
無限大のフレキシビリティを実現する
最高のソリューション

Agilent 1200 Infinity シリーズ
マルチメソッドソリューション
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Agilent 1290 Infinity LCシステムをベースにした
マルチメソッドを選択することで、最高の柔軟性、
性能、感度が実現します。

複数の分離条件を必要とするさまざまなアプリケーションに効
率的に対応できる、より優れた方法を探していませんか? 顧客の
ニーズに合わせて、常にカラムや溶媒を交換していませんか?
ラボの管理下にあるシステムを、異なる分離要件をもつ数多く
のユーザーが使っていませんか? 分析用 LCメソッドを開発して
いますか? これらのニーズに完璧に応えるシステムをアジレン
トは提供します。

機器、カラム、ソフトウェアをニーズに合わせて選択

無限大の柔軟性と汎用性

ニーズに応える究極のソリューション
• コントロールソフトウェアのワンクリック操作により、
最大 8 つのカラムと 26 の溶媒を選択

• さまざまな圧力範囲、検出要件、予算に応じて、50 を超
える LC モジュールのなかから最適なものを選択

• カラムの取り外しや溶媒ボトルの交換を行わずに、1000
を超えるバイナリ、ターナリ、クォータナリグラジエ
ント用のテスト条件を活用

「アジレントの自動カラムおよび移動相スクリーニングシス
テムとメソッドスカウティングウィザードソフトウェアに
より、きわめて迅速なメソッド開発が可能になりました。」
Kelly Zhang博士、Genentech、米国

「通常は開発にほぼ一ヶ月はかかるメソッドを、このシステム
はあっという間に開発してくれました。」
The Dow Chemical Company

1290 Infinity LC

1260 Infinity LC
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アプリケーションに適した圧力を設定可能

あらゆる圧力範囲に適したシステム

分析を成功させるためには、アプリケーションの種類と分析目
的に合った装置を選ぶことが重要です。つまり、装備過剰なシ
ステムや、性能の足りないシステムでは、分析の精度や生産性
を上げることはできません。Agilent LCのラインナップなら、カ
ラムや溶媒を交換して、標準的な圧力範囲から、中程度の圧力
や超高圧までに対応できるシステムを構成できます。

優れたパワーを備えた Agilent 1260 Infinity LCや、それ以上の超
高性能を備えた Agilent 1290 Infinity LCは、選択性、スピード、分
離能に高い柔軟性を持ち、きわめて複雑なアプリケーションの
問題も解決します。単なる LCハードウェアではありません。機
器、ソフトウェア、分離カラム、そしてアプリケーションや
サービスの完璧なコンセプトから構成されています。

最適な仕様を実現するさまざまなモジュールを提供しています。
• 最高 60 または 120 MPa (600 または 1200 bar) に対応する
クォータナリポンプとバイナリポンプ

• 各種の圧力範囲に対応する標準、ウェルプレート、または
ハイキャパシティオートサンプラ

• UV、ダイオードアレイ、蛍光、示差屈折率、蒸発光散乱、
質量選択などの検出器

• ほぼすべての検出器と組み合わせられる A/D コンバータ

さまざまな検出モードや予算のニーズに応じて、
50 以上の LCモジュールのなかから最適なもの
を選択し、理想のシステムを構成することがで
きます。

1200 Infinity シリーズ
検出器：UV-vis、FLD、
RID、ELSD

1200 Infinity シリーズ
注入システム 
(標準からウェルプレートまで)

1200 Infinity シリーズ
溶媒選択バルブ

1200 Infinity シリーズ
ポンプシステム 
(バイナリおよびクォータナリ、
40～120 MPa)

6100 シリーズ
シングル四重極 
LC/MS
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カラムや溶媒を常に変更する必要があるラボに最適

