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本書は、SCIEX の機器をご購入いただいたお客様が 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 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ェアは、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、これらソフトウェアのコピー、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、ソフトウェアの逆アセンブ
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、他の製造業者および/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および/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、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および/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および/またはライセンスを意味するものではありません。 

SCIEX の保証は 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 SCIEX による排他的表示 、保証、および義務とします。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。 

研究用にのみ使用できます。診断目的での使用はできません。 

ここに示されているすべての商標は、�������������������またはそれぞれの権利所有者の財産です。 

��������™はライセンスの下で使用されています。 
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第 1 章 はじめに 

はじめに 1 
 
このガイドでは、ExionLCTM AD マルチプレートサンプラーの基本操作とトラブルシューティン

グについて説明します。製品の使用や操作の前に、本書を熟読して本書の指示に従ってくださ

い。 

本書には、システムを安全に操作していただくための安全手順と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。詳細は、

ExionLCTMシステムの『Hardware User Guide 』を参照してください。 

後で参照できるように本書を保管してください。本システムのオペレーターが本書を確実に利

用できるようにしてください。 

 

電気に関する注意事項 

AC 主電源 
 

警告！感電注意。すべての電気機器の設置および配線は有資格者のみが行い、すべての

設置が地域の規制および安全基準に確実に準拠するようにします。 
 

警告！感電注意。緊急の際にはシステムを AC 主電源コンセントから確実に外せるよう

にします。AC 主電源コンセントを塞がないこと。 
 

警告！感電注意。カバーを取り外さないこと。カバーを外すと、システムに損傷または

不具合が生じる可能性があります。定期メンテナンス、点検、調整のためにカバーを取

り外す必要はありません。メインカバーを取り外す必要がある修理の際には SCIEX 
FSE にお問い合わせください。 

本書の指示に従って適合する AC 主電源にシステムを接続します。システムの電気仕様につい

ては、『Site Planning Guide 』を参照してください。 

ガイドライン： 
• 製造業者が規定する以外の方法で配線しないでください。 

• 電源ケーブルの上に重い物体を乗せないでください。 

• 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。システムのプラグを抜く場合は、
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ケーブルではなくプラグを引っ張ってください。 

• 発熱装置の近くに電源ケーブルを配線しないでください。 

• 電源ケーブルを決して改造しないでください。 

 

保護接地線 
 
主電源には、正しく設置された保護接地線を含めなければなりません。システムに接続する前

に、資格のある電気工事士が保護接地線を取り付け、確認しなければなりません。 
 

警告！感電注意。保護接地線を意図的に外さないこと。保護接地線を外すと感電の危険性

が生じます。 

 
環境に関する注意事項 
主電源、加熱／換気／配管機器の設置および配線は有資格者のみが行うこと。すべての設置が

地域の法律およびバイオハザード規制に準拠するようにします。本システムに必要な環境条件

については、『Site Planning Guide 』を参照してください。 
 

警告！発火注意。裸火がある場合、または火花を生じる可能性がある同一室内でシステ

ムを操作しないでください。 
 

警告！発火注意。システムの近くで可燃性スプレー（ヘアスプレー、殺虫剤スプレーな

ど）を使用しないこと。これらが発火し火災を引き起こすおそれがあります。 
 

警告！バイオハザード注意。バイオハザード物質を使用する場合、ハザードの評価、管

理、取り扱いに関する地域の規制に必ず準拠すること。本システムまたはいずれの部品

も、生物学的封じ込めシステムとして機能することを意図するものではありません。 

 

注意：システム損傷のおそれ。腐食性ガスおよび過剰な粉塵への曝露を避けてください。 
 

 

注意：システム損傷のおそれ。地震発生時にシステムの転倒を防ぐ予防措置を講じてくださ

い。 
 

 

電磁場 
 



はじめに 

オペレーターガイド ExionLC ™ ADマルチプレートサンプラー 
RUO-IDV-05-2155-A 7/129 

注意：誤った結果を生じるおそれ。本デバイスを、強電磁（���）場発生源（例えば、遮蔽して

いない意図的 �� 源）の近辺で使用しないこと。��� 放射によって正常な運転が妨げられ誤っ

た結果を生じるおそれがあります。 

 

 
 

デバイスが意図したとおりに動くように、装置の電磁両立性環境を確実に維持します。 
 

撤去と廃棄（廃電気電子機器） 

地域の規制に従って撤去する前にシステムを除染します。�������������プロセスに従って、

装置を返却するための ��������������������に記入します。 

システムを施設から撤去する場合、国および地域の環境規制に従って異なる材料を分別しリサ

イクルします。 

未分別の都市廃棄物としてコンピュータの部品などのシステムコンポーネントや小組立部品を

廃棄しないでください。適切な廃棄規定の地方の都市廃棄物規則に従うことで、����（廃電

気電子機器）の環境影響を削減できます。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：��������������������に記入していない場合、�����ではシステムの返却に応じられま

せん。 
 

 
換気に関する注意事項 
排煙および廃棄物の処理は、連邦、州、郡、地域の安全衛生規制すべてに準拠しなければなり

ません。システムの『�������������������』で推奨している環境条件に準拠するラボの室内で

システムを使用してください。 
 

警告！発火および毒性化学品ハザード注意。本システムを使用するラボでは、換

気を良くします。高速液体クロマトグラフィーに使用する溶媒には引火性と毒性

があります。 

 
化学物質に関する注意事項 
 

警告！毒性化学品ハザード注意。洗面台などの給水設備を利用できるようにします。 
溶媒が目に入る、または皮膚に付着した場合、直ちに溶媒を洗い流してください。 

 

警告！バイオハザード、毒性化学品ハザード注意。排液ラインを正しくつ
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なげ、漏洩を防止します。 

 
 
 
 
 
 

注意：システム損傷のおそれ。排液ラインの末端を廃液容器の廃液内に沈めないでください。 

• サービスや定期メンテナンスの前に、システムでどの化学物質を使用していたのかを特定し

ます。化学物質を用いる際に従わなければならない安全衛生規則については安全データシー

トを参照してください。 

• 換気の良い場所で作業します。 

• パウダーフリーのネオプレン手袋、ニトリル手袋、保護眼鏡、白衣などの与えられた個人用

保護具を必ず着用してください。 

• 必要な電気安全作業実施要綱に従ってください。 

• イソプロパノール、メタノール、その他の引火性溶媒などの引火性物質を使用している時に

は、発火源を遠ざけてください。 

• あらゆる化学物質の使用と廃棄に注意してください。化学物質の取り扱いおよび廃棄に関す

る正しい手順に従わない場合、人体への傷害リスクがあります。 

• 清掃時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／毒性／放射性物質の保管、扱い、廃棄については、地域の規制すべてに準

じてください。 

• （推奨）溶媒ボトルの下に置く二次封じ込めトレイと廃液回収容器を使用して、こぼれた化

学物質を捕獲してください。 
 

静電気に関する注意事項 
液体クロマトグラフィー（LC）では移動相に引火性の有機溶媒を使用します。多量の引火性物

質が存在する場所で LC システムを使用することも珍しくありません。そのため、火災や爆発な

どの事故リスクを伴います。 

これらの事故の主な原因は静電気です。静電気に対する予防策を講じるのは難しい場合があり

ます。事故の兆候はさまざまで、気付くことは難しく、そのような事故は同時に複数の要因が

重なって起こる場合が多いからです。静電気事故を防止するための推奨方法については、

ExionLCTMシステムの『Hardware User Guide 』を参照してください。 

 

機器の使用および改造 
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警告！人体への傷害の危険性注意。製品の設置、調整、移転が必要な場合は、

SCIEX の代理店にお問い合わせください。 

 
 
 
 
 

警告！感電注意。カバーを取り外さないこと。カバーを外すと、システムに損傷または

不具合が生じる可能性があります。定期メンテナンス、点検、調整のためにカバーを取

り外す必要はありません。メインカバーを取り外す必要がある修理の際には SCIEX 
FSE にお問い合わせください。 

 
『Site Planning Guide 』で推奨している環境条件に準拠するラボの室内でシステムを使用して

ください。 

製造業者が規定していない環境または方法で本システムを使用する場合、機器による保護が損

なわれる可能性があります。 

システムの不正な改造または操作は、人体への傷害と機器への損傷を引き起こすおそれがあ

り、保証が無効となる場合があります。本システムを上記または下記の推奨環境条件で使用す

る場合、あるいは不正に改造したもので操作した場合、誤ったデータが得られる場合がありま

す。システムの修繕サービスに関する情報は FSE にお問い合わせください。 
 

警告！人体への傷害の危険性注意。SCIEX の推奨部品のみを使用してください。SCIEX
が推奨しない部品を使用する場合、または部品を本来の目的以外に使用すると、ユー

ザーに危害リスクを、システムの性能に悪影響を及ぼす可能性があります。SCIEX が規

定していない方法で本システムを使用する場合、機器による保護が損なわれる可能性が

あります。 

 
メンテナンス、点検、調整 
 

警告！人体への傷害の危険性注意。製品の設置、調整、移転が必要な場合は、SCIEX の

代理店にお問い合わせください。 

 

警告！感電注意。点検およびメンテナンスを実施する前に、必ず電源を切って装置

のプラグを抜いてください。そうしない場合、火災、感電、動作不良を招くおそれ

があります。 

検出器の性能を維持して正確な測定データを得るために、毎日の点検と定期的なキャリブレー

ションを実施してください。 

• 計画メンテナンスについては、SCIEX の代理店にお問い合わせください。 
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• 定期交換部品に記載されている交換周期は推定値です。使用環境や使用頻度に応じて記載の

交換周期よりも早期に交換が必要となる可能性もあります。 
第 2 章 概要 

概要 2 

このモジュールは ExionLCTMシステム用で、フロントエンドに最適なオートサンプラーです。

最高 130 MPa の超高圧 LC 分析により、優れたキャリーオーバー制御と注入量の高い再現性を

実現できます。モジュールは 3 台のサンプルラックを収納でき、各ラックは 2 枚のプレートを

保持できます。384 ウェルのマイクロタイタープレート 6 枚がセットされている場合、最大

2304 のサンプルを連続して分析できます。また、カラムオーブンが質量分析計とのインタｰ

フェイス接続点でモジュールの右側に設置されている場合、質量分析計と接続すると流路は最

短になります。 

図 2-1 前面図 
 

 
 

項目 説明 

1 右カバー。手に持って手前に引くことで取り外し可能です。 

2 ステータスパネル。ステータスパネル画面と LED で構成されています。操作設
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項目 説明 

定を表示します。 

3 キーパッド。操作と設定を行います。 を押して操作キーを表示します。 
 
 
 

項目 説明 

4 左扉 

5 ラック扉 

6 右扉 

7 フロントパネル。扉センサー機能が使用されている場合、フロントパネルが取り

付けられている時しか注入は実施されません。 
 

図 2-2 内部図 
 

 
 

項目 説明 

1 サンプルラック。バイアルプレートを保持します。 

2 ラックの LED。サンプル注入中にサンプルラックの LED が点滅して、サンプ

ル吸引対象のプレートが配置されていることを示します。サンプルラックが挿

入されている場合、ラック LED は 4 秒間点滅します。 
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項目 説明 

3 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。 

4 高圧バルブ 

5 注入ポート 

6 ミキサー取り付け位置。ここにミキサーMR を設置できます。 
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項目 説明 

7 洗浄ポート。ニードルを洗浄します。反対側のポートは、標準洗浄ポートで

す。ニードルは外面を洗浄するために洗浄液に浸されます。手前側のポート

は、洗浄ポンプ用の洗浄ポートです。ニードルの外面は、標準溶液とは違う洗

浄液で洗浄できます。 

8 Z マウント。サンプル吸引用のニードルが搭載されています。 

9 LED 照明。照明は Z マウントの動作に従って点灯または消灯します。 
 

図 2-3 内部図の詳細 
 

 
 

項目 説明 

1 ドレインバルブ入口。ニードル内部の洗浄後に、廃液をソレノイドバルブに

導入します。 

2 洗浄ポンプ入口。リザーバーの瓶から洗浄ポンプに、ニードル外部洗浄用の

洗浄液を導入します。デガッサーは使用しません。 

3 洗浄ポンプ出口。洗浄ポンプから洗浄ポートへニードルの外部洗浄用洗浄

液を送ります。 

4 ドレインバルブ出口。ニードル内部の洗浄後、ソレノイドバルブ経由でモ

ジュールから廃液を排出します。 

5 手動プライムバルブ。モジュールに付属するマニュアルシリンジを使って洗

浄液をくみ上げるために使われます。 

6 低圧バルブ。洗浄液の流路を切り替えます。 

7 測定ポンプ 
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図 2-4 背面図 
 

 
 

項目 説明 

1 REMOTE コネクタ。コントローラに接続します。 

2 外部入出力端子 

3 バージョンアップ用コネクタ 

4 デガッサー用電源コネクタ 

5 CBM-lite 用ハウジング 

6 AC 電源コードコネクタ 
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サンプル注入 
下表には、本項の図形の凡例が掲載されています。 

 
表 2-1 図の凡例 
 

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 注入ポート 

7 高圧バルブ 

8 カラム 

9 ミキサー 

10 LC ポンプ 

11 デガッサー 

12 移動相 A 

13 移動相 B 

14 ドレインバルブ 

15 ドレイン 

16 低圧バルブ 

17 デガッサー 

18 洗浄液 R2 

19 洗浄液 R1 

20 洗浄液 R0 

21 測定ポンプ 

22 手動プライムバルブ 

23 洗浄ポンプ 
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表 2-1 図の凡例（続き） 

項目 説明 

24 ソレノイドバルブ 

25 洗浄液 R3 

 高圧移動相 

 排出、吸引、放圧 
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待機（準備） 

移動相はリザーバーから高圧バルブ、サンプルループ、ニードル、注入ポートを通って圧送さ

れ、それから分析カラムに到達する前に高圧バルブを通って戻ります。 

 
図 2-5 待機 
 

 
 

• 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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放圧 

高圧バルブはロード位置まで回転（時計回りに 60°）して、サンプルループ内に留まっている高

圧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、洗浄ポートを

通って流れ、サンプルループ内の圧力を解放します。 

 
図 2-6 流路内の放圧 
 

 

• 放圧 

• 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 

低圧バルブは測定位置（反時計回りに 210°）に回転して、ニードルは上に移動します。 

 
図 2-7 ニードルの移動 
 

 

• 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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ニードル外部の洗浄 

低圧バルブは測定位置（時計回りに 30°）に回転して、ニードルは洗浄ポートに挿入され、そ

こでニードル外面はポート内の洗浄液で洗浄されます。 

また、洗浄を省くようにオートサンプラーを設定できます。  

高圧バルブ（4）は［Load］状態にあります。 

図 2-8 ニードル外部の洗浄 
 

 

• 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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ニードル外部の洗浄 

これは、ニードル外面の汚染を除去するためにサンプル吸引の前後にニードルを洗浄ポート内

に浸すか、洗浄ポンプを使って洗浄液を圧送することでニードル外面を洗浄する機能です。 

 
図 2-9 ニードル外面の洗浄 
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サンプル吸引 

ニードルはサンプルバイアルに挿入されます。測定ポンプはサンプルをニードルとサンプル

ループに引き込みます。 

 
図 2-10 サンプル吸引 
 

 

• 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 
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サンプル吸引後のニードル外部の洗浄 

ニードルは洗浄ポートに挿入され、そこでニードル外面はポート内の洗浄液で洗浄されます。 

また、洗浄を省くようにオートサンプラーを設定することも可能です。さらに、ニードル洗浄

ポンプでは、2 種類の洗浄液で洗浄できます。 

 
図 2-11 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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分析の開始 

ニードルが注入ポートに挿入され、高圧バルブは注入位置まで反時計回りに 60°回転します。

サンプルは移動相とともに流路に注入され、高圧バルブを通過してカラムに流れ、そこで分析が

開始されます。 

 
図 2-12 サンプル注入 
 

 

• ドレインバルブ：閉 

• 高圧バルブ：注入 

• 低圧バルブ：1～7 
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測定ポンプのホーム位置の設定 

測定ポンプはサンプルを送出して、ホーム位置を設定します。 

 
図 2-13 測定ポンプ 
 

 

