポン
プを停止し、移動相の圧力がゼロになっていることを確認してください。 

警告! 表面が高温になる危険性があります。高温警告灯が点滅している場合は、カラム 
オーブンのドアを開かないでください。カラム オーブンの内部温度は 60°C 以上です。 

注意: システムを損傷する可能性があります。こぼした水を機器表面に放置しないでください。
表面の清掃に、アルコールまたはシンナー系の溶剤を使用しないでください。これらは、錆
びや変色を生じさせることがあります。 

 
 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。ハードウエア ユーザー ガイドに指定され
ている交換部品のみを使用してください。他の部品を使用すると、機器の損傷や誤作動
を生じさせることがあります。 

 
 

 

メンテナンス スケジュール 
メンテナンスおよび部品交換については、FSE にお問い合わせください。 

 
 

注記: この表に記載された交換・点検周期はあくまで目安です。使用条件によっては異なりま
す。 
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表 6-1 使用頻度に基づいたメンテナンス 
 

メンテナンス作業 頻度 

ニードル シールの交換  40,000 回注入程度で交換。FSE に連絡してください。 

低圧バルブ ローターの交換 1,000,000 回程度で交換。2 FSE に連絡してください。 

低圧バルブ ステーターの交換 1,000,000 回で交換。2 

FSE に連絡してください。 

高圧バルブ ローターの交換 10,000 回程度で交換。水と有機溶媒の混合液を使用してい
る場合の目安です。2 3 FSE に連絡してください。 

高圧バルブステータの交換 20,000 回程度で交換。水と有機溶媒の混合液を使用してい
る場合の目安です。2 FSE に連絡してください。 

高圧バルブの分解洗浄 10,000 回程度で実施。FSE に連絡してください。 

サンプル ループの交換 40,000 回注入程度で交換。 
P.140 「サンプル ループの交換」を参照してください。 

ニードルの交換 40,000 回注入程度で交換。 
P.138 「ニードルの交換」を参照してください。 

洗浄ポートキャップの交換 10,000 回注入程度で交換。4 

P.142 「洗浄ポート キャップを交換する」を参照してくだ
さい。 

バイアル検出羽の交換 40,000 回注入程度で交換。FSE に連絡してください。 

洗浄ポンプ (オプション) 700,000 秒程度使用で交換。FSE に連絡してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 流路を HPLC グレードの水で十分に洗浄してください。ニードル内洗浄機能を使用するときは、これらの部品を少なくとも年 1 回
交換してください 

3 一部のタイプの緩衝液は結晶化したり、不溶性残渣が残ったりします。これらのタイプの緩衝液を移動相として使用し、その後、
長期間にわたりモジュールを使用せずに放置すると、ローターの寿命を著しく短縮する場合があります。これを防止するには、
使用後に、流路を HPLC グレードの水で完全に洗浄してください。 

4 クロスコンタミネーションが大きい場合は、洗浄ポートキャップを交換してください。 
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表 6-2 定期メンテナンス 
 

メンテナンス
作業 

頻度 備考 

1 年 2 年 3 年 

真空ポンプ吸気
フィルタの点検
と交換 

○   フィルタが著しく汚れて
いる場合は、交換しま
す。FSE に連絡してくだ
さい。 

真空チューブ 
フィルタの点検
と交換 

○   フィルタが著しく汚れて
いる場合は、交換しま
す。FSE に連絡してくだ
さい。 

真空ポンプの点
検と交換 5 

  ○ 真空ラインの結露を点
検・除去します。 
FSE に連絡してくださ

い。 

真空チューブの
点検と交換 5 

  ○ 真空チューブに硬化や亀
裂が認められる場合は、
交換します。FSE に連絡
してください。 

脱気チャンバー
の点検と交換 5 

  ○ 真空ラインの結露を点
検・除去し、真空チュー
ブ内に液滴が目視確認で
きる場合は真空チューブ
を交換します。FSE に連
絡してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 取付日から 3 年が経過したら毎年点検します。 
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表 6-2 定期メンテナンス (続き) 
 

メンテナンス
作業 

頻度 備考 

1 年 2 年 3 年 

ポンプ 

プランジャー 
シールの交換 

○   シールが磨耗するとシー
ル性が低下します。 
プランジャーを交換時、
シールも交換してください
下記の送液量を目安にシー
ルを交換します。(VP 機能
の[L(R) SEAL 
DELIVERED] に表示。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FSE に連絡してください。 

プランジャの交
換 

○   FSE に連絡してください。 

ダイアフラムの
交換 

○   プランジャー交換時、ダイ
ヤフラムも交換。 

チェックバルブ
OUT の交換 

○   FSE に連絡してください。 

チェックバルブ
IN の交換 

○   FSE に連絡してください。 

送液圧力 送液量 
80 MPa 30 L 
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表 6-2 定期的メンテナンス (続き) 
 

メンテナンス 
作業 

頻度 備考 

1 年 2 年 3 年 

ライン フィルタ
の交換 

 ○  長期間使用すると、移動相
溶媒中の粒子状物質がフィ
ルタに詰まります。 
FSE に連絡してください。 

サクションフィ
ルタの交換 

 ○  長期間使用すると移動相の
粒子状物質がフィルタに詰
まります。P.115 「サク
ションフィルタの点検、交
換および 清掃」 を参照し
てください。 

ドレイン バルブ
の交換 

  x ドレイン バルブが磨耗す
るとシール性が低下しま
す。FSE に連絡してくだ
さい。 

ポンプ ASSY へ
の注油 

  ○ FSE に連絡してください。 

ヒューズの交換   ○ P.116 「ヒューズの交換」 
を参照してください。 

プランジャー駆
動 カムへのグリ
スアップ 

○   FSE に連絡してください。 

ポンプ ヘッドの
交換 

 (○)  トリフルオロ酢酸やギ酸な
どの酸を添加した移動相を
高圧 (目安として 70 MPa 
以上) で送液する場合、ポ
ンプ ヘッド内が損傷し、
液漏れが生じることがあり
ます。このような場合は、
2 年を目安にポンプ ヘッド
を交換してください。 
酸を添加していない移動相
を送液する場合は、ポンプ 
ヘッドの交換は不要です。 

FSE に連絡してください。 
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表 6-2 定期メンテナンス (続き) 
 

メンテナンス 
作業 

頻度 備考 

1 年 2 年 3 年 

計量ポンプ プラ
ンジャシールの
交換 

○   FSE に連絡してください。 

計量ポンプ プラ
ンジャの交換 

○   FSE に連絡してください。 

サクションフィ
ルタの交換 

○   P.115 「サクションフィル
タの点検、交換および 清
掃」 を参照してくださ
い。 

SUS 配管の交換 ○   逆洗浄後も配管の詰まりが
取れない場合は交換しま
す。 

パネル F の交換   ○ 結露がひどい場合は交換し
ます。P.137 「パネル F  
の取り外し」を参照してく
ださい。 

ニードル駆動部
(Z マウント)の清
掃と注油 

○    
FSE に連絡してくださ
い。 

その他駆動部の
清掃と注油 

  ○ FSE に連絡してください。 

ヒューズの交換   ○ FSE に連絡してください。 
 

点検・整備作業の前に 

• 流路内の移動相を HPLC グレードの水に置換してください。 

• フロントパネルや本体カバーの汚れを拭き取ります。 

• キーパネルが汚れている場合は、水で濡らしたティッシュ ペーパーまたは柔らかい布で拭き

取ってください。 
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点検・整備終了後の確認 

• 点検・整備が終了後、送液して液濡れしているか所がないことを確認してください。 
 

外観の清掃 
 

 
 

1. モジュール表面を布またはティッシュ ペーパーで拭き取ります。 

2. 汚れが落ちない場合は、以下の手順に従います。 

a. 薄めた中性洗剤につけた布を固く絞ります。 

b. モジュール表面を拭き、必要に応じて汚れをこすって落とします。 

c. 水につけた布をよく絞ります。 

d. 洗剤が残らないようにモジュール表面を拭きます。 

e. 乾いた布で水分を拭き取ります。 
 

 

注意: システムを損傷する可能性があります。こぼした水を機器表面に放置しないでくださ
い。表面の清掃に、アルコールまたはシンナー系の溶剤を使用しないでください。これら
は、錆びや変色を生じさせることがあります。 

 
 

 

リザーバ トレーの清掃 
リザーバ トレーは、移動相を入れた 大 7 本の 1 L リザーバを収容することができます。 

必要なもの 

• 乾いた柔らかい布またはティッシュ ペーパー 

• しつこい汚れの場合 

• 薄めた中性洗剤 

• 水 
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注意: システムを損傷する可能性があります。液体をリザーバ トレーにこぼしたときはふき
取ってください。リザーバ トレーは PBT で作られており、THF (テトラヒドロフラン) や塩化
メチレンなどの一部の液体はリザーバ トレーを変色させることがあります。 

 
 

 

 
 

• きれいな乾いた布でリザーバ トレーを拭きます。 

 

サクションフィルタを洗浄・点検(交換)する 
 

事前作業 

• モジュールの電源を OFF にし、モジュールを主電源から切り離します。 

必要なもの 

• 2-プロパノール 

• HPLC グレードの水 

 

1. サクションフィルタを吸引チューブから引抜きます。 
 

図 6-1 サクションフィルタ 
 

 
 

項目 説明 

1 吸引チューブ 

2 サクションフィルタ 

必要な材料 

• 布 
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2. サクションフィルタを 2-プロパノールに浸し、超音波洗浄器を使用して 5 分間洗浄します。 

3. 吸引チューブをサクションフィルタに差込みます。 

4. 電源プラグをコンセントに差込み、電源を入れます。 

初期画面が表示されます。 

5. オートサンプラ洗浄液ラインのサクションフィルタの場合、マニュアルシリンジを使用して

リザーバビンから洗浄液を 3 流路とも引き込みます。続いて purge を押して流路のパージを

開始します。 

6. ポンプ移動相ラインのサクションフィルタの場合、水を 1mL/min で 10 分間送液します。 
 

7. 吸引チューブ内に気泡が溜まらないことを確認します。気泡が溜まる場合には、新しいサク

ションフィルタと交換します。 

 

ヒューズを交換する 
 

警告! 感電の危険性があります。検査およびメンテナンスの前に、必ず電源を OFF に
し、機器の電源コンセントを外してください。これを怠ると、火災、感電、または誤
作動が生じることがあります。 

 
 

 

警告! 感電の危険性があります。ヒューズを交換する前に、電源を OFF にし、モ
ジュールの電源プラグを外します。交換する場合は、正しいタイプの適切な定格電流
のヒューズのみを使用してください。これに従わないと、火災、感電、または短絡が
生じる恐れがあります。 

 
 

 

 
 

1. マイナス ドライバーを使用して、ヒューズ ホルダを回して引き出します。 

必要な材料 

• マイナス ドライバー 
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図 6-2 ヒューズを取り外す 
 

 
 

項目 説明 

1 緩めます (反時計周り) 

2 ヒューズ ホルダ 

3 取り外します 

2. ヒューズ ホルダに新しいヒューズを差込みます。 

3. ヒューズ ホルダを押し込み、マイナス ドライバーで回して固定します。 
 

図 6-3 ヒューズを取り付ける 
 

 
 

項目 説明 

1 ヒューズ 

2 ヒューズ ホルダ 

3 取り付ける 

4 回して固定する 
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配管 
 
図 6-4 高圧グラジエント システムの配管 

 

 
 

 

注記: 
脱気装置に取り付けるチューブ部品を接続するためのステンレス チューブ (赤色の線) を低圧

バルブに接続します。 

樹脂チューブを使用すると、注入量の精度や他の性能が低下することがあります。 
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図 6-5 低圧グラジエント システムの配管 
 

 
 

項目 説明 

1 ステンレス チューブを低圧バルブのポートと脱気装置に接続します。 
樹脂チューブを使用すると、注入量の精度や他の性能が低下することがありま
す。 

2 ポンプとミキサー (項目 4) を接続するするため、付属の SUS チューブ (外径 
1.6 mm × 内径 0.3 mm、全長 2 m) を 700 mm に切断します。 
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項目 説明 

3 ミキサー出口と高圧バルブの 6 番ポート を接続するするため、オートサンプ
ラ用の標準チューブ (1 m) を 500 mm に切断します。 

4 ミキサー 
 

ポンプ 

必要な配管は以下の通りです。 
• サクションフィルタの配管: リザーバ ボトルからポンプへの配管。 

• ドレインチューブの配管: 運転前にモジュールの性能を確認するための配管。 

• 液漏れ排出用チューブの配管: 積み重ねられたモジュール内で発生した液漏れを排出するた
めの配管であり、このチューブにより一番下の段のモジュールへ液漏れを導き、そこから廃
液容器へ排出します。 

 

図 6-6 ポンプの配管 
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項目 説明 

1 サクションフィルタ。 チューブの一方の末端をサクションフィルタに接続
し、もう一方をポンプ インレットに接続します。P.115 「サクションフィル
タの点検、交換および 清掃」を参照してください。 
 
図 6-7 ポンプ インレット 

 

 

2 リザーバ。リザーバはガラス製で、容量は 500 mL 以上あります。 

3 ドレインチューブ。ドレインチューブの一方の末端をポンプのドレイン
チューブ接続ポートに接続し、もう一方を廃液容器内に入れます。 
 
図 6-8 ドレインチューブ接続ポート 

 

 

4 廃液容器。廃液容器は機器よりも低い位置 (床の上など) に配置します。廃液
容器が機器よりも高い位置にあると、液体が流れなかったり、接続部から液
漏れが生じたりします。 

5 液漏れ排出用チューブ。システムは、内部 (カラムオーブンを除く) で液漏れ
が生じた場合に漏れた液体がモジュールの 下部へ流れて廃液容器内に排出
されるよう設計されています。P.129 「液漏れ排出用チューブの交換」を参
照してください。 
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脱気装置 

リザーバと脱気装置間および脱気装置と LC ポンプ (または低圧グラジエント溶出ユニット) 間
の配管を設定します。P.123 「低圧グラジエント溶出ユニット (オプションの LPGE) に接続す
る」を参照してください。 

長期間にわたり脱気装置を使用しない場合は、ゴミやホコリなどの流路への侵入を防止するた
め、ストップ ジョイントが必要です。 

1. 配管する前に、脱気装置の溶媒 IN/OUT ポートに取り付けられているストップジョイン
トを取り外します。 

2. 使用しない流路のストップジョイントは残しておきます。取り外したストップジョイントは

保管しておきます。 

3. 移動相溶媒ラインを脱気装置のインレットポートに接続します。 
 

図 6-9 脱気装置をシステムに接続する 
 

 
 

項目 説明 

1 脱気装置に付属しているフランジレスフィッティング 

2 各 LC ポンプに付属している FEP チューブを適当な長さに切断します。 
(外径 3 mm × 内径 1.5 mm FEP チューブ) 



ExionLC™ AD システム
121 / 221

ハードウエア ユーザー ガイド 
RUO-IDV-05-1841-A 

サービス、メンテナンス
 

 

 
項目 説明 

3 送液ユニットの入口(または低圧グラジエントユニットの入口) に接続しま

す。 

4 フェラル 

5 脱気装置に付属しているフランジレスフィッティング 

6 移動相 

7 送液ユニットに付属のサクションフィルタおよびチューブ 
 

 

注記: 
• FEP チューブは切断面が直角になるように切断します。ラインを脱気装置の液出入り

口ポートに接続するときは、フェラルの向きが正しいことを確認してください。図 6-9
を参照してください。FEP チューブの先端をジョイントの底面に押し当てるようにし

て、フェラルがチューブに食いつくようにフランジレスフィッティングをしっかりと締

付けてください。フランジレスフィッティングが回らなくなったら締付け完了です。

ナットはそれ以上無理に締め付けないでください。フランジレスフィッティングが破損

する恐れがあります。 

• 脱気装置の 出口から送液ユニット入口もしくは、脱気装置の出口から低圧グラジエン
トユニットへの入口への FEP チューブは、長過ぎないように注意してください。この
チューブが不必要に長いと、FEP チューブ内で空気の再吸入が起こることがあります。 

• 送液ユニット入口への接続は、各送液ユニットに用いられている接続ジョイントを使用し

てください。 
 

 

 
低圧グラジエントユニット (オプションの LPGE) に接続する 

オプションの LPGE と接続する場合は、下記の図に示されているように、移動相ラインを脱気

装置に接続します。 
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図 6-10 低圧グラジエントユニット 
 

 
 

項目 説明 

1 オートサンプラ用洗浄液 

2 LC ポンプ 

3 低圧グラジエントユニット 

4 移動相 

 

• 2 液または 3 液までのグラジエントをおこなう場合は、低圧グラジエントユニットの未使用
のポートもいずれかの移動相のリザーバに接続します。未使用の流路に空気が充満している
場合、その空気が移動相に混入し、正常なグラジエントができなくなります。未使用のライ
ンも接続し、流路が常に液体で満たされた状態を維持してください。図 6-10 を参照してく
ださい。 

 

オートサンプラ 

配管の内径 

オートサンプラの下流側に使用する配管内におけるサンプルの拡散は、クロマトグラムに影響
を及ぼします。配管が長く、配管の内径が大きいほど、試料の拡散は大きく、ピークの分離が
悪くなるといった影響をクロマトグラムに及ぼします。 
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この影響は、使用するカラムの NTP (理論段数)、移動相の流量、およびピーク保持時間により
異なります。NTP が大きいカラムを使用し、移動相の流量を低くすると、保持時間の早いピー
クほど影響を受けます。 

配管選択の指標として、配管内での試料拡散がクロマトグラムに及ぼす影響を下表に示します。
この表では、試料拡散の影響を受けやすいイソクラティック分析の場合の NTP (理論段数)と配
管内での試料拡散がない NTP (12,000) とを比較した比率を示しています。この表の分析条件を
比較し、使用する配管を選択します。 

 
表 6-3 クロマトグラムの NTP と比率 

 

 保持時間（分） 

1 2 5 10 20 

配管: 内径 0.1 mm、長さ 600 mm 

流量 
(mL/mi
n) 

0.2 NTP 7875 10610 11754 11937 11984 

比率 65.60% 88.40% 97.90% 99.50% 99.90% 

0.5 NTP 11072 11754 11960 11990 11997 

比率 92.30% 97.90% 99.70% 99.90% 100.00% 

1.0 NTP 11754 11937 11990 11997 11999 

比率 97.90% 99.50% 99.90% 100.00% 100.00% 

配管:内径 0.17 mm、長さ 1000 mm 

流量 
(mL/mi
n) 