マルチメソッドアプリケーションを最適化

新しい Agilent 1200 Infinity シリーズマルチメソッドソリュー
ションを使えば、カラムと溶媒は単純なメソッドパラメータに
なります。まず、最大で 8 本のカラムと 26 の溶媒を定義してシ
ステムを設定します。次に、コントロールソフトウェアを使っ
て必要なカラムと溶媒を選択し、これをメソッドの一部にしま
す。アプリケーションを変更するたびにシステムを操作する必
要はありません。さまざまなアプリケーションを組み合わせ、
夜間や週末に計画的に分析することもできます。

画面にカラムやキャピラリに付いているカラータグが示される
ので、設定やメンテナンスがさらに容易になります。

開始 停止

中断 - 夜間

開始

夜間

カラム A で分析 10 回、カラム B で分析 16 回、中断後、カラム
C で優先順位の高いサンプルを分析してからカラム B に戻り、さ
らにカラム A で分析 12 回――こんな経験はありませんか。アプ
リケーションを変更するたびに、誰かが LC システムの所まで行
き、フローを停止し、カラムを入れ替え、リークをチェックし、
フローを再び設定して次の分析を開始しなければなりません。

これでは、人や装置などのリソースを有効に活用できません。
カラムを交換できるスタッフがいない場合には時間が無駄にな
り、配管の変更を繰り返すことでフィッティングが徐々に摩耗
していきます。さらに、夜間や週末に無人で分析することがで
きません。

Agilent 1200 Infinityシリーズマルチメソッドソリューション
なら、多くのアプリケーションを実行できます。カラムが
単純なメソッドパラメータの1つになります。

現在の環境では、LCシステムを操作して
新たなアプリケーションを実行する必要があります。
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優れた化学者のための優れたクロマトグラフィ

オープンアクセスによる
異なる分離ニーズへの柔軟な対応

Agilent Easy Access ソフトウェアは、異なる分離ニーズをもつ
ユーザーに対し、それぞれの分析上の問題にもっとも適した条
件を提供します。短い C18 カラムで反応モニタリングを実施して
いる場合でも、長い C8 カラムで純度をコントロールしている場
合でも、高極性 CN 相で開始物質をコントロールしている場合で
も、常にシステムへのウォークアップアクセスが可能です。

システム管理者は、ユーザーグループやメソッド、優先順位、
機器コントロールを設定することができます。この設定により、
便利で使いやすいインターフェースをユーザーに提供し、LC/MS
分析を TLC と同じくらい簡単にすることが可能です。しかも、分
析のスピードや情報量は TLC よりもはるかに優れています。

複数のユーザーが異なるプロジェクトの分析を行うマルチユー
ザー環境では、多くの場合、それぞれのユーザーが特定のカラ
ム、移動相、分離条件を設定する必要が生じます。一般的なシ
ステムでは、分離に関して妥協したり、実行中の分析が終了す

るまで次の分析を待たなければなりません。Agilent 1200 Infinity
シリーズマルチメソッドソリューションは、多くのカラムや溶
媒に容易にアクセスできるようにすることで、この問題を解決
します。

Agilent 1200 Infinityシリーズマルチメソッドソリューションなら、すべてのユーザーが
それぞれの分離条件に適したカラムをウォークアップシステム上で使用できます。

現在の環境では、ニーズが異なる場合でも、
1 つのカラムしか使用できません。
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かつての LC メソッド開発は、絶えずカラムを入れ替え、溶媒を
交換し、メソッドを編集するといった面倒な作業でした。標準
的な LC では、システムの継続的な変更が必要です。
Agilent 1200 Infinity シリーズマルチメソッドソリューションは、

そのような問題を解決しました。
このシステムはメソッド開発に理想的なツールです。優れた
ハードウェアと専用のソフトウェアソリューションにより、
メソッド開発がいっそう容易になります。

Agilent 1290 Infinity LCの優れたフローと圧力範囲、そして少な
いグラジエントディレイボリュームの組み合わせにより、市販
されているほぼすべての他社製 HPLCおよび UHPLCシステムで
メソッド開発が容易になります。