• 排出 

• ドレインバルブ：開 

• 高圧バルブ：注入 

• 低圧バルブ：1～7 
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洗浄液の吸引 
 
図 2-14 洗浄液の吸引 
 

 

• 排出 

• ドレインバルブ：閉 

• 高圧バルブ：注入 

• 低圧バルブ：5～7 
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測定流路への洗浄液（R0）の送出 

測定流路をパージするために低圧バルブは時計回りに 30°回転して、測定ポンプは洗浄液

（R0）をドレインバルブに送出します。 

 
図 2-15 測定流路への送出 
 

 

• 排出 

• ドレインバルブ：開 

• 高圧バルブ：注入 

• 低圧バルブ：1～2 
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洗浄ポートへの洗浄液（R0）の送出 

低圧バルブは反時計回りに 30°回転して、洗浄液（R0）を吸引します。それから、低圧バルブ

は反時計回りに 60°回転して、測定ポンプは洗浄液（R0）を洗浄ポートに送出します。 

 
図 2-16 洗浄ポートへの送出 
 

 

• 排出 

• ドレインバルブ：閉 

• 高圧バルブ：注入 

• 低圧バルブ：6～7 
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（参照）洗浄液（R0/R1/R2）でのニードル内部の洗浄 

［RINSE TYPE］が 2 に設定され、サンプル注入後にニードル内部の洗浄が実施されると、指定

された洗浄液が測定ポンプにより吸引され、低圧バルブのポート 1 とポート 2 が接続され、洗

浄液は高圧バルブ、サンプルループ、ニードル、注入ポート、高圧バルブ、ドレインバルブの

順に送出されます。 

 
図 2-17 内部洗浄 
 

 

• 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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ニードル内部の洗浄 

これはニードル、注入ポート、サンプルループ、高圧バルブを含めたオートサンプラー内で流

路からの汚染を除去するために、分析中または分析後に最大 3 種類の洗浄液（R0/R1/R2）を

使って HPLC の流路を洗浄する機能です。ニードル内部を洗浄するために、［Parameter 
Setting］グループ内の［RINSE TYPE］を 2（ニードル内外の洗浄）に設定します。 

 
図 2-18 ニードル内面の洗浄 
 

 

注入ポートの洗浄 

この機能を使って、ニードル内部の洗浄直後に注入ポートを洗浄します。この機能は、ニード

ル内部を洗浄する場合のみ使用できます。注入ポートを洗浄するために［RINSE TYPE］で 2
（ニードル内外の洗浄）に設定してから、［INJ.P RINSE］で使用する洗浄液を選択します。主

要な洗浄の順序は、図 2-19 に記載されています。 
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図 2-19 洗浄の順序 
 

 
 

項目 説明 

1 サンプル注入後の注入ポート 

2 ニードル外表面の洗浄 

3 ニードルの上昇と洗浄液の滴下 

4 残りの成分が溶解した洗浄液の吸引 

5 ドレインポートへの、汚染された洗浄液の排出 

6 洗浄後の注入ポート 

（参照）流路内の保持容量 
 

注：［RINSE TYPE］パラメータが 2（ニードル内外の洗浄）に設定され、流路の洗浄に複数の

洗浄液が使用される場合、洗浄液 R0 には移動相（勾配分析の場合は初期濃度）を使用してくだ

さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 5 6 

1 2 3 
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図 2-20 保持容量 
 

 
 

 

項目 説明 内径×長

（mm） 
容量 

 （µL） 
ミキサー出口から

カラム入口までの

容量（µL） 

ニードル内部 
洗浄のための 
容量（µL） 

1 ミキサー～HPV 
No. 6 

ϕ0.3 × 300 21.2 21.2  

2 LPV ポート間 – 2.6  5.2 

3 LPV No. 7 
～測定ポンプ入

口 

ϕ0.5 × 135 26.5  26.5 

4 測定ポンプ内部 – 34.5  34.5 
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項目 説明 内径×長

（mm） 
容量 

 （µL） 
ミキサー出口から

カラム入口までの

容量（µL） 

ニードル内部 
洗浄のための 
容量（µL） 

5 測定ポンプ出口

～LVP No. 2 
ϕ0.5 × 170 33.4  33.4 

6 LPV No. 1～HPV 
No. 2 

ϕ0.5 × 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 ϕ0.3 × 1200 84.8 84.8 84.8 

9 ニードル – 11.7 11.7 11.7 

10 注入ポート – 1.0 1.0 11.0 

11 HPV No. 5～ 
カラム入口 

ϕ0.1 × 800 6.3 6.3  

合計 126.40
 282.91

 

 

ニードル洗浄条件 

この項では、各ニードル洗浄メソッドでの分析シーケンスについて説明します。 

 
表 2-2 図の凡例 
 

項目 説明 

1 分析の開始 

2 測定流路のパージから洗浄ポートのパージ（RINSE TYPE = 1） 

3 注入 

4 分析の終了 

5 高圧バルブの切り替え 

1 ニードル内部の洗浄時に洗浄される流路内の容量と同量 

0 高圧勾配分析用の遅延容量と同量（ミキサー容量を除く） 
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表 2-2 図の凡例（続き） 
 

項目 説明 

6 前処理 

7 ロード 

8 タイムプログラム 

9 勾配 

10 クロマトグラム 

11 分析時間 

12 高圧バルブ位置 

13 ニードル内部の洗浄→測定流路のパージ→洗浄ポートのパージ 

14 圧送によるニードル内でのパージ（サンプルループの平衡化） 

RINSE TYPE = 0、1、3：ニードル洗浄メソッドとして「no rinsing」「external rinsing of the 
needle」「no rinsing (fast)」が選択された場合、測定流路と洗浄ポートは分析開始直後にパー

ジされ、次の分析のための前処理工程が始まります。前処理工程中のサンプル吸引前後に、

ニードル外部を洗浄できます。 
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図 2-21 Rinse Type 0 、1、3 
 

 
 

RINSE TYPE =2：ニードル洗浄メソッドとして、ニードル内部と外部の洗浄が選択された場

合、以下の事象が生じます。 
1. 分析中または分析後に、高圧バルブはロード位置に切り替えられます。 

2. ニードル内部が洗浄されます。 

3. 測定流路と洗浄ポートがパージされます。 

4. 高圧バルブは注入位置に切り替えられます。 

5. サンプルループ内の洗浄液とニードルは移動相でパージされ、次の分析のための前処理工程

が始まります。 
 
前処理工程中のサンプル吸引前後に、ニードル外部を洗浄できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



概要 

ExionLC ™ ADマルチプレートサンプラー オペレーターガイド 
36／129 RUO-IDV-05-2155-A 

図 2-22 Rinse Type 2 
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第 3 章 設定 

設定 3 

システムのハードウェアプロファイルを作成する場合、『ExionLC TMシステム用ソフトウェア 
ユーザーガイド』を参照してください。 

一部の設定作業は VP と補助機能で実施されます。「VP 機能」VP 機能 VP 機

能 VP 機能（118VP 機能ページ）と「補助機能」（121 ページ）を参照

してください。 
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第 4 章 操作説明 

操作説明 4 

警告！高温注意。高温ランプが点滅している時は、カラムオーブンの扉を開けないでく

ださい。カラムオーブンの内部温度は 60 °C 以上になります。 

注意：システム損傷のおそれ。35 MPa を超える圧力で、マニュアルインジェクターを使用し

ないでください。 
 
注意：システム損傷のおそれ。冷却操作を長時間行わないでください。結露は定期的に取り除

いてください。 
 
注意：圧力を、バルブの耐圧より低く維持してください。 
 
注意：システム損傷のおそれ。85 °C を超える温度でカラムオーブンを操作する場合、高濃度

（50%以上）の有機溶剤は使用しないでください。 
 

洗浄液の選択 
 
注意：誤った結果を生じるおそれ。LC システムを使用する時は、必ずデガッサーの電源を入れ

てください。サンプル注入中に洗浄液の配管に気泡が入ると、正確さが損なわれます。 

移動相に適した洗浄液をお選びください。 
 

逆相、イオン交換、水系順相 

下記の状況にある場合を除き、メタノールと HPLC グレード水が 1:1 の溶液を使用します。 
• サンプルと接触する際に溶液が塩を沈殿させる場合、移動相と成分が似ていて塩を含まない

溶液を使用してください。 

• 分析する成分によりサンプルがニードル外部に残りやすい場合（例えば酸性、塩基性、また

はイオン性物質）、下記の洗浄液を使用してください。 

• メタノールやアセトニトリルなどの有機溶剤に、ギ酸や酢酸を添加したもの 
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• 0.1%トリフルオロ酢酸（TFA）水溶液、有機溶剤の溶液または 2 つの混合液 

非水系順相および GPC 

移動相に使用したものと同じ洗浄液を使用してください。 

標的化合物が酸性、塩基性、またはイオン性物質で洗浄モードが必要な場合、0.1%TFA 水溶

液、有機溶剤の溶液または 2 つの混合液をお使いください。 
 

高濃度の揮発性酸の利用ガイドライン 

洗浄液に高濃度の揮発性酸（1%を超える濃度のギ酸や酢酸、または 0.1%を超える濃度のトリ

フルオロ酢酸（TFA））が含まれている場合、長時間での連続分析中に生成された揮発成分に

より、モジュール内の金属部品が錆びて、故障につながる場合があります。高濃度の揮発性

酸を使用する場合は、下記のガイドラインに従ってください。 
• 酸溶液が下記の濃度を超える場合、使用前に希釈してください。 

• 1%を超える濃度のギ酸や酢酸溶液 

• 0.1%を超える濃度のトリフルオロ酢酸（TFA）溶液 

• 分析終了後、HPLC グレードの水やメタノールなど酸を含まない溶液に洗浄液を交換し、そ

の後サンプルラックを取り外してモジュール内部を換気します。 

• 分析終了後、Z マウントを洗浄ポートから離した位置に待機させてください。洗浄液は常に

洗浄ポートに蓄積され、揮発性酸は特に洗浄ポート周囲で高濃度となります。ニードルが注

入ポートに挿入されている時に Z マウントが洗浄ポートに密接していると、Z マウントの

モーターの錆びの原因になります。 

 

緩衝液の利用ガイドライン 

緩衝液が移動相として使用される場合、使用する緩衝液によりチューブが詰まる可能性があり

ます。下記のガイドラインに従ってください。 

• オートサンプラー注入中、洗浄液と移動相は高圧バルブと低圧バルブの間にあるチューブ内

で混合されます。洗浄液と移動相が混合されたら、塩が沈殿していないか確認します。 
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• 50 mmol/L を超える濃度の緩衝液を使用する場合、塩の沈殿を避けるために、洗浄液内の有

機溶剤の濃度を 50%以下に維持してください。 
サンプル注入後、図 4-1 の実線で示された流路に洗浄液が充填されます。 点線で示された流

路には移動相が充填されています。サンプル採取前に高圧バルブは回転して、高圧により圧

縮された移動相の一部は  
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• 図 4-2 に示されているように高圧バルブのポート 4 と 5 および 1 と 6 を通って押し出されま

す。ポンプ圧に応じて、洗浄液と移動相は  
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• 図 4-2 の円内部で混合され、ポンプ圧によっては塩が沈殿する場合があります。 

 
図 4-1 洗浄ステップ A 
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図 4-2 洗浄ステップ B 
 

 

 

リザーバー、洗浄液容器、廃液容器の準備 
 
 

警告！毒性化学品ハザード注意。割れた容器や壊れた容器は使用しないでください。 
 
 

警告！毒性化学品ハザード注意。廃液容器は床上など、装置より低い位置に設置してく

ださい。容器が装置より高い位置にあると、液体が排出されず、接続部分から漏れてし

まいます。 

 
• ドレインチューブが図 4-3 のように装着されていることを確認します。上部出口は洗浄液

用、中央出口は結露用、下部出口は装置内で漏れた液体用です。ドレインチューブのアダプ

ター（アクセサリ）を廃液容器の口に取り付けて、洗浄液出口に接続されたドレインチュー

ブの先端が廃液に浸されていないことを確認します。ドレインチューブの先端が廃液に浸

かっていると、廃液がモジュール内部に流れ込み、モジュールが故障する可能性がありま

す。 
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図 4-3 廃液容器 
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項目 説明 

1 ドレインチューブのアダプターを取り付けます。 

2 ドレインチューブの先端が廃液に浸されていないことを確認します。 

 

オートサンプラーの起動 
 

必須項目 

• 電源ケーブルのプラグが AC 主電源に差し込まれていることを確認します。差し込ま

れていない場合、オートサンプラーの電源がオフになっていることを確認してからプ

ラグを差し込みます。 
 

• 電源スイッチを押して、オートサンプラーの電源をオンにします。 

 
図 4-4 電源ボタン 
 

 

以下の事象が生じます。 
a. ステータスパネル画面内のすべての点と LED が点灯します。 

b. システムでメモリテストが実施されます。 

c. 制御プログラムのバージョン番号が表示され、ステータス表示器が緑になります。 

d. ニードルが待機状態になり、初期画面が表示されます。 
 

注： 
• 例えばサンプル表に多数の列があるなど、バックアップが必要な大量のデータがある場

合、初期化が開始されるまで少し時間がかかることがあります。 

• エラーが検出されるとアラームが鳴り、エラーメッセージが表示されます。 

 
オートサンプラーのパージ 
オートサンプラーが長時間使われていなかった場合や室温が変化した場合に、チューブ内に気

泡が発生しやすくなります。流路内部に気泡があると、サンプル注入の精度に悪影響が出ま

す。デガッサーをステンレス製チューブで低圧バルブのポート No. 4 に接続してください。 

分析開始前に、気泡を完全に除去します。 
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また、下記の場合オートサンプラーのパージを実施します。 
• オートサンプラーが長期間使用されていなかった場合 

• 洗浄液を変更した場合 

• 室温が変化した場合 
 
注：相溶性のない溶剤に交換する場合、その溶剤と交換する前に、最初に媒介の洗浄液として相

溶性のある溶剤と交換してください。ExionLCTMシステムの『Hardware User Guide 』を参照し

てください。 
 

 
1. ［CE］を押して、初期画面を表示します。 
 

注：［RINSE SPEED］が 35 µL/s の場合、パージ流量もほぼ同じです。流路内の溶剤を完

全に交換する場合、［PURGE TIME］を 25 分に設定することを推奨します。 
 

2. ［Purge］を押します。 

流路をパージするための洗浄液が導入されます。 

注： 
• 操作の途中でパージを中止する場合、再び［Purge］を押します。ポンプが洗浄液をすべ

て排出すると、パージはすぐに中止されます。 

• 洗浄液の流路が内部容量の大きいデガッサーに接続されている場合、1 回のパージ操作で

は全部の流路に洗浄液を充填できないことがあります。この場合、洗浄液がドレイン出口

から排出されるまで、パージ操作を 2、3 回繰り返します。 

 
サンプルの調製 

サンプルバイアルへのサンプルの導入 
 

注意：システム損傷のおそれ。埃を含めた固形物や不溶性物質を除去するために、メンブレン

フィルター（0.45 µm 以下）を使って事前にサンプルをろ過してください。サンプルの中に埃

などの固形物や不溶性物質があると、ニードル、ニードルのシール、高圧バルブステーター、

ローター、モジュール出口チューブなどの流路が詰まる可能性があります。また、高圧バルブ

のステーターやローターの滑り面が損傷して、短期間で液体が漏れる可能性もあります。 
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注意：システム損傷のおそれ。高粘度サンプルは使用前に希釈してください。高粘度サンプル

は、設定された注入量に従って適切に吸引されない可能性があります。このような場合、低濃

度のサンプルを使用するか、サンプル吸引速度を遅く設定してください。 

1. 移動相と似た成分の溶剤で、サンプル（A）を完全に溶解してください。 

 
図 4-5 サンプルとメンブレンフィルター 
 

 

2. メンブレンフィルター（B）でサンプルをろ過します。 
 

注意：システム損傷のおそれ。サンプルバイアルを使用する場合、シリコン製セプタムの PTFE
面を下向き（液側方向）にしてキャップを装着してください。PTFE 面が上を向いていると、

サンプル溶剤でシリコンゴムが溶けてしまう可能性があります。 
 

 