0.2 NTP 1225 3752 8877 11030 11742 

比率 10.20% 31.30% 74.00% 91.90% 97.80% 

0.5 NTP 4985 8877 11361 11834 11958 

比率 41.50% 74.00% 94.70% 98.60% 99.60% 

1.0 NTP 8877 11030 11834 11958 11989 

比率 74.00% 91.90% 98.60% 99.60% 99.90% 

 

配管を変更する際のガイドライン 

P.173 「チューブの詰まりへの対応」に記載された項目を確認したあと、用途を考慮した上で
交換が必要かどうか判断します。 

以下の例では、オプションの内径 0.17 mm の配管の場合は問題は生じません。このような場合
に、内径の小さい配管を使用しても利点がほとんど無いためです。 
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• ワイドボアのカラム (内径 6 mm 以上) だけを使用する場合: この場合、配管がバンドの
拡散を促進させることはほとんどなく、分析データへの影響はほとんどありません。 

• 分析のスループットが、カラムの詰まりの予防 (サンプルの濾過) より優先する場合: 例えば、
極めて大量のサンプルを短時間で処理する必要がある場合などで、サンプルに含まれる粒子
によるカラムの詰まりが許容される場合は、配管内径を太くすることで、配管の詰まりによ
る装置の休止時間を 小限とすることができます。 

 
配管の交換 

 
 

注意: システムを汚染する可能性があります。高圧でポンプを運転する際は、高圧チューブに
樹脂部品を使用しないでください。高圧でのポンプ操作は、樹脂チューブの破裂または切断
の原因となり、移動相の漏れを生じることがあります。高圧チューブに樹脂部品を使用した
ときの、各部品の 大耐圧に注意してください。 

 
 

配管に用いるチューブとコネクターは、ステンレス鋼 (SUS) または樹脂製です。 
 

ステンレス鋼 (SUS) 樹脂 

• ステンレス製チューブ 外径 1.6 × 内径 0.3 

• オスナット、1.6 MN 

• フェラル 1.6 F 

• FEP チューブ、PTFE チューブ、ETFE 
チューブ、PEEK チューブ、PE チューブ
など 

• PEEK オスナット 

• PEEK フェラル 

• PTFE フェラル 
 

1. オス ナットとフェラルをチューブに取り付けます。 
 

図 6-11 チューブと取り付け具 
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項目 説明 

1 フェラル 

2 オス ナット 

3 チューブ 
 

 

注意: システムを損傷する可能性があります。ステンレス鋼製のオス ナットとフェラルは 
SUS チューブに、樹脂製のナットとフェラルは樹脂製チューブに取り付けます。樹脂製オ
ス ナットを SUS チューブに取り付けた場合、接続部が緩みやすく、液漏れが生じること
があります。 

 
 

 
 

注意: 誤った結果になる場合があります。配管の先端が奥にあたるまで完全に挿入します。
これを怠ると、デッド ボリュームが生じ、クロマトグラフのピーク バンドが広がる可能性
があります。 

 
 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。オス ナットを過剰に締め付けないでくださ
い。過剰に締め付けると、ねじ山が損傷することがあります。 

 
 

2. 末端にフェラルを取り付けたチューブを開口部に挿入します。その状態で、オス ナットを
締め付けます。フェラルはチューブ上に固定されます。 
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図 6-12 チューブを取り付ける 
 

 
 

項目 説明 

1 垂直 
 

 

注記: SUS オス ナットの取り付けおよび取り外しには付属のレンチを使用します。ナット
をユニオンや固定されていない別の部品に接続する場合は、ユニオンを保持するためにレ
ンチをもう１本使用します。 

 

図 6-13 SUS ナットを締めつける 
 

 
 

項目 説明 

1 オス ナット 

2 カプラー 
 

 

 

3. オス ナットを緩めて少し動かし、フェラルがチューブに固定されていることを確認します。 
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図 6-14 正しく取り付けたナット 
 

 
 

項目 説明 

1 動かない 

2 動く 

 

液漏れドレインチューブを交換する 

廃液容器を除き、図 6-15 に示されている全ての部品は標準付属部品です。 
 

図 6-15 ドレインチューブの配管 
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項目 説明 

1 ドレイン アダプタ 

2 廃液出口 

3 ストレート チューブ コネクタ 

4 L 字継手 

5 シリコン チューブ 

6 廃液容器 

 

 
 

1. シリコン チューブ アダプタの一方の末端を廃液出口に接続し、ストレート チューブ コネク

タを接続します。 
 

図 6-16 シリコンチューブを接続する 
 

 
 

項目 説明 

1 シリコン チューブ 

2 ストレート チューブ コネクタ 

2. シリコン チューブの一方の端にストレート チューブ アダプタを挿入します。 

3. シリコンチューブをテーブルの角の位置で切断し、L 字継手に接続し、L 字継手を下向きにし

ます。 

必要な材料 

• シリコン チューブ 

• ナイフ 
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図 6-17 L 字継手 
 

 

4. 別の長さのシリコンチューブを L 字継手に挿入し、もう一方の端を廃液容器に挿入します。 

 
 

注記:シリコン チューブが廃液容器内の液面に触れてないことを確認します。 
 

 

5. 上部のユニットのドレイン アウトレット付近に水を注ぎ、水が廃液容器に向かって
流れることを確認します。 

 

保管と取り扱い 

カラム 

3 日以上分析しない場合に、使用済みの移動相をカラムに残すと、カラムを劣化させることが
あります。また、カラムが乾燥すると、カラム内に隙間が生じたり、カラム充填剤がひび割れ
たりすることがあります。カラムを保管する場合は、カラム内の液をカラム シーリング液と交
換し、システムから取り外して保管します。 

• カラムについては取扱説明書を参照してください。 
 

ポンプ 

保護プラグは、ポンプが使用されていない間、ポンプ内にゴミや埃が入り込むことを防止します。 

• 長期間ポンプを使用しない場合は、送液ユニットの入口と出口に保護プラグを挿入してくだ

さい。 
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警告! 穿刺の危険性があります。シリンジは注意して取り扱ってください。シリン
ジの先端は非常に鋭利です。 

 
 

表 6-4 プラグ タイプ 
 

プラグ タイプ 手順 

ストップ プラグ 付属のレンチを使用してプラグを取り付け、締め付けます。 

樹脂 プラグの取り外し/取り付けは、手動で行います。 
 

脱気装置 

LC ポンプを長期間使用しない場合は、LC ポンプの電源を OFF にし、以下の手順を実施しま
す。 

1. LC ポンプを使用して、脱気装置の溶媒を全て吸引します。

脱気装置を加圧する方法は使用しないでください。 

  
 
 

 

 

2. インレット チューブを取り外し、シリンジを用いて脱気装置内の溶媒を完全に吸引します。 
 

シリンジで溶媒を吸引する際は、10 mL/min 以下の流量となるようゆっくりと吸引します。
脱気装置を高流量で使用している場合、脱気装置の膜に過度の負荷がかかる可能性があり、
脱気チャンバーの寿命が短縮することがあります。 

3. 緩衝液を使用している場合、HPLC グレードの水で脱気装置を洗浄し、水を 2-プロパ
ノールなどの溶媒と入れ替えます。 

 
緩衝液は、使用する溶媒のタイプによっては、脱気装置内部 (または膜) に塩析出物、藻類、
微生物を発生させる可能性があります。 

 
 

注記: 装置を再度使用する前に、シリンジを用いて、溶液 (2-プロパノールまたは同様の溶
媒) を完全に取り除きます。 

 
 

 

4. 付属のストップジョイントを用いて、溶媒 IN / OUT ポートに栓をして脱気装置を保管します。 
 

オートサンプラ 

オートサンプラを長期間使用しない場合、ニードル シールの寿命が短くなることを避けるため
にニードルを引き上げておきます。 

 
1. 電源を ON にします。 

2. 初期画面が表示されたら、[Z HOME] 画面が表示されるまで を押します。 
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3. [enter] を押します。 

ニードルは も高い位置に上がり、オートサンプラの中央に移動します。 

4. 電源を OFF にします。 

 

ポンプのメンテナンス 
 

警告! 感電の危険性があります。検査およびメンテナンスの前に、必ず電源を OFF に
し、機器の電源コンセントを外してください。これを怠ると、火災、感電、または誤
作動が生じることがあります。 

 
 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。ハードウエア ユーザー ガイドに指定され
ている交換部品のみを使用してください。他の部品を使用すると、機器の損傷や誤作動
を生じさせることがあります。 

 
 

 

フロント カバーを取り外す 

配管にアクセスするには、フロントカバーを取り外す必要があります。 
 

1. 図 6-18 に示された位置でカバーを押し、手を離し、フロントカバーを開きます。 
 

図 6-18 ポンプカバーを開く 
 

 

2. カバーを持ち上げて取り外します。 
 

120°まで開くとフロントカバーを取り外すことが出来ます。 
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図 6-19 カバーを持ち上げる 
 

 
 

液漏れトレーを清掃する 

液漏れセンサーを保護し、漏れた液をセンサーとドレイン アウトレットに導くために、液漏れ
トレーに保護板を取り付けます。液漏れトレーを完全に拭き取ります。 

 
 

注記: 緩衝液を移動相として用いる場合、液が蒸発した場合液漏れトレー上に結晶が発生する
ことがあります。以下の手順で液漏れトレーを清掃します。 

 
 

 

 
 

1. 保護板を回転させ、液漏れトレーと液漏れセンサーが目視できるようにします。 

必要な材料 

• 水 

• 布 
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図 6-20 保護板 
 

 
 

項目 説明 

1 保護板 
 

 

注意: システムを損傷する可能性があります。液漏れセンサーをねじったり、

引っ張ったりしないで下さい。 
 

 

 

2. 水を湿らせた布で、液漏れセンサー周辺と液漏れトレー上に漏れた液を完全に拭き取ります。 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。保護板が回転させて元の位置に戻しているこ
とを確認します。元の位置に無い場合、液漏れセンサーは液漏れを検出できないことがあ
ります。 

 
 

 

3. 保護板を回して元の位置に戻します。 

 

脱気装置のメンテナンス 
 

警告! 感電の危険性があります。検査およびメンテナンスの前に、必ず電源を OFF に
し、機器の電源コンセントを外してください。これを怠ると、火災、感電、または誤
作動が生じることがあります。 

 
 

 

検査とメンテナンスの準備をする 
 

1. 流路内の移動相を HPLC グレードの水と入れ替えます。 
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2. フロントパネルとメインカバーの汚れを拭き取ります。 
 

フロント パネルの取り付けと取り外し 
 

1. リザーバまたは LC ポンプのチューブを脱気装置に取り付けるには、図 6-21 に示されている
ようにフロントパネルを取り外します。 
図 6-21 を参照してください。 

 

図 6-21 フロント パネル 
 

 

2. チューブを接続後、フロントパネルを元通り取り付け、チューブコネクタを保護し固定しま
す。フロントパネルの左側の 2 個の突起部をユニットのくぼみ部分にはめ込みます。 

 

オートサンプラのメンテナンス 
 

警告! 感電の危険性があります。検査およびメンテナンスの前に、必ず電源を OFF に
し、機器の電源コンセントを外してください。これを怠ると、火災、感電、または誤
作動が生じることがあります。 
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注意: システムを損傷する可能性があります。フロントパネルでオートサンプラを持ち上げない

で下さい。 
 

 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。ハードウエア ユーザー ガイドに指定され
ている交換部品のみを使用してください。他の部品を使用すると、機器の損傷や誤作動
を生じさせることがあります。 

 
 

 

パネル F を取り外す 
 

 
 

 

 

1. 初期画面が表示されたら、  を押して [Z HOME] 画面を表示させます。 

2. [enter] を押します。 

ニードルは も高い位置に上がり、オートサンプラの中央に移動します。 

3. オートサンプラを OFF にします。 

4. 主電源ケーブルを主電源から外します。 

5. ドアを開き、サンプルラックを取り外します。 

6. ねじ (5 本) を緩め、パネル F を少し右側にずらしたあと、パネル F を前に引き出して取り
外します。 

警告! 圧砕の危険性があります。ドアを開くときに指を挟まないように注意してくださ

い。 
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図 6-22 パネルの取り外し 
 

 
 

ニードルを交換する 
 

事前の手順 

• P.137 「パネル F の取り外し」 

必要な材料 

• ニードル 

 

 
 

 

 

1. 3 個の取付用ねじを緩め、Z マウントのカバーを前方へ引き出して取り外します。 

2. ニードルのオス ナットをレンチで取り外します。 

警告! 穿刺の危険性があります。シリンジは注意して取り扱ってください。シリンジの
先端は非常に鋭利です。 
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図 6-23 オス ナットを取り外す 
 

 
 

 

注意: システムを汚染する可能性があります。ニードルを接続部に完全に挿入し、レンチ
で締め付けます。ニードルが穴に完全に挿入されていないと、デッドボリュームができ、
ピークの拡散またはクロスコンタミネーションが生じます。 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

3. オス ナットとフェラルを新しいニードルに取り付け、オス ナットを指で締め、さらにレン
チで 180° 回します。 

4. Z マウントカバーをねじと共に交換します。 

5. パネル F を取り付けます。 

6. モジュールを AC 主電源に接続します。 

7. モジュールの電源を ON にします。 

8. オートサンプラの右側カバーを開き、ニードルが下がってインジェクション ポートに入る
位置を確認します。正しくない場合、ニードル位置を調整します。インジェクション ポー
ト VP 調整機能を使用します。P.211 「オートサンプラ VP 機能」を参照してください。 

 
 

注記: メンテナンス後に元のニードルを取り付けて汚染が増えた場合は、ニードルを新しい
ものに交換してください。 

 
 

警告! 有毒化学物質放出の危険性があります。ナットを充分締め付けます。締め
付けが緩いと漏れが生じることがあります。 

警告! 有毒化学物質放出の危険性があります。正しいフェラルを使用しているこ
とを確認します (新しいニードルに付属)。間違ったフェラルを使用すると漏れの
原因となることがあります。 
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サンプル ループを交換する 
 

事前の手順 

• P.137 「パネル F の取り外し」 

必要な材料 

• サンプル ループ 

 

1. サンプル ループを固定している高圧バルブのポート 1 のオス ナットを緩め、サンプル ルー

プを取り外します。 

2. 3 個のねじを Z マウントカバーから取り外し、カバーを取り外します。 

3. レンチを使用し、サンプル ループの一方の末端のオス ナットと、もう一方の末端のニードル

を取り外します。 

4. オートサンプラ内のプラスチック カバーの前面上部の裏側にある 2 個のフックからサンプ
ル ループを取り外します。 

5. オートサンプラ内部の左側のフックからサンプル ループを取り外します。 

6. サンプル ループを、Z マウントの背面にある四角の穴のフックから取り外します。 
 

図 6-24 サンプル ループを Z マウントから取り外す 
 

 

7. 新しいサンプル ループを、Z マウントの背面にある四角の穴を通し、Z マウントの右側にあ
る位置決めフックに挿入します。 
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8 
図 6-25 四角型フック 

 

 
 

9. オス ナットとフェラルをサンプル ループに取り付け、レンチを使ってニードル側のジョイ
ントに固定します。 

10. サンプル ループバンドで位置決めした部分をオートサンプラ内部の左側背面にあるフック
に取り付けた後、サンプル ループを、中央と前面のフックに順に固定します。 

 

図 6-26 サンプル ループ バンドの固定位置 
 

 

11. オートサンプラ内のプラスチック カバーの前面上部の裏側にある 2 個のフックにサンプル 
ループを取り付けます。 

12. オス ナットとフェラルを使用してサンプル ループを高圧バルブのポート 1 に固定します。 

13. 図 6-27 のようにサンプル ループがポート 1 に取り付けられているように配管を調整しま
す。高圧バルブの右側に沿ってチューブを下側に曲げ、樹脂カバーの右側に沿って配管し
ます。 
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図 6-27 高圧バルブに沿って配管したチューブ 
 

 

14. Z マウントカバーを交換し、ねじを締め付けます。 

15. パネル F を取り付け、フロント ドアを閉じます。 

16. 電源ケーブルを主電源に接続し、電源を ON にします。 

17. 初期化中に、オートサンプラの上部右側にあるパネルを開き、サンプル ループと他の部品
の間で干渉がないことを確認します。特に、サンプル ループと他の部品、例えば、高圧バ
ルブのポート 1 と Z マウントの底等の間で干渉がないことを確認します。 

18. オプションのサンプル ループ部品を取り付ける場合、 大注入量を対応する数値に変更し
ます。初期設定値は 50 µL です。P.211 「オートサンプラ VP 機能」を参照してください。
標準の 50 µL のサンプル ループ部品を取り付ける場合、 大注入量を 50 µL にリセットし
ます。 

 
 

注意: 結果が不正確になる場合があります。50 μL サンプル ループ部品を用いる場合、サ
ンプル スピードを 5 mL/sec 以下に設定します。スピードが速い場合、注入量が不正確に
なるか、または再現性がなくなることがあります。 

 
 

 

洗浄ポート キャップを交換する 
 

事前の手順 

• P.137 「パネル F の取り外し」 

必要な材料 

• 洗浄ポート キャップ 

 

1. 洗浄ポート カバーを洗浄ポートから取り外します。 
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2. 洗浄ポート カバーの 2 つのキャップを取り外します。 
 

図 6-28 洗浄ポートキャップの取り外し 
 

 
 

 

注意: システムを損傷する可能性があります。キャップがしっかり取り付けられていること
を確認します。緩んでいる場合、Z マウントに接触することがあります。 

 
 

 

3. 洗浄ポート カバーに新しいキャップを取り付けます。 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。カバーがしっかり取り付けられていることを
確認します。緩んでいる場合、Z マウントに接触することがあります。 

 
 

 

4. 洗浄ポート カバーを取り付けます。 

5. Z マウントを手動で慎重に動かし、洗浄ポートキャップに接触していないことを確認し
ます。1 mm ( 小) の隙間を残します。 
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図 6-29 隙間 
 

 

6. パネル F を取り付けます。 

7. 主電源ケーブルを主電源コンセントに接続します。 

8. オートサンプラの電源を ON にします。 

9. [rinse]を押し、洗浄が問題なく完了する事を確認します。 
 

洗浄ポートと洗浄ポート カバーを清掃する 

洗浄ポートのスロープで漏れが発生するか、または洗浄ポート スロープが汚れた場合、この手

順に従ってください。 

1. ドレインチューブの末端が廃液中に沈んでいないことを確認する 

 
 

ヒント! ドレインチューブの先端が液体内に沈むことを防ぐため、ドレイン チューブ クラ

ンプを用います。 
 

 