分析条件の設定を支援するために必要となるソフトウェアの要
件は、分離上の問題の複雑さにより異なります。使いやすくて
効率のよい Agilent ChemStation メソッドスカウティングウィ
ザードでは、シーケンスやすべてのメソッドを定義し、カラム
や溶媒、グラジエント、温度といった多次元のマトリックスを
選別することができます。

メソッドスカウティングウィザードは、手動設定に要する時間
を短縮するだけでなく、設定ミス、不適切なフラッシングや平衡
といったエラーの原因も排除します。

• 設定を支援するウィザード
• スカウティングメソッドの自動生成
• 自動フラッシングおよびカラム平衡
• ChemStation シーケンスの自動生成
• 複数のサンプルおよび注入に対応する分析設定
• 設定をテンプレートとして保存して再利用可能

少ない操作で多くの条件に対応

メソッド開発を簡単に

カラム A
カラム B
カラム C

移動相 A、B、C

現在のメソッド開発では、選択性を
変更するときにはシステムの変更が
必要です。

Agilent 1200 Infinity シリーズマルチメソッドソリューションなら、1 回だけの
システム操作で、カラムと溶媒を組み合わせて最大 1000 種類の選択性を定義
することができます。その後は無人操作が可能です。
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パートナーソリューションの高度な
機能により、分析メソッド開発の
難度の高いニーズにも対応することが
できます。
高度なピークトラッキングやレポート作成機
能と組み合わせた、無人操作での分離パラ
メータの自動最適化など、完全に自動化した
形で分析メソッドを開発する必要があるお客
様のために、アジレントは ChromSword 社およ
び Advanced Chemistry Development 社と提携
を結んでいます。

シンプルな分析から高度な分析まで

ニーズに合ったソフトウェア

4. グラジエントの定義
複数のグラジエントと温度を
選択します。

3. 溶媒の選択
ポンプの種類とバルブが自動的
に検知されます。

6. サンプルの設定
注入量と繰り返し回数を定義
します。

5. スクリーニングメソッドの
検証と選択
適合しない組み合わせを確認
します。

2. カラムの選択
設置されているすべてのカラム
が自動的に表示されます。

1. プロジェクトの定義
スカウティングの組み合わせと基
本メソッドを選択します。
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新しい Agilent 1290 Infinity カラムコンパートメント (TCC) は、ア
ジレントのメソッド開発やマルチメソッドシステムの中核を担
うものです。1260 Infinity モジュールのシステムでも 1290 Infinity
モジュールのシステムでも、最大 3 つの TCC を組み合わせるこ

とができます。1290 Infinity LC に搭載されている新しい Agilent
Quick-Change バルブにより、キャピラリフィッティングへのアク
セスが容易になり、簡単な設置とメンテナンスを実現します。

外部 12 チャンネル選択バルブを用いることで、使用する溶媒数
を増やすことができます。24 種類の水系バッファや、12 種類の
水系バッファと 12 種類の有機溶媒など、ニーズに合った組み合
わせが選べます。ソフトウェアで設定を行い、リストから溶媒
を選択するだけです。バルブと配管キットにより、適切で最適
化された設定が可能です。このシステムのバイナリポンプでは、
最大 169 通りの溶媒の組み合わせが可能です。クォータナリポン
プでは、最大 193 通りの組み合わせを作成できます。つまり、8
つのカラムを設置する場合は、1000 種類を超える分離条件を使
用できることになります。システムの操作は必要ありません。
市販されている他の機器とは異なり、アジレントのシステムで
は、あらゆる一般的なサイズの分析カラムを使用できます。

優れたハードウェアと抜群の操作性

比類のない柔軟性と性能

システム概要:

検出器

TCC

TCC

インジェクタ

ポンプ

溶媒

1-12 13 14 15-26
A B

1.1.
1. 最大 12 の溶媒を追加できる外部溶媒選択バルブ
2. カラム選択用の 8-ポジション/9-ポートアウトレット

バルブ
3. カラム選択用の 8-ポジション/9-ポートインレット

バルブ
すべてのバルブは各種の圧力範囲に対応しています。

2.