注意：システム損傷のおそれ。SCIEX 製のセプタムを使用してください。セプタムが純正品

ではない場合、セプタムの削りくずで流路が詰まる可能性や、ニードルがセプタムを貫通で

きない可能性があります。 
 

3. サンプルバイアル（A）、マイクロタイタープレートのウェル、ディープウェルにサンプ

ルを充填します。 
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注：サンプルバイアルを使用する場合、セプタム（B）の PTFE シート面（a）（濃い色）を

下向きにしてキャップ（C）を装着してください。 

図 4-6 サンプルバイアル 
 

 
 

 

注：1.5 mL サンプルバイアルを使用する場合、各バイアルに 1 mL を超えるサンプルを注入

しないでください。それ以上の量が注入されると、サンプルが十分に冷却されない場合があ

ります。 
 

 

サンプルラックの設置 

1. モジュールからサンプルラックを取り外します。 
 

注：プレートの設置や取り外しの前に、サンプルラックを完全に前方に引き出してくださ

い。 

図 4-7 開いた状態のサンプルラック 
 

 
 

2. サンプルが充填されたプレートを、サンプルラックの上に取り付けます。 
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1.5 mL のバイアルプレートを使用する場合、No.1 位置を前部の左隅に固定してください。マイ

クロタイタープレートやディープウェルプレートを使用する場合、A01 ウェルを前部の左隅に

固定してください。 

図 4-8 サンプルラック上へのプレートの取り付け 
 

 
 

注：サンプルラックに取り付けるプレートは、両方同じ種類を使用してください。違う種類

のプレート 2 枚を取り付けると、サンプルが正確に注入されない場合があります。 
 

 

注：サンプルラックが冷却されると、サンプルラックの上面に結露が発生する場合がありま

す。サンプルラック上には、必ずプレート 2 枚を配置してください。 
 

 

注意：システム損傷のおそれ。サンプルラックをきちんと挿入してください。不適切な方法

で挿入されると、ニードルが違う位置を刺し、装置の損傷や詰まりにつながります。また、

ニードルがサンプル吸引の際にキャップを刺し、エラーが発生する可能性もあります。 
 

3. ガイドに沿って、サンプルラックを水平に奥までしっかり差し込んでください。サンプル

ラックが認識されると、画面に設定が表示されます。 

 
図 4-9 ステータスパネル 
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項目 説明 値 

1 ラックプレート • L 

• M 

• R 

2 ラック ID • A 

• B 

• C 

• D 

• E 

• F 

3 プレート • none 

• MTP96 

• DWP96 

• 1.5 mL 

• MTP384 

• DWP384 

4 コントロールバイアルラック • none 

• CntR 

 

分析中のサンプルラックの取り外し 
 

警告！突き通しの危険。分析中に装置の中に手を入れないでください。サンプルラッ

クを取り外しても、Z マウントとニードルは動き続けます。 
 

注意：システム損傷のおそれ。LED が点滅している時はサンプルラックを取り外さないでくだ

さい。ニードルが損傷するおそれがあります。注入中、サンプルが注入されたプレートを載せ

たサンプルラックの LED は点滅します。 
 

ラックの LED が点滅していない場合は、分析中でもサンプルラックは取り外せます。 
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• ラックの LED が点滅しているサンプルラックを取り外そうとすると、注入が中断されます。

サンプルラックを元の注入位置「r」に戻します。サンプルを注入するサンプルラックがラッ

クプレートに取り付けられていない場合、注入は開始されません。サンプルラックを挿入す

ると、注入が開始されます。 

• サンプル冷却器をオンにした状態でサンプルラックを 30 分以上外に放置すると、サンプル

冷却器の電源は自動的に切れます。サンプルラックを元の位置に戻すと、サンプル冷却器は

自動的に動作を再開します。 
 

分析後の手順 

流路の洗浄 
 

注意：システム損傷のおそれ。移動相として緩衝液を使った分析の後は、緩衝液の脱水により形

成された結晶による流路の詰まりを防ぐため、蒸留水または精製水で流路を洗い流してください。 
 

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

分析後の流路洗浄では、分析前と同じ方法で自動パージ機能を活用します。その後、圧送によ

り流路全体を洗浄します。 

移動相流路の洗浄 
 
1. リザーバー内の移動相を HPLC グレードの水と交換します。 

2. 流路からカラムを取り出し、上の図に示された流路内の移動相が水で完全にパージされるま

でポンプを作動します。 

3. ポンプを停止します。 

4. リザーバーの瓶に入っている水をメタノールと交換します。 

5. 移動相流路内の水がメタノールと完全に交換されるまで、ポンプを再び作動します。 

6. ポンプを停止します。 

サンプル流路の洗浄 
 
1. 洗浄液容器内の水を、HPLC グレードの水と交換します。 

2. ［Purge］を押します。 

3. 洗浄液容器内の水をメタノールと交換します。 

4. メタノールが充填された流路内で手動でのプライミングを実施して、それから流路を 10 分間

パージします。 
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モジュールの電源オフ 
 

注意：データ損失の危険。主電源スイッチに触れないでください。分析中または作動中に主電源

スイッチに触れると、設定データの保存時の失敗やデータ破損の原因になります。 
 

 

注意：データ損失の危険。モジュールの電源が強制的にオフになるので、電源ボタンを 4 秒以

上押さないでください。電源が強制的にオフになると、設定データの保存時の失敗やデータ破

損の原因になります。 
 

緊急時や焦げた匂いがするなど問題が検出された場合に、この手順を実施してください。 
 

注：停電や装置の故障など緊急事態が発生した後は、電源をオンにする前に必ずシステムを徹

底的に点検してください。必要に応じて、SCIEX 担当者に連絡してください。 
 

 
1. 電源ボタンを押します。 

電源ボタンを 4 秒以上押すと、システムの電源が切れます。これは設定データの破損の原因

となります。 
［Confirmation ］画面が開きます。 

2. ［OK］を押します。 

3. 電源ボタンがオレンジになっていることを確認します。 

4. 主電源スイッチをオフにします。 

5. システム後部にある主電源ケーブルを外します。 
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第 5 章 修理およびメンテナンス 

修理およびメンテナンス 5 

警告！感電注意。点検およびメンテナンスを実施する前に、必ず電源を切って装置の

プラグを抜いてください。そうしない場合、火災、感電、動作不良を招くおそれがあ

ります。 
 

警告！毒性化学品ハザード注意。流路内の部品を取り外す前に、LC ポンプを停止して

移動相の圧力がゼロまで下がっていることを確認してください。 
 
警告！高温注意。高温ランプが点滅している時は、カラムオーブンの扉を開けないでく

ださい。カラムオーブンの内部温度は 60 °C 以上になります。 

注意：システム損傷のおそれ。装置の外面を水で濡らしたままにしないでください。外面の清

掃にアルコールまたはシンナー類の溶剤を使用しないでください。錆や変色が生じるおそれが

あります。 
 

注意：システム損傷のおそれ。『Hardware User Guide 』で指定された交換部品以外は使用し

ないでください。指定されていない部品を使用すると、装置の損傷や故障につながる場合があ

ります。 
 

 
メンテナンススケジュール 
点検や部品交換については、FSE までお問い合わせください。 
 

注：この表に記載した交換およびメンテナンス期間は、指針として示したものに過ぎません。 
使用条件により異なります。 
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表 5-1 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 約 40000 回注入ごとに交換してください。 
FSE にお問い合わせください。 

低圧バルブのローターの交換 約 1000000 回注入ごとに交換してください
2。FSE にお問い合わせください。 

低圧バルブのステーターの交換 約 1000000 回注入ごとに交換してください
2。FSE にお問い合わせください。 

高圧バルブのローターの交換 約 10000 回注入ごとに交換してください。水

と有機溶剤の混合液を使用する場合に実施し

てください 2 3。FSE にお問い合わせくださ

い。 

高圧バルブのステーターの交換 約 20000 回注入ごとに交換してください。水

と有機溶剤の混合液を使用する場合に実施し

てください 2。FSE にお問い合わせくださ

い。 

高圧バルブの洗浄 約 10000 回の使用ごとに洗浄してください。

FSE にお問い合わせください。 

サンプルループの交換 約 40000 回注入ごとに交換してください。 
「サンプルループの交換」（61 ページ）を参

照してください。 

ニードルの交換 約 40000 回注入ごとに交換してください。 
「ニードルの交換」（59 ページ）を参照して

ください。 

洗浄ポートのキャップの交換 約 10000 回注入ごとに交換してください 4。 
「 
洗浄ポートのキャップの交換」（67 ペー

ジ）を参照してください。 

バイアル検出バネの交換 約 40000 回注入ごとに交換してください。

FSE にお問い合わせください。 

洗浄ポンプ（オプション） 約 700000 秒ごとに交換してください。FSE
にお問い合わせください。 

 
2 HPLC グレードの水で、流路を十分に洗浄します。ニードル内部洗浄機能を使用する場合、最低でも 1 年に 1 回はこの部品を交

換してください。 

3 緩衝液の種類により不溶性残渣の結晶化や残留が発生します。このような緩衝液を移動相として使用した後に、モジュールを長

期間使用しないでいると、ローターの寿命が大幅に短くなります。これを防ぐために、使用後は HPLC グレードの水で流路を徹

底的に洗浄します。 
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4 交差汚染が激しい場合、洗浄ポートのキャップを交換します。  
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表 5-2 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 

オートサンプラー 

測定ポンプのプ

ランジャーシール

の交換 

x   FSE にお問い合わせくだ

さい。 

測定ポンプのプ

ランジャーの交換 
x   FSE にお問い合わせくだ

さい。 

吸引フィルターの 
交換 

x   「吸引フィルターの点検、

交換、洗浄」（74 ペー

ジ）を参照してください。 

予熱 SUS チューブ

HP OUT の交換 
x   逆流洗浄の後も詰まりが解

消されない場合は交換して

ください。 

ラックパネルの交

換 

  x 結露が多い場合は交換して

ください。「ラックパネル

の交換」（75 ページ）を

参照してください。 

ラック扉の交換   x 結露が多い場合は交換し

てください。「ラック扉

の交換」（76 ページ）を

参照してください。 

フロントパネルの 
交換 

  x 結露が多い場合は交換して

ください。「フロントパネ

ルの取り外し」（57 ペー

ジ）を参照してください。 

ニードル駆動部 
（Z マウント）の洗

浄と注油 

x   「吸引フィルターの点検、

交換、洗浄」（74 ペー

ジ） 
を参照してください。 

その他駆動部の洗

浄と注油 

   FSE にお問い合わせくだ

さい。 
 

点検およびメンテナンス前 

• 流路内の移動相を HPLC グレードの水と交換します。 
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• フロントパネルとメインカバーの汚れを拭き取ります。 

• 水で湿らせたティッシュペーパーまたは柔らかい布で画面の汚れを拭き取ります。 

点検やメンテナンスの後 

• 点検およびメンテナンス後、ポンプ作動時に漏れがないかどうか点検します。 

 
検出器外面の掃除 
 

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 

• 落ちにくい汚れの場合 

• 希釈した中性洗剤 

• 水 
 

1. ティッシュペーパーまたは布で検出器の外面を拭き取ります。 

2. 汚れが取れない場合、以下のステップに従います。 

a. 希釈した中性洗剤で布を湿らせて、その布を固く絞ります。 

b. 検出器の外面を拭き取り、必要に応じて汚れを取り除くためにこすり取ります。 

c. 水で布を湿らせて、その布を固く絞ります。 

d. 検出器の外面を拭き取ります。 

e. 乾いた布で水分を拭き取ります。 
 

注意：システム損傷のおそれ。装置の外面を水で濡らしたままにしないでください。外面の

清掃にアルコールまたはシンナー類の溶剤を使用しないでください。錆や変色が生じるおそ

れがあります。 
 

 
フロントパネルの取り外し 

1. 初期画面の を押します。  

［ZHOME］画面が開きます。 

2. ［enter］を押します。 

ニードルが最上部まで上がり、モジュールの中央に移動します。 

3. 電源のスイッチをオフにして、電源コードを外します。 
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4. キーパネルと左右の扉を開きます。 

5. サンプルラックがある場合は取り外します。 

6. 右カバーを手前に引いて取り外します。 

7. ローレットネジ 2 本を緩めてから、ラック扉を取り外します。 
 
 
図 5-1 フロントパネルの取り外し 
 
 

 
 

項目 説明 

1 ローレットネジ 

2 ラック扉 

8. ローレットネジ 6 本を緩めてから、フロントパネルを手前に引いて取り外します。 
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図 5-2 ローレットネジ 
 

 

 

ニードルの交換 
 

必須手順 

• フロントパネルの取り外し（57 ページ） 
 

必要なもの 

• ニードル 
 

警告！突き通しの危険。注意してニードルを扱ってください。ニードルの先端は非常に

鋭利です。 
 

1. 取り付けネジ 3 本を緩めてから、Z マウントのカバーを手前に引いて取り外します。 

2. ニードルのメールナットをスパナで取り外します。 
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図 5-3 メールナットの取り外し 
 

 
 

注意：システム汚染の危険：ニードルを接続部に奥まで挿入してから、スパナでニードルを

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発生し、

ピーク拡散や交差汚染の原因となります。 
 

警告！毒性化学品ハザード注意。ナットはしっかりと締め付けてください。締め付け

が緩いと漏れの原因となります。 
 

警告！毒性化学品ハザード注意。必ず適切なフェルール（新しいニードルの付属

品）を使用してください。不適切なフェルールを使用すると漏れが生じる可能性があ

ります。 
 

3. メールナットとフェルールを新しいニードルに取り付け、メールナットを指で締め付けてか

ら、スパナを使って 180°回転させます。 

4. Z マウントカバーを戻し、ネジで締め付けます。 

5. フロントパネルを取り付けます。 

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オンにします。 

8. ラック扉を開いて、ニードルが注入ポートに入る位置を確認します。ニードル位置が正しく

ない場合は調整します。［ADJUST INJ PORT VP］機能を使用します。「VP 機能」（118

ページ）VP 機能を参照してください。 

 
注：メンテナンス後に元のニードルを取り付けたら汚染がひどくなった場合、新しいニード

ルに交換してください。 
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サンプルループの交換 
 

必須手順 

• フロントパネルの取り外し（57 ページ） 
 

必要なもの 

• サンプルループ 
 

1. 高圧バルブのポート 1 にある、サンプルループを固定しているメールナットを緩めてから取

り外します。 

 
図 5-4 高圧バルブ上のポート 1 
 

 

2. Z マウントのカバーから 3 本のネジを取り外し、カバーを外します。 
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図 5-5 Z マウントカバー上のネジ 
 

 

3. ニードルの反対側の、サンプルループの逆側にあるメールナットを、スパナを使って取り外

します。 

 
図 5-6 サンプルラック上のメールナット 
 

 

4. プラスチックカバーの後ろの右側にある 4 個のフックから、サンプルループを取り外しま

す。 
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図 5-7 フック（4 個） 
 

 

5. Z マウントの後ろにある角形フックからサンプルループを外して、オートサンプラーから

サンプルループを取り除きます。 

 
図 5-8 角形フック 
 

 

6. Z マウントの後ろにある角形フックを通して新しいサンプルループを這わせてから、Z マ

ウント右側にある位置決めプレートに沿ってループを配管します。 
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ヒント 角形フックの右側にある板バネを押して、開口部を作ります。サンプルループの小径

部を板バネに押し当てて、角形フックの中に入れます。 
 

図 5-9 サンプルループの配管経路 
 

 
 

項目 説明 

1 位置決めプレート 

2 板バネ 

7. メールナットとフェルールをサンプルループに取り付けてから、スパナを使ってニードル側

の結合部に固定します。 
 

注：サンプルループが位置決めプレートと密着していることを確認してください。 
 

8. バンドで固定されたサンプルループ部を、プラスチックカバーの後ろの右側にある最後尾の

フックに取り付けます。サンプルループを残りの 3 つのフックにかけて固定します。 
 
 



修理およびメンテナンス 

オペレーターガイド ExionLC ™ ADマルチプレートサンプラー 
RUO-IDV-05-2155-A 65/129 

 
 
 
 
 

注意：システム損傷のおそれ。サンプルループを装置右側にある上部後方のスペースに配置

してください。サンプルループがこのスペースに挿入されていないとループが垂れ下がり、

Z マウントが移動した時にひっかかり破損する可能性があります。 
 

図 5-10 サンプルループの配管経路 
 

 
 

