
高スループット、堅牢性、信頼性。
世界のユーザーの要求をすべて満たす
高性能シングル四重極 LC/MS

Agilent 6100 シリーズシングル四重極 LC/MS
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ルーチンの QC 分析から研究レベルのアプリケーションまで、Agilent 6100 シリーズシングル四重極 LC/MS システムは、比類のな
い分析性能と、定評のある毎日の信頼性を実現します。スペースをとらないベンチトップパッケージでクラス最高のデータ品
質を実現するこのシステムは、お客様のニーズと予算に合った性能構成を選択できます。

アジレントのシングル四重極技術は、世界中の製薬および化学分析ラボで 40 年以上にわたって、堅牢性と信頼性について高い
評価をいただいています。Agilent 6100 シリーズ LC/MS システムは、将来のニーズに応じて性能や機能を簡単にアップグレード
することができます。投資を無駄なく回収できるため、ラボの生産性向上が実現されます。操作性に優れた使いやすい 6100 
シリーズシステムは、以下の機能を備えています。 

•  化合物の迅速なスクリーニングと分子量確認

• 複雑な混合物中から対象化合物を精製

• 対象化合物の定量

• 不純物の同定 

さらなる感度、選択性、高品質のスペクトルを実現します。 

性能

スループット
および感度

ニーズに応じた
アップグレードが可能

使いやすさ

さらなる柔軟性

最高の性能

1200 Infinity 
シリーズ LC 
および DAD

6120

6130

6150

Agilent 6100 シリーズ LC/MS シス

テムは、将来のニーズに応じて性

能や機能を簡単にアップグレード

することができます。投資を無駄

なく回収できるため、ラボの生産

性向上が実現されます。6120 は

手ごろな価格で使いやすいエント

リーモデルです。6130 へアップグ

レードすると、柔軟性と性能をさ

らに向上できます。さらに 6150 に

アップグレードすると、比類のな

いデータ品質が得られ、Agilent Jet 

Stream 技術の追加オプションを利

用できます。 
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生産性を引き上げる高速な解析
• 取り込みスピードが速いため、UHPLC の高スループットを
最大限に活用できます。

• イオン極性を超高速で切り替えてポジティブとネガティ
ブ両方のスペクトルを得ることができ、1 回の注入で最大
限の情報が得られます。

信頼性を向上する優れたパフォーマンス
• 最高のスキャンスピードで優れたスペクトル品質と正確
な同位体比が得られるため、信頼性の高い同定と確認が
可能です。

• インソース衝突誘導解離 (CID) エネルギーを増減するこ
とで、より多くの構造情報が得られます。

• マルチシグナル機能を使用することで、1 回の注入でより
多くの化合物を分析できます。 

使いやすく、わかりやすいソフトウェアによる 
分析時間の節約
• 直感的な Agilent OpenLAB CDS ChemStation Edition ソフトウェ
アを使えば、1 つの画面で LC とMS の設定や制御を行うこ
とができます。

• 強力なオートチューン機能により、手動リキャリブレー
ションが不要になり、生産性が向上します。

• 充実した自動化機能により、マルチユーザー、ウォークアッ
プサンプル提出、無人オペレーションが可能になります。

2 4 6 8 10 min

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

注入
スパイク

溶媒
ブランク

200 fg 
レセルピン

最大 2 mL/min の高流速で 
比類のない感度と幅広いイオン 
化機能を提供し、超高速クロマト 
グラフィーおよび高スループット 
アプリケーションに対応します。 
Agilent Jet Stream 技術による、 
レセルピン 200 fg (オンカラム) の  
5 回繰り返し注入。6150 システムで
データを採取。

Agilent 6100 シリーズ LC/MS システムの詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

118

115 120 620 625 920 925

622 922

UHPLC のスキャンスピードにおけるユニット分離能の維持

Agilent 6100 シリーズシングル四重極 LC/MS システム 

6120  手ごろな価格で、きわめて使いやすいモデル。 
Agilent 1220 Infinity LC と組み合わせると、エントリレベル 
LC/MS システムを構築できます 

6130  幅広い質量範囲と 1 pg の感度を備え、オプションの 
Agilent Jet Stream 技術によってさらに高い感度を得る 
ことができ、あらゆる定量アプリケーションに最適な、 
柔軟性の高い高性能ソリューション

6150  UHPLC およびハイスループットスクリーニングや 
定量アプリケーションに対応する、高いデータ品質、
Agilent Jet Stream 技術による比類のない感度と非常に 
高速なスキャンスピードを備えた高機能モデル
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Metallized capillary 
enables fast ion polarity switching 
for broad compound detection 
in a single analysis.