3.
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操作の手間を減らし、確実な操作とより優れた結果を実現

使いやすさを支える革新的な技術

新しい Agilent TCCには、比類のない使いやすさを実現する
さまざまな新技術が導入されています。

新しい Agilent Quick-Change バルブは、引き出し式のレールに取
り付けられているため、設置や配管、メンテナンスがこれまで
以上に容易になっています。

バルブヘッドの無線自動識別 (RFID) タグは、バルブのタイプ、
スイッチのシリアル番号、圧力設定などの詳細を認識し、シ
ステムに記録します。

TCC フロントパネルの新しいセンサーが、パネルが適切に閉じて
いないことを操作者に知らせ、分析結果のばらつきにつながる
カラムの不適切な温度制御を防止します。

コントロールソフトウェアの革新的なクラスタリングコンセプ
トにより、最大 3 つの TCC を組み合わせ、1 つの機器のように操
作することが可能になっています。新しいキャピラリガイドは、
各 TCC 間の接続を統合し、配管の損傷を防ぎます。

ファームウェアをベースにした独自のフローコントロールは、
突然の圧力衝撃からカラムを保護します。流量を自動的に抑
制し、圧力を監視し、バルブを切り替えます。

RFID

a

a,b

b
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設定点 100 °C
設定点 10 °C

流量 [mL/min]

比類のない柔軟性を備えた Agilent 1200
Infinity シリーズマルチメソッドソリュー
ションは、優れた性能も兼ね備えていま
す。この点で特に重要となるのが、ディ
レイボリュームと熱挙動という 2 つのパ
ラメータです。システムにバルブやキャ
ピラリを追加すると、ディレイボリュー
ムが増加するため、注意深いコントロー
ルが必要になります。コントロールが不
十分だと、ピーク拡散が生じ、分析結果
が低下します。

Agilent 1200 Infinity シリーズマルチメソッ
ドソリューションでは、ディレイボリュー
ムが注意深くコントロールされています。
そのため、ナローボアのサブ 2-µmカラムを
用いた厳しい条件でも、ピーク拡散を最
小限に抑えることができます。

複数のシステム間で移動するメソッドを
開発する場合には、正確な温度制御が重
要となります。1290 Infinity TCCは業界最高
の仕様を備えていますが、各種の Agilent
TCC モジュールも優れた温度制御機能を
備えています。流量範囲全体で最高温度
に設定した場合における 1290 Infinity TCC
と 1260 Infinity TCCの間での変動は、一般に
±0.5 °C未満です。

あらゆる条件下で最適な分析を可能に

アプリケーションを選ばない性能の高さ

吸光度
[mAU]

時間 [分]

Agilent ZORBAX SB - C18、2.1 x 50 mm、1.8 µm
流量 : 0.5 mL /min
グラジエント: 4 分で 10～45 %B 
注入量 : 1 µL

青 : Agilent 1260 Infinity バイナリ LC 
(カラム切り替えオプションなし)

赤 : Agilent 1200 Infinity シリーズ
マルチメソッドソリューション
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カラムとサービス

完璧なソリューションを提供します

Agilent ZORBAXカラムと消耗品
順相から逆相までに対応する ZORBAX HPLCカラムは、それぞれ
のアプリケーションに適したソリューションを提供します。
Agilent ZORBAXカラムは、ハイスループット分析に最適化され
ており、幅広い Rapid Resolution (3.5 µm) および Rapid Resolution
High Throughput (1.8 µm) カラムが用意されています。
新しい Rapid Resolution High Definition (1.8 µm) カラムは、最高
120 MPa の高圧に対応しています。幅広いアプリケーションや
条件に対応する 600 以上の分析用カラムが揃っています。

内径 2.1 mm および 4.6 mm の Rapid Resolution (3.5 μm) および
Rapid Resolution High Throughput (1.8 μm) カラム向けに、カラム
キットが提供されています。高速メソッド開発を最適化する 3 種
類の固定相が用意されています。