項目 説明 

1 バンド 

2 上部プレート。プレートの下にサンプルループを通します。 

9. 取り付けられたメールナットとフェルールで、サンプルループを高圧バルブのポート 1 に固

定します。 
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10. 図 5-11 のようにポート 1 に取り付けられたサンプルループの配管を調整します。高圧バル

ブ右側に沿ってチューブを下方向に曲げ、プラスチックカバーの右側に沿って配管しま

す。 

 
図 5-11 高圧バルブ沿いに配管されたチューブ 
 

 

11. Z マウントカバーを戻し、ネジで締め付けます。 

12. フロントパネルを取り付けて、サンプルラックを正確な位置に戻します。 

13. 電源ケーブルを主電源に接続してから、電源をオンにします。 

14. 初期化中、サンプルループと他の部品の間に障害物がないことを確認します。特に高圧バ

ルブのポート 1 や Z マウント底部などの部品との間に障害物がないように注意してくださ

い。 
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洗浄ポートのキャップの交換 
 

必須手順 

• フロントパネルの取り外し（57 ページ） 
 

必要なもの 

• 洗浄ポートのキャップ 
 

1. 洗浄ポートのカバーを洗浄ポートから外します。 

2. 洗浄ポートカバーの上にある 2 個のキャップを取り外します。 

 
図 5-12 洗浄ポートのキャップの取り外し 
 

 
 

注意：システム損傷のおそれ。キャップがしっかりと取り付けられていることを確認しま

す。キャップが緩いと Z マウントと接触する可能性があります。 
 

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：システム損傷のおそれ。カバーがしっかりと取り付けられていることを確認します。

カバーが緩いと Z マウントと接触する可能性があります。 
 

4. 洗浄ポートカバーを取り付けます。 

5. Z マウントを手でそっと動かし、洗浄ポートカバーに触れないことを確認します。最低でも

1 mm の隙間を残します。 
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図 5-13 隙間 
 

 

6. フロントパネルを取り付けます。 

7. 主電源ケーブルを電源コンセントに接続します。 

8. オートサンプラーの電源をオンにします。 

9. ［Rinse］を押して、洗浄が問題なく完了したことを確認します。 

 

流路の洗浄 

ニードルとサンプルループの洗浄 

ニードル内部やサンプル内部が詰まっている場合、またはニードル表面が汚染されている場

合、ニードル内部と外面を移動相で洗浄します。 
 
1. ［CE］を押して、初期画面を表示します。 

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

3. ［NDLE FLUSH］画面が表示されるまで、［func ］を繰り返し押します。 

4. ポンプ上の［pump ］を押します。 

5. 圧送を 2 mL/min で 5 分間続けてから、圧送を中止します。 

6. ［enter］を押します。 
 
 
 



修理およびメンテナンス 

オペレーターガイド ExionLC ™ ADマルチプレートサンプラー 
RUO-IDV-05-2155-A 69/129 

 

メッセージ［NDLE is moving］が表示され、ニードルが洗浄ポートへ移動して、高圧バルブ

が［INJ］に切り替わります。LC ポンプとニードルが接続されます。 

7. LC ポンプで移動相を圧送して、ニードル内の詰まりや汚染を洗い流します。 
 

注：詰まりや汚染を除去できない場合、ニードルを交換してください。 
 

8. ニードル内部の洗浄が完了したら、［pump ］を押してポンピングを停止します。 

9. ［enter］を押します。 

ニードルが注入ポートに戻ります。 

10. ［CE］を押して、初期画面に戻ります。 
 

流路の逆流洗浄 

オートサンプラーの流路内に詰まりがある時、入口側チューブと出口側チューブを逆に接続し

て圧送することで、詰まりを解消できる場合があります。 
 
1. 入口側チューブと出口側チューブを取り外します。 

2. 2 mL/min～5 mL/min の流速で、LC ポンプからオートサンプラーへイソプロパノールを送り

込みます。 

3. 配管を元の状態に戻します。 

 

出口側チューブの交換 
 

警告！毒性化学品ハザード注意。チューブの同じ場所を繰り返し曲げないように注意し

てください。破裂や亀裂が生じ、移動相が漏れる場合があります。 

詰まった出口側チューブを交換する前に、「流路の逆流洗浄」（69 ページ）の手順を完了して

ください。詰まりが解消されない場合、出口側チューブを交換します。 
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注：カラムの種類やメーカーにより、接続ポートの形状は異なります。接続ポート形状の違い

により交差汚染やピークへの悪影響が生じた場合、出口側チューブを交換するか、アクセサリ

に付属するカラム接続用アタッチメントを使用します。 
保持時間が 0.6 分以下のピークでは、カラムの理論段数は約 5%低下します。 
 

必須手順 

• フロントパネルの取り外し（57 ページ） 
 

必要なもの 

• SUS チューブ（内径 0.1 mm× 600 mm） 

• 予熱ブロック 
 

1. カラムから出口側チューブを取り外します。 

2. カラムオーブンを右に移動して、オートサンプラーとカラムオーブンの間にスペースを作り

ます。 

3. 高圧バルブのポート 5 にあるメールナットを緩めてから、出口側チューブを取り外します。 

 
図 5-14 メールナットと出口側チューブ 
 

 
 

項目 説明 

1 出口側チューブ 

2 ポート 5 のメールナット 
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4. スクリュードライバーでカラムオーブから予熱ブロックを取り外します。 

5. 図 5-15 に表示されている充填された出口側チューブの円形部を伸ばします。 

 
図 5-15 出口側チューブの伸長 
 

 

6. オートサンプラーのサイドパネルの丸穴に、出口側チューブの曲がった端（識別タグが付い

た端）を挿入します。 

 
図 5-16 挿入された出口側チューブ 
 

 
 

項目 説明 

1 出口側チューブ 

2 サンプラーのサイドパネルの穴 

 
 
 



修理およびメンテナンス 

ExionLC ™ ADマルチプレートサンプラー オペレーターガイド 
72／129 RUO-IDV-05-2155-A 

注意：システム損傷のおそれ。識別タグをカラムオーブンの中にいれたままにしないでくだ

さい。高温でタグが溶ける可能性があります。 

7. カラムオーブンの左サイドパネルの丸穴に、出口側チューブを挿入します。 

チューブを適切に設置するために、必要に応じて ID 識別タグの位置を調整します。チュー

ブを挿入した後、タグを元の位置に戻します。 

図 5-17 カラムオーブンに配管された出口側チューブ 
 

 
 

項目 説明 

1 出口側チューブ 

2 カラムオーブンのサイドパネルの丸穴 

3 識別タグ 

8. ステンレス製メールナットとフェルール UHPLC 継手をチューブに取り付けてから、高圧バ

ルブのポート 5 にチューブを接続します。プラスチックカバーの「+」形状のスリット上側

に管を通します。 
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図 5-18 正しく配管されたチューブ 
 

 
 

項目 説明 

1 出口側チューブ 

2 ポート 5 のメールナット 

3 切り込み 

4 プラスチックカバー 

9. 予熱ブロックをカラムオーブンに取り付けます。 

10. （オプション）カラム接続アタッチメントを使用する場合 

a. ステンレス製フェルールとメールナットを出口側チューブの端に取り付けてから、カップ

リングを用いてカラム接続アタッチメントと接続させます。 

b. オートサンプラー側にある切り込みを通してチューブを配管して、カラム接続アタッチ

メントの反対側の端または出口側チューブをカラムに接続します。 

11. フロントパネルを取り付けます。 
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注： 
• チューブは径が小さくなる端の方が破損しやすくなっています。45°以上、チューブを曲

げないように注意してください。 

図 5-19 チューブの破壊点 
 

 

• SUS チューブを曲げる時に曲げ半径（曲率半径）が小さすぎると、チューブの内径が変

形してチューブの詰まりやチューブ内の圧力増加の原因となります。ペンチや類似の工

具を使って鋭角に曲げるなど、チューブを過度に曲げることはしないでください。また、

同じ箇所を何度も曲げたり伸ばしたりしないでください。チューブが傷み、破損の原因と

なります。 

 
吸引フィルターの点検、交換、洗浄 
 

必須作業 

• モジュールの電源をオフにしてから、モジュールを主電源から取り外します。 
 

必要なもの 

• イソプロパノール 

• HPLC グレードの水 
 

1. 吸引フィルターを吸引チューブから引き抜きます。 

 
図 5-20 吸引フィルター 
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項目 説明 

1 吸引チューブ 

2 吸引フィルター 
 

2. 吸引フィルターを超音波洗浄機内のイソプロパノール槽に 5 分間浸して洗浄します。 

3. 吸引チューブを吸入フィルターの中に挿入します。 

4. モジュールのプラグを主電源に差し込んでから、電源をオンにします。初期画面が表示され

ます。 

5. シリンジを使って、リザーバーから 3 種類の洗浄液を 3 つの流路に吸い込みます。 

6. 溶剤チューブ内部に気泡が蓄積しないように注意してください。 

気泡が蓄積した場合、チューブを交換します。 

7. フィルターが瓶の底に配置されるように、リザーバーに吸引チューブを取り付けます。 

 

ラックパネルの交換 
 

必要なもの 

• ラックパネル 
 

1. サンプルラックを取り外します。 

2. ラックパネルを固定しているローレットネジを緩めてから、サンプルラックからラックパネ

ルを取り外します。 
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図 5-21 ラックパネルとサンプルラック 
 

 
 

項目 説明 

1 ラックパネル 

2 ローレットネジ 

3. 新しいラックパネルを取り付けます。 

4. サンプルラックを取り付けます。 

 

ラック扉の交換 
 

必須手順 

• フロントパネルの取り外し（57 ページ） 
 

必要なもの 

• ラック扉 
 

1. 新しいラック扉を取り付けます。 

2. ラック扉と右扉を閉じます。 

3. 右カバーを取り付けます。 
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オートサンプラーの保管と取り扱い 
オートサンプラー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のを防ぐために

ニードルを上げてください。 
 
1. 電源をオンにします。 

2. 初期画面から、［Z HOME］画面が表示されるまで を押します。 

3. ［enter］を押します。 

ニードルが最高位置まで上昇してから、オートサンプラーの中央に移動します。 

4. 電源を切ります。 
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添付資料 A トラブルシューティング 

トラブルシューティング A 
 
 
 

症状 考えられる原因 修復処置 

電源ボタンを押しても電源が

オンにならない。 
• 電源プラグが外れている。 

• 電源コード内部配線が切断

されている。 

• 電源がこの装置の仕様に適

合していない。 

• プラグを主電源に接続し

ます。 

• 電源ケーブルを同じ種類の新

しいケーブルに交換します。 

• この装置の仕様に適合する電

源を使用します。 

ピークが確認できない。 • 移動相が流れていない。 

• バイアルに含まれている

サンプルの量が不十分であ

る。 

• LC メソッドが不正確に

なっている。 

• サンプル経路の注入流路が

詰まっている。 

• カラム性能が劣化してい

る。 

• ポンプが正常に機能している

か確認します。必要に応じて

修復処置を講じます。 

• バイアルにサンプルを追加し

ます。 

• LC メソッドの内容を検証し

ます。 

• 流路が詰まっていないか点検

して、詰まっていたら配管を

交換します。 

• 既知の分析条件でカラム性

能を検証して、性能が劣化し

ていたらカラムを交換しま

す。 
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症状 考えられる原因 修復処置 

ピーク保持時間が変動する。 • ポンプの流量が不安定に

なっている。 

• カラムの温度が上下して

いる。 

• カラム性能が劣化してい

る。 

• 移動相の成分が異なって

いる。 

• 室温が上下している。 

• ニードルか配管が詰まっ

ている。 

• ニードル内部の洗浄に使わ

れた洗浄液が、ニードルや

サンプルループなどの高圧

流路内に残っている。 

• ポンプが正常に機能している

か確認します。必要に応じて

修復処置を講じます。 

• カラムオーブンを使用しま

す。 

• 既知の分析条件でカラム性

能を検証して、性能が劣化し

ていたらカラムを交換しま

す。 

• 移動相を交換してから、

新しい移動相の成分を検

証します。 

• 温度の変動が最も少ない部屋

にオートサンプラーを設置し

ます。 

• 流路方向を逆にして洗浄し、

それでも問題が解決しない場

合はニードルまたは配管を交

換します。 

• 洗浄を設定します。 

• 測定流路をパージするた

めに［MLPURGEVOL］
で 600 mL 以上に設定し

て、ニードル内部を洗浄

した後に測定ポンプを

使って流路を移動相

（R0）で十分にパージし

ます。 

• サンプルループの平衡化

のために［LOOP S. 
TM］を有効にして、ニー

ドル内部の洗浄後にポン

プでの高圧洗浄により、

移動相で流路をパージし

ます。 
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症状 考えられる原因 修復処置 

ピーク形状が異常（ピー

クがブロードまたはテー

リングなど）。 

• カラム性能が劣化してい

る。 

• ポンプとカラム間の配管接

続が逆になっている。 

• 流路接続間にデッドボ

リュームがある。 

• 流路が漏れている。 

• ニードルか配管が詰まって

いる。 

• ニードル内部の洗浄に使わ

れた洗浄液が、ニードルや

サンプルループなどの高圧

流路内に残っている。 

• 既知の分析条件でカラム性

能を検証して、性能が劣化し

ていたらカラムを交換しま

す。 

• 配管を再設置します。 

• デッドボリュームがないか接

続部を点検して、デッドボ

リュームがあったら排除する

ために接続部を再設置しま

す。 

• 「 

症状 

高圧バルブの漏れ 

低圧バルブの漏れ 

流路接続部の漏れ 

 
 

注：高圧バルブのステーターは硬質皮膜製で、低圧バルブのステーターはセラミック製で

す。目に見える擦過傷がない場合、交換する必要はありません。

• 」（88 ページ）を参照して

ください。 

• 流路の部品を洗浄します。 

• 流路方向を逆にして流

路を洗浄します。 

• 移動相［NDLE FLUSH］

でニードル内部を洗浄し
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症状 考えられる原因 修復処置 

ます。 

• それでも問題が解決しな

い場合はニードルまたは

配管を交換します。 

• 洗浄を設定します。 

• 測定流路をパージするた

めに［MLPURGEVOL］
で 600 mL 以上に設定し

て、ニードル内部を洗浄

した後に測定ポンプを

使って流路を移動相

（R0）で十分にパージし

ます。 

• サンプルループの平衡化

のために［LOOP S. 
TM］を有効にして、ニー

ドル内部の洗浄後にポン

プでの高圧洗浄により、

移動相で流路をパージし

ます。 
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症状 考えられる原因 修復処置 

ゴーストピークが出現する。 • 洗浄液がない。 

• 洗浄ポートが汚染されて

いる。 

• 移動相の流路に前回の移

動相が残っている。 

• 洗浄液の流路に前回の洗

浄液が残っている。 

• ニードル内部の洗浄に使

われた洗浄液が、ニード

ルやサンプルループなど

の高圧流路内に残ってい

る。 

• 洗浄液があるか確認します。 

• ［DIP-R VOL］設定を増やし

ます。 

• 移動相流路を洗浄します。 

• 洗浄液の流路を洗浄します。 

• 洗浄を設定します。 

• 測定流路をパージするた

めに［MLPURGEVOL］
で 600 mL 以上に設定し

て、ニードル内部を洗浄

した後に測定ポンプを

使って流路を移動相

（R0）で十分にパージし

ます。 

• サンプルループの平衡化

のために［LOOP S. 
TM］を有効にして、ニー

ドル内部の洗浄後にポン

プでの高圧洗浄により、

移動相で流路をパージし

ます。 
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症状 考えられる原因 修復処置 

再現性が低い。 • 流路が十分に洗浄されてい

ないか、洗浄液がない。 

• 移動相の成分または流量が

異なっている。 

• 流路が漏れている。 

• 室温が上下している。 

• 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。 

• 流路を洗浄します。 

• 流路のパージまたは洗

浄を行います。 

• 洗浄液を追加します。 

• ［PUMP HEAD 
FLUSH］を実行します。 

• ポンプと移動相を点検しま

す。 

• 「 

症状 

高圧バルブの漏れ 

低圧バルブの漏れ 

流路接続部の漏れ 

 
 