Optimized ion optics 
yield excellent ion transmission 
across the mass range, 
making tuning easy. 

Precision quadrupole 
and fast, stable electronics 
ensure stable mass assignments 
and superior mass resolution.

Interchangeable ion sources 
with patented orthogonal nebulization 
and high-capacity, counter-flow drying gas 
enhance sensitivity and versatility.

Fast electronics allow scan speeds up to 
10,000 u/sec and polarity switching speeds 
as short as 20 ms.

High-sensitivity detector 
provides excellent signal amplification, 
low noise, and predictable tuning.
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金属キャピラリ 
1 回の分析で幅広い化合物を検出する
高速イオン極性切り替えが可能

最適化されたイオン光学系
幅広い質量範囲で高いイオン
透過率が得られ、チューニングも簡単

精密加工された四重極マスフィルタ 
高速かつ安定して作動する電子系により、
安定した質量数決定と質量分解能を実現

交換可能なイオンソース 
特許の直交型スプレーと高容量対向
乾燥ガスにより、感度と汎用性が強化
されています

高速エレクトロニクス 
超高速スキャンスピードと
高速極性切り替えを実現

高感度検出器 
優れたシグナル増幅性能、低ノイズ、
簡単なチューニングを実現

Agilent 1200 Infinity シリーズ LC システムと 
組み合わせると、理想的な LC/MS システムが実現 
6100 シリーズ LC/MS は、すべての Agilent 1200 Infinity シリーズ 
LC システムとシームレスに接続できます。UHPLC 分離のス
ピードを最大限に活用できるので、きわめて狭い LC ピーク
でもあらゆる情報を収集できます。 高流速での分析や、幅
広い移動相や移動相添加剤に柔軟に対応し、卓越した感度、
再現性、スペクトル品質を実現します。 

マルチシグナル機能により、1 回の分析で 
より多くの化合物を分析
次のような機能によって、情報量が最大化されます。

• ポジティブとネガティブイオンの極性モード切り替え

• エネルギーを変更できるインソース衝突誘導解離 (CID)

• ターゲット化合物の定量や微量化合物の検出を可能にす
る選択イオンモニタリング (SIM) とフルスペクトルスキャ
ニング 

ハードウェアの革新と最適化されたコンポーネントにより、
卓越した性能を実現
6100 シリーズ LC/MS システムでは、イオン源、イオン光学系、真空システム、エレクトロニクスを最適化し、優れたスピード、 
感度、生産性を実現しました。もちろん、定評あるアジレントの信頼性も備えています。



Agilent 6100 シリーズ LC/MS システムの詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。
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超高速イオン極性モード切り替えによる生産性向上
1 スキャンごとにポジティブイオン化とネガティブイオン化
を切り替えられるため、事前に最適なイオン化モードを決
める必要がなく、未知サンプルでも迅速なスクリーニングが
可能です。6100 LC/MS システムの 3 モデルすべてが標準装
備しているこのパワフルな機能により、超高速クロマトグラ
フィーや幅の狭いピークでも、高品質のポジティブおよびネ
ガティブスペクトルを得ることができます。 

幅広いイオン化の選択肢
アジレントではさまざまなイオンソースを提供しています。
お客様のアプリケーションに合ったイオンソースをお選びい
ただけます。

• エレクトロスプレー (ESI): 生体高分子や低分子量の極性分
子用、マイクロリットル、ナノリットル流量 

• 大気圧化学イオン化 (APCI): 弱極性分子や非極性分子用 

• 大気圧光イオン化 (APPI): ESI やAPCI でうまくイオン化されな
い化合物用 

• マルチモード ESI/APCI: エレクトロスプレーイオン化と大気圧
化学イオン化を同時に行える画期的な技術――分析を 2 回
行わなくても、すべての化合物を確実に同定 

Agilent Jet Stream Technology 
6130 および 6150 システムに搭載されている革新的な
サーマルグラジエントフォーカシングは、噴霧化と脱溶媒
を最大化し、従来およびキャピラリー流速でのイオン拡
散を抑えて感度を高めます。これにより、より多くのイオ
ンを質量分析計に運ぶと同時に、中性溶媒クラスターの
数を減らします。そのため、幅広い化合物において、検出
下限での低い RSD で高いシグナル強度が得られます。

ネブライザガス

高温加熱
シースガス

加熱乾燥
ガス

MS 注入口

LC サンプル注入口

ノズル電圧

熱によりイオンを
封じ込めたゾーンが
形成され、MS 感度を向上

サンプリング
キャピラリー
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MassHunter ソフトウェアによる 
分析能力の拡張性