 

2. 洗浄ポート カバーを取り外します。 

3. 洗浄ポート カバー、洗浄ポート スロープ、または他の汚れた部分を、水に浸した軟らかい
布または紙を用いて清掃します。 
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図 6-30 洗浄ポート 
 

 
 

項目 説明 

1 洗浄ポート カバー 

2 洗浄ポート スロープ 

4. 洗浄ポート キャップを交換します。P.142 「洗浄ポート キャップを交換する」を参照してく

ださい。 
 

流路を洗浄する 

ニードルとサンプル ループを洗浄する 

ニードル内またはサンプル ループ内で詰まりが発生した場合、またはニードル表面に汚れがあ
る場合、移動相を用いてニードルの内側と外側を洗浄します。 

 
1. [CE] を押して、初期画面に戻ります。 

2. [MAINTENANCE] 画面が表示されるまで、[VP] ボタンを繰り返し押します。 

3. [NDLE FLUSH] (ニードル洗浄) 画面が表示されるまで、[func] ボタンを繰り返し押します。 

4. ポンプ上の[pump]ボタンを押します。 

5. 2 mL/min で 5 分間ポンプを作動させ、その後停止します。 

6. [enter] を押します。 

「NDLE is moving」のメッセージが表示され、ニードルは洗浄ポートに移動し、高圧バルブ
は「INJ」に切り変わります。LC ポンプとニードルが接続されます。 

7. LC ポンプで移動相を流し、ニードル内の詰まりまたは汚れを洗い流します。 

 
 

注記: 詰まりまたは汚れを取り除くことが出来ない場合は、ニードルを交換します。 
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8. ニードルの内側の洗浄が完了したら、[pump] を押してポンプを停止します。 

9. [enter] を押します。 

ニードルはインジェクション ポートに戻ります。 

10. [CE] を押して、初期画面に戻ります。 

流路を逆洗浄する 

オートサンプラ内側の流路に詰まりが見られた場合、入口側のチューブと出口側の チューブを
逆に接続して液を流し、詰まりを取り除くことができることがあります。 

 
1. 入口側のチューブと出口側の チューブの接続を外します。 

2. 高圧バルブのポート 6 に、カラムに元々接続された出口側の チューブの末端を接続します。 
 

図 6-31 チューブの接続 
 

 
出口側の チューブのもう一方の側 (元々高圧バルブに接続されていた側) から移動相が流れ
ます。移動相をビーカーまたは同様の容器に回収します。 

3. 2-プロパノールを 2 mL/min から 5 mL/min で LC ポンプからオートサンプラに送液します。 

4. 配管を元の状態に戻します。 
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アウトレットチューブを交換する 
 

警告! 有毒化学物質放出の危険性があります。同じ場所でチューブを繰り返し折り曲げ
ないように注意してください。破裂やひび割れの原因となることがあり、移動相の漏れ
につながることがあります。 

 
 

詰まったアウトレット チューブを交換する前に、P.146  「流路を逆洗浄する」の手順を完了し
ます。詰まりが続く場合、アウトレット チューブを交換します。 

 
 

注記: カラムタイプまたは製造会社によって、接続ポートの形状が異なることがあります。 
接続ポートの形状の違いにより、クロスコンタミネーションが生じる、またはピークが影響を

受ける場合、アウトレット チューブを交換するか、あるいは付属品に含まれるカラム接続用

アタッチメントを使用してください。 
保持時間が 0.6 分以下のピークで、カラムの理論段数は約 5%低下します。 

 
 

 
事前の手順 

• P.137 「パネル F の取り外し」 

必要な材料 

• SUS チューブ (内径 0.1 mm × 600 mm) 

• 内径 0.1 mm × 600 mm (標準) 

• 内径 0.17 mm × 1000 mm (オプション装備) 

• プレヒート ブロック。 

 

1. アウトレット チューブをカラムから外します。 

2. カラム オーブンを右に動かし、オートサンプラとカラム オーブンの間に隙間を作ります。 

3. 高圧バルブのポート 5 でオス ナットを緩めて、その後、アウトレット チューブを取り外しま

す。 
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図 6-32 オス ナットとアウトレット チューブ 
 

 
 

項目 説明 

1 アウトレット チューブ 

2 ポート 5 のオス ナット 

4. ドライバーを使用して、プレヒート ブロックをカラム オーブンから取り外します。 

5. 図 6-33 の、詰まったアウトレット チューブの丸い形状の箇所を伸ばします。 
 

図 6-33 アウトレット チューブを伸ばす 
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図 6-34 ExionLC AD カラム オーブン用のアウトレット チューブ 
 

 

6. アウトレット チューブの曲がった末端 (識別用タグの付いた末端) をオートサンプラのサイ
ド パネルにある丸い穴に挿入します。 

 

図 6-35 挿入したアウトレット チューブ 
 

 
 

項目 説明 

1 アウトレット チューブ 

2 オートサンプラのサイド パネルの穴 

3 識別用タグ 
 

 

注意: システムを損傷する可能性があります。識別用タグをカラム オーブン内に残さない
で下さい。高温のため、タグが溶けることがあります。 

 
 

 

7. アウトレット チューブをカラム オーブンの左側パネルにある丸い穴に挿入します。 
 

チューブを適切に取り付けるため、必要に応じて ID 識別用タグを取り付けます。チューブ
を取り付けた後、タグを元の位置に戻します。 
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図 6-36 アウトレット チューブのカラム オーブンへの取り回し 
 

 
 

項目 説明 

1 アウトレット チューブ 

2 カラム オーブンのサイド パネルにある丸い穴 

3 識別用タグ 

8. ステンレス製オス ナットとフェラルの UHPLC 取り付け具をチューブに取り付け、チューブ
を高圧バルブのポート 5 に接続します。プラスチック カバーの「+」型のスリットの上側を
経由してチューブを通します。 

 

図 6-37 正しく配管されたチューブ 
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項目 説明 

1 アウトレット チューブ 

2 ポート 5 のオス ナット 

3 + 型スリット 

4 スリットの上面を通してチューブを配管します。 

5 プラスチック カバー 
 

9. プレヒート ブロックをカラム オーブン内に取り付けます。 

10. (オプション装備) カラム接続用アタッチメントを使用している場合: 

a. アウトレット チューブの末端に、ステンレス製フェラルとオス ナットを取り付け、そ
れをカプラーを用いてカラム接続用アタッチメントに接続します。 

b. オートサンプラの側面にある + 型のスリット状切り込みを通してチューブを配線し、
カラム接続用アタッチメントのもう一方の末端、またはアウトレット チューブをカラ
ムに接続します。 

11. パネル F を取り付けます。 

 
 

注記: 
• 直径が小さくなる末端部でチューブが破損する可能性があります。チューブを 45° を超

えて曲げないように注意してください。 
 

図 6-38 チューブの破損ポイント 
 

 

• SUS チューブを曲げる場合、曲げ半径 (曲率半径) が小さすぎると、チューブの内径を
変形させ、チューブの詰まりや圧の増加の原因となる可能性があります。チューブを過
度に曲げないで下さい。例えば、ペンチや類似した工具でつまみ、急な角度で曲げるよ
うな行為です。さらに、同じ位置で繰り返し曲げ伸ばしするのは止めて下さい。これに
より、チューブの強度が低下し、破損する原因となることがあります。 

 
 

 

結露を除去する 

室温より低い温度のサンプルクーラーでオートサンプラを使用する場合、目で見える水滴がサ
ンプルラックとラック冷却プレートの間に生じることがあります。以下の手順に従って結露を
除去します。 

 
1. 初期画面が表示されたら、[Z HOME] 画面が表示されるまで  を押し続けます。 
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2. [enter] を押します。 

ニードルは も高い位置に上がり、オートサンプラの中央に移動します。 

3. サンプルラックを取り外します。 

4. パネル F を取り外します。 

 

 
 

 

 

5. 軟らかい布または紙でラック冷却プレートの水滴を拭き取ります。 

6. パネル F を取り付けます。 

7. サンプルラックを取り付けます。 

8. [enter] を押します。 

ニードルはインジェクション ポートに戻ります。 
 

カウンターをリセットする 
 

1. オートサンプラの電源を ON にします。 

2. 初期画面から、[VP] を 2 回押します。 

[Maintenance Information Group] 画面が表示されます。 

3. 適切な構成要素が表示されるまで [func] を押し続けます。 

使用頻度と交換警告値が表示されます。 

4. [0] と [enter] を押し、カウンターを 「0」 にリセットします。 

5. [enter] を押して初期画面に戻ります。 
 

高圧バルブを清掃する 

内径 0.1 mm のチューブは、高圧バルブから発生する摩耗粉で詰まる可能性があります。
チューブが詰まった場合、以下の手順に従って下さい。 

1. 高圧バルブのポート 5 からチューブ (アウトレット チューブ) を外し、上流側の流路に詰ま
りがないことを確認します。 

2. 流れを逆にして詰まりを取り除くことにより、アウトレット チューブを清掃します。詰ま
りを除去できない場合はチューブを交換します。 

 
警告! 穿刺の危険性があります。ニードルを触らないで下さい。ニードルは鋭利です
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カラム オーブンのメンテナンス 
 

警告! 感電の危険性があります。検査およびメンテナンスの前に、必ず電源を OFF に
し、機器の電源コンセントを外してください。これを怠ると、火災、感電、または誤
作動が生じることがあります。 

 
 

 

警告! 表面が高温になる危険性があります。高温警告灯が点滅している場合は、カラム 
オーブンのドアを開かないでください。カラム オーブンの内部温度は 60°C 以上です。 

 
 

 
 

注意: システムを損傷する可能性があります。ハードウエア ユーザー ガイドに指定され
ている交換部品のみを使用してください。他の部品を使用すると、機器の損傷や誤作動
を生じさせることがあります。 

 
 

 

カラム オーブン内の液漏れを清掃する 
 

警告! 火災および有毒化学物質放出の危険性があります。溶媒の漏れに対処する
前に、裸火や他の火災源が近くになく、屋内が適切に換気されていることを確
認します。液漏れから生じる蒸気は、火に曝されると発火する可能性があり、
換気が不十分な場合、中毒の原因となることがあります。 

 
 

 

 
 

 

 
1. ドアを開きます。「ドアを開く」を参照してください。 

2. 液漏れの箇所を見つけます。 

3. 漏れた液を拭き取ります。 

4. 左側のドアを閉じ、右側のドアを開けたまま 5 分間ファンを回します。 

5. 右側のドアを閉じ、オーブンボタンを押して温度調整を開始します。 
 

「ERR LEAK DETECT」のメッセージが表示されていない場合、操作を再開することができ
ます。表示されている場合、[CE] を押してエラー メッセージを消去し、ステップ  1 からス
テップ  4 を繰り返します。 

 
警告! 圧砕の危険性があります。ドアを開くときに指を挟まないように注意してくださ

い。 
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プレヒート チューブを交換する 
 

 
 

 

 

1. ドアを開きます。「ドアを開く」を参照してください。 

2. オーブンからカラムを取り外します。 

3. オートサンプラの位置のインジェクション バルブからプレヒート チューブを取り外します。 
 

図 6-39 オス ナットとアウトレット チューブ 
 

 
 

項目 説明 

1 アウトレット チューブ 

2 ポート 5 のオス ナット 

4. カラム オーブンのプレヒート ブロックから詰まったプレヒート ブロックを取り外します。 

警告! 圧砕の危険性があります。ドアを開くときに指を挟まないように注意してくださ

い。 
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図 6-40 プレヒート ブロックを取り外す 
 

 

5. カラム オーブンのヒートブロックに新しいプレヒート ブロックを取り付けます。 

6. フェラルとプレヒート ブロックに付属するオス ナットを使用して、オートサンプラでイン
ジェクション バルブにプレヒート チューブを接続します。 
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トラブルシューティング 第 7 章 

本セクションの「処置」によって問題が解決しない場合、または、本セクションのテーブルに
症状が含まれていない場合は SCIEX の担当者にお問い合わせください。 

構成上の問題 
 

症状 可能性のある原因 処置 

接続したモジュールにリン
クを作成できない。 

• モジュールが適切に接
続されていない。 

• モジュールが適切に構成
されていない。 

• モジュールがローカルモー

ドになっている。 

1. 光ケーブルコネクタ上に汚
れがないこと、コネクタ内
部に異物がないことを確認
します。 

2. 光ケーブルがきちんと挿入
されていることを確認しま
す。 

3. モジュールと、システム
コントローラの光コネク
タのリンクアドレスが同
じことを確認します。 

4. モジュールがローカルモー
ドになっていないことを確
認します。 

ハードウェア構成に表示され
る接続済みコンポーネント構
成とモジュール情報の間に食
い違いがある。 
接続済みコンポーネントが
制御できない。 

モジュールが正しく構成
されていない。 

[Hardware Configuration] の 
[Unit Configuration] の設定
で [Auto] が選択されているこ
とを確認します。 

コンポーネント名とバー
ジョン番号が示されてい
ない。 

コンポーネントによっては、
電源を ON にしてから初期化
を完了するまでの間はコン
ポーネント名とバージョン番
号が表示されないことがあり
ます。 

該当無し 
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分析と制御上の問題 
 

症状 可能性のある原因 処置 

予定された終了時間
が、実際の分析に必
要な時間と異なる。 

終了予定時間は、シーケンス
テーブル上の各行を実行する
と再計算されます。2 つ以上
の分析 (または注入) プロセス
を含む行が並ぶと、1 つ目の
分析に要する時間だけが計算
されるため、以下のケースで
は、終了予定時間の計算が不
正確になります。 
• チェンジャによりラック

が頻繁に交換される。 

• 非常に短い時間の分析
が繰り返し実行され
る。 

• オーブンの温度が分析毎に
変更され、「WaitCTO」
が表示される。 

該当無し 

「A P.MAX error」
が、オートパージ中
に発生する。 

P-PMAX の値が低すぎる。 LC ポンプの圧力 大値が適切 (低すぎ
ない) であることを確認します。 

システムコントロー
ラの背面にある外部
入出力端子が適切に
作動していない。 
 
分析開始時に、検出

器の自動ゼロ設定が

機能していない。 

ハードウェア構成が正し
くない。 

ハードウェア構成を点検し、修正しま

す。 

システムで「P.Max 
error」 (圧力 大値エ
ラー) が発生する。 

P.Max 値が正しくない。 コントローラの P.Max 値が適切なこと
を確認します。 
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ポンプの問題 
 

症状 可能性のある原因 処置 

電源を ON にしても、電源
が入らない。 

• 電源プラグが接続されてい

ない。 

• 電源コードの内部電線が断
線している。 

• 供給電源が本モジュールの
仕様を満たしていない。 

• ヒューズが切れている。 

• プラグを正しくつなぎま

す。 

• 同じタイプの新しいコー
ドと交換します。 

• 本モジュールの仕様を満
たす電源を使用します。 

• ヒューズを交換します。 

キーによる操作ができない。  が押されていない。 を押します。 

移動相が送液されて
いない。(ポンプが作
動しない) 

• システムが初期化されてい

ない。 

• 流量が 0 に設定されてい

る。 

• エラー メッセージ 
(P.MAX、P.MIN など) が
表示されている。 

• ハードウェアプロファ
イルを無効化して作動
させます。 

• 適切な流量を設定します： 

1. 流量を 0 以外に設定しま

す。 

2. Analyst® ソフトウエア
の LC メソッドのパラ
メーターを確認しま
す。 

• [CE] を押してメッセージ
を消去し、エラーの修正
処置を行います。 
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症状 可能性のある原因 処置 

ポンプが作動しているが移動
相が送られない。 

• ポンプ ヘッド内で気泡が
発生している。 

• サクションフィルタとポン
プ インレットを通過する際
に気泡が発生する。 

• チェックバルブが適切に
機能していない。 

• 気泡を取り除きます。 

1. [purge] を押し、気泡
をパージします。 

2. 使い捨てシリンジを、
ドレインチューブ出口
側に挿入し、気泡を吸
い出します。 

• フィルタブッシングがしっ
かりと取り付けられている
ことを確認します。 

• インレットチェックバル
ブから、2-プロパノールま
たは同様の溶媒を注入し
ます。 

1. インレットチェックバ
ルブから PTFE チュー
ブの接続を外します。
付属のストップジョイ
ント D を、取り外した 
PTFE チューブに取り付
けます。 

2. 付属のシリンジチュー
ブ D をインレット
チェックバルブに接続
し、溶媒を注入しま
す。 
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症状 可能性のある原因 処置 

送液が不安定で、ポンプ
による脈動が大きい。 

• ポンプ ヘッド内で気泡が
発生している。 

• 以前の移動相がポンプ 
ヘッドの内側にまだ残っ
ている。 

• フィルタ チューブ内で気泡
が発生している。 

• ポンプ ヘッドの気泡を取り
除きます。 

1. [purge] を押し、気泡
をパージします。 

2. 使い捨てシリンジを、
ドレインチューブ出口
側に挿入し、気泡を吸
い出します。 

• [purge] を押して、古い
移動相をパージします。 

• フィルタ チューブの気泡を
取り除きます。 

1. [purge] を押して、古い
移動相をパージしま
す。 

2. 気泡を押し出すため
にサクションフィル
タを振動させます。 

3. フィルタに詰まりがな
いか点検するため、サ
クションフィルタの
フィルター部を取り外
し、圧力の波形を記録
します。フィルタ部を
取り外したときに、圧
力の波形が理想的にな
れば、フィルタが詰
まっています。超音波
槽で清掃するか、交換
します。 

4. 移動相を脱気します。 
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症状 可能性のある原因 処置 
送液が不安定で、ポンプ
による脈動が大きい (脈動
が継続する) 

• チェックバルブが汚れてい
る。 

• 流路の接続部から液漏れ
がある。 

• ポンプ ヘッドとヘッド ホ
ルダの間の隙間または洗
浄用流路から液漏れがあ
る。 

• 流路が (部分的に) 詰まって
いる。 

• プランジャー シール
が急速に摩耗した。 

• チェックバルブを清掃しま
す。 
1. インレットチェックバ

ルブから、2-プロパ
ノールまたは同様の溶
媒を注入します。 
a. インレットチェッ

クバルブから PTFE
チューブの接続を
外します。付属の
ストップジョイン
ト D を、取り外し
た PTFE チューブ
に取り付けます。 

b. 付属のシリンジ
チューブ D をイン
レットチェックバル
ブに接続し、溶媒を
注入します。 

2. 2-プロパノールを約 
 0.20 mL/min の低流量で
送液し、チェックバルブ
を洗浄します。 

3.これで問題が解決しない
場合、FSE に連絡し
て、超音波槽で清掃す
るか、交換します。 

• 液漏れを修理します。 
1. オス ナットを締め付け

ます。 
2. ナットとフェラルを交換

します。 
• FSE に連絡し、プラン

ジャー シールまたはプ
ランジャーを交換しま
す。 

• 詰まった部分を清掃または
交換します。 
1. ライン フィルタを超音

波槽で清掃するか、交
換します。 

2. 詰まった部分を特定し
て交換します。 

• FSE に連絡し、プラン
ジャーを交換します。 
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症状 可能性のある原因 処置 