注：高圧バルブのステーターは硬質皮膜製で、低圧バルブのステーターはセラミック製で

す。目に見える擦過傷がない場合、交換する必要はありません。

• 」（88 ページ）を参照して

ください。 

• 温度の変動が最も少ない部屋

にオートサンプラーを設置し

ます。 

• 既知の分析条件でカラム性

能を検証して、性能が劣化し

ていたらカラムを交換しま
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症状 考えられる原因 修復処置 

す。 

• FSE に連絡して、ニードル

シールを交換します。 

ベースラインがドリフトす

る。 
• 流路が汚れている。 

• 室温が上下している。 

• 流量が変動している。 

• 流路を徹底的に洗浄します。 

• 温度の変動が最も少ない部屋

にシステムを設置します。 

• ポンプが正常に機能している

か確認します。必要に応じて

修復処置を講じます。 
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症状 考えられる原因 修復処置 

圧力バルブを切り替えると、

圧力が大幅に変動する。 
• 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ま

で回転しない。 

• 流路を洗浄します。 

• 逆流で流路を洗浄しま

す。 

• 流路を点検して、詰まり

があったらチューブを交

換します。 

• FSE に連絡して、高圧バル

ブを解体してから洗浄しま

す。解体や洗浄後もバルブ

の詰まりが解消されない場

合、ローターとステーター

のシールの交換が必要な場

合があります。 

• 「ERR HPV Home」という

メッセージが表示されます。

FSE にお問い合わせくださ

い。 

カラム入口圧が高すぎる。 • カラムが詰まっている。 

• 流路が詰まっている。 

• カラム圧力を検証します。 
カラムが詰まっている場合、

カラムを交換します。 

• 流路を洗浄します。 

• 逆流で流路を洗浄しま

す。 

• 流路を点検して、詰まっ

ている配管の洗浄または

交換を行います。 

流路の詰まりに関するトラブルシュート 
流路内の圧力が上昇した場合、下記の手順に従ってください。 
1. カラム入口から出口側チューブを取り外します。圧力が低下した場合、次の手順に従いま

す。 

a. カラムの点検または交換を実施します。 

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

ます。 

2. 高圧バルブから出口側チューブを取り外します。圧力が低下した場合、次の手順に従いま

す。 
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a. 出口側チューブの逆流洗浄を実施します。「流路の逆流洗浄」（69 ページ）を参照して

ください。 

b. 出口側チューブを交換します。「出口側チューブの交換」（69 ページ）を参照してく

ださい。 

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

す。 

3. 注入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、次の手順に従います。 

a. ニードルを交換します。「ニードルの交換」（59 ページ）を参照してください。 

b. サンプルループを交換します。「サンプルループの交換」（61 ページ）を参照してく

ださい。 

c. FSE に連絡して、ニードルシール、高圧バルブのローターまたはステーターを交換しま

す。 

4. 高圧バルブから入口側チューブを取り外します。圧力が低下した場合、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 に連絡して、ニードルシール、高圧バルブのローターまたは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。 

 
配管詰まりの対策 
配管詰まりの原因 修復処置 

移動相内の不溶物 緩衝液を移動相として使用する場合は特に、使用前に口径

0.45 µm 以内のメンブレンフィルターがある市販のストレー

ナーを使ってろ過をする必要があります。塩に含まれる不溶

物により、配管が詰まる可能性があります。 
また、カラムを保護するためにもろ過は必要です。 

必要なもの：メンブレンフィルター（口径 µm 以内） 

サンプル内の不溶物 サンプル溶液が混濁している場合や不溶物が含まれている場

合、市販の使い捨てフィルターを使って分析前にサンプル溶

液をろ過してください。サンプルに不溶物が含まれている場

合、移動相内の不溶物の場合と同様に配管やカラムの詰まり

の原因となります。 

必要なもの：使い捨てフィルター 
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環境内で浮遊する微粒子 
または埃 

システムパネルを開いた状態で操作する場合、汚れた環境や

埃の多い環境は避けてください。注入ポートから小さな塵や

埃が入り、詰まりの原因になります。通常、分析はシステム

のフロントパネルを閉じた状態で行うため、これは問題にな

りません。 

注入ポート内に取り付けられ

たニードルシールの削りくず 
注入ポート内にはニードルシールが取り付けられています。

何らかの原因でニードルの位置が僅かでもずれてしまうと、

ニードルがニードルシールを切断する可能性があります。こ

の場合ニードルシールの削りくずが発生して、この削りくず

により配管が詰まるおそれがあります。チューブが詰まって

いる場合、［TEST INJ PORT］機能を選択してニードルを上

下に動かすことで、注入ポート上のニードル位置のずれを確

認できます。ニードル位置のずれが確認された場合、注入

ポートを調整する必要があります。 

サンプルバイアルに使用され

ているセプタムの削りくず 
承認済みのセプタムとサンプルバイアルを使用します。 

サンプルバイアルに使用されているセプタムに削りくずがあ

ると、ニードルの詰まりの原因となります。セプタムにはさ

まざまな種類があり、その種類に応じてセプタム表面のコー

ティングや材質も異なります。承認済みのセプタムは、連続

注入試験と耐溶剤試験を合格しています。 

通常、セプタム表面には耐溶剤性物質（PTFE など）の薄膜が

コーティングされていますが、SCIEX が承認したセプタム以

外のセプタムを使用する場合、ニードルがセプタムを貫通す

るとセプタムの削りくずが剥がれ、詰まりの原因となりま

す。 

高圧バルブ用 PEEK ローター

シールからの摩耗粉 
約 10000 回注入するごとに、高圧バルブを解体して洗浄しま

す。チューブの内径を大きくすることで、配管の詰まりは避

けられます。これは根本的な対策ではなく、チューブの代わ

りにカラム入口で異物が堆積するため基本的には望ましくあ

りません。このため、最初に上記の点と対策を確認してくだ

さい。 

必要なもの：メタノールまたはイソプロパノール 

LC ポンプからの微粒子 • 新しい部品を取り付ける際に、流路から粒子を取り除くた

めに、システムに部品を接続する前にメタノールまたはイ

ソプロパノールを圧送して部品を洗浄します（5 mL/min を

15 分間）。 

• 摩耗したプランジャーシールから粒子を取り除くために、

ラインフィルターを定期的に交換します。 

必要なもの：メタノールまたはイソプロパノール 
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チューブからの粒子 チューブを交換する場合、新しいチューブを接続する前に十

分に洗浄してください。チューブを洗浄するために、メタ

ノールまたはイソプロパノールを圧送します（5 mL/min を 15
分間）。 

必要なもの：メタノールまたはイソプロパノール 
 
 

漏れの対策 
 

症状 考えられる原因 修復処置 

高圧バルブの漏れ ローターやステーターのシー

ルの劣化 
ローターシールを交換して、

ステーターを点検し、必要に

応じてステーターを交換しま

す（「注」参照）。 

低圧バルブの漏れ ローターやステーターのシー

ルの劣化 
ローターとステーターを点検

して、必要に応じて交換しま

す（「注」参照）。 

流路接続部の漏れ メールナットの緩みまたは脱

落 
• メールナットを締め付け

ます。 

• メールナットを締め付けて

も漏れが解消されない場

合、メールナットとフェ

ルールを交換します。 
 
 

注：高圧バルブのステーターは硬質皮膜製で、低圧バルブのステーターはセラミック製で

す。目に見える擦過傷がない場合、交換する必要はありません。 
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添付資料 B 消耗品、オプション、スペア 

消耗品、オプション、スペア B 
 
 

表に掲載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 

電源コード（UL/CSA 用） 071-60821-08  

電源コード（EU 用） 071-60825-51  

PTFE 管（外径 7.0 x 内径 6.0） 4412687  

ドレインチューブ（EFTE）アセンブ

リ 
4426026  

シリンジ（20 mL） 4412706  

シリンジニードル 4412820  

カップリング（1.6C） 228-16004-13  

吸引フィルター 4426106  
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サンプルバイアル 

注入中のセプタムの落下を防ぐため、使用前にキャップを締め付けます。 

 
表 B-1 サンプルバイアル 
 

部品名 量 材質 部品番号 用途 適合プレート 説明 

サンプル 
バイアル 

（4 mL） 

 

4 mL ホウケイ酸 
ガラス 

4413362 一般 サンプルバイ

アル（4 mL）
プレート 

キャップ、

シリコンゴ

ム製セプタ

ム付属、 
100 個入 

サンプル 
バイアル 

（4 mL） 

4 mL ポリプロピ

レン 
4425149 一般 サンプルバイ

アル（4 mL）
プレート 

キャップ、

シリコンゴ

ム製セプタ

ム付属、 
100 個入 5 

サンプル 
バイアル 

（1.5 mL） 

 

1.5 mL ホウケイ酸 
ガラス 

228-15652-92 一般 サンプルバイ

アル（1.5 
mL）プレート
6 

キャップ、

シリコンゴ

ム製セプタ

ム付属、 
100 個入 

サンプル 
バイアル 

（1.1 mL） 

 

1.1 mL ホウケイ酸 
ガラス 

4413360 一般／ 
少量 

サンプルバイ

アル（1.5 
mL）プレート
6 

キャップ、

シリコンゴ

ム製セプタ

ム付属、 
100 個入 

サンプル 
バイアル 

（1 mL） 

1 mL バイアル：  
ホウケイ酸 
ガラス  
キャップ： 
ポリエチレン 

4425389 一般 サンプルバイ

アル（1 mL）
プレート 

キャップ付

属、250 個

入 

 
5 ポリプロピレンのサンプルバイアルを取り扱う場合、十分に注意してください。 

6 ニードルのストロークは 45 mm 以下に設定してください。 
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表 B-1 サンプルバイアル（続き） 
 

部品名 量 材質 部品番号 用途 適合プレート 説明 

サンプル 
バイアル 

（1 mL） 

 

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／少量

（使い捨て） 
サンプルバイ

アル（1.5 
mL）プレー

ト 6 

キャップ付

属、200 個

入 5 

サンプル 
バイアル 

（0.3 mL） 

 

300 µL ホウケイ酸 
ガラス 

4412816 小容量バイ

アル 
サンプルバイ

アル（1.5 
mL）プレー

ト 6 

キャップ、

シリコンゴ

ム製セプタ

ム付属、 
100 個入 

サンプル 
バイアル

（0.3 mL、 
スペア） 

300 µL ホウケイ酸 
ガラス 

4412817 小容量バイ

アル 
サンプルバイ

アル（1.5 
mL）プレー

ト 6 

100 個入

（ガラス製バ

イアルの

み） 

サンプル 
バイアル 

（0.3 mL） 

 

300 µL ホウケイ酸 
ガラス 

228-21284-
91 

小容量バイ

アル 
サンプルバイ

アル（4 mL）
プレート 

バネ付属、

100 個入、

サンプルバ

イアル 
（4 mL）用 

サンプル 
バイアル

（0.3 mL、 
スペア） 

300 µL ホウケイ酸 
ガラス 

4413361 小容量バイ

アル 
サンプルバイ

アル（4 mL）
プレート 

100 個入

（ガラス製バ

イアルの

み） 

サンプル 
バイアル 

（0.2 mL） 

 

200 µL バイアル： 
ポリプロピ

レン 
キャップ： 
ポリエチ

レン 

4425340 小容量用 
（使い捨て） 

サンプルバイ

アル（1.5 
mL）プレー

ト 6 

キャップ付

属、100 個

入 5 
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サンプルバイアルの材質 

表 B-2 サンプルバイアルの材質 
 

タイプ 特性 適切なサンプル溶剤 

ガラス製 
サンプル 
バイアル 

酸や塩基などのイオン性物質はガ

ラス表面に吸着される可能性があ

ります。 
このような状態でイオン性物質を分

析すると、正確さと精度が損なわ

れ、分析の信頼性に悪影響が出ま

す。このような場合、材質の吸着を

抑えるためにサンプル溶液を調製し

てください。また、アルカリやフッ

化水素はガラス材質を腐食する可能

性があります。 

• 10 mmol/L～100 mmol/L の過塩素酸

水溶液または有機溶剤と過塩素酸水

溶液の混合液を使用してください。

有機溶剤は、アセトニトリル、メタ

ノールまたは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）溶剤を使用してください。有

機溶剤は、アセトニトリル、メタ

ノールまたはエタノールを使用して

ください。200 nm～220 nm の間で

吸光度 n 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 

材質の疎水性は、表面吸着の原因と

なります。分析の正確さと精度は損

なわれ、極性が高いサンプル溶液は

特に悪影響を受けます。極性の低い

サンプル溶液を使うことで疎水性物

質の吸着を抑制できますが、極性が

低すぎるとプラスチック内の添加物

がサンプルバイアルの表面から溶出

する可能性があります。有機溶剤を

使うと、プラスチックが変性する可

能性があります。 

水または緩衝液と有機溶剤との混合

液を使用してください。有機溶剤の組

成比は 20%～50%（V/V）になるよう

にしてください（有機溶剤は、アセト

ニトリル、メタノールまたはエタノー

ルを使用してください）。 
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セプタム 

表 B-3 セプタム 
 

部品名 外観 材質 部品番号 適合サンプルバイアル 説明 

シリコン

ゴム製 
セプタム 

 
シリコンゴ

ム、PTFE カ

バー付属 

4412734 • サンプルバイアル

（1.5 mL、228-
15652-92） 

• サンプルバイアル

（1.1 mL、228-
21283-91） 

• サンプルバイアル

（0.3 mL、228-
16847-92） 

100 個 

PTFE 
セプタム  

PTFE 4426178 100 個 

シリコン

ゴム製 
セプタム 

 
シリコンゴ

ム、PTFE カ

バー付属 

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

100 個 

PTFE 
セプタム  

PTFE 4426273 100 個 

マイクロタイタープレート 

サンプル冷却器を使用する場合、ウェルの底と外形部（a）の底面との間の隙間が 2 mm 以内の

冷却器を使用してください。隙間が 2 mm を超えシャローウェル底面の冷却器を使用すると、

サンプルラック上の冷却プレートとマイクロタイタープレートまたはディープウェルプレート

の間に凝縮水が生成され、分析結果が不正確になる可能性があります。 

 
図 B-1 マイクロタイタープレート 
 

 
 

弊社が推奨するマイクロタイタープレート、ディープウェルプレート、プレートマットは下記

の通りです。 
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図 B-4 適合シーリングと適合プレート 
 

プレートの種類 製品 問い合わせ先 説明 

マイクロタイター 
プレート 

267245 シリーズ Nalge Nunc 
International（サーモ

フィッシャーサイエン

ティフィック） 

材質：ポリプロピレン 

量：0.5 mL 

ディープウェル 
プレート 

278752 材質：ポリプロピレン 

量：2 mL 

AXYGEN P-DW-20-C Greiner Nalge Nunc 
International（サーモ

フィッシャーサイエン

ティフィック） 

マット AXYGEN AM-2ML-RD 材質：シリコン 
ウェルに充填しすぎる

と、時間が経つにつれ

マットが表面まで上昇

する場合があります。 

276011 Nalge Nunc 
International（サーモ

フィッシャーサイエン

ティフィック） 

276002 シリーズ 材質：熱可塑性エラス

トマー 

 
図 B-5 熱密封マットと適合プレート 

プレートの種類 製品 問い合わせ先 説明 

マイクロタイ

タープレート 
4titude 4Ti-0110 AB gene 材質：ポリプロピレン 

量：0.3 mL 

ディープウェル 
プレート 

4titude 4Ti-0130 材質：ポリプロピレン 
量：1.85 mL 

マット ABgene Easy Peel AB-
0745 

材質：ホイル 

4titude Peel-Seal 4Ti-0521 材質：ホイル 

4titude Pierce-Seal 4Ti-
0531 

材質：ホイル 

パーマネントシート PP 
298-37851 

富士フイルム和光純薬 材質：ホイル 
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図 B-6 接着密封マットと適合プレート 
 