各種カラムサイズ用のキャピラリキットを使えば、システム設
定を最適化できます。

新しい Agilent Rapid Resolution High Definition (1.8 µm) カラムは、
Agilent 1290 Infinity LCの高圧に対応しています。UHPLCメソッド
開発の最適化が可能になります。

アジレントバリュープロミス– 10 年サポートのために
アジレントの製品は販売終了後、7 年間の修理部品保有をお約束
しています。しかし、多くのお客様は 10 年間のサポートを希望
されています。そのためアジレントは、アセットマックスと呼
ばれるベストエフォートの年間保守契約を組み合わせることで、
10 年間のサポートを提供しています。アセットマックスが適用
できない機器に関しては、10 年間に満たない年数に応じてその
価値を提供する、バリュープロミスプログラムを適用させてい
ただきます。アジレントは安心な購入を約束するだけでなく、
お客様の投資が長い目で見て価値のあるものとなるように支援
しています。

メソッド開発に集中し、それ以外のことはアジレント
のサービスおよびサポートにお任せください
アジレントの経験豊富なサービスおよびサポートチームは、最
高の機器性能を確保し、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性
を最適化するための幅広いプログラムにより、お客様を支援し
ます。

アジレントでは、あらゆる機器のニーズに応える幅広い技術サ
ポートおよび契約サービスを提供しています。

•信頼性の高い動作を確保し、不測のダウンタイムを最小限に
抑えるオンサイト点検

•アジレント製機器だけでなく、アジレント製以外の機器にも
対応するトラブルシューティング、メンテナンス、修理

•コンプライアンスサービスと業界認定のサポートサービス
•リアルタイムのサポートとオンデマンドのレポート作成に対
応するリモートモニタリングおよび診断

•エキスパートによるコンサルティングとトレーニング

アジレントサービス保証
サービス契約期間中にアジレントサービス契約の対象となって
いる機器へのサポートが必要な場合は、修理を保証するか、お
客様の機器を無料で交換します。ラボが高い生産
性を保ちながら稼働し続けられるように、こ
のレベルのサービスを提供しているメー
カーやサービスプロバイダは他にありま
せん。
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ホームページ (www.agilent.com/chem/jp) をご覧ください。
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Agilent 1200 Infinity Series

1260Infinity LC 1290Infinity LC

1220Infinity LC

システム特性
最終的なシステム仕様は構成により異なります。

カラム寸法: 通常 2.1〜4.6 mm ID、長さ 300 mm まで
カラム数: 最大 8 個

オプションで廃液およびバイパスライン (カラム数が少なくなります)
温度ゾーン数: 最大 6 個
溶媒数: 最大 26 種類
流量: 1290 Infinityバイナリポンプ: 最大 120 MPa で 2 mL/min

最大 80 MPa で 5 mL/min
1260 Infinity バイナリポンプ: 最大 60 MPa で 5 mL/min
1200 Infinity クォータナリポンプ:最大 60 MPa で 5 mL/min

最大 20 MPa で 10 mL/min
圧力範囲: 120 MPa (1290 Infinity)

60 MPa (1260 Infinity)
検出: 可変波長、多波長、ダイオードアレイ、蛍光、示差屈折率、蒸発光散乱

などの Agilent 1200 Infinity シリーズ検出器、または Agilent A/D 
コンバータを用いた他社製検出器

MS 検出: Agilent 6100 シリーズシングル四重極 LC/MS
ソフトウェアサポート:カラムおよび溶媒の簡単選択機能を備えた

アジレントのデータシステムによる直接コントロール:
• オープンアクセスサポート
• メソッドスカウティング/メソッドスクリーニングサポート
• 自動メソッド最適化 (アジレントパートナー社より提供)

＊仕様の詳細については、最終的なメソッド開発システムに導入する各モジュールの仕様を
参照してください。