流量が設定値を下回る。 • サクションフィルタが詰っ

ています。 

• チェックバルブが適切に
機能していない。 

• フィルタに詰まりがないか
点検するため、サクション
フィルタのフィルタ部を取
り外し、圧力の波形を記録
します。フィルタ部を取り
外したときに、圧力の波形
が理想的になれば、フィル
タが詰まっています。超音
波槽で清掃するか、交換し
ます。 

• 2-プロパノールを約 0.2 mL 
/min で送液し、チェックバ
ルブを洗浄します。 

• これで問題が解決しない場
合、FSE に連絡して、超音
波槽で清掃するか、交換し
ます。 

保持時間が再現されない。 チェックバルブが適切に
機能していない。 

1. 2-プロパノールを約 0.2 mL 
/ 分 の 低 速 で 送 液 し 、
チェックバルブを洗浄しま
す。 

2. これで問題が解決しない場
合、FSE に連絡して、超音
波槽で清掃するか、交換し
ます。 

高圧グラジエントシステム
で、2 つのポンプ ユニットが
異なる圧力を示す。 大で 
2.0 MPa または 5% の差は正
常です。 

• ポンプ ユニットの 1 台に
ライン フィルタの詰まりが
ある。 

• ポンプ ユニットの 2 台
の流路の接続部に詰まり
がある。 

• ライン フィルタを超音
波槽で清掃するか、交
換します。 

• 詰まっている経路を特定
して交換します。 

圧力が上がらない。 • ドレイン バルブが開いてい

る。 

• 流路の接続部から液漏れ
がある。 

• ドレイン バルブを閉じま

す。 

• 以下の手順で漏れを修理し

ます。 

1. オス ナットを締め付け

ます。 

2. ナットとフェラルを交換

します。 
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症状 可能性のある原因 処置 

圧力が上がりすぎる。カラム
を取り外して検査する。 

• ライン フィルタが詰まって

いる。 

• 流路が詰まっている。 

• チューブの内径が小さす
ぎる。 

• ライン フィルタを超音波
槽で清掃するか、交換しま
す。 

• 詰まった部品を特定し、交
換します。 

• 適切な内径のチューブを使
用します。 

ゴースト ピークが現れる。
ベースラインのドリフトが生
じる。 

流路、ライン フィルタ、また
はサクションフィルタが汚れ
る。 

以下の手順で流路またはフィ
ルタを洗浄します。 
1. 17% リン酸液で流路内に

17% リン酸液を 1 mL / min 
で 30 分間送液します (ポン

プ圧： 1 MPa から 5 MPa) 

2. HPLC グレードの水を、5 
mL/min で 30 分間流路を送
液します (ポンプ圧： 1 
MPa～5 MPa) 

 

自動洗浄キットの問題 
 

症状 可能性のある原因 処置 

洗浄液の容積が送液
中に増加する。 

プランジャー シールから液漏

れする。 
1. 洗浄キットを取り外します。 

2. プランジャー シールの左右どちらか
ら液漏れしているか判断します。 

3. FSE に連絡し、プランジャー シール

を交換します。 

洗浄液の容積が送液
中に低下する。 

ダイアフラムから液漏れす

る。 
1. ヘッドホルダの底面を点検して液

漏れがないか確認します。 

2. FSE に連絡し、ダイアフラムを交換

します。 
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脱気装置の問題 
 

症状 可能性のある原因 処置 

脱気装置の OUT ポー
トから気泡が排出さ
れる。 

• 溶媒の IN / OUT ポート
ジョイントが緩み、空気
が吸引されている。 

• インレット部のサクション
フィルタが詰まり、流路の
抵抗が増加している。 

• 吸引チューブが曲がって
おり、流路の抵抗が増加
している。 

• 移動相のボトル内の溶媒量
が少ないために空気が吸引
される。 

• 溶媒の正しく交換していな
いため、異種または適合性
のない複数の溶媒が流路内
で混合され、結果的に気泡
を生じている。 

• 接続部をしっかりと締め付ける。接
続部が破損している場合は、FSE に
連絡し、新品部品と交換します。 

• サクションフィルタを清掃または交

換します。 

• チューブの曲がった部分を切断する
か、新しいものと交換します。 

• サクションフィルタが液中に完全に
沈むまで移動相を加えます。 

• 溶媒を交換します。特に、溶解しに
くい溶媒と交換する場合は、 初
に、両溶媒と溶解する溶媒で流路を
完全に洗い流し、その後、目的の溶
媒に交換します。 

溶媒が流れない。 • LC ポンプが溶媒を適切
に送っていない。 

• 溶媒の送液系 (脱気ユニッ
トおよび LC ポンプを含
む) が汚れているか、詰
まっている。 

• 間違ったチューブが使用
されている、または正し
く接続されていない。 

• LC ポンプを点検します。 

• 緩衝液を交換する場合は特に、溶媒
の溶解度により、塩の析出物が生じ
ることがあります。適切な溶媒で経
路を清掃します。 

• チューブが流路に正しく接続して
いることを確認します。 
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症状 可能性のある原因 処置 

電気が供給されてい
ない。LED が点灯し
ていない。 

電源ケーブルの接続が緩す
ぎて電気が供給されていな
い。 

しっかりと接続します。 

赤のエラーランプが

点灯する。 
真空ポンプの排気能力が、溶
媒蒸気の結露によって低下し
ている。排気ポートから液体
が滴下することがある。 

真空ポンプの排気能力が、真空経路中
の溶媒蒸気の結露によって一時的に不
安定になることがあります。脱気装置
を参照してください。脱気装置から液
を排出し、ストップジョイントを取り
外し、脱気装置の電源を ON にし、2～
3 時間、脱気装置を空運転します。空
運転中に、[Error] ランプが点灯し、脱
気ユニットが停止した場合、LC ポンプ
を切り、元に戻し、脱気装置を再ス
タートします。再スタートを何度も繰
り返した後でも、[Error] ランプが点灯
するか、液体が連続的に流出する場
合、脱気装置が破損していることがあ
ります。FSE に連絡してください。 



ExionLC™ AD システム
164 / 221 

ハードウエア ユーザー ガイド
RUO-IDV-05-1841-A

トラブルシューティング 
 

 

 

オートサンプラの問題 
 

症状 可能性のある原因 処置 

電源ボタンを押しても電源
が ON にならない。 

• 電源プラグが接続されてい

ない。 

• 電源コードの内部電線が断
線している。 

• 電源が本モジュールの仕様
を満たしていない。 

• ヒューズが切れている。 

• プラグを主電源に接続し
ます。 

• 電源ケーブルを同じタイ
プの新しいコードと交換
します。 

• 本モジュールの仕様を満た
す電源を使用します。 

• ヒューズを交換します。 

ピークが現れない。 • 移動相が流れていない。 

• バイアルに、十分な量の試
料が入っていない。 

• LC メソッドが正しくな

い。 

• 試料経路のインジェクショ
ン流路が詰っている。 

• カラムが劣化している。 

• ポンプが正常に機能してい
るか判定します。必要に応
じて修正処置を実施しま
す。 

• バイアルにさらにサンプル

を追加します。 

• LC メソッドの内容を確
認します。 

• 流路を点検して詰まりが無
いか確認し、詰まりが見つ
かった場合は配管を交換し
ます。 

• 既知の分析条件下でカラム
性能を確認します。カラム
が劣化している場合、カラ
ムを交換します。 
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症状 可能性のある原因 処置 

ピークの保持時間が変動す

る。 
• ポンプの送液速度が不安

定。 

• カラム温度が変動してい
る。 

• カラムが劣化している。 

• 移動相の組成にばらつきが
ある。 

• 室温が変動している。 

• ニードルまたは配管に詰ま
りがある。 

• ニードルの内部洗浄に用い
る洗浄液が、ニードルまた
はサンプル ループ等の高圧
流路内に留まっている。 

• ポンプが正常に機能してい
るか判定します。必要に応
じて処置を実施します。 

• カラム オーブンを使用しま

す。 

• 既知の分析条件下でカラム
性能を確認します。カラム
が劣化している場合、カラ
ムを交換します。 

• 移動相を交換し、新しい移
動相の組成を確認します。 

• 温度変動が 小限の部屋に
オートサンプラを設置しま
す。 

• 流れの方向を逆にして清
掃します。問題が続く場
合、ニードルまたは配管
を交換します。 

• 洗浄設定を構成します。 

• 計量用流路をパージす
るために 
[MLPURGEVOL] を 600 
mL 以上に設定し、ニー
ドルの内部洗浄後、計
量用ポンプを使用し
て、移動相 (R0) で流路
を充分パージします。 

• サンプル ループを平衡
にするため、LOOP S. 
TM を作動し、ニードル
の内部洗浄後、ポンプ
による高圧洗浄を用い
て、移動相で流路を
パージします。 
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症状 可能性のある原因 処置 

ピーク形状が異常 (ピークが
ブロードまたはテーリングす
る、等) 。 

• カラム性能が劣化し
ている。 

• ポンプとカラムの間の配
管の接続部が逆になって
いる。 

• 流路の接続部の間にデッド
ボリュームが存在する。 

• 流路から液漏れしている。 

• ニードルまたは配管に詰ま
りがある。 

• ニードルの内部洗浄に用い
る洗浄液が、ニードルまた
はサンプル ループ等の高圧
流路内に留まっている。 

• 既知の分析条件下でカラム
性能を確認します。カラム
が劣化している場合、カラ
ムを交換します。 

• 配管を再構成します。 

• デッドボリュームの原因が
ないか接続部を点検しま
す。デッドボリュームを取
り除くために接続を再構成
します。 

• P.175 「液漏れに対する 対
策」を参照してください。 

• 流路の構成部品を清掃しま

す。 

• 流れの方向を逆にして
流路を清掃します。 

• 移動相 NDLE FLUSH 
でニードルの内側を清
掃します。 

• 問題が続く場合、ニー
ドルまたは配管を交換
します。 

• 洗浄設定を構成します。 

• 計量用流路をパージす
るために 
[MLPURGEVOL] を 600 
mL 以上に設定し、ニー
ドルの内部洗浄後、計
量用ポンプを使用し
て、移動相（R0）で流
路を充分パージする。 

• サンプルループを平衡
にするため、[LOOP S. 
TM]を作動し、ニード
ルの内部洗浄後、 
ポンプによる高圧洗浄
を用いて、移動相で流
路をパージする。 
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症状 可能性のある原因 処置 

ゴースト ピークが現れる。 • 洗浄液がない。 

• 洗浄ポートが汚れている。 

• 移動相の流路に以前の移
動相が残っている。 

• 洗浄流路に以前の洗浄液
が残っている。 

• ニードルの内部洗浄に用い
る洗浄液が、ニードルまた
はサンプル ループ等の高圧
流路内に留まっている。 

• 洗浄液があることを確認し
ます。 

• [RINSE VOL]設定値を増大

させます。 

• 移動相の流路を清掃しま
す。 

• 洗浄液の流路を清掃しま

す。 

• 洗浄設定を構成します。 

• 計量用流路をパージす
るために 
[MLPURGEVOL] を 600 
mL 以上に設定し、ニー
ドルの内部洗浄後、計
量用ポンプを使用し
て、移動相（R0）で流
路を充分パージする。 

• サンプルループを平衡
にするため、[LOOP S. 
TM]を作動し、ニード
ルの内部洗浄後、 
ポンプによる高圧洗浄
を用いて、移動相で流
路をパージする。 
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症状 可能性のある原因 処置 

再現性が低い。 • 流路が充分洗浄されな
い、または洗浄液がな
い。 

• 移動相の組成または流量
が変動する。 

• 流路から液漏れしている。 

• 室温が変動する。 

• カラム性能が劣化し
ている。 

• ニードルシールが摩耗して

いる。 

• 流路を清掃します。 

• 流路をパージまたは洗浄

します。 

• 洗浄液を追加します。 

• [PUMP HEAD 
FLUSH]を作動させ
ます。 

• ポンプと移動相を点検し
ます。 

• P.175 「液漏れに対する 対
策」を参照してください。 

• 温度変動が も少ない部屋
にオートサンプラを設置し
ます。 

• 既知の分析条件下でカラム
性能を確認します。カラム
性能が劣化している場合、
カラムを交換します。 

• FSE に連絡し、ニードル 
シールを交換します。 

ベースラインのドリフトが生

じる。 
• 流路が汚れている。 

• 室温が変動する。 

• 流量が変動する。 

• 流路を完全に清掃します。 

• 温度変動が も少ない部屋
にオートサンプラを設置し
ます。 

• ポンプが正常に機能してい
るか判定します。必要に応
じて処置を実施します。 
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症状 可能性のある原因 処置 

高圧バルブが切り替わる
際、大幅に圧力が変動す
る。 

• 流路が詰まっている。 

• 高圧バルブが詰まっ
ている。 

• 高圧バルブが正しい位置に
回っていない。 

• 流路を清掃します。 

• 逆流で流路を洗浄し
ます。 

• 流路を点検し、詰ま
りが見つかったら
チューブを交換しま
す。 

• FSE に連絡し、高圧バルブ
を分解/清掃します。分解/
清掃でバルブの詰まりがと
れない場合、ローターとス
テーターのシールの交換が
必要なことがあります。 

• 「ERR HPV Home」の
メッセージが表示されま
す。FSE に連絡してくだ
さい。 

カラム インレットの圧力が高

すぎる。 
• カラムが詰まっている。 

• 流路が詰まっている。 

• カラムの圧力を確認しま
す。カラムが詰まっていた
ら、交換します。 

• 流路を清掃します。 

• 逆流で流路を洗浄しま
す。 

• 流路を点検します。詰
まった配管を清掃または
交換します。 
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カラム オーブンの問題 
 

症状 可能性のある原因 処置 

電源を ON にしても、電源
が入らない。 

• 電源プラグが接続されてい
ない。 

• 電源コードの内部電線が切
れている。 

• 供給電源が、本モジュール
の仕様を満たしていない。 

• プラグを主電源に接続し
ます。 

• 同じタイプの新しいコー
ドと交換します。 

• 本モジュールの仕様を満た
す電源を使用します。 

キーによる操作ができない。  が押されていない。 を押します。
[oven] LED が点灯しま
す。 

[ready] LED が点灯しない。 • [oven] LED が ON でない。 

• 右側のドアが開いている。 

• 外気温が低く、設定温度が
高い。 

• カラム オーブンが正しく構
成されていることを確認し
ます。 

• 右側のドアを閉じます。 

• [READY RANGE] を高い値
に設定します。 

温度制御中にオーブン内で
移動相が液漏れした場合
に、エラー メッセージが表
示されない。 

感度の調整が不十分。 FSE に連絡し、液漏れセン
サーの感度を調整します。 

ポンプ圧が高い。 プレヒート ブロックチューブ
が詰まっている。 

プレヒート ブロックを交換し
ます。 

目的 成分の保持時間が、他の
分析系を用いて測定した際の
保持時間と大きく異なってい
る。 

• [H.CompFlow] の値を設定
されていない。 

• 温度校正が正しくない。 

• [H.CompFlow] の値を設定
します。 

• 温度校正を実施し
ます。 

 

流路の詰まりを解決する 
流路で圧力上昇が生じた場合、以下の手順に従います。 

1. カラム インレットからアウトレット チューブを取り外します。圧力が低下した場合は、次の
手順に従います。 

a. カラムを点検、または交換します。 

b. 圧力が高いままの場合、FSE に連絡し、高圧バルブのローターとステーターを点検します。 

2. 高圧バルブから、アウトレット チューブを外します。圧力が低下した場合は、次の手順に従
います。 

a. アウトレット チューブの逆流洗浄を実施します。P.146 「流路を逆洗浄する」を参照して
ください。 
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b. アウトレット チューブを交換します。P.147 「アウトレット チューブを交換する」を参照

してください。 

c. 圧力が高いままの場合、FSE に連絡し、高圧バルブのローターとステーターを点検します。 

3. インジェクション ポートからニードルを取り外します。圧力が低下した場合は、次の手順に

従います。 

a. ニードルを交換します。P.138 「ニードルを交換する」を参照してください。 

b. サンプル ループを交換します。P.140 「サンプル ループを交換する」を参照してください。 

c. FSE に連絡し、ニードル シール、高圧バルブ ローターまたは高圧バルブ ステーターを交

換します。 

4. 高圧バルブからインレット チューブの接続を外します。圧力が低下した場合は、次の手順に

従います。 

a. [HPV ROTATION] 機能で高圧バルブを洗浄します。 

b. FSE に連絡し、ニードル シール、高圧バルブ ローターまたは高圧バルブ ステーターを交

換します。 

5. ミキサーとポンプを点検します。 
 

チューブの詰まりに関する対策 
 

チューブの詰まりの原因 処置 

移動相に含まれる不溶性物

質。 
特に緩衝液を移動相として使用する場合、0.45 µm のメンブ
ランフィルタを採用している市販のストレーナーを用いて、
使用前に緩衝液を濾過します。塩に含まれる不溶性物質が
チューブを詰まらせることがあります。 
濾過は、カラムを保護するためにも重要です。 

必要な資材：メンブランフィルタ ( 0.45 もしくは 0.22 µm) 

サンプル中の不溶性物質 サンプル溶液が濁っている場合や不溶性物質が含まれる場合
は、市販されているディスポーザブルフィルタを使用して分
析前にサンプル溶液を濾過します。移動相に含まれる不溶性
物質の場合と同様に、サンプルに含まれる不溶性物質が
チューブやカラムの詰まりの原因となることがあります。 

必要な資材：ディスポーザブルフィルタ 

環境中の浮遊粒子や粉塵 システムのパネルを開いて作業するときは、汚れたほこりっ
ぽい環境を避けてください。環境中の小さい汚れや埃がイン
ジェクション ポートから入り込み、詰まりの原因となる可能
性があります。通常、分析はシステムのフロントパネルを閉
じた状態で実施するため、この点は問題とはなりません。 
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チューブの詰まりの原因 処置 