プレートの種類 製品 問い合わせ先 説明 

マイクロタイター 
プレート 

267245 シリーズ Nalge Nunc 
International（サーモ

フィッシャーサイエン

ティフィック） 

材質：ポリプロピレン 

量：0.5 mL 

ディープウェル 
プレート 

278752 材質：ポリプロピレン 

量：2 mL 

AXYGEN P-DW-20-C Greiner 材質：ポリプロピレン 

量：2 mL 

マット USA SCIENTIFIC 
NAL-96 
シーリングフィルム
2923-5000 

USA Scientific 材質： 

ポリエチレン（上

層）、ポリプロピレン

（下層） 

• ウェル部分に接着

剤はありません。 

• 96 ウェルプレート

専用です。 

• ウェルに充填しす

ぎると、時間が経

つにつれマットが

表面まで上昇する

場合があります。 
 
 
 
 

注：下記の特性を持つマットを使用する場合、ニードルまたはニードルシールの流路が詰まる

原因となるため注意してください。 
• 裏面全体（プレートと接触する側）に接着剤が付いたマット 

溶剤の種類にかかわらず、このようなマットを使用する場合、時間が経つにつれ接着剤が

ニードル外面と流路の穴の内側に付着しやすくなります。これによりサンプルの吸引が妨げ

られ流路が詰まったり、正確なピーク面積値の取得ができなくなったりする可能性がありま

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 ベースの溶剤を使用する場合、マットのシール後にサンプル

溶剤が膨張してマットに皺ができて気密性が維持できない場合があります。 

サンプル溶剤が水系またはメタノールベースの場合は、マットに重大な問題は発生しま

せん。 
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サンプルバイアル用ラック、マイクロタイタープレート用ラック 
 

名前 画面表示 サンプルバイア

ルの種類と量 
容量 部品番号 

サンプルバイア

ル（1 mL）ラッ

ク 
 

 

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

サンプルバイア

ル（1.5 mL）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 
付属ガラス 0.3 
mL 

• プラスチック

PP、1 mL、 
0.2 mL 

70 バイアル 228-44617-92 

バイアル冷却 
ラック（1.5 
mL）（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 
付属ガラス 
0.3 mL 

• プラスチック

PP、1 mL、 
0.2 mL 

105 バイアル 228-50761-92 

サンプルバイア

ル（4 mL）ラッ

ク 
 

 

4 mL-C • ガラス 4 mL 

• プラスチック

PP、4 mL 

4 mL サンプルバ

イアル対応 0.3 
mL 

50 バイアル 228-37616-92 
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名前 画面表示 サンプルバイア

ルの種類と量 
容量 部品番号 

マイクロタイ

タープレート用

ラック 
 

 

MTP-96、MTP-
384 

マイクロタイ

タープレート

（96 ウェル、384
ウェル） 

2 プレート 228-37545-92 

ディープウェル 
プレート用ラッ

ク 
 

 

DWP-96、DWP-
384 

ディープウェル

プレート（96
ウェル、384 ウェ

ル） 

2 プレート 228-37546-92 

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 

付属ガラス 
0.3 mL 

• プラスチック

PP、1 mL） 
• PP（0.2 mL 

10 バイアル 228-44634-91 

ラックチェン

ジャー用ラック 
Changer オプションの

ラックチェン

ジャー用 

1 プレート 228-4599-92 
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温度制御性能 
 

サンプルラック名 温度制御性能 

1 mL バイアル用サンプルバイアルラック バイアル底の温度＝温度設定値±3 °C 

1.5 mL バイアル用サンプルバイアル冷却ラック バイアル底の温度＝温度設定値±3 °C 

4 mL バイアル用サンプルバイアルラック バイアル底の温度＝温度設定値±3 °C 

マイクロタイタープレート用ラック ウェル底の温度＝温度設定値±6 °C 

ディープウェル MTP ラック ウェル底の温度＝温度設定値±6 °C 

 

冷却性能 
 

サンプルラック

名 
環境 液体容量 使用バイアル 測定場所 

1 mL バイアル用

サンプルバイア

ルラック 

30 °C 70% 水（700 mL） 平底ガラス製 
バイアル 

バイアル底中央 

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） ガラス製バイア

ル 
バイアル底中央 

4 mL バイアル用

サンプルバイア

ルラック 

30 °C 70% 水（3 mL） ガラス製バイア

ル 
バイアル底中央 

マイクロタイ

タープレート用

ラック 

30 °C 70% 水（200 µL） Nalge Nunc 円底
MTP 

ウェル底中央 

ディープウェル

MTP ラック 
30 °C 70% 水（1 mL） Nalge Nunc 円底

MTP 
ウェル底中央 
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オートサンプラーのスペア 
 

部品名 部品番号 説明 

サンプルバイアル 

1.5 mL プレート 
（2 個）0 

228-50830-92 サンプルバイアル（1.5 mL）54 個を保持する

プレート 1 つのサンプルラックに 2 枚のプ

レートを取り付けられます。 

バイアル 1.5 mL 
プレートキット 

（プレート 3 枚） 

4463925 バイアル（1.5 mL）プレートが 3 枚（1 つの

スタック用）が付属します。プレート 12 枚を

使用する場合、4 キットが必要です。 

サンプルループ 

（50 µL） 
4427179  

サンプルループ 

（50 µL） 
228-45402-98  

ニードルコーティン

グ（30A） 
228-41024-95  

洗浄ポートのカバー 228-48328-01  

洗浄ポートのキャッ

プ（穴無） 
4426125 洗浄液にギ酸、TFA、酢酸など揮発性の高い

酸が含まれている時に使用。キットあたり 10
個 

 

部品名 部品番号 説明 

洗浄ポートのキャップ

（穴有） 
4426132 他の洗浄液で使用 

 

注：交差汚染のリスクがある場合、揮発性

の高い酸を使用する場合でも穴付きの

キャップを使用してください。 

SUS チューブ HP IN
（0.3 × 300 mm） 

228-53184-92  

予熱ブロック 
（0.1 × 800） 

228-52597-43 内径 0.1 mm、長さ 800 mm、予熱ブロック 
付属 

フェルール 228-16000-10  

メールナット 1.6 MN 4412795 ステンレススチール製ナット 

フェルール、 
1.6F、316L 

4462590 ステンレススチール製フェルール、3 個 

メールナット

1.6MN、W6 
4412813  
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コントロールバイアル

ラック用カバー 
4426022  

ラックパネル 228-54062-92  

ラック扉 228-54048-91  

バイアル検出バネ 4412698  

スポンジ、ラック 
プレート 

228-54232  

プレート識別タグ 4466404  

プレート識別ラベル

（1） 
228-54202-01  

プレート識別ラベル

（2） 
228-54202-02  

プレート識別ラベル

（3） 
228-54202-03  

 
その他 
部品名 部品番号 説明 

クリップ付き接地線 4413363 静電気予防用、1 本 

18-L または 4-L 容器

用キャップ（3 mm 径 
開口部付き） 

228-21354-91 静電気予防用、2 本 
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添付資料 C メッセージ 

メッセージ C 
 
 
 

エラーメッセージ 
 

エラーメッセージ タイプ 原因 処置 

ROM FAILURE 致命的 ROM エラー 
（電気的故障）。 

電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

RAM FAILURE 致命的 RAM エラー 
（電気的故障）。 

電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

ERR NDLE HOME X 
(Needle X motor slip 
error) 

致命的 ニードルの X 軸（横） 
移動が不正確です。 

電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

ERR NDLE HOME Y 
(Needle Y motor slip 
error) 

致命的 ニードルの Y 軸（前後）

移動が不正確です。 
電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

ERR NDLE HOME Z 
(Needle Z motor slip 
error) 

致命的 ニードルの Z 軸（上下） 
移動が不正確です。 

電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

ERR HPV HOME 
(HPV motor slip error) 

致命的 高圧バルブが正常に動作

していません。 
電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

ERR LPV HOME 
(LPV motor slip error) 

致命的 低圧バルブが正常に動作

していません。 
電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

ERR PUMP HOME 
(Pump motor slip error) 

致命的 測定ポンプが正常に動作

していません。 
電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

NDLE PROTECTED 
(Foreign substance 
detection error) 

致命的 ニードル先端に異物が検

出されました。 
オートサンプラー内部の

異物を点検してくださ

い。 

NO PUMP ADJUSTED 
(Pump motor fine 
adjustment error) 

致命的 測定ポンプが正常に動作

していません。 
電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

ERR SLIP X 
(Needle X slip error) 

致命的 ニードルの X 軸（横） 
移動が不正確です。 

電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 
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エラーメッセージ タイプ 原因 処置 

ERR SLIP Y 致命的 ニードルの Y 軸（横）移

動が不正確です。 
電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

NO VIAL DETECTED 
(Vial not detected error) 

アラーム ラック位置にサンプルバ

イアルが配置されていま

せん。 

バイアルが見つからない

まま、次のバイアルで分

析が続けられます。 

ERR VIAL NUMBER 
Vial setting error) 

アラーム 現在取り付けられている

プレート用のバイアル番

号が無効です。 

メソッドが正しいこと

と、適切なプレートが設

置されていることを確認

してください。 

NOT ADJUST RACK 
Rack not adjusted error) 

アラーム ラック位置が設定されて

いないサンプルラック上

で分析が開始されまし

た。 

ラック位置を調整しま

す。 

NOT ADJUSTED-L 
(Not adjusted rack 
display) 

警告 ラック位置が設定されて

いないサンプルラック

が、ラックプレート L に

あります。 

ラック位置を調整しま

す。 

NOT ADJUSTED-R 
(Not adjusted rack 
display) 

警告 ラック位置が設定されて

いないサンプルラック

が、ラックプレート R に

あります。 

ラック位置を調整しま

す。 

NO RACK ID 
Rack ID setting error 

警告 ラック ID が正しく設定さ

れていません。 
ラック ID を設定します。 

SAME RACKS (XX) 
Rack ID overlap error 

警告 同じラック ID のサンプ

ルラックが挿入されて

います。 

違う ID を持つサンプル

ラックに変更します。 

ERR COOLER 
(Cooler error) 

致命的 サンプル冷却器の冷却装

置にエラーがあります。 
電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

ERR HEATER 
(Heater error) 

致命的 サンプル冷却器の加熱装

置にエラーがあります。 
電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

STOP COOLER L 
(Sample cooler L stop) 

警告 サンプルラック無しで

サンプル冷却器 L が 30
分以上動作していたた

め、サンプル冷却器 L が

停止しました。 

ラックプレート L の中に

サンプルラックを挿入す

るか、サンプル冷却器

L を停止します。 
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エラーメッセージ タイプ 原因 処置 

STOP COOLER R 
(Sample cooler M stop) 

警告 サンプルラック無しで

サンプル冷却器 M が 30
分以上動作していたた

め、サンプル冷却器 M が

停止しました。 

ラックプレート M の中に

サンプルラックを挿入す

るか、サンプル冷却器

M を停止します。 

STOP COOLER R 
(Sample cooler R stop) 

警告 サンプルラック無しで

サンプル冷却器 R が 30
分以上動作していたた

め、サンプル冷却器 R が

停止しました。 

ラックプレート R の中に

サンプルラックを挿入す

るか、サンプル冷却器

R を停止します。 

ERR TEMP SENS L 
(Sample cooler L 
temperature sensor 
error) 

致命的 サンプル冷却器 L の温度

センサーにエラーがあり

ます。 

電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

ERR TEMP SENS M 
(Sample cooler M 
temperature sensor 
error) 

致命的 サンプル冷却器 M の温度

センサーにエラーがあり

ます。 

電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

ERR TEMP SENS R 
(Sample cooler R 
temperature sensor 
error) 

致命的 サンプル冷却器 R の温度

センサーにエラーがあり

ます。 

電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

ERR TEMP SENS RM 
(Room temperature 
sensor error) 

致命的 • 室温センサーが異常な

高温または低温を検出

しました。 

• 室温センサーのエラー

が発生しました。 

• 室温が 50 °C を超える

場合、室温を 40 °C 以

下まで下げてくださ

い。室温が-10 °C より

低い場合、室温を 4 °C
以上まで上げてくださ

い。 

• 電源を切って、FSE に

お問い合わせくださ

い。 

ERR LEAK (HPV) 
HPV leak detection error) 

アラーム モジュール内の高圧バル

ブ周囲に漏れが発生し、

漏れセンサー検出値を超

えました。 

• 高圧バルブ周囲の流路

の漏れを点検します。

漏れを解消して、漏れ

た液体を拭き取りま

す。 

• 漏れセンサーの動作レ

ベルを調整します。 
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エラーメッセージ タイプ 原因 処置 

ERR LEAK (LPV) 
LPV leak detection error) 

アラーム モジュール内の低圧バル

ブ周囲に漏れが発生し、

漏れセンサー検出値を超

えました。 

• 低圧バルブ周囲の流路

の漏れを点検します。

漏れを解消して、漏れ

た液体を拭き取りま

す。 

• 漏れセンサーの動作レ

ベルを調整します。 

SYSTEM ERROR xxx 
(System error) 

致命的 オートサンプラーの内部

回路にエラーがありま

す。 

電源を切って、FSE にお

問い合わせください。 

ERR INJ VOL 
or 

CBM-20A ERROR 

(Injection volume error) 

アラーム 注入量が注入の最大量の

設定値を超えました。 
注入量を注入の最大量の

設定値より少ない値まで

減らします。 

FRONT PANEL OPEN 
(Front panel open/close 
display) 

警告 フロントパネルが外され

ています。 
フロントパネルを取り付

けます。 

CV DOOR OPEN 
Door open/close display 

警告 ラック扉が開いていま

す。 
ラック扉を閉じます。 

ERR LINK TIMEOUT アラーム 分析中、モジュールとシ

ステムコントローラ間の

リモート接続は切断され

ています。 

モジュール間のケーブルが

正しく接続されているか確

認します。 
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その他メッセージ 
 

メッセージ 考えられる原因 推奨処置 

ALL LINES ARE USED サンプル表で 99 列、または反

復注入表で 9 列が編集済みの

時に［enter］が押されたた

め。 

新しい分析シーケンスを作成

する時には、既存の分析シー

ケンスを削除します。 

ATTACH JIG 
Enter to Start 

ラック教示が開始されたた

め。 
ラック教示冶具を設置してか

ら［enter］を押します。ラッ

ク教示を中止する場合、

［CE］を押します。 

CBM LINK 
Changing... 

［CBM LINK］の設定が変更さ

れたため。 
「REQUIRE / POWER OFF」
が表示されるのを待ちます。 

CBM PARAMETER 
Not Linked 

モジュールがコントローラに

接続されていない状態で、

［CBM PARAMETER］画面の

［enter］が押されたため。 

モジュールとコントローラを

接続します。 

Check setting  
SELECT EVENT 

［SELECT EVENT1］から

［SELECT EVENT3］で

EVENT 出力として設定されて

いないイベント信号が

［EVENT］画面で選択されて

いるため。 

［SELECT EVENT1］から

［SELECT EVENT3］のいずれ

かでイベント信号を EVENT
出力として設定します。 

CLASS-VP 
not supported 

［TRS MODE］で 2 が設定さ

れているため。 
［TRS MODE］で 2 以外の

値を設定します。 

Display  
STAT Table 

［PAUSE］を選択して優先分

析が一時停止されている時に

［STAT］が選択されているた

め。 

優先分析が終了するまで待ち

ます。 

ETHERNET SPEED 
0:AUTOSET 

［ETHERNET SPEED］が設

定されているため。2 番目の

行は設定値に従って下記を

示します。 
• 0:AUTO SET 
• 1:10Mbps, Half 
• 2:10Mbps, Full 
• 3:100Mbps, Half 
• 4:100Mbps, Full 

［ETHERNET SPEED］が表示

されるまで待ちます（約 1
秒）。 
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メッセージ 考えられる原因 推奨処置 

Expect Time 
XXX.X min 

［I-RINSE EXE］画面上で

［enter］が押されたため。 
［XXX.X］はニードル内部の

洗浄にかかる時間の見積を

示します。 

ニードル内部の洗浄が開始さ

れるまで待ちます。 

PURGE (EXT Pump) 
Ext Pump Purging 

洗浄ポンプでのパージが進行

中のため。 
洗浄ポンプでのパージが終了

するまで待ちます。 

HPV is rotating 
Rot. Left XX 

［HPV ROTATION］画面上で

［enter］が押されたため。 
［XX］は残りの回数を示しま

す。 

［HPV ROTATION］の実行が

終了するまで待ちます。 

ILLEGAL PARAM  
SMP, L:XXX-from 

サンプル表の XXX 番目の列

の from 値がパラメータ範囲

外であるため。2 番目の列に

は下記の値が含まれる場合

があります。 
• SMP 

• REP：反復注入表 

• ST：STAT 優先分析 

from の他に、to や vol が表示

される場合もあります。 

サンプル表を修正します。 

Input Again ［CHANGE PASSWORD］画

面ではパスワードを 2 回入力

する必要があります。 

新しいパスワードを入力し

ます。 

Input Again  
PASSWORD WRONG 

［CHANGE PASSWORD］画

面で 2 回目に入力したパス

ワードが最初に入力したパス

ワードと違うため。 

［CHANGE PASSWORD］画

面でもう 1 度パスワードを入

力します。 

I-RINSE EXE 
Enter to STOP 

［I-RINSE EXE］が実行されて

いるため。 
ニードル内部の洗浄を中止す

るには［enter］を押します。 

I-RINSE EXE 
Stop Accepted... 