Agilent MassHunter Workstation ソフトウェア

は、MS 分析をより速く、より簡単に、より

生産性を高くできるように設計されてい

ます。このソフトウェアは、高度なデータ

マイニングツールやデータ処理ツールを搭載しています。

これらのツールを使えば、サンプルに含まれる化合物か

ら、あらゆる情報を迅速かつ正確に引き出すことができま

す。単なるピークやデータポイントだけではなく、「答え」

が手に入るのです。さらに、Agilent TOF、Q-TOF、トリプル四重

極機器でのデータ採取や機器コントロールも可能です。 

非常に簡単なセットアップ
OpenLAB ChemStation Edition LC/MS ソフトウェアにより、6100 シ
リーズシステムの操作は容易です。LC/MS の操作経験を問
わず簡単に操作でき、習得の時間もかかりません。

• 自動チューニング機能とキャリブレーションプログラムに加
え、自動キャリブレーション化合物導入システムの使用によ
り、セットアップは迅速かつ簡単に行えます。パラメータは
手動で設定することもできます。

• シーケンスの迅速な作成と変更、シーケンスの結合、シー
ケンス実行中のサンプル順序の変更などは、シーケンシン
グソフトウェアから行えます。

• ピーク純度ツールは、UV スペクトルとマススペクトルを一
緒に表示し、分離されない化合物を含むクロマトグラフ
ピークを同定する便利なツールです。これは、分離メソッド
の開発や定量イオンの選択に有用で、分離条件をさらに
検討する必要がなくなります。

迅速な分析結果
定性分析と定量分析の両方に対し、OpenLAB ChemStation 
Edition LC/MS ソフトウェアは、求める情報をよりすばやく提供
します。

• 単独のキャリブレーションテーブルで、UV とMS シグナルの
両データを用いて定量します。バッチレビューソフトウェア
を使用し、結果を評価および更新します。結果レポートの
作成には、事前設定の書式を使用するか、レポートビルダ
を用いてレポートをカスタマイズします。

• オプションの NIST マススペクトルライブラリ検索ソフトウェ
アを用いて、MS スペクトルとユーザーが作成したライブラ
リスペクトルを照合して、化合物を速やかに同定します。

•  高度な内蔵ネットワーキング機能により、あらゆる場所か
らシステムをコントロールし、結果を確認できます。

シンプルで完璧な自動チューニング 

迅速に結果が得られる、シンプルで強力なソフトウェア 
LC とMS の操作条件の設定と実行は Agilent OpenLAB CDS ChemStation Edition LC/MS ソフトウェアから行います。自動セットアップ
と、データ取り込み、データ確認、結果レポート作成の作業を効率よく行うことができ、システム操作は簡単になり、得られた
データは確実に処理されます。

MassHunter Workstation ソフトウェアへの自動変換により、あらゆる LC/MS 
データ処理を標準化し、高度なデータ解析やレポート作成機能を思いのまま
に利用することが可能になります。 
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ウォークアップアクセスを可能にするソフトウェア
オプションの LC/MS Easy Access ソフトウェアを使用すれば、分
子量決定や精製に関して、複数のユーザーによるサンプル
の提出が容易になります。権限のあるユーザーが、基本的な
サンプル情報や分子式、または予想される分子量を入力し、
メニューからあらかじめ設定されたメソッドを選択するだけ
で、Easy Access ソフトウェアにより、分析のスケジューリング、
サンプルステータスレポート、分子量の確定やサンプルの
分離が実行されます。 

迅速なデータ確認を可能にする  
Analytical Studio Reviewer 
オプションの Analytical Studio Reviewer ソフトウェアは、結果の
確認を迅速および簡単にすることで、LC/MS Easy Access ソフト
ウェアを補完します。ブラウザを装備したデスクトップ PC な
らどこからでも、サンプルの比較、UV およびMS ピーク純度
の確認、合成のトラブルシューティング、カスタムレポートの
設定などを実行できます。セットアップの容易な一般的な設
定を搭載しているほか、より高度な使用に応じて、全面的にカ
スタマイズすることもできます。自動印刷や E メール配信に
より、データの共有や分析結果の解析が容易になります。

ウェルプレート全体の分析結果が表示され、一目でわかる
ように色分けされます。サンプルウェルをクリックするだけ
で、詳細な質量スペクトル情報を表示できます。化学的な
情報をもとに、修正を加えた新しいファイルを再作成すれ
ば、サマリー結果を編集および上書きすることができます。
サンプルを再分析する必要はありません。 