インジェクション ポートに取
り付けられたニードル シール
の削り屑 

インジェクション ポートにニードル シールが取り付けられて
います。ニードルが何らかの理由でわずかにでも位置がずれ
た場合、ニードルがニードル シールを削ることがあります。
この結果、ニードル シールの削り屑が発生すると、この削り
屑がチューブを詰まらせることがあります。チューブが詰っ
ている場合は、ニードルを上下するために インジェクション
ポート テスト 機能を切り替えることで、[TEST INJ PORT] 
機能を選択してニードルを上下させることによりインジェク
ション ポート上でニードルの位置ずれを確認することができ
ます。ニードルの位置ずれが観察される場合、インジェク
ション ポートの調整が必要です。 

サンプル バイアルに使用さ
れるセプタムの削り屑 

SCIEX が承認しているセプタムおよびサンプル バイアルを使

用してください。 

サンプル バイアルに使用されるセプタムには、ニードルを詰
まらせる原因となる削り屑が存在することがあります。様々
なのタイプのセプタムがあり、そのタイプによって、セプタ
ム表面のコーティングや材料が異なることがあります。
SCIEX が承認しているセプタムは、連続インジェクションテ
ストと溶媒耐性テストに合格しています。 

通常は、溶媒耐性のある材料 (PTFE 等) を使用した薄膜がセ
プタム表面上にコーティングされていますが、SCIEX が承認
していないセプタムを使用すると、ニードルがセプタムを貫
通する際にセプタムの削り屑が剥離し、詰まりを生じさせる
可能性があります。 

高圧バルブの PEEK ローター 
シールから発生した摩耗屑 

約 10,000 回のインジェクションに 1 回、高圧バルブを分解/
清掃します。大きな内径のチューブを使用することにより、
チューブの詰まりを回避できる場合があります。これは根本
的な対策とはならない可能性があり、本来は望ましくありま
せん。なぜなら、異物粒子が、チューブでなくカラム イン
レットに蓄積するためです。従って、上記の点をまず確認し
たあと、対策を検討します。 

必要な資材：メタノールまたは 2-プロパノール 
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チューブの詰まりの原因 処置 

LC ポンプから微細な粒子が
出る。 

• 新しい部品を取り付けた場合、システムに接続する前に、
メタノールまたは 2-プロパノールを送液して (5 mL / min、
15 分間) 洗浄し、流路部品から粒子を除去します。 

• ライン フィルタを定期的に交換し、摩耗したプランジャー 
シールからの粒子を除去します。 

必要な資材：メタノールまたは 2-プロパノール 

チューブ由来の粒子 チューブを交換するときは、接続する前に新しいチューブを
完全に洗浄してください。チューブを洗浄するには、メタ
ノールまたは 2-プロパノール (5mL / min、15 分間) を送液し
ます。 

66 MPa 以上の高圧がチューブにかかる場合は、ExionLCTM 

AD システム専用のチューブ部品を使用してください。
チューブ部品を使用する際は切断しないでください。 

例えば、圧力レベルに関わらず、ステンレス製チューブ切断
用のヤスリを使用して切断したステンレス製チューブを使用
しないで下さい。切断時に生じる金属粉が流路に入り、圧力
の上昇またはチューブの詰まりの原因となる可能性がありま
す。 

必要な資材：メタノールまたは 2-プロパノール 
 

液漏れへの対策 
 

症状 可能性のある原因 処置 

高圧バルブの液漏れ ローターとステーター
のシール能力が低下し
ている。 

ローターのシールを交換し、ス
テーターを検査して必要に応じて
交換します (「注記」を参照してく
ださい)。 

低圧バルブの液漏れ ローターとステーター
のシール能力が低下し
ている。 

ローターとステーターを検査し、
必要に応じて交換します (「注
記」を参照してください)。 

流路接続部からの液漏れ オスナットがゆるんでい
るか、ナットの頭がつぶ
れています。 

• オス ナットを締め付けます。 

• 締め付けても液漏れが止まらな
い場合、オス ナットとフェラル
を交換します。 

 
 

注記:高圧バルブステーターは、特別固いコーティングが施された材料で作られており、低
圧バルブステーターはセラミックで作られています。目視確認できるひっかき傷が無い場
合、交換の必要はありません。 
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オプションのモジュールについて消耗品と予備部品については、該当する取扱説明書を参照して
ください。 
• マルチプレートサンプラー取扱説明書 

• ラックチェンジャ取扱説明書 

• UV 検出器取扱説明書 

• PDA 検出器取扱説明書 
 
表に記されている部品または同等品を注文してください。 

 

消耗品 
 

部品名 部品番号 備考 

Power Cord (for UL/CSA) (電源コー

ド (UL/CSA)) 
071-60821-08  

Power Cord (for EU) (電源コード 
(EU)) 

071-60825-51  

ヒューズ 4425976 コントローラ 

ヒューズ 4412722 HPLC ポンプ、ポンプ、カラム 
オーブン 

ヒューズ 4412723 オートサンプラ 

Remote Cable (リモート ケーブル) 4425081  

PTFE Tubing, OD 7.0 x ID 6.0 (PTFE 
チューブ、外径 7.0 x 内径 6.0) 

4412687  

Drain Tube (EFTE) ASSY (ドレイン

チューブ (EFTE) アセンブリー) 
4426026  

20 mL Syringe (20 mL シリンジ) 4412706  

Syringe Needle (シリンジ ニードル) 4412820  

Coupling 1.6C (カプラー 1.6 C) 228-16004-13  

サクションフィルタ 4426106  
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サンプル バイアル 
インジェクションの際にセプタムが剥離するのを防ぐには、使用前にキャップを締め付けます。 

 
表 A-1 サンプル バイアル 

 

部品名 容量 材料 部品番号 アプリケー
ション 

調整板 説明 

4 mL Sample 
Vial (4 mL サン
プル バイアル) 
 

 

4 mL Borosilicate 
glass (ホウケ
イ酸ガラス) 

4413362 一般 4 mL サ
ンプル 
バイア
ル プ
レート 

キャップ/シリ
コン ラバー セ
プタム付き、
100 個 

4 mL Sample Vial 
(4 mL サンプル 
バイアル) 6 

4 mL ポリプロピレ
ン 

4425149 一般 4 mL サ
ンプル 
バイア
ル プ
レート 

キャップ/シリ
コンラバーセ
プタム付き、
100 個 7 

1.5 mL Sample 
Vial (1.5 mL サン
プル バイアル) 
 

 

1.5 mL Borosilicate 
glass (ホウ
ケイ酸ガラ
ス) 

228-15652-92 一般 1.5 mL サ
ンプル バ
イアル プ
レート 8 

キャップ/シリ
コン ラバー セ
プタム付き、
100 個 

1.1 mL Sample 
(1.1 mL サンプル 

バイアル) 6  

1.1 mL Borosilicate 
glass (ホウ
ケイ酸ガラ
ス) 

4413360 一般/少容量 1.5 mL サ
ンプル バ
イアル プ
レート 8 

キャップ/シリ
コン ラバー セ
プタム付き、
100 個 

1 mL Sample 
Vial (1 mL サン
プル バイアル) 

1 mL バイアル: 
Borosilicate 
glass (ホウ
ケイ酸ガラ
ス) 
キャップ:
ポリエチレ
ン 

4425389 一般 1 mL サ
ンプル 
バイア
ル プ
レート 

キャップ付
き、250 個 

 
7 ポリプロピレンサンプル バイアルは注意して取り扱ってください。 

6 サンプルクーラー付きモデルに関しては、形状や材料による熱伝導性の差によって、サンプルクーラーの温度設定がサンプル バ
イアル内の温度と異なることがあります。 

8 ニードルストロークを 45 mm 以下に設定してください。 
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表 A-1 サンプル バイアル (続き) 
 

部品名 容量 材料 部品番号 アプリケー

ション 
調整板 説明 

1 mL Sample Vial 
(1 mL サンプル バ
イアル)6 
 

 

1 mL バイアル: ポ
リプロピレ

ン キャップ: 
ポリエチレ

ン 

4425150 一般/少容量 
使い捨て 

1.5 mL サ
ンプル バ
イアル プ
レート 8 

キャップ付
き、200 個 7 

0.3 mL Sample Vial 
(0.3 mL サンプル 

バイアル)6  

300 µL Borosilicate 
glass (ホウケ

イ酸ガラス) 

4412816 少容量バイ

アル 
1.5 mL サ
ンプル バ
イアル プ
レート 8 

キャップ/シ
リコン ラ
バー セプタ

ム付き、100 
個 

0.3 mL Sample Vial 
(Spare) (0.3 mL サ
ンプル バイアル (予
備部品))6 

300 µL Borosilicate 
glass (ホウ

ケイ酸ガラ

ス) 

4412817 少容量バイ

アル 
1.5 mL サ
ンプル バ
イアル プ
レート 8 

100 個 (ガ
ラスバイア

ルのみ) 

0.3 mL Sample Vial 
(0.3 mL サンプル バ
イアル)6 
 

 

300 µL Borosilicate 
glass (ホウケ

イ酸ガラス) 

228-21284-91 少容量バイ

アル 
4 mL サ
ンプル 
バイアル 
プレート 

スプリング

付き、100 
個、4 mL サ
ンプル バイ

アル用。 

0.3 mL Sample Vial 
(Spare) (0.3 mL サ
ンプル バイアル (予
備部品))6 

300 µL Borosilicate 
glass (ホウ

ケイ酸ガラ

ス) 

4413361 少容量バイ

アル 
4 mL サ
ンプル 
バイアル 
プレート 

100 個 (ガラ

スバイアル

のみ) 

0.2 mL Sample Vial 
(0.2 mL サンプル バ
イアル)6 
 

 

200 µL バイアル: ポ
リプロピレ

ン キャップ:
ポリエチレ

ン 

4425340 少容量使

い捨て 
1.5 mL サ
ンプル バ
イアル プ
レート 8 

キャップ付
き、100 個 7 
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サンプル バイアルの材料 
表 A-2 サンプル バイアルの材料 

 

タイプ 特徴 使用できるサンプル溶媒 

ガラス製サン
プル バイアル 

酸または塩基などのイオン性化合物
はガラス表面に吸着することがあり
ます。 
そのような状態のイオン性化合物を
分析すると真度と精度が低下する可
能性があり、分析の信頼性に悪影響
を及ぼします。このような場合、サ
ンプル溶媒を調整し、化合物の吸着
を抑制します。アルカリまたはフッ
化水素はガラス素材を腐食すること
があります。 

• 10 mmol / L から 100 mmol / L の過
塩素酸水溶液または有機溶媒との混
液を使用します。有機溶媒について
は、アセトニトリル、メタノール、
エタノールを使用してください。 

• 10 mmol / L のトリフルオロ酢酸 
(TFA) 有機溶媒有機溶媒について
は、アセトニトリル、メタノール、
エタノールを使用してください。
200 nm と 220 nm の間で吸光度が
検出されると、トリフルオロ酢酸が
検出されます。 

プラスチッ
ク製サンプ
ル バイアル 

化合物の疎水性が表面吸着の原因と
なります。分析の真度と精度が低下
する可能性があり、極性の高いサン
プル溶媒を使用する際により影響を
受けやすくなります。低極性のサン
プル溶媒を使用することで、疎水性
物質が吸着することを防ぐことにな
りますが、極性が低すぎると、サン
プル バイアルの表面から、プラス
チックに含まれている添加剤が溶出
することがあります。有機溶媒はプ
ラスチックを変性させることがあり
ます。 

水または緩衝液と有機溶媒の混液を使
用します。有機溶媒の組成比:20 %～
50 % (V/V)(有機溶媒としては、アセト
ニトリル、メタノール、エタノールを
使用してください。) 

 

セプタム 
表 A-3 セプタム 

 

部品名 外観 材料 部品番号 適合するサンプル バ
イアル 

説明 

Silicone 
Rubber 
Septum (シリ
コン ゴム セプ
タム) 

 

 
 
 

シリコンゴム 
PTFE カバー
付き 

4412734 • 1.5 mL サンプル バ
イアル 
(228-15652-92) 

• 1.1 mL サンプル バ
イアル 
(228-21283-91) 

• 0.3 mL サンプル バ
イアル 
(228-16847-92) 

100 個 

PTFE Septum 
(PTFE セプタ
ム) 

 

 
 
 
 

PTFE 4426178 100 個 
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表 A-3 セプタム (続き) 
 

部品名 外観 材料 部品番号 適合するサンプル バ
イアル 

説明 

Silicone 
Rubber 
Septum (シリ
コンゴム  セ
プタム) 

 

 
 
 

PTFE カ
バー付きシ
リコン ゴム 

228-21290-91 ４ mL サンプル バイア
ル (228-21287-91) 
(228-31537-91) 

100 個 

PTFE Septum 
(PTFE セプタ

ム) 

 

 
PTFE 4426273 100 個 

 

マイクロプレート 

サンプルクーラーを使用する場合、ウェルの底面と外側のパーツ (a) の底面の間に 2 mm 以下
のギャップを作り、使用してください。2 mm 以上のギャップと浅いウェル底面の上げ底式の
サンプルクーラーを使用する場合、サンプルラック上の冷却プレートとマイクロプレートまた
は深底ウェルプレートの間に結露することがあり、不正確な分析結果になることがあります。 

 
図 A-1 マイクロプレート 

 

 
マイクロプレート、深底ウェル プレート、本システムの推奨プレート マットは以下の通りです。 

 

表 A-4 良好にフィットするシーリングおよび適合性のあるプレート 
 

プレートタイプ 製品 連絡先 説明 

マイクロプレート 267245 シリーズ Nalge Nunc 
International (Thermo 
Fisher Scientific 社) 

材料: ポリプロピレン 

データ量: 0.5 mL 

深底プレート 278752 材料：ポリプロピレン 
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表 A-4 良好にフィットするシーリングおよび適合性のあるプレート (続き) 
 

プレートタイプ 製品 連絡先 説明 
   データ量: 2 mL 

AXYGEN P-DW-20-C Greiner Nalge Nunc 
International 
(Thermo Fisher 
Scientific 社) 

マット AXYGEN AM-2ML-RD 材料: Silicone Rubber 
Septum (シリコン 
ウェルに充填しすぎ
ると、時間経過にと
もなってマットが表
面へ持ち上がること
があります。 

276011 Nalge Nunc 
International (Thermo 
Fisher Scientific 社) 

276002 シリーズ 材料: 熱可塑性エラ
ストマー 

 

表 A-5 耐熱シーリングマットおよび互換性のあるプレート 
 

プレートタイプ 製品 連絡先 説明 

マイクロプレート 4titude 4Ti-0110 AB gene 材料: ポリプロピレン 

データ量: 0.3 mL 

深底プレート 4titude 4Ti-0130 材料: ポリプロピレン 

データ量: 1.85 mL 

マット ABgene Easy Peel AB-
0745 

材料: フォイル 

4titude Peel-Seal 4Ti-
0521 

材料: フォイル 

4titude Pierce-
Seal 4Ti-0531 

材料: フォイル 

Permanent 
sheet PP 298-
37851 

和光純薬 

工業 

材料: フォイル 

 

表 A-6 粘着シーリング マットおよび適合性のあるプレート 
 

プレートタイプ 製品 連絡先 説明 

マイクロプレート 267245 シリーズ Nalge Nunc 
International (Thermo 
Fisher Scientific 社) 

材料: ポリプロピレン 

データ量: 0.5 mL 

深底プレート 278752 材料: ポリプロピレン 
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表 A-6 粘着シーリングマットと互換性のあるプレート (続き) 
 

プレートタイプ 製品 連絡先 説明 
   データ量: 2 mL 

AXYGEN P-DW-20-C Greiner 材料: ポリプロピレン 

データ量: 2 mL 

マット USA SCIENTIFIC 
NAL-96 
Sealing Film 2923-
5000 

USA Scientific 材料: 

ポリエチレン (上層) 
ポリプロピレン (下層) 

• ウェル部分には粘着
部がありません。 

• 96 ウェルプレート
専用。 

• ウェルに充填しす
ぎると、時間経過
にともなってマッ
トが表面へ持ち上
がることがありま
す。 

 
 

注記: 以下の特性のマットを使用する場合、ニードルのための流路、または、ニードル シール
が詰まる原因となることがあるため、注意してください。 
• 背面全体に付着した、粘着部のあるマット (プレートと側面が接触している)。 

溶媒の関わらず、このようなマットが使用されていると、粘着剤が、ニードルの外部表面

および流路の穴の内側に付着する傾向があります。その結果、サンプルの吸引が邪魔され、

流路を詰まらせ、正確なピークエリア値を得ることが出来なくなります。 

• ポリエチレン テレフタレート (PET) 製マット 
アセトニトリル、または DMSO が主の溶媒を用いる場合、サンプル溶媒は膨潤し、マット

がシールされた後では、マットにしわを生じる傾向があり、気密性が維持できなくなるこ

とがあります。 

サンプル溶媒が水をベースとしている、またはメタノールをベースとしている場合は、こ

れらのマットが著しい問題を生じることはありません。 
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サンプル バイアル ラック、マイクロプレート ラック 
 

部品名 画面表示 サンプル バイア
ルタイプ、容量 

バイアル収容能力 部品番号 

1 mL sample vial rack 
(1 mL サンプル バイア

ルラック) 
 

 

1 mL-C ガラス 1 mL 175 バイアル 228-37614-92 

1.5 mL sample vial 
cooling rack (1.5 mL 
サンプル バイアル冷
却ラック) 

 

1.5 mL-C • ガラス 1.5 mL 

• ガラス 1.1 mL 

• スペーサー付
きガラス 0.3 
mL 

• プラスチック 
(PP) 1mL 0.2 
mL 

70 バイアル 228-44617-92 

1.5 mL vial cooling 
rack (105 vials) (1.5 
mL バイアル冷却ラッ
ク (105 バイアル)) 

 

 

1.5 mL • ガラス 1.5 mL 

• ガラス 1.1 mL 

• スペーサー付
きガラス 
0.3 mL 

• プラスチック 
(PP) 1mL 
0.2 mL 

105 バイアル 228-50761-92 

4 mL sample vial rack 
(4 mL サンプル バイア

ルラック) 
 

 

4 mL-C • ガラス 4 mL 

• プラスチック 
(PP) 4mL 

4 mL サンプル 
バイアルを収容
可能な 0.3 mL 

50 バイアル 228-37616-92 
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部品名 画面表示 サンプル バイア

ルタイプ、容量 
バイアル収容
能力 

部品番号 

Microtiter plate rack (マイ
クロタプレート ラック) 

 

 