［I-RINSE EXE / Enter to 
STOP］画面上で［enter］が

押されたため。 

ニードル内部の洗浄が終了す

るまで待ちます。 

KEY CLOSE CLEARED ［KEY CLOSE］がクリアされ

ているため。 
初期画面が表示されるまで待

ちます（約 1 秒）。 

KEY CLOSED 
(shift then del) 

［KEY CLOSE］が有効な時に

キーが 4 回押されたため。 
押して、［KEY CLOSE］をク

リアします。 
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メッセージ 考えられる原因 推奨処置 

LOCAL***  
now running... 

コントローラが接続されてい

ない時に、分析中に

［LOCAL］画面が表示される

ため。 

分析が終了するまで待ちま

す。 

LOCKED BY CBM コントローラが接続されてい

る時に、コントローラ上で設

定しなければならないパラ

メータを設定しようとしたた

め、または［start/stop ］か

［enter］が押されたため。 

コントローラ上または制御ソ

フトウェアからパラメータを

設定します。 

LPV is rotating  
Rot. Left XX 

［LPV ROTATION］画面上で

［enter］が押されたため。 
［XX］は残りの回数を示しま

す。 

［LPV ROTATION］の実行が

終了するまで待ちます。 

MTP ORDER***  
(LOCKED BY CBM) 

コントローラが接続されてい

る時に、［MTP ORDER］画

面が表示されるため。 

対応は不要です。 

NEEDLE FLUSHING ［NEEDLE FLUSH］が実行中

のため（［CE］を押して、初

期画面に戻ります）。 

［NEEDLE FLUSH］の実行が

終了するまで待ちます。 

NEEDLE FLUSHING  
PLEASE WAIT 

［NEEDLE FLUSH］の実行中

に、特定のパラメータの設定

が試みられたため。 

［NEEDLE FLUSH］の実行が

終了するまで待ちます。 

NO SAMPLE TABLE サンプル表が設定されていな

い時に［enter］が押されたた

め。 

サンプル表を設定してから 
［start/stop ］を押します。 

Not Teached... ［ADJUST INJ PORT］画面で注

入ポート位置が調整されていない

時に［start/stop ］が押されたた

め。 

［ADJUST INJ PORT］画面上

で注入ポートの位置を再び調

整します。 

PAUSE REQUEST  
ACCEPTED 

分析中に［PAUSE］画面で 1
が入力され、［enter］が押さ

れたため。 

分析が中止されるまで待ちま

す。 

PAUSE REQUEST  
CANCELED 

分析中に［PAUSE］画面で 1
が入力され［enter］が押され

た後に、分析一時停止を取り

消すために 0 が入力されて

［enter］が押されたため。 

［PAUSE］が再び表示される

まで待ちます（約 2 秒）。 
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PAUSE 
Not Running 

分析が実施されていない時に

［PAUSE］画面で 1 が入力さ

れ、［enter］が押されたた

め。 

サンプル表で分析シーケン

スを編集して、分析を開始し

ます。 

PAUSING 
PRESS start KEY 

分析が一時停止されたため

（［CE］を押して、初期画面

に戻ります）。 

［start/stop ］を押して、分

析を再開します。

［start/stop ］を 2 回押して、

分析を終了します。 

Pump is moving ［P-SET］が実行中のため。 測定ポンプの動作が終了する

まで待ちます。 

PURGE LEFT XXX.X 
R3 ML R1 R2 R0 

完全パージが進行中のため。 
［XXX.X］は完全パージの残り

時間を示します。 

2 番目の行で点滅している溶

液名は、現在パージで使用さ

れている溶液です。 

パージが終了するまで待ちま

す。 

PURGE STOP  
ACCEPTED 

パージが一時停止されている

ため（未完了）。 
パージが終了するまで待ちま

す。 

PURGING LINE R0 
LEFT TIME XXX.X 

測定流路がパージ中のため 
（［CE］を押して、初期画面

に戻ります）。 

測定流路のパージが終了する

まで待ちます。 

PURGING PORT R0  
LEFT TIME XXX.X 

洗浄ポートがパージ中のため

（［CE］を押して、初期画面

に戻ります）。 

洗浄ポートのパージが終了す

るまで待ちます。 

PURGING 
(EXT-PUMP) 

洗浄ポンプでのパージが進行

中のため（［CE］を押して、

初期画面に戻ります）。 

洗浄ポンプでのパージが終了

するまで待ちます。 

PURGING  
PLEASE WAIT 

パージ中に、特定のパラメー

タの設定が試みられたため。 
パージが終了するまで待ちま

す。 

PURGING... 
Enter3 to OFF. 

手動でのパージ中に

［MANUAL PURGE］画面から

の移動が試みられたため。 

［MANUAL PURGE］画面で

3 を入力して押します。 

RackA: CODE 
0:MTP96 

［RackA:CODE］が設定された

ため。 
最初の行の［RackA］が

［RackB］から［RackF］まで

読み込んだため。 

［RackA:CODE］が再び表示さ

れるまで待ちます（約 1
秒）。 



メッセージ 

オペレーターガイド ExionLC ™ ADマルチプレートサンプラー 
RUO-IDV-05-2155-A 109/129 

メッセージ 考えられる原因 推奨処置 

2 番目の行は設定値に従って

下記を示します。 
• 0:MTP96 
• 1:DWP96 
• 2:1.5mL 
• 3:MTP384 
• 4:DWP384 

RackA (CODE 2) ADJ 
Enter to Erase 

［RackA:ADJUST ］画面で

［del］が押され、ラック位置

調整が初期化されたため。 
最初の行の［CODE 2］は、

RackA のラックコードを示し

ます。 

［enter］を押して、ラック位

置調整を初期化します。取り

消す場合、［CE］を押しま

す。 

RECOVERING  
PLEASE WAIT 

一時停止されていた分析のリ

セット中に、パラメータ設定

が試みられたため。 

一時停止されていた分析の再

設定が終了するまで待ちま

す。 

REMOVE JIG 
Enter to Finish 

ラック教示が完了したため。 ラック教示冶具を取り外し

て、［enter］を押します。

ラック教示を続行する場合、

［CE］を押します。 

REQUIRE 
INJ.P TEACHING 

［HPV ROTATION］または

［LPV ROTATION］の開始時

に、注入ポート位置が調整さ

れていないため。 

［ADJUST INJ PORT］画面上

で注入ポートの位置を調整し

ます。 

REQUIRE  
POWER OFF 

［CBM LINK］の設定が変更さ

れたため。 
モジュールの電源をオフにし

ます。 

REQUIRE 
RackA: ADJUST LMR 

［RackA: CODE ］画面でラッ

クコードが選択されているの

に、対応するラック位置が調

整されていないため。 
2 番目の行の［LMR］は、

ラック位置が調整されていな

いラックプレートを示しま

す。 

［RackA:CODE］が再び表示さ

れるまで待ちます（約 3
秒）。 

REQUIRE 
Set CNT RACK 

サンプル表でコントロールバ

イアルラックが指定されてい

るのに、分析開始時にコント

ロールバイアルラックが設定

コントロールバイアルラッ

クを設定します。 
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メッセージ 考えられる原因 推奨処置 

されていないため。 

REQUIRE  
Set RACK 

分析開始時に、サンプル表

で指定されたラック番号に

対応するラックプレート上

で、サンプルラックが設定

されていないため。 

分析用のサンプルプレート上

でサンプルラックを設定しま

す。 
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メッセージ 考えられる原因 推奨処置 

RINSE METHOD 
0:NO USE 

［RINSE METHOD］が設定さ

れているため。 
2 番目の行には、下記の値の 1
つが含まれます。 
• 0:NO USE 
• 1:FLOW ONLY 
• 2:FLOW THEN DIP 
• 3:DIP THEN FLOW 
• 4:END FLOW 
• 5:(reserved) 
• 6:(reserved) 

［RINSE METHOD］が再び表

示されるまで待ちます 
（約 1 秒）。 

RINSE MODE 
0:NONE 

［RINSE MODE］が設定され

ているため。 
2 番目の行には、下記の値の 1
つが含まれます。 
• 0:NONE 
• 1:BEFORE 
• 2:AFTER 
• 3:BEFORE & AFTER 

［RINSE MODE］が再び表示

されるまで待ちます（約 1
秒）。 

RINSE TYPE 
0:NO RINSE 

［RINSE TYPE］が設定されて

いるため。 
2 番目の行には、下記の値の 1
つが含まれます。 
• 0:NO RINSE 
• 1:EXT-R ONLY 
• 2:EXT-R & INT-R 
• 3:FAST LC 

［RINSE TYPE］が再び表示さ

れるまで待ちます（約 1
秒）。 

RINSING NDLE EXT  
DIPTIME: XXsec 

洗浄ポンプでのニードル外部

の洗浄中のため（［CE］を押

して、初期画面に戻りま

す）。 

洗浄が終了するまで待ちま

す。 

RINSING LINE R0 
XXXXuL, 0 

測定流路がパージ中のため

（［CE］を押して、初期画面

に戻ります）。 

パージが終了するまで待ち

ます。 

RINSING NDLE STD  
DIP TIME: XXsec 

洗浄ポート内のニードル外部

の洗浄中のため（［CE］を押

して、初期画面に戻りま

す）。 

洗浄が終了するまで待ちま

す。 
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メッセージ 考えられる原因 推奨処置 

RINSING PORT R0 
XXXXuL, 0 

洗浄ポートのパージ中のため

（［CE］を押して、初期画面

に戻ります）。 

パージが終了するまで待ち

ます。 

RINSING  
PLEASE WAIT 

洗浄中に、特定のパラメータ

の設定が試みられたため。 
洗浄が終了するまで待ちま

す。 

RUNNING  
PLEASE WAIT 

分析中に、特定のパラメータ

の設定が試みられたため。 
分析が終了するまで待ちま

す。 

VX.XX  
INITIALIZING 

初期化中のため。 初期化が終了するまで待ち

ます。 

ST 1 1 1 
10.0 10.00 

優先分析中のため（［CE］を

押して、初期画面に戻りま

す）。 

優先分析が終了するまで待

ちます。 

START RACK ADJST  
Enter to Start 

ラック教示が開始されるた

め。 
［enter］を押します。 

STAT  
Not Running 

分析が実施されていない時に

［STAT］画面で［enter］が押

されたため。 

メソッドを編集して分析を開

始します。 

STAT  
PAUSErequire 

［PAUSE］画面で現在の分

析を一時停止せずに［STAT］
画面で［enter］が押されたた

め。 

［PAUSE］画面で分析を 
一時停止します。 

STOP COOLER L  
STOP (NO RACK) 

ラックプレート L にサンプル

ラックがない状態で 30 分が経

過したのでサンプル冷却器の

電源がオフになり、［STOP 
COOLER L］画面が表示され

たため。 
冷却器 M や R の場合も、同じ

メッセージが表示される場合

があります。 

指定されたラックプレート上

でサンプルラックを設定しま

す。 

STOPPED 分析が完了したため。 
（［CE］を押して、初期画面

に戻ります） 

［READY］が表示されるまで

待ちます。 

STOPPED  
DISP SAMPLE 

分析の中止後にニードル内の

サンプルがドレンポートに排

出されているため（［CE］を

押して初期画面に戻ります） 

ニードル内のサンプルがド

レンポートに完全に排出され

るまで待ちます。 
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メッセージ 考えられる原因 推奨処置 

STOPPED 
RINSEING... 

分析の終了後にニードル内の

サンプルがドレンポートに排

出された後、ニードル外部が

洗浄されているため

（［CE］を押して、初期画面

に戻ります）。 

ニードル外部の洗浄が終了す

るまで待ちます。 

STOPPING 分析一時停止の処理中のため

（［CE］を押して、初期画面

に戻ります）。 

分析一時停止処理が終了する

まで待ちます。 

STOPPING  
PLEASE WAIT 

分析一時停止処理中に、特定

のパラメータの設定が試みら

れたため。 

分析一時停止処理が終了する

まで待ちます。 

TABLE MERGE  
FAILURE 

反復注入表の行をサンプル表

に挿入した結果、分析行数が

100 を超えたため。 

反復注入表の行を挿入しても

行の合計行数が 100 を超えな

いように、サンプル表内の行

数を減らします。 

Teaching data  
is not Correct 

注入ポート位置が調整されて

いない状態で、［TEST INJ 
PORT］画面で［enter］が押

されたため。 

［ADJUST INJ PORT］画面上

で注入ポートの位置を調整し

ます。 

TRS MODE 
0:AUTO SET 

［TRS MODE］が設定されて

いるため。 
2 番目の行には、下記の値の 1
つが含まれます。 
• 0:AUTO SET 
• 2:CLASS-VP 
• 3:LabSolutions 
• 11:C-R8A 
• 12:C-R7A/C-R5A 
• 13:C-R4A 
• 14:C-R6A(NO EXT) 
• 15:C-R6A(EXT) 

［TRS MODE］が表示される

まで待ちます（約 1 秒）。 

WAITING START 前処理プログラムを開始する

前に、モジュールが EVENT
入力用になっているため

（［CE］を押して、初期画面

に戻ります）。 

モジュール背面の［READY］
端子の接点を開きます。 

Warning  初期化終了時に注入ポートの ［ADJUST INJ PORT］画面上
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メッセージ 考えられる原因 推奨処置 

Adjust INJ.P 位置が調整されていないた

め。 
で注入ポートの位置を調整し

ます。 

XX LINES USED 
Saving data 

サンプル表の編集が終了し

たため。 
初期画面が表示されるまで待

ちます。 

Z HOME OPERATING ［ZHOME］の実行中に

［start/stop ］が押されたた

め。 

［ZHOME］画面の［enter］を

押して［ZHOME］を取り消し

ます。 
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添付資料 D ステータスパネルおよびキーパッド 

ステータスパネルおよびキーパッド D 
 

使用時にステータスパネルの画面が熱くなる可能性があります。 

 
図 D-1 ステータスパネルおよびキーパッド 
 

 
 

項目 説明 

1 サンプルラック情報。オートサンプラーで設定されているサンプルラックの

モデルを表示します。 

2 ステータス表示行 1。［1: 30A］が設定されている場合、［30A MODE］が表示

されます。［2: 20A］が設定されている場合、［20A MODE］が表示されま

す。 

3 コントロールバイアルラック情報。コントロールバイアルラックの有無を表

します。 

4 ステータス表示行 2。動作のステータスを表します。 

5 ステータス表示ライト 
• 緑：電源がオン 

• 赤：エラー 

• オレンジ：スリープモード 

6 使用しません。 

7 遠隔 LED。オートサンプラーが Analyst®ソフトウェアで制御されている時に

点灯します。 
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項目 説明 

8 キーパッド 

項目 説明 

9 ステータス LED。優先分析の実行中に優先分析表示器はオンになります。 

10 開始を表す LED。サンプル注入が開始されると点灯します。 

11 ステータスパネル 
 

表 D-1 キー 
 

キー 機能 

start / stop サンプル注入を開始または中止します。 

rinse 洗浄液内でニードルを洗浄します。 

purge 指定された時間、洗浄液を流路に圧送します。 

VP 初期画面と VP モード間で変更します。 

 キーを 1 回押すとステータスパネル画面と操作キーが消え、キー操作が無効

になります。オートサンプラーは動作を続けます。 
このキーを 2 回押すと、操作キーが消え、ステータスパネル画面が点灯しま

す。 

キーを 3 回押すとステータスパネル画面と操作キーが点灯して、キー操作が

有効になります。 

SIL/CTO 使用しません。 

func （機能） 
• 基本機能を順方向にスクロールします。 

• 補助機能を順方向にスクロールします。 

• タイムプログラム編集中にスクロールします。 

back • タイムプログラム編集中に逆方向にスクロールします。 

• 補助機能設定画面で逆方向にスクロールします。 

edit （初期画面から）タイムプログラムの編集モードを有効化します。 
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CE （Clear） 
• 画面を初期化します。 