Agilent 6100 シリーズ LC/MS システムの詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

Analytical Studio Reviewer ソフトウェアにより、データの確認、合成のトラブルシューティング、レポートの作成が容易になります。

時間を節約するコンプライアンス対応機能

アジレントのコンプライアンス機能を使えば、ハード
ウェアやソフトウェア、メソッド、データのバリデーション
を低いコストで行うことができます。また、規制適合の
ための製品やサービスも提供しています。 
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高速クロマトグラフに適合
1 秒という狭いクロマトグラフィーピークで高品質の MS 
データを採取できるため、結果の信頼性を損なわずに、生産
性を高めることができます。

分析間の時間を短縮
高速の電子機器と分析後の短いリカバリータイムにより、次
の注入までの待ち時間はわずか 10 秒以内です。

ハイスループットサンプラに完全対応
すべての Agilent 6100 システムは、1290 Infinity LC インジェクタ 
HTC および HTS に対応しており、幅広いサンプル容器を柔軟
に選択することができます。さまざまなサイズと種類の容器
を使用できるため、サンプル処理の柔軟性が増し、ラボのス
ループットを引き上げることができます。 

ハイスループットの化合物スクリーニングと定量 
Agilent 6100 シリーズ LC/MS システムは、信頼性の高い結果を迅速に提供することにより、医薬品開発のプロセスをサポートし
ます。高速 MS スキャニング、マルチシグナル取り込み、超高速イオン極性切り替え、短い注入サイクルタイムなどの高度な機
能により、分析上の障壁を回避します。さらに、迅速なサンプル提出、分子量決定、レポート作成を可能にするソフトウェアツー
ルを使えば、簡単かつ効率的に結果を共有することができます。
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マルチシグナルデータ取り込みにより、
化合物スクリーニングと定量のスルー
プットが向上します。高速スキャニング
と高速極性切り替えによって、正しい 
同位体比を維持しながら、1 秒以下の 
 LC ピークでも十分なサンプルを取得 
できます。  

正確な C13、Cl35、Cl37 の同位体比を示す 
ポジティブモードの質量スペクトル

正確な C13、Cl35、Cl37 の同位体比を示す 
ネガティブモードの質量スペクトル
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1 回の測定でより多くの解析が可能な 
マルチシグナル機能
マルチシグナル機能を使用すれば、1 回のサンプル分析で、
不純物の存在の有無などに関するより多くの情報が得られ
ます。 超高速イオン化モード切り替えを用いると、事前に最
適なイオン極性を設定せず、不純物のスクリーニングを迅
速に行うことができます。

スペクトル情報を増やすために、CID エネルギーを変更する
こともできます。分子イオンの感度を最大化するためには
低エネルギー CID を用い、より多くのフラグメントを作成す
るためには高エネルギー CID を用います。CID スペクトルを
保存し、ユーザー作成ライブラリのスペクトルと比較するこ
とができます。

生産性を上げるマルチモードイオンソース
分析対象に適したイオン化を行えるマルチモードイオン
ソースは、さまざまな化合物の同定に役立ちます。

超高速スキャン
高速スキャンが可能な 6100 シリーズシングル四重極 LC/MS 
システムは、UHPLC アプリケーションに最適です。狭いピーク
からより多くのデータポイントを確実に取り込みます。

不純物の高速で簡単な定量
定量の設定が容易です。また、ChemStation のピーク純度ソフ
トウェアを使えば、自動計算と一般的な定量メソッドにより、
定量イオンの選択も容易になります。これらの設定を保存
し、無人分析とレポート作成のためのメソッドとして使用でき
ます。 

信頼性の高いハイスループットの不純物検出 
Agilent 6100 シリーズシングル四重極 LC/MS システムは、食品や消費財に含まれる不純物の検出や定量に適したプラットフォー
ムです。超高速イオン極性切り替え、高速スキャニング、パワフルな定量およびレポートソフトウェア、マルチモードソースと
いった生産性の高い機能に加え、クラス最高の感度により、要件のきわめて厳しい不純物分析でも、あらゆるステップで確
実性とスピードを高めます。 

90 100 110 120 160150140130 170 m/z

100

アバンダンス

80

60

40

20

0

  151.0

103.4

166.0

167.0

N

H3C

H3C OH

O

C9H11NO2
p-ジメチルアミノ安息香酸

[M+H]+

高速スキャニングによる不純物検出の向上。Agilent 1260 Infinity LC と Agilent 6150 シングル四重極 LC/MS による 
オクチル-ジメチル- p-アミノ安息香酸 (OD-PABA) の分析では、標準スキャンスピードにより多くの不純物と分解物が 
検出されました。しかし、OD-PABA の分解物である p-ジメチル安息香酸は、高速スキャンスピードでのみ検出されました。  
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正確なタイミングによるフラクション純度の向上
フラクションコレクションソフトウェアとディレイセンサによ
り、DAD と LC/MS の間のディレイタイムを正確に計算し、フラ
クションコレクションのトリガ精度を確保します。貴重なフラ
クションの損失がなく、不要な物質の収集も最小限に抑えら
れます。