MTP-96, MTP-
384 

マイクロプレー
ト (96-ウェル, 
384-ウェル) 

2 プレート 228-37545-92 

Deep well plate rack (深
底ウェルプレートラック) 

 

 

DWP-96, 
DWP-384 

深底ウェルプ
レート (96-ウェ
ル, 384-ウェル) 

2 プレート 228-37546-92 

Control vial rack (コント
ロール･バイアル･ラック) 

CntR • ガラス 1.5 mL 

• ガラス 1.1 mL 

• スペーサー付
きガラス 
0.3 mL 

• プラスチック 
(PP) 1 mL 

• PP 0.2 mL 

10 バイアル 228-44634-91 

Rack-changer rack (ラッ
ク-チェンジャ ラック) 

チェンジャ オプションのラッ
クチェンジャ用 

1 プレート 228-4599-92 

 

温度制御性能 
 

サンプル･ラック名 温度制御性能 

Sample vial rack for 1 mL vials (1 mL バイアル用サンプ
ル バイアルラック) 

バイアル底温度 = 温度設定 ± 3 °C 

Sample vial cooling rack for 1.5 mL vials (1.5 mL バイア
ル用サンプル バイアル冷却ラック) 

バイアル底温度 = 温度設定 ± 3 °C 

Sample vial rack for 4 mL vials (4 mL バイアル用サンプ
ル バイアルラック) 

バイアル底温度 = 温度設定 ± 3 °C 

Microtiter plate rack (マイクロプレート ラック) ウェル底部温度 = 温度設定 ± 6 °C 

Deep-well MTP rack (深底ウェル MTP ラック) ウェル底部温度 = 温度設定 ± 6 °C 
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冷却性能 
 

サンプル ラック名 環境 液体容量 使用バイアル 測定箇所 
Sample vial rack for 1 
mL vials (1 mL バイア
ル用サンプル バイア
ルラック) 

30°C 70% 水 700 mL 平底ガラス バイ
アル 

バイアル底中央 

Sample vial cooling 
rack for 1.5 mL vials 
(1.5 mL バイアル用サ
ンプル バイアル冷却
ラック) 

30°C 70% 水 1 mL ガラス バイアル バイアル底中央 

Sample vial rack for 4 
mL vials (4 mL バイア
ル用サンプル バイア
ルラック) 

30°C 70% 水 3 mL ガラス バイアル バイアル底中央 

Microtiter plate rack (マ
イクロプレート ラック) 

30°C 70% 水 200 µL Nalge Nunc 社製
ラウンド ボトム 
MTP 

ウェル底中央 

Deep-well MTP rack (深
底ウェル MTP ラック) 

30°C 70% 水 1 mL Nalge Nunc 社製
ラウンドボトム 
MTP 

ウェル底中央 

 

コントローラ予備部品 
 

部品 部品番号 説明 

Bus cable (バスケーブル) 228-41977  

Power cable  
(電源ケーブル) 

地域専用 地域専用の電源ケーブルを使用します。 

LAN cable  
(LAN ケーブル) 

088-81104-11 ストレート ケーブル 

Control cable  
(コントロール ケーブル) 

228-41797-91 CBM-Lite のみ 

 

ポンプ予備部品 
 

部品名 部品番号 説明 
Polyethylene Seal  
(ポリエチレン シール) 

4427161 ヘキサンのような非極性有機溶媒、また
は TFA 添加のアルキルスルホン酸溶媒
を用いる場合に使用します。 

Signal cable (シグナル ケーブル) 228-35047-92  

Remote cable (リモート ケーブル) 4425081  
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オートサンプラ予備部品 
部品名 部品番号 説明 

1.5 mL Sample Vial Plate (2 
pcs) (1.5 mL サンプル バイアル 
プレート (2 個))0 

228-50830-92 1.5 mL サンプル バイアルを 54 個保持できるプレー
ト 2 つのプレートを 1 つのサンプルラックに設置可
能です。 

ExionLCTM Rack Changer 
（ExionLCTM ラック チェン
ジャ) 

5036648  

1.5 mL vial plate kit (3 plates) 
(1.5 mL バイアルプレート キッ
ト (3 プレート)) 

4463925 (1 個のスタックにつき) 3 個の 1.5-mL バイアルプ
レートが含まれます。12 プレートを使用するには４
つのキットが必要となります。 

Sample loop 50 µL (50 µL サン
プル ループ) 

4427179  

Needle Coating 30A (ニードル 
コーティング 30A) 

228-41024-95  

Rinsing Port Cover (洗浄ポート 
カバー) 

228-48328-01  

Rinse port cap (without holes) 
(洗浄ポート カバー (穴無し)) 

4426125 洗浄液がギ酸、TFA、酢酸などの高揮発性酸を含む
場合に使用するためのもの。キットあたり 10 個 

Rinse port cap (with holes) (洗
浄ポート キャップ (穴付き)) 

4426132 他の洗浄液と供に使用するためのもの。 
   
注記: クロスコンタミネーションのリスクがあ
る場合は、高揮発性の酸を使用する場合で
も、穴付きキャップを使用してください。 

SUS tubing HP IN (0.3 × 300 
mm) (SUS チューブ HP IN (0.3 
× 300 mm)) 

228-53184-92  

SUS tubing HP IN (0.3 × 300 
mm) (SUS チューブ HP OUT 
(0.1 × 600 mm)) 

228-53184-94 ループ インジェクション用 

Preheat block (0.1 × 800) (プレ
ヒート ブロック (0.1 × 800)) 

228-52597-43 内径 0.1 mm、全長 800 mm、プレヒート ブロック
付き 

Panel F (パネル F) 228-50487-92  

フェラル 228-16000-10  

Male nut, 1.6 MN (オス ナッ
ト、1.6 MN) 

4412795 ステンレス鋼ナット 

Ferrule, 1.6F, 316L (フェラル、
1.6F、316L) 

4462590 ステンレス鋼フェラル、3 個 

Male nut, 1.6 MN, W6 (オス 
ナット、1.6 MN, W6) 

4412813  

1.5 mL cooling rack cover (1.5 
mL 冷却ラックカバー) 

228-50759-91  

Vial detection spring (バイアル
検出用スプリング) 

4412698  
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カラム オーブン予備部品 
 

部品名 部品番号 説明 

Preheat block single 
(プレヒート ブロック 
シングル) 

228-52597-43  

UHPLC fitting (1 piece) 
(UHPLC 取り付け具 (1
個)) 

50372801 圧力抵抗 130 Mpa で 20 回再使用可能な取り
付け具。取り付け方の情報については、取り
付け具の取扱説明書を参照してください。 

Preheat block dual (プ
レヒート ブロック 
デュアル) 

228-52597-42 オプション装備 

Gas sensor (ガス セン

サー) 
061-84301  

 

オプション装備 
 

部品名 部品番号 説明 
ExionLCTM UV 
Detector (ExionLCTM 

UV 検出器) 

5036652  

ExionLCTM Rack 
Changer （ExionLCTM 

ラック チェンジャ) 

5036648  

ExionLCTM HPLC 
Pump (ExionLCTM 

HPLC ポンプ) 

5036658  
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部品名 部品番号 説明 

Low pressure gradient 
unit (HPLC pump) (低
圧グラジエント ユ
ニット (HPLC ポン
プ)) 

228-45040-91 低圧グラジエントまたは移動相の 大 4 つ
のポンプ ユニットからの液体の間を切り替
えることが可能です。ブロックカラムと流
路の自動洗浄に使用します。システム内に
インストールされています。 
 
図 A-2 LPGU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

項目 説明 

1 5 接点スイッチング ブロック 

2 ポンプ ユニットに向けて 

3 2 方向ソレノイド バルブ 



ExionLC™ AD システム
187 / 221

ハードウエア ユーザー ガイド 
RUO-IDV-05-1841-A 

消耗品、オプション装備、予備部品
 

 

 
部品名 部品番号 説明 

Low pressure gradient 
unit (低圧グラジエント 
ユニット) 

228-45180-43  
(ミキサー付き) 

または 228-45180-44 
(ミキサー無し) 

• 低圧グラジエントまたは移動相の 大 
4 つのポンプ ユニットからの液体の
間を切り替えることが可能です。 

• カラムと流路の自動洗浄に使用します。 

• システム内にインストールされています。 

• カラム オーブンに組み込まれた専用ミキ
サー (内容量 180 µL) 付き、または無しで
利用可能です。 

 
図 A-3 低圧グラジエント ユニット 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Low volume low 
pressure gradient 
unit (低容量低圧グラ
ジエント ユニット) 

228-45205-41 AD ポンプのみ 
• 470 mL 未満のシステムディレイ容量によ

り、高速グラジエント分析が可能な、4 段

式の低圧グラジエントユニット 

• システム内にインストールされています。 

• 内蔵専用ミキサー (内部容量 40 mL) と特製
低容量チューブが含まれます。 

図 A-3 を参照してください。 

項目 説明 

1 2 方向ソレノイド バルブ 

2 5 接点スイッチング ブロック 

3 ポンプ ユニットに向けて 
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部品名 部品番号 説明 

Reservoir switching 
valve (リザーバ スイッ

チング バルブ) 

228-45167-42 
HPLC ポンプ: 228-

45049 

• 2 液間を切り替えます。例えば、移動相と
洗浄溶液間を切り替えます。 

• システム内にインストールされています。 

 
図 A-4 30A 

 

 
 
 
 
 
 

FCV-12AH 228-45013 2 つのカラム間を切り替えます。 

項目 説明 

1 ポンプへ続く 
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部品名 部品番号 説明 
Reservoir switching valve 
FCV-13AL (リザーバ ス
イッチング バルブ FCV-
13AL) 

228-45016 • 7 ポート、6 ポジションの自動移動相スイッ
チングバルブ 

• 大 6 つのリザーバボトルを切り替え可能で
す。 

• Analyst® ソフトウエアで、FCV-13AL 
がコントロール可能です。 

 
図 A-5 FCV-13AL 
 

 
 
 
 
 
 

FCV-14AH 228-45014 大 6 つのカラムを切り替える 
Reservoir tray  
(リザーバトレー) 

228-45041-91 大 1 リットルボトルを保持可能。 

Mixer SUS 0.5-2.6 mL HP 
(ミキサー SUS 0.5-2.6 mL 
HP) 

228-45093-93 (HPLC ポンプのみ) 高圧または低圧グラジエン
ト溶出分析用スタティックミキサー 

Mixer MR 20 µL  
(ミキサー MR 20 µL) 

228-45168-41 ミキサーの梱包に含まれる取り付けプレー
トは使用できません。 

Mixer MR 40 µL  
(ミキサー MR 40 µL) 

228-45168-44  

Mixer MR 100 µL  
(ミキサー MR 100 µL) 

228-45168-45  

Mixer MR 180 μL  
(ミキサー MR 180 μL) 

228-45168-46 ミキサーの梱包に含まれる取り付けプレー
トは使用できません。 

Set of two mixers (2 台
のミキサーのセット): 
MR 40 µL and MR 180 
µL (MR 40 μL および 
MR 180 μL) 

228-45204-41  

Set of two mixers (2 台
のミキサーのセット): 
MR 100 µL and MR 180 
µL (MR 100 μL および 
MR 180 μL） 

228-45204-42  

項目 説明 

1 ポンプへ続く 
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部品名 部品番号 説明 
Set of three mixers (3 
台のミキサーのセッ
ト): MR 40 µL, MR 
100 µL and MR (MR 
40 μL、MR 100 μ
L、および MR)  
180 µL 

228-45204-43  

Mixer MR300 LPGE 228-45210-42 低圧グラジエント専用グラジエントミキサー
ExionLCTM AD オーブン内に設置可能です。
トリフルオロ酢酸 (TFA)等の混合が困難な溶
媒のため、または、ExionLCTM PDA 検出器
のベースラインの変動を減らすために、本オ
プションを使用可能です。 

Semi-micro mixer (セ
ミマイクロ ミキサー) 

228-35830-93 (HPLC ポンプのみ) セミマイクロ HPLC のた
めのスタティックミキサー 

CBM-Lite 5036644 The CBM-Lite モジュールはポンプモ
ジュールに取り付け可能です。 

Loop injection base kit 
(ループインジェク
ション ベースキット) 

228-45421-91 主要部品: SUS チューブ (ループ - LPV#1)、
SUS チューブ HP IN (0.1 × 600 mm) 

 
 

注記: ループ インジェクション ベース キッ
トにはサンプル ループは含まれません。注
入量に合うサンプル ループを注文してくだ
さい。 

Sample loop 5 µL (サ
ンプル ループ 5 µL) 

228-52612-42  

Sample loop 20 µL (サ
ンプル ループ 20 µL) 

228-52612-43  

Sample loop 100 µL 
(サンプル ループ 100 
µL) 

228-45402-95  

 

その他 
 

部品名 部品番号 説明 
クリップ付き接地線 4413363 静電気防止方法 1 用 
Caps for 18-L or 4-L 
container (with three 
3-mm diameter 
openings) (18-L また
は 4-L 容器 (3 個の直
径 3-mm の開口部) の
キャップ) 

228-21354-91 静電気防止方法 2 用 
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エラー メッセージ B 
 

 

 

 
各メッセージは 表 B-1 に示されるように分類されます。 

 
表 B-1 メッセージ 分類 

 

タイプ 説明 

Fatal (重大) モジュールが動作を停止します。[CE] を押してもエラー メッセージは消去さ

れません。 

Alarm  
(アラーム) 

モジュールが動作を停止します。[CE] を押してエラー メッセージを消去しま

す。 

Warning (警告) モジュールは作動停止しません。[CE] を押してエラー メッセージを消去し
ます。カラム オーブンの場合は、これは設定温度エラーです。 

 

ポンプ 
 

エラー メッセージ タイプ 原因 動作 

ROM FAILURE (ROM の
不具合) 

Fatal (重大) ROM の不具合 (電気的不

具合) 
電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

RAM FAILURE (RAM の
不具合) 

Fatal (重大) RAM の不具合 (電気的不

具合) 
電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERROR OVER HEAT 
(オーバーヒート) 

Fatal (重大) 内部温度が異常レベルま
で上がる。 

1. 内部ファンが稼働し、
背面の排気口が塞がっ
ていないことを確認し
ます。 

2. これで問題が解決し
ない場合、電源を 
OFF にし、FSE に連
絡してください。 
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エラー メッセージ タイプ 原因 動作 
ERROR P-MAX 
(圧力上限エラー) 

Alarm  
(アラーム) 

ポンプ背圧が、設定した
大圧力上限を超えてい

る。S-PROT 機能が作動
していないと、ポンプが
自動的に停止します。S-
PROT 機能が作動してい
ると、ポンプは半分の流
量で作動を継続します。 

1. 流路の詰まりがない
か点検します。 

2. 大圧力上限を設定し
ます。「ExionLCTM シ
ステム ソフトウエア 
ユーザー ガイド」を
参照してください。 

ERROR P-MIN 
(圧力下限エラー) 

Alarm  
(アラーム) 

ポンプ背圧が、設定した
小圧力限界を下回って

いる。ポンプが自動的に
停止します。 

1. 流路の液漏れがないか
点検します。 

2. 小圧力限界を設定し
ます。「ExionLCTM シ
ステム ソフトウエア 
ユーザー ガイド」を
参照してください。 

ERROR HOME POS 
(ホームポジション  
エラー) 

Alarm  
(アラーム) 

モーターのホームポジ
ションが検出できず、
モーターが始動しない
か、モーターが空回りす
る。 

1. 電源を OFF にし、再
び ON にします。 

2. [pump] を押します。 

3. これで問題が解決し
ない場合、電源を 
OFF にして、 FSE 
に連絡してくださ
い。 

OPEN DRAIN VALVE 
(パージ エラー) 

Alarm  
(アラーム) 

パージ中に、ポンプ背
圧が [P-PMAX] を超え
た。 

ドレイン バルブを開き、
[purge] を押します。 

 
 

注記:オートパージ中に
エラー メッセージが表
示される場合、流路に
詰まりがないか点検し
てください。詰まりが
ない場合、 
 [P-FLOW] と [P-PMAX] 
を適切な値に設定しま
す。P.77 「ポンプ流量
を設定する」 を参照し
てください。 

ERROR LEAK 
(リーク エラー) 

Alarm  
(アラーム) 

液漏れセンサーが液漏れ
を検出した。 

流路に液漏れがないか点
検します。液漏れセン
サー周辺に液体があれば
拭き取ります。 
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エラー メッセージ タイプ 原因 動作 

ERROR EXTERNAL 
(外部装置のエラー) 

Alarm  
(アラーム) 

エラー信号が、外部 イン
プット/アウトプット端子
のエラー入力に接続され
た外部装置から送られ
た。 

外部装置を点検し、エ
ラーの原因を取り除きま
す。 

WARN: M-PHASE 
(移動相に関する警告) 

Warning  
(警告) 

移動相の残量が警告レ
ベルを下回った。 

移動相を交換し、移動相
を規定量まで補充しま
す。 

WARN: DEGAS PRS 
(脱気装置吸引圧エ

ラー) 

Warning  
(警告) 

一定時間にわたり脱気装
置の吸引圧が異常となっ
ている。 

脱気装置の吸引圧を確認
します。 
• 吸引圧が不適切な場

合、電源を一旦 OFF 
にして、再び ON にし
ます。 

• 吸引圧が OK の場
合、脱気装置は自動
的に正常な動作に回
復します。 

ERR NO CONST.PRS Alarm  
(アラーム) 

低圧送液モードがシステ
ムコントローラ上、設定
されており、OP MODE 
で、1:20A に設定されて
います。 

 

 

オートサンプラ 
 

エラー メッセージ タイプ 原因 動作 

ROM FAILURE (ROM の
不具合) 

Fatal (重大) ROM の不具合 (電気的不

具合) 
電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

RAM FAILURE (RAM の
不具合) 

Fatal (重大) RAM の不具合 (電気的不

具合) 
電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR NDLE HOME X 
(ニードル X モーター空回
りエラー) 

Fatal (重大) ニードルの X-軸方向 (横
方向) の動きが正しくな
い。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR NDLE HOME Y 
(ニードル Y モーター空回
りエラー) 

Fatal (重大) ニードルの Y-軸 (前/後) 
の動きが正しくない。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR NDLE HOME Z 
(ニードル Z モーター空回
りエラー) 

Fatal (重大) ニードルの Y-軸 (上/
下) の動きが正しくな
い。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 
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エラー メッセージ タイプ 原因 動作 

ERR HPV HOME 
(HPV モーター空回りエ
ラー) 