• 値を入力する際にその時まで入力されていた値をクリアします。 

• エラーメッセージをクリアしてから、アラームを取り消します。 

del （Delete）ステータスパネル画面上のタイムプログラムの各行を削除します。 

 

表 D-1 キー（続き） 
 

キー 機能 

ins （Insert）反復注入表または分析シーケンス表に行を追加します。 

shift 矢印キーの代替機能です。 
このキーを押すと、ステータスパネル画面に「Shift pressed」が表示されま

す。このキーをもう 1 度押すと、「Shift pressed」を取り消します。 

enter 各項目設定の入力値を確認します。 

英数字キー

パッド 
• 各項目設定の数値入力に使用します。 
• マイクロタイタープレートまたはディープウェルのマイクロタイタープ

レートのウェル番号の入力に使用します。 

カーソルキー パラメータ設定画面でカーソルを移動します。 
• 左向き矢印：ラックチェンジャーを接続した時に、初期画面から特殊ラッ

ク取り外し設定画面（REMOVE RACK）に移動します。 
• 上向き矢印：初期画面からニードル位置移動（ZHOME）画面に移動しま

す。 
• 下向き矢印：初期画面から洗浄液流路パージ（MANUAL PURGE）画面に

移動します。 

– 冷却器温度設定画面のマイナス記号を表します。初期画面から直接洗浄液流

路パージ（MANUAL PURGE）画面に移動します。 
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資料 E VP 機能 

VP 機能 E 
 

コマンド 説明 

製品情報グループ 

SERIAL NUMBER モジュールのシリアル番号を表します。 

S/W ID モジュール名と ROM バージョンを表します。 

メンテナンス情報グループ 

TOTAL OP TIME ラックチェンジャーの合計動作時間を表します。 

NDL SEAL USED ニードルシールの使用を表します。 

HPV SEAL USED HPV ローターの使用を表します。 

HPV STATOR 
USED 

高圧バルブのステーターの使用頻度を表します。 

LPV SEAL USED LPV ローターの使用を表します。 

LPV STATOR 
USED 

低圧バルブのステーターの使用頻度を表します。 

EXT PUMP USED 洗浄ポンプの使用を表します。 

NDLE FLUSH ニードル内部を洗浄します。全注入メソッド（INJECTION TYPE: 
0）を選択した時に表示されます。 

P-SET 測定プランジャーとプランジャーシールを交換する時に使用します。 

HPV ROTATION HPV ローターの交換後に使用します。 

LPV ROTATION LPV ローターの交換後に使用します。 

PART 
REPLACEMENT 

部品交換記録の入力に使用します。 

MAINTENANCE 
LOG 

メンテナンスログを表します。 

OPERATION LOG 操作ログを表します。 

ERROR LOG エラーログを表します。 

バリデーションサポートグループ 

DATE 日付の表示または設定 

TIME 時間の表示または設定 

MEMORY CHECK メモリを確認します。 
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コマンド 説明 

POSITION SENS 位置センサーによる自己診断を実施します。 

LEAK TEST (HPV) （高圧バルブ周囲の）漏れセンサーでの試験を実施します。 

LEAK TEST (LPV) （低圧バルブ周囲の）漏れセンサーでの試験を実施します。 

キャリブレーションサポートグループ 

Input PASSWORD パスワードを入力します。 

LEAK THR (HPV) （高圧バルブ周囲の）漏れセンサーの動作レベルを設定します。 

LEAK THR (LPV) （低圧バルブ周囲の）漏れ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 HPV ローター交換アラート値を変更します。 

HPV STATOR HPV バルブステーター交換アラート値を変更します。 

LPV SEAL LPV ローター交換アラート値を変更します。 

LPV STATOR LPV 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 

自動扉開閉検出を設定します。 

CANCEL 
RACKDET 

自動ラック検出を設定します。 

CANCEL VIALDET 自動バイアル検出を設定します。 

OP MODE 外部コントローラとの通信モードを設定します。 

RACK ORDER プレート番号レイアウトを設定します。 

INITIALIZE PARAM パラメータとログを初期化します。 

CHANGE 
PASSWORD 

パスワードを変更します。 

ADJUST INJ PORT 注入ポートの位置を調整します。 
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コマンド 説明 

ERASE INJ.P ADJ 注入ポート位置データを削除します。 

TEMP DELTA サンプル冷却器の温度を修正します。 

CBM パラメータグループ 

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 システムコントローラとデータ処理するモジュール間の伝達媒体を設定

します。 

ETHERNET 
SPEED 

イーサネット伝達速度を設定します。 

USE GATEWAY DHCP 機能の使用有無を設定します（設定が不要な場合、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、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、画

面は表示されません）。 

DEFAULT 
GATEWAY 

初期設定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、画

面は表示されません）。 

TRS MODE シリアル伝送別の条件を設定します。 
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添付資料 F 補助機能 

補助機能 F 
 
 

注：洗浄液の種類には、0（洗浄無）、1（ニードル外部の洗浄）、2（ニードル外部と内部の洗

浄）、3（洗浄無（高速））が含まれます。 
 

 
名前 説明 洗浄の種類 初期設定 

ラック設定グループ 

CNT RACK STRK コントロールバイアル

ラックでのニードルの

下方移動距離を設定し

ます。 

全て 初期設定：52 mm 
設定値：17～54 mm 

RackA SETTING ラックコードとニード

ルストロークを設定し

て、ラック ID「A」の

ラック位置を調整しま

す。 

全て ラックコード：2 
ニードルストローク：47 
mm 
ラック位置：調整済み 

RackB SETTING ラックコードとニード

ルストロークを設定し

て、ラック ID「B」の

ラック位置を調整しま

す。 

全て ラックコード：2 
ニードルストローク：47 
mm 
ラック位置：調整済み 

RackC SETTING ラックコードとニード

ルストロークを設定し

て、ラック ID「C」の

ラック位置を調整しま

す。 

全て ラックコード：2 
ニードルストローク：47 
mm 
ラック位置：調整済み 

RackD SETTING ラックコードとニード

ルストロークを設定し

て、ラック ID「D」の

ラック位置を調整しま

す。 

全て ラックの追加時 
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名前 説明 洗浄の種類 初期設定 

RackE SETTING ラックコードとニード

ルストロークを設定し

て、ラック ID「E」の

ラック位置を調整しま

す。 

全て ラックの追加時 

 
 
 

名前 説明 洗浄の種類 初期設定 

RackF SETTING ラックコードとニードル

ストロークを設定して、

ラック ID「F」のラック

位置を調整します。 

全て ラックの追加時 

DISPLAY RACK 
SET 

各ラックの設定値の試

験を許可します。 
全て  

パラメータ設定グループ 

RINSE TYPE ニードル洗浄メソッドを

選択します。 
全て 初期設定：1 

設定値： 
• 0: 洗浄無 

• 1: 外部の洗浄 

• 2: 外部と内部の洗

浄 

• 3: 洗浄無（高速） 

COOLER TEMP サンプル冷却器の温度を

設定します。 
全て 初期設定：15 ºC 

設定値：-1: オフ 
4º～40 ºC 

STOP COOLER L サンプル冷却器 L を停止

します。［COOLER 
TEMP］に「-1」以外の値

が設定された場合に表示

されます。 

全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: 無 

• 1: 有 

STOP COOLER M サンプル冷却器 M を停止

します。［COOLER 
TEMP］に「-1」以外の値

が設定された場合に表示

されます。 

全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: 無 

• 1: 有 
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名前 説明 洗浄の種類 初期設定 

STOP COOLER R サンプル冷却器 R を停止

します。［COOLER 
TEMP］に「-1」以外の値

が設定された場合に表示

されます。 

全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: 無 

• 1: 有 

PURGE TM RP 洗浄液 R0 での洗浄

ポートのパージ時間を

設定します。 

0、1、3 初期設定：10 分 
設定値：0: オフ、 
0.1～25 分 

PURGE TM ML 洗浄液 R0 での測定流路

のパージ時間を設定しま

す。 

0、1、3 初期設定：10 分 
設定値：0: オフ、 
0.1～25 分 
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名前 説明 洗浄の種類 初期設定 

PURGE TM R0 洗浄液 R0 での測定流路

と洗浄ポートのパージ時

間を設定します。（DIP-R 
SOL が 0 の場合） 

2 初期設定：10 分 
設定値：0: オフ、 
0.1～25 分 

洗浄液 R0 での洗浄ポー

トのパージ時間を設定し

ます。（DIP-R SOL が 1
または 2 の場合） 

PURGE TM R1 洗浄液 R1 での測定流路

のパージ時間を設定しま

す。 

0、1、3 初期設定：10 分 
設定値：0: オフ、 
0.1～25 分 

PURGE TM R2 洗浄液 R2 での測定流路

のパージ時間を設定しま

す。 

0、1、3 初期設定：10 分 
設定値：0: オフ、 
0.1～25 分 

ML PURGE VOL 測定流路内の交換量を設

定します。 
0、1、2 初期設定： 

• RINSE TYPE 0/1: 
100 mL 

• RINSE TYPE 2:  
600 mL 

• RINSE TYPE 3: 
100mL  

設定値：0～2000 mL 

RINSE SPEED 洗浄液の交換速度を設定

します。 
0、1、2 初期設定：35 µL/秒 

設定値：1～35 µL/秒 

SAMPLE SPEED サンプル測定速度を設定

します。 
0、1、2 初期設定：5 µL/秒 

設定値：0.1～15.0 µL/
秒 

MTP ORDER マイクロタイタープレー

トまたはディープウェル

プレートを使用する時の

サンプル注入順序を設定

します。 

全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: A1A2 

• 1: 1A1B 

EVENT 外部出力端子を制御し

ます。 
全て 初期設定：0 

設定値：0～123 
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名前 説明 洗浄の種類 初期設定 

Repeat Inj Table ブラケットのシーケンス

分析を実施する時間を設

定します。 

全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: オフ 

• 1: オン 

AIR GAP サンプル前後でトラップす

る空気量を設定します。 
全て 初期設定：0.0 

設定値：0: オフ、 
0.1～5 mL 

外部洗浄パラメータ設定グループ 

RINSE MODE ニードル洗浄メソッドを

選択します。 
1、2 初期設定：固定 

• RINSE TYPE 0/3: 0 
• RINSE TYPE 1/2: 3 

設定値：0～3 

DIP-R SOL ニードル外部の洗浄のた

めに洗浄ポート内で使用

する洗浄液の種類を選択

します。 

2 初期設定：1 
設定値： 
• 0: R0 
• 1: R1 
• 2: R2 

DIP-R TIME 洗浄ポート内のニードル

の浸漬時間を設定しま

す。 

1、2 初期設定：0 
設定値：0～60 秒 

DIP-R VOL 洗浄ポート内の洗浄液の

交換量を設定します。 
1、2 初期設定：固定 

• RINSE TYPE 0/3: 
100 

• RINSE TYPE 1/2: 
500 

設定値：0～2000 mL 

FLOW-R METHOD 洗浄ポンプを使用する時

のニードル洗浄メソッ

ドを設定します。 

1、2 初期設定：0 
設定値：0～6 

FLOW-R TIME 洗浄ポンプでの洗浄時

間を設定します。 
1、2 初期設定：2 秒 

設定値：1～9 秒 

内部洗浄パラメータ設定グループ 
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名前 説明 洗浄の種類 初期設定 

START TM ニードル内部洗浄の開始

時間を設定します。 
2 初期設定：-1.0 

設定値：–1: 自動、 
0.00～999 分 

SOL. SEQ ニードル内部の洗浄のた

めの洗浄液の種類と順

序を設定します。 

2 初期設定：1 
設定値： 
• 0: R0 

• 1: R1 

• 2: R2 

SOL. VOLUME ニードル内部の洗浄に使

用する洗浄液の量を設定

します。 

2 初期設定：300 
設定値：0～2000 mL 

LOOP S. TM サンプルループ平衡化の

開始時間を設定します。 
2 初期設定：-1.0 

設定値：–1: ロード、

0.00～999 分 

LOOP HOLD TIME サンプルループ平衡化の

維持時間を設定します。 
2 初期設定：1.00 分 

設定値：0.00～999 分 

INJ.P RINSE 注入ポートの洗浄を設定

します。 
2 初期設定： 

• R0：* 

• R1：0 

• R2：* 

設定値：0、1 

制御設定グループ 

Clear SMPTBL 分析シーケンス表を削除

します。 
全て 初期設定：0 

設定値： 
• 0: 無 

• 1: 有 

Clear RepInjtbl ブラケットのシーケンス

分析に使用した分析シー

ケンス表を削除します。 

全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: 無 

• 1: 有 

STAT 優先分析を設定します。 全て  
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名前 説明 洗浄の種類 初期設定 

PAUSE シーケンスを中止しま

す。 
全て 初期設定：0 

設定値： 
• 0: 無 

• 1: 有 

MANUAL PRIME マニュアルシリンジを

使って洗浄液をくみ上げ

ます。 

全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: 無 

• 1: 有 

ZHOME 輸送用ニードルを上げ

ます。 
全て  

TEST INJ PORT ニードルが正しく注入

ポート内に下がることを

確認します。 

全て  

PURGE (Ext Pump) 洗浄ポンプを使って洗浄

ポートをパージして、

ニードル外部を洗浄しま

す。 

全て  

HPV TEST 高圧バルブ切り替え操

作を試験します。 
全て  

I-RINSE EXE ニードル内部と外部の洗

浄を開始します。 
2  

LED LIGHT モジュール内のラックの

上にある LED 照明をオン

にします。 

全て  

システム設定グループ 

LOCAL オートサンプラーを外部

コントローラから分離し

ます。 

全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: リモート 

• 1: ローカル 

KEY CLOSE キーパッドをロックし

ます。 
全て  

BRIGHTNESS 画面の輝度を調整しま

す。 
全て 初期設定：4 

設定値：1～4 
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名前 説明 洗浄の種類 初期設定 

MAX Inj.Volume 最大注入量を設定しま

す。 
全て 初期設定：50 

設定値：10～2000 µL 

SELECT EVENT1 イベント出力と開始出力

の間でイベント出力 1 を

切り替えます。 

全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: Ev 1 

• 1: St 

SELECT EVENT2 イベント出力、開始出

力、分析シーケンス表の

最後での出力間のイベン

ト出力 2 を切り替えま

す。 

全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: Ev 1 

• 1: St 

• 2: Sd 

SELECT EVENT3 エラー出力とイベント出

力の間でイベント出力

3 を切り替えます。 

全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: エラー 

• 1: イベント 

USE SMALL VIAL 小容量バイアルを使う時

に設定します。 
0、1、2 初期設定：0 

設定値： 
• 0: オフ 

• 1: オン 

CBM LINK 内部と外部間のリモート

コネクタを切り替えま

す。 

全て 初期設定：1 
設定値： 
• 0: 入口 

• 1: 出口 

BEEP MODE ブザー音を設定します。 全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: オン 

• 1: アラーム 

• 2: オフ 

LED BRIGHTNESS LED 照明の輝度を設定し

ます。 
全て 初期設定：3 

設定値：1～4 

LED LIGHT MODE LED 照明の照明方法を設

定します。 
全て 初期設定：1 

設定値：0～3 
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SILENT MODE 冷却ファンの回転速度を

落として騒音を減らしま

す。 

全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: オフ 

• 1: オン 

ZHOME MODE 分析終了後に、モジュー

ル内の左後方まで Z マ

ウントを移動します。 

全て 初期設定：1 
設定値： 
• 0: オフ 

• 1: オン 

QUICK INJ. 注入速度の増加 全て 初期設定：0 
設定値： 
• 0: オフ 

• 1: オン 
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