精製条件の確認と最適化
アジレントの精製システムは、フラクションレビュー機能を備
えています。この機能を使えば、任意の分析を検証し、フラク
ションコレクションの開始に最適な LC/MS 動作条件や最適な
質量を特定することができます。

他のタスクを行える安全機能
この精製システムでは、溶媒リークの自動的な検出と管理
が可能です。この安全機能を用いて、無人での自動分析が
できます。 

リアルタイムデータ解析で、 
高純度のフラクション生成
MS データはリアルタイムで解析処理されるため、コン
ピュータ通信でのタイムロスがなく、フラクションコレクショ
ンをすぐに実行できます。 

ハイスループット、高収率の精製を実現するソリューション
アジレントでは、Agilent 1200 Infinity シリーズ精製システム、ダイオードアレイ検出器 (DAD)、6100 シリーズ LC/MS による高純度
フラクションの採取に最適化した、完全な精製システムを提供しています。このシステムは、ディレイセンサと、インテリジェ
ントな質量ベースのフラクションコレクションソフトウェアも備えています。

データ解析のフラクションレビューにより、フラクションコレクション結果を検証できます。上図の青い部分は、採取したコレクションを示しています。
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ハイスループット分析を可能にするアジレントの LC/MS 
Agilent 6130 および 6150 システムは、複雑な混合物中でも、低濃度の化合物の存在確認や定量を確実に実行することができま
す。優れた感度、幅広いイオン源、マルチシグナル機能、使いやすい定量およびレポート作成ソフトウェアにより、法医学や依
存性薬物、環境といった要件の厳しい分析でも、確実に成功に導きます。 
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感度が高いため、SIM モードよりもスキャンモードを用いるこ
とで、ほとんどの化合物を分析できます。これにより、対象化
合物とそうでない化合物を同時に同定できます。 

1 回の注入で、ポジティブスペクトルとネガティブスペクトル
の両方を取り込み、CID エネルギーを変更してより多くの構
造情報を入手し、スキャンと SIM データを収集できます。高

速イオン極性切り替えを用いると、事前に最適なイオン化
モードを決めずに、未知化合物の迅速なスクリーニングを行
うことができます。両方のモードでイオン化する化合物に対
して、ポジティブスペクトルとネガティブスペクトルの両方を
得ることで、結果の信頼性が高まります。

スキャンモードでのベンゾジアゼピンの分析。 
抽出イオンクロマトグラムにより測定対象化合物
を定量できます。イオンを確認することで結果の
信頼性が高まります。 

1 回の分析で定量、同定、確認が可能 
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マススペクトル分析に求められる要素を
提供 
Agilent 6100 シリーズシングル四重極 LC/MS システムは、比
類のない感度、選択性、高品質なスペクトル情報を提供しま
す。アジレントは、ルーチン分析から探索研究まで、幅広い
分析に対応するシステムを取り揃えています。現在の分析
ニーズに応え、将来の成長に合わせて拡張できる手ごろで
使いやすいシステムにより、お客様をサポートさせていただ
きます。

アジレントバリュー 
プロミス: 10 年間の 
性能保証
絶えず進化する製品ラインナップ
に加え、アジレントは業界で唯一、
10 年間の製品価値保証を提供しています。アジレン
トバリュープロミスは、ご購入の日から 10 年間、製
品のパフォーマンスと価値をサポートします。もし
くは、最新モデルのご購入の際に、製品の残存価値
に見合った導入プランの提供を保証します。これに
より、製品を安心してご購入いただくことができ、
投資が保護されます。

規制対象ラボを 
サポートするソフト 
ウェアとサービス
MassHunter ソフトウェアは、GLP/
GMP および 21 CFR Part 11 コンプ
ライアンスの要件に対応するための包括的なツールを
提供します。監査証跡、マルチユーザーログインセキュリ
ティ、ユーザー権限、電子署名を備えており、規制の厳し
い環境でのラボ運営が容易になります。また、アジレン
トでは、据付から重要なサンプル分析までの期間を短縮
できる、包括的な据付時および稼働時適格性評価サー
ビスも提供しています。