Fatal (重大) 高圧バルブが正しく作動
していない。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR LPV HOME 
(定圧バルブ モーター空回
りエラー) 

Fatal (重大) 低圧バルブが正しく作
動していない。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR PUMP HOME 
(ポンプ モーター空回りエ
ラー) 

Fatal (重大) 計量ポンプが正しく作動
していない。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR P.FILE 
(P.FILE のエラー) 

Alarm (ア
ラーム) 

サンプルインジェ
クションが正しく
稼働していない。 

ラックタイプまたはイン
ジェクトするサンプルの
バイアル数を修正後、再
度分析を実施してくださ
い。 

NO VIAL DETECTED 
(バイアルが検出されない
エラー) 

Alarm (ア
ラーム) 

サンプル バイアルが
ラックポジションに配置
されていなかった。 

分析中は、無かったサン
プル バイアルは無視さ
れ、次の指定されたバイ
アルを用いて分析が進み
ます。 

ERR LEAK DETECT 
(液漏れ検出によるエラー) 

Alarm (ア
ラーム) 

モジュール内の有機系移
動相の蒸気の濃度が、液
漏れセンサーの実測レベ
ルを超えている。 
• 液漏れセンサー

が液漏れを検出
した。 

• 液漏れセンサーの感
度が高すぎる。 

• 流路から液漏れが無
いか点検します。 

液漏れを修理後に、こ
ぼれた液体を清掃しま
す。 

• 液漏れセンサーの
実測レベルを調整
します。 

NDLE PROTECTED 
(異物検出エラー) 

Fatal (重大) 異物がニードルの先
端に認められた。 

オートサンプラ内に異物
が無いか点検します。 

NO PUMP ADJUSTED 
(ポンプモーターの微調

整エラー) 

Fatal (重大) 計量ポンプが正しく作動
していない。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR SLIP X 
(ニードル X モーター空回
りエラー) 

Fatal (重大) ニードルの X-軸方向 (横
方向) の動きが正しくな
い。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR SLIP Y Fatal (重大) ニードルの Y-軸方向 (横
方向) の動きが正しくな
い。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 
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エラー メッセージ タイプ 原因 動作 

ERR COOLER 
(冷却器のエラー) 

Fatal (重大) 同じ冷却器の冷却ユニッ
トにエラーがある。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR HEATER 
(ヒーターのエラー) 

Fatal (重大) 同じ冷却器の冷却ユニッ
トにエラーがある。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR TEMP SENSOR 
(温度センサーのエラー) 

Fatal (重大) サンプルクーラーの
温度センサーにエ
ラーがある。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR TEMP SENS DH 
(ペルチェ除湿器温度

センサーのエラー) 

Fatal (重大) ペルチェ除湿器温度セン
サーにエラーが発生した。

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR TEMP SENS RM 
(室温センサーエラー) 

Fatal (重大) • 異常な高温または低温
を室温センサーが検出
します。 

• 室温センサーエラーが
発生している。 

• 室温が 50 °C を超えた
場合、室温を 40 °C 以
下に温度を下げます。
室温が－10 °C を下
回った場合、室温を
4 °C 以上に温度を上げ
ます。 

• 電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

SYSTEM ERROR xxx 
(システム エラー) 

Fatal (重大) オートサンプラの内部回
路にエラーがある。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

DOOR IS OPEN 
(「Door open/close」の表
示) 

Warning  
(警告) 

フロント ドアが開い
ている、またはパネル
が取り外されている。 

フロント ドアを閉じる、
またはパネルを取り付け
ます。 

ERR INJ VOL 
または 

CBM-20A ERROR 

(注入量のエラー) 

Alarm  
(アラーム) 

注入量が、 大注入量の
設定値を超えている。 

大注入量の設定値を下
回る値になるように注入
量を下げます。 
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エラー メッセージ タイプ 原因 動作 

P FILE NOT EXIST 
(P.FILE が見つからない) 

Fatal (重大) 指定されている前処理プ
ログラムの記載が見つか
らない。 

指定した前処理プログラ
ムが存在するかどうか判
断し、存在する場合は、
オートサンプラメソッド
のための前処理画面上で
編集ページ番号を指定し
てください。 

ERR LINK TIMEOUT (エ
ラー リンク タイムアウ

ト) 

Alarm (ア
ラーム) 

分析実行中に、モジュー
ルとシステムコントロー
ラ間のリモート接続が切
断されている。 

モジュール間のケー
ブルが正しく接続さ
れているか確認して
ください。 

 

カラム オーブン 
 

エラー メッセージ タイプ 原因 動作 

ROM FAILURE (ROM の
不具合) 

Fatal (重大) ROM の不具合 (電気的不

具合) 
電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

RAM FAILURE (RAM の
不具合) 

Fatal (重大) RAM の不具合 (電気的不

具合) 
電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR OVER T.MAX 
(温度が上限を超える) 

Alarm  
(アラーム) 

オ ー ブ ン 温 度 が 、
[T.MAX] の設定値を超
えている。 

• オーブンの設定温度を
下げます。 

• [T.MAX] をオーブンの
設定温度より 5°C 高い
値に設定します。温度
が設定値に達する前
に、オーバーシュート
が生じることがありま
す。 
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エラー メッセージ タイプ 原因 動作 

ERR OVER T.MAX-L 
(温度が上限を超える) 

Alarm  
(アラーム) 

ヒーター L の温度が 
[T.MAX] の設定値を超え
ている。 

• カラム オーブンの設
定温度を下げます。 

• [T.MAX] をオーブンの
設定温度より 5°C 高い
値に設定します。温度
が設定値に達する前
に、オーバーシュート
が生じることがありま
す。 

ERR EXTERNAL 
(外部装置のエラー) 

Alarm  
(アラーム) 

外部コントロール接続が
エラーシグナルを受け
取った。 

外部機器インプット/アウ
トプット端子の接続を点
検してください。
Analyst® ソフトウエアの
Peripheral Devices Guide
を参照してください。 

ERR GAS DETECT 
(ガス検出によるエラー) 

Alarm  
(アラーム) 

カラム オーブン内の有機
溶媒濃度が、ガス セン
サー検出レベルを超えて
いる。 
• 移動相がオーブン内部

で液漏れしている。 

• ユニットの周辺空気に
溶媒蒸気が存在してい
る。 

• センサー感度の
調整が不正確に
なっている。 

適切な措置を実施しま
す。 
• 液漏れを止めるための

措置を実施します。液

漏れを清掃し、ドアを 
10 分間開いたままに

して、カラム オーブ

ンを冷やします。ドア

を閉じ、[oven] を押し

ます。エラーが再び表

示されない場合は、運

転を再開できます。 

• 部屋を十分に換気し
ます。 

• FSE に連絡し、感度を
調整します。 

右側のドアを開けたまま 
5 分間ファンを回しま
す。カラム オーブンを始
動して 60 秒間は、液漏
れセンサーが不安定にな
りますが、この間はエ
ラーは検出されません。 
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エラー メッセージ タイプ 原因 動作 
ERR LEAK DETECT 
(液漏れ検出) 

Alarm  
(アラーム) 

カラム オーブン内の溶媒
蒸気濃度が、リークセン
サーの実測レベルを超え
ている。これは以下の理
由により発生することが
あります。 
• 移動相がオーブン内

部で液漏れしてい
る。 

• センサー感度の調整
が不正確になってい
る。 

適切な措置を実施しま
す。 
• 液漏れを止めるための

措置を実施します。液
漏れを拭き取ります。
エラーが再び表示され
ない場合は、運転を再
開できます。 

• FSE に連絡し、感度を
調整します。 

右側のドアを開けたまま 
5 分間ファンを回しま
す。カラム オーブンを始
動して 60 秒間は液漏れ
センサーが不安定になり
ますが、この間はエラー
は検出されません。 

ERR SWPS FAN 
(電動換気扇のエラー) 

Fatal (重大) 電動換気扇が正常に回転
していない。 

チューブなどの物体が換
気扇の障害物となってい
ることが原因である場合
は、電源を OFF にして、
障害物を除去してくださ
い。障害物を除去できな
い場合、またはエラーが
他の原因である場合は、
FSE に連絡してくださ
い。 

ERR POST COOLER 
(ポスト-カラム クーラー
のエラー) 

Fatal (重大) ポスト-カラム クーラー
が正常に回転していな
い。 

チューブなどの物体が換
気扇の障害物となってい
ることが原因である場合
は、電源を OFF にして、
障害物を除去してくださ
い。障害物を除去できな
い場合、またはエラーが
他の原因である場合は、
FSE に連絡してくださ
い。 

ERR COOLBLK FAN 
ブロック冷却ファンのエ
ラー 

Fatal (重大) ブロック冷却ファンが正
常に回転していない。 

チューブなどの物体が換
気扇の障害物となってい
ることが原因である場合
は、電源を OFF にして、
障害物を除去してくださ
い。障害物を除去できな
い場合、またはエラーが
他の原因である場合は、
FSE に連絡してくださ
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い。 
ERR SENSOR H 
(温度センサーのエラー) 

Fatal (重大) 温度センサー読み取り値
が異常に高い。これは、
センサー内のショートを
示していることがありま
す。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 
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エラー メッセージ タイプ 原因 動作 

ERR SENSOR L 
(温度センサーのエラー) 

Fatal (重大) 熱センサーの読み取り
値が異常に低い。セン
サーが断線しているこ
とがあります。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

COOLER NOT EXIST 
(冷却器のエラー) 

Fatal (重大) 冷却器が設置されてい
ないか、ケーブルが切
れている。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR HEAT OUT 
(ヒーターのエラー) 

Fatal (重大) ヒーターが故障してい

る。 
電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR GAS SENS 
(ガス センサーのエラー) 

Fatal (重大) ガス センサー検出値が異
常。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR LEAK SENS 
(液漏れセンサーのエラー) 

Fatal (重大) 液漏れセンサー機能不全 
(おそらく破損又は配線
の断線による) 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR DOOR SENS 
(ドア センサーのエラー) 

Fatal (重大) ドア･センサーが故障して

いる。 
電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR NO RV-L HOME 
(左側バルブのホームポジ
ション エラー) 

Fatal (重大) 自動カラム･スイッチング
バルブが回っている。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

ERR NO RV-R HOME 
(右側バルブのホーム

ポジション エラー) 

Fatal (重大) 自動カラム･スイッチング
バルブが回っている。 

電源を OFF にし、FSE 
に連絡してください。 

WARNING: LOW SET 
TEMP 
(設定温度エラー) 

Warning  
(警告) 

エラーが発生した後約 10 
秒間、エラー メッセージ
が表示され、アラームが
鳴ります。(温度制御が停
止しません)以下のうちの 
1 つで、設定温度値が不
適切です。 
• 冷却器の使用が可能な

場合 (つまり、
COOLER MODE が 1 
または 2 に設定されて
いる)、設定温度は室
温ー 10 °C 以下。 

• 冷却器の使用が出来
ない場合、設定温度
は室温より低い。 

1. [CE] を押します。ア
ラームとエラー メッ
セージを消す。 

2. SET TEMP が表示さ
れるまで、[temp] を押
します。 

3. より高い温度を設定し
ます。作動温度が変わ
らない場合、LOW 
SET TEMP が周期的
に表示されます。 
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ステータス パネルとテンキー C 
 

 

 
 
 

ポンプ 
 
図 C-1 ステータス パネルとテンキー 

 

 
 

項目 説明 

1 流量/圧力は。定速ポンプモードでは、設定流量 (mL/min) を示し、定圧ポンプ
モードでは、設定圧力 (PRS-UNIT パラメーターで設定した単位で表示) を表
示します。 

2 圧力は、圧力センサーの読み取り値 (PRS-UNIT 補助機能で設定した単位で表

示)を示します。 

3 圧力 大値は、圧力上限値 (PRS-UNIT 補助機能で設定した単位で表示) を示

します。 

4 圧力 小値は、圧力下限値 (PRS-UNIT 補助機能で設定した単位で表示) を示

します。 

5 ステータス インジケータ: 
• 緑: 電源 ON。 

• 赤: エラー。 

• オレンジ: スリープモード中。 

6 グラジエントモード LED。ポンプがグラジエントモードで稼働しているとき
に点灯します。分析モードが高速 LC モードに設定されている場合、点滅し
ます。 
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項目 説明 

7 リモートモード LED。 Analyst® ソフトウエアでポンプが制御されている場

合、点灯します。 

8 テンキー 

9 プログラム LED. プログラムが実行されている場合、点灯します。 

10 ポンプ LED. ポンプが稼働している場合、点灯します。 

11 ステータス パネル 
 

表 C-1 キー 
 

キー 機能 
 

 操作キーを表示します。 

pump ポンプを起動/停止させます。 

run タイムプログラムを起動/停止させます。(タイムプログラムが登録されていな

い場合、このキーは操作できません)。 

purge パージを起動/停止させます。パージが、開始から 3 分後に自動的に停止しま
す。[pump] キーを押すことでもパージは停止可能です。パージ時間は、P-
TIMER 補助機能を使って変更可能です。 

VP 初期画面と [VP] モードを切り替えます。 

sleep ステータス パネル画面を消します。このキーは、操作に影響を及ぼしませ

ん。 

func (機能) 
• 基本機能を前にスクロールします。 

• 補助機能を前にスクロールします。 

• タイムプログラムの編集中に前にスクロールします。 

back • タイムプログラムの編集中に後にスクロールします。 

• 補助機能の設定画面を逆スクロールさせます。 

edit タイム プログラムの編集モードを起動させます (初期画面から)。 

CE (消去) 
• 画面を初期化します。 

• 値を入力するまでの間に入力された値を消去します。 

• エラー メッセージを消去し、アラームをキャンセルします。 

del (削除) ステータスパネルスクリーン上のタイムプログラムの個々のラインを削

除します。 
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表 C-1 キー (続き) 
 

キー 機能 

conc (濃度)グラジエント分析で液体濃度を設定します。 

enter 各パラメーターに対する入力値を確認します。 

テンキー 各パラメーターに対する数値を入力するために使用します。 
 

オートサンプラ 
ステータスパネルスクリーンは使用中熱くなることがあります。 

 
図 C-2 ステータス パネルとテンキー 

 

 
 

項目 説明 

1 サンプルラック情報はオートサンプラにセットされたサンプルラックのモデル

です。 

2 ステータスライン 1 ラックチェンジャに接続しており、ラックチェンジャ
ラックを用いる場合、CHG-LINK が表示されます。OP MODE で 20 A でセッ
トする場合、20 A MODE が表示されます。 

3 コントロールバイアルラック情報は、コントロールバイアルラックの存在の有

無を示します。 

4 ステータスライン 2 はネットワークへの接続状態を表示します。 
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項目 説明 

5 ステータス インジケータ 
• 緑: 電源 ON。 

• 赤: エラー。 

• オレンジ: スリープモード中。 

6 冷却器 LED はサンプルクーラーが用いられている間点灯します。モニター中
の温度が設定温度の ±1 °C 以内ではない場合は点滅します。 

7 リモート LED は、Analyst® ソフトウエアでオートサンプラが制御されている

場合、点灯します。 

8 テンキー 

9 ステータス LED。優先分析実行中に、優先分析表示が ON になります。 

10 スタート LED。サンプルインジェクションが始まった時に点灯します。 

11 ステータス パネル 
 

表 C-2 キー 
 

キー 機能 
 

 操作キーを示す。 

start / stop サンプル注入の開始または停止 

rinse 洗浄液中のニードルを洗浄します。 

purge 指定した時間、流路中に洗浄液を送液します。 

VP 初期画面と [VP] モードを切り替えます。 

sleep ステータス パネル画面を消します。このキーは、操作に影響を及ぼしません。

func (機能) 
• 基本機能を前にスクロールします。 

• 補助機能を前にスクロールします。 

• タイムプログラムの編集中に前にスクロールします。 

back • タイムプログラムの編集中に後にスクロールします。 

• 補助機能の設定画面を逆スクロールさせます。 

edit タイム プログラムの編集モードを起動させます (初期画面から)。 
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表 C-2 キー (続き) 
 

キー 機能 

CE (消去) 
• 画面を初期化します。 

• 値を入力するまでの間に入力された値を消去します。 

• エラー メッセージを消去し、アラームをキャンセルします。 

del (削除) ステータスパネルスクリーン上のタイムプログラムの個々のラインを削

除します。 

ins (挿入) 繰り返しインジェクションまたは分析シーケンステーブルに行を追加し

ます。 

shift 矢印キーに対して別の機能を実行します。 
このキーを押すと、ステータス パネル画面に [Shift] が押されていることが表

示されます。再度このキーを押して、押された [Shift] をキャンセルします。 

enter 各設定項目について入力値を確認します。 

英数字の
キーパッ
ド 

• 各項目の設定に数値を入力するために使用します。 

• マイクロプレートまたは深底ウェル マイクロプレートに対してウェルナン

バーを入力するために使用します。 

カーソル

キー 
パラメーター設定スクリーンにカーソルを動かします。 
• 左矢印: ラックチェンジャが接続されると、初期画面から、特別なラック

取り外し設定画面である [REMOVE RACK] へ移動します。 

• 上矢印: 初期画面から、ニードル位置を移動させるための [ZHOME] 画面
へ移動します。 

• 下向き矢印: さらに、初期画面から、洗浄液流路の手動パージングのた
めの [MANUAL PURGE] 画面へ移動します。 

– 冷却温度設定画面にマイナスを表示します。さらに、初期画面から、洗浄
液流路の手動パージングのための [MANUAL PURGE] 画面へ直接移動しま
す。 
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カラム オーブン 
 
図 C-3 パネルとテンキー 

 

 
 

項目 説明 

1 上限温度 

2 実際の温度 

3 設定温度 

4 ステータス パネル 

5 カラムオーブンランプ。温度調節の開始時に点灯します。ドアが開いている
と、温度調節が停止し、カラムオーブンランプが点滅します。ドアを閉じる
と、再開します。 

6 タイムプログラムランプタイムプログラム実行中に点灯します。 

7 テンキー 

8 リモートモード ランプ。カラム オーブンが Analyst®  ソフトウエアで制御され

ている場合、点灯します。 
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項目 説明 

9 [Ready] ランプ。温度調節中に実際の温度と設定値の差が、READY RANGE 
(°C) の設定値範囲まで近付き、この状態が「WAIT TIME（分）」の設定値以
上続いている間に点灯します。「WAIT TIME」が 0 のときは、無条件で点灯
します。 

10 ステータス インジケータ: 
• 緑: 電源 ON。 

• 赤: エラー。 

• オレンジ: スリープモード中。 

• オレンジ (点滅): ヒートブロック温度が 60°C 以上の状態でドアを開いた場
合。 

 

表 C-3 キー 
 

キー 機能 
 

 このキーを押すと、操作キーが表示され、キーを操作することができます。 

oven 温度調節の開始・停止をさせるキーです。温度調節停止中にこのキーを 

押すと温度調節が開始し、作動中に押すと停止します。 

run タイムプログラムを開始・停止させるための切り換えキ－です。 

タイムプログラムが設定されていない場合は、無効です。 

temperature 運転温度の設定画面に切り替わります。 

VP 初期画面と [VP] モードを切り替えます。 

sleep 通常モード／スリープモードの切り換えキーです。 

画面表示は消えますが、装置の機能は継続されます。 

func 設定項目を選択するための切り換えキーです。押すたびに設定画面は次 
の項目に切り換わります。 
VP 機能の項目を選択後に押すと、VP 機能の設定画面を次の項目へ送り 

• ます。 

back 設定項目を選択するための切り換えキ－です。 
1 回押すごとに、設定画面を 1 つ前の項目へ戻します。 
VP 機能の項目を選択後に押すと、VP 機能の設定画面を 1 つ前の項目へ 
戻します。 

edit タイム プログラムの編集モードを起動させます (初期画面から)。 
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表 C-3 キー (続き) 
 

キー 機能 

CE (クリアキー) 
• 画面を初期化します。 

• 値を入力するまでの間に入力された値を消去します。 

• エラー メッセージを消去し、アラームをキャンセルします。 

del (デリートキー) タイムプログラム編集中に表示されているステップの１つを消

去しま 

す。 

valve 自動カラム スイッチング バルブの設定画面を表示します。 

enter 各設定項目について入力値を確定します。 

テンキー 各項目設定に数値を入力します。 
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VP 機能 D 
 

 

 
 
 
 

ポンプ VP 機能 
 

名称 機能 

Mobile Phase Monitor Group 

MOBILE PHASE 移動相の残量表示とセット量の設定。 

ALARM LEVEL 移動相の残量のアラーム値の設定。 

Product Information Group 

SERIAL NUMBER モジュールのシリアル番号を表示します。 

S/W ID ソフトウエアのバージョン番号を表示します。 

Maintenance Information Group 

TOTAL OP TIME 装置のトータル使用時間の表示。 

L SEAL 
DELIVERED 

使用中のシールでの総送液量と、交換時期の送液量の表示 
とリセット（左側シール） 

R SEAL 
DELIVERED 

使用中のシールでの総送液量と、交換時期の送液量の表示 
とリセット（右側シール） 

PART 
REPLACEMEN
T 

交換部品番号の入力。 

DGU OP TIME 本モジュールに接続した脱気装置の稼働時間の表示とリセット。 

MAINTENANCE 
LOG 

メンテナンスログを表示します。 

ERROR LOG エラーログを表示します。 

OPERATION 
LOG 

オペレーションログを表示します。 

Validation Support Group 

DATE 日付の表示・入力。 

TIME 時間の表示・入力。 

MEMORY 
CHECK 

メモリーチェックを実行します。 
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VP 機能 
 

 

 
名称 機能 

PULSE CHECK 脈動チェックを実行します。 

FLOW CHECK 流量チェックを実行します。 

GE TEST 
PROGRAM 

グラジエント濃度正確さの確認用タイムプログラムの設 

定 

LEAKAGE TEST リークチェックを実行します。 

LEAK SENSOR 
TEST 

リークセンサーチェックを実行します。 

Calibration Support Group 

Input 
PASSWORD 

パスワードを入力します。 

FLOW COMP 
FACT 

流量補正パラメータ (ALPHA) を設定します。 

PRESS 
COMP FACT 

圧力センサ感度補正係数を設定します。 

LEAK THR リークセンサー動作レベルを設定します。 

SEAL 
REPLACEMENT 

シール交換時期を設定します。 

FAST LC MODE (HPLC ポンプには適用されません) 分析モードを選択します。 

PMAX 
OVERRIDE 

(HPLC ポンプには適用されません) 圧力上限値の書き換え設定。 

OP MODE 動作モードの選択。 

INITIALIZE 
PARAM 

パラメーターを初期化します。 

CHANGE 
PASSWORD 

パスワードを変更します。 

CBM 
PARAMETER 

コントローラのパラメーターを表示または設定します。 

 

オートサンプラ VP 機能 
 

名称 説明 

Product Information Group 

SERIAL NUMBER モジュールのシリアル番号を表示します。 
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名称 説明 

S/W ID プログラムバージョンナンバーを表示します。 

RC SERIAL 
NUMBER 

ラックチェンジャのシリアル番号を表示します。 

RC S/W ID ラックチェンジャのプログラムバージョンナンバーを表示します。 

Maintenance Information Group 

TOTAL OP TIME トータル使用時間を表示します。 

NDL SEAL USED ニードルシールの使用頻度を表示します。 

HPV SEAL USED 高圧バルブのロータの使用頻度を表示します。 

HPV STATOR 
USED 

高圧バルブのステータ使用頻度を表示します。 

LPV SEAL USED 低圧バルブのロータの使用頻度を表示します。 

LPV STATOR 
USED 

低圧バルブの ステータの使用頻度を表示します。 

EXT PUMP USED 洗浄ポンプの使用頻度を表示ます。 

NDLE FLUSH ニードル内部を洗浄します。(全量注入方式 (INJECTION TYPE： 0) の
ときのみ表示されます) 

P-SET 計量ポンププランジャおよびプランジャの位置を移動させる 

HPV ROTATION 高圧バルブローターシール交換時に使用します。 

LPV ROTATION 低圧バルブローターシール交換時に使用します。 

PART 
REPLACEMENT 

交換部品番号を入力する。 

MAINTENANCE 
LOG 

メンテナンスログを表示します。 

OPERATION LOG オペレーションログを表示します。 

ERROR LOG エラーログを表示します。 

Validation Support Group 

DATE 日付を表示または入力します。 

TIME 時間を表示または入力します。 

MEMORY CHECK ROM と RAM のメモリーチェックを実行します。 

POSITION SENS ポジションセンサーで自動診断を実行します。 
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名称 説明 

LEAK SENSOR 
TEST 

リークセンサーの動作テストを実行します。 

Calibration Support Group 

Input 
PASSWORD 

パスワードを入力します。 

ADJUST MTP マイクロプレートまたはディープウェルプレートの位置を微調整します。 

ERASE MTP ADJ マイクロプレートの位置データを消去します。 

ASP FACTOR 試料注入量の正確さを補正します。 

LEAK THR リークセンサーの動作レベルを設定します。 

NDLE SEAL ニードル シール交換アラート値を変更します。 

HPV SEAL 高圧バルブ ローターシール交換アラート値を変更します。 

HPV STATOR 高圧バルブ ステーター交換アラート値を変更します。 

LPV SEAL 低圧バルブ ローターシール交換アラート値を変更します。 

LPV STATOR 低圧バルブ ステーター交換アラート値を変更します。 

EXT PUMP 洗浄ポンプ交換アラート値を変更します。 

CANCEL 
DOORSW 

ドア開閉自動検出を中止する。 

CANCEL 
RACKDET 

ラック自動検出をキャンセルする。 

CANCEL 
VIALDET 

バイアル自動検出をキャンセルします。 

OP MODE 外部コントローラとの通信モードを設定します。 

INITIALIZE 
PARAM 

パラメーターとログを初期化します。 

CHANGE 
PASSWORD 

パスワードを変更します。 

ADJUST RACK ラック位置を微調整します。 

ADJUST INJ 
PORT 

インジェクション ポートの位置を微調整します。 

ERASE 
RACK.P ADJ 

ラック位置情報を消去します。 

ERASE INJ.P 
ADJ 

インジェクションポート位置情報を消去します。 

TEMP DELTA サンプルクーラーの温度を補正します。 
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VP 機能
 

 

 
名称 説明 

INJECTION TYPE 注入方式を設定します。 

CBM Parameter Group 

SERIAL NUMBER コントローラのシリアル番号を表示します。 

S/W ID コントローラのプログラムバージョン番号を表示します。 

INTERFACE データ処理装置との通信媒体を設定します。 

ETHERNET SPEED Ethernet の通信スピードを設定します。 

USE GATEWAY デフォルトゲートウェイの使用・不使用を設定します。(設定が不要
な場合はこの画面は表示されません) 

IP ADDRESS コントローラの IP アドレスを設定します。(設定が不要な場合はこの画

面は表示されません) 

SUBNET MASK コントローラのサブネットマスクを設定します。(設定が不要な場合はこ

の画面は表示されません) 

DEFAULT 
GATEWAY 

デフォルトのゲートウェイ アドレスを設定します。(設定が不要な場合

はこの画面は表示されません) 

TRS MODE シリアル通信を設定します。 

 

カラム オーブン VP 機能 
 

名称 機能 

Product Information Group 

SERIAL NUMBER モジュールのシリアル番号を表示します。 

S/W ID ROM バージョンナンバーを表示します。 

Maintenance Information Group 

TOTAL OP TIME 装置のトータル使用時間を表示します。 

RV-L SEAL USED 左バルブの使用回数を表示します。 

RV-R SEAL USED 右バルブの使用回数を表示します。 

PART 
REPLACEMENT 

部品交換を記録します。 

MAINTENANCE 
LOG 

メンテナンスログの表示。 

OPERATION LOG オペレーションログの表示。 

ERROR LOG エラーログの表示。 



ExionLC™ AD システム
214 / 221 

ハードウエア ユーザー ガイド
RUO-IDV-05-1841-A

VP 機能 
 

 

 
名称 機能 

Validation Support Group 

DATE 日付の表示・入力 

TIME 時刻の表示・入力 

MEMORY 
CHECK 

メモリーチェック 

TEMPERATURE 
TEST 

温度調整精度自動診断 

GAS SENSOR 
TEST 

ガス センサーのチェック 

LEAK SENSOR 
TEST 

リークセンサーのチェック 

Calibration Support Group 

Input 
PASSWORD 
*1 

パスワードの入力 

TEMP-R1 CAL ヒーター R 1 点目の温度キャリブレーションをおこなう温度の入力 

TEMP-L1 CAL ヒーター L 1 点目の温度キャリブレーションをおこなう温度の入力 

TEMP-R2 CAL ヒーター R  2 点目の温度キャリブレーションをおこなう温度の入力 

TEMP-L2 CAL ヒーター L2 点目の温度キャリブレーションをおこなう温度の入力 

LEAK THR リークセンサーの動作レベルを設定 

OP MODE 操作モードの設定 

INITIALIZE 
PARAM 

パラメーターの初期化 

CHANGE 
PASSWORD 

パスワードの変更 



VP 機能
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補助機能 E 
 

 

 
 
 
 

ポンプ補助機能 
 

名称 説明 初期値 

Parameter Settings Group  

SV オプションのリザーバ切換バルブの、移動相を選択する
ための電磁弁の切り換えを設定します。 

1 

EVENT リレー接点出力の設定をします。 0 

COMP 溶媒の圧縮率補正の微調整に使用します。 0.45 

LPGE MODE 低圧グラジエントモードを設定します。 0 

P-TIMER パージ実行時間を設定します。 3 

P-FLOW パージ流量を設定します。 8.0 

P-PMAX パージ時の圧力上限を設定します。 10.0 

File Operation Group  

FILE NUM ファイル番号を指定します。 0 

FILE CPY ファイルをコピーします (初期条件とタイムプログラムを

含みます)。 

 

FILE DEL ファイルからタイムプログラムを削除します。 - 

Control Settings Group  

P-SET プランジャとプランジャーシール交換時に使用します。 0 

ZERO ADJ 圧力モニタ表示のゼロ点合わせをおこないます。 - 

   

System Settings Group 

LOCAL 制御をシステムコントローラからおこなうか、本機からお

こなうかを設定します。 
0 

ADRS システムコントローラから制御をおこなう場合、装置のア

ドレスを設定します。 
3 

KEY CLOSE キー入力が無効になります。 - 
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名称 説明 デフォルト 

BRIGHT ステータス パネル画面の輝度を設定します。 4 

EXT-S EVENT 1 の出力をタイムプログラムのスタート信号とし
て働かせます。また、EVENT2 の出力をエラー発生時の外
部機器のストップ信号として働かせます。 

0 

SYS 使用されるシステムの状態に応じた値を入力します。 1 

S-PROT 圧力が p.max の設定値を超えた場合、送液を止めずに
流量を落とすようにします。 

0 

FCV TYPE 本機に接続するリザーバ切換えバルブのタイプを設定しま

す。 
0 

PRS-UNIT 表示圧力の単位を設定します。 0 

RANGE レコーダ出力の圧力信号のフルスケールを設定します。 10 

CBM LINK システムコントローラのリンク先を設定します。 1 

BEEP MODE ブザー音を設定します。 0 

Monitor Settings Group  

MON TIME タイムプログラム実行時、経過時間を表示します。 0 

MON ID ポンプ ID を表示します。 0 

MON SV 電磁弁ユニットの流路状態を表示します。 0 

MON REV ポンプの積算回転数を表示します。 0 

CONDITION ポンプの送液状態を診断し、結果を表示します。 - 

DEGAS PRS 脱気ユニットの真空圧表示します。 - 

 

オートサンプラ補助機能 
 

名称 機能 

Parameter Settings Group 
 

 

注記: システムコントローラから本機が制御されている場合、COOLER TEMP から MTP 
ORDER までの設定はシステムコントローラ、または Analyst® ソフトウエアでおこないま
す。 

COOLER TEMP サンプルクーラーの温度を設定します。 
ラックチェンジャ使用時は、ラックチェンジャも温度に設定されます。 

PURGE TIME パージ時間を設定します。 

RINSE MODE ニードル洗浄方法を選択します。 
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補助機能
 

 

 
名称 機能 

RINSE DIPTIME ニードル洗浄時間を設定します。 

RINSE VOLUME 洗浄液の置換する量を設定します。 

RINSE SPEED 洗浄液を置換するときの流速を設定します。 

SAMPLE SPEED 試料計量時の計量速度を設定します。 

NEEDLE STROKE ニードルを降ろす距離を設定します。 

MTP WELL マイクロプレートまたはディープウェルプレート使用時に、WELL 数を

設定します。 

MTP ORDER マイクロプレートまたはディープウェル プレート使用時に、試料注入順

を設定します。 

EVENT 外部出力端子を制御します。 

Repeat Inj Table 該当なし 

Control Settings Group 

CLEAR SMPTBL サンプルテーブルを消去します。 

CLEAR Rep Inj tbl はさみ込み分析用のサンプルテーブルを消去します。 

STAT 割り込み分析を設定します。 

PAUSE シーケンスを一時中止します。 

MANUAL PURGE マニュアルシリンジで洗浄液を引き込みます。 

Z HOME 輸送時などにニードルを上げます。 

TEST INJ PORT ニードルがインジェクションポートに正しく降りているか確認します。 

PURGE (Ext Pump) 洗浄ポンプを用いて、2 液目の洗浄液でパージします。 

HPV TEST 高圧バルブをテストします。 

System Settings Group 

LOCAL 本機を外部コントローラから切り離して使用します。 

KEY CLOSE キーロックをします。 

BRIGHTNESS 画面の明るさを調整します。 

CNT RACK STRK コントロールバイアルラックでのニードルの降りる距離を設定します。 

MAX Inj. Volume 注入量上限値を設定します。 

SELECT EVENT1 1 番イベント出力をイベント出力かスタート出力かに切り換えます。 
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名称 機能 

SELECT EVENT2 2 番イベント出力をイベント出力、スタート出力、シャットダウン出力
のどれかに切り換えます。 

SELECT EVENT3 3 番イベント出力をエラー出力かイベント出力かに切り換えます。 

RINSE METHOD 洗浄ポンプを使用する場合のニードルの洗浄方法を設定します。 

EXT RINSE TIME 洗浄ポンプの洗浄時間を設定します。 

SMALL ID VIAL 小容量バイアルを用いる場合に設定します。 

CBM LINK システムコントローラのリンク先を設定します。 

BEEP MODE ブザー音を設定します。 

CUT OFF LOOP ループカット機能を使用する場合に設定します。 

C TIME ループカットする時間を設定します。 

Changer Settings Group 

DISP RACK 
STATUS 

ラックチェンジャの ラック 1 ～12 の状態を表示します。 

STACK A CODE ラックチェンジャ のスタック A のスタックコードを入力します。 

STACK B CODE ラックチェンジャ のスタック B のスタックコードを入力します。 

STACK C CODE ラックチェンジャの スタック C のスタックコードを入力します。 

STACK D CODE ラックチェンジャの スタック D のスタックコードを入力します。 

STACK A STRK スタック A のニードルストロークを設定します。 

STACK B STRK スタック B のニードルストロークを設定します。 

STACK C STRK スタック C のニードルストロークを設定します。 

STACK D STRK スタック D のニードルストロークを設定します。 

REMOVE RACK 本機からチェンジャラックを取除くときに設定します。 

AUTO 
EXCHANGE 

終ウェルの試料分析中にラックを次のラックへと交換します。 

REMOVE 
DUMMY 

分析時以外での時間中、本機からラックチェンジャ専用 ラックを取り除
くかを設定します。 

RC STACK SCAN スタック挿入時に、ラックの有無を確認するかどうかを設定します。 

Clear RACK INFO ダミーラックの位置情報及びラックの有無を消去します。 
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名称 機能 

RC INITIALIZE 全スタックのラックの有無を確認します。 

LED LIGHT 約 10 秒間、ラックチェンジャ II 内部の LED 証明を点灯します。 

 

カラム オーブン補助機能 
 

名称 初期値 機能 

Parameter Settings Group 

SET TEMP 40 (°C) 運転温度を設定します。 

T.MAX 160 (°C) 上限温度を設定します。 

Monitor Settings Group  

AMBIENT – 外気温を表示します。 

System Settings Group  

LOCAL 0 システムコントローラから制御をおこなうか、本機により制御

をおこなうかを設定します。 

LINK ADRS 6 システムコントローラから制御をおこなう場合のアドレスを設

定します。 

KEY CLOSE – キー入力を無効にします。 

READY 
RANGE 

1.0 [READY RANGE] を設定します。カラムオーブンないが設定
温度になったと判断する温度の幅を設定します。 

WAIT TIME 5 設定温度範囲に達してから READY までの時間を設定しま
す。 

BEEP MODE 0 ブザー音の設定をします。 
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 改訂履歴 
 

 

 
 
 
 

改訂 説明 日付 

A 本書の初版 2015 年 4 月 
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