
Agilent 5977、5975、5973 シリーズ GC/MSD 用
Agilent IDP-3 ドライスクロールポンプ

オイルフリーでクリーン  
軽量で静かな環境を実現
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オイルを使用しているロータリポンプは、最適な分析結果を継続的に得るために、日常的なオイルレベルのチ
ェック、定期的なオイル交換などのメンテナンス作業が不可欠です。 第一に、オイルは変色するとオイルを交
換して廃棄する必要があり、通常は 6 ～ 12 か月ごと行われます。しかも、使用済みオイルの 1 リットルあたりの
廃棄コストが新しいオイルの購入価格より高いこともあります。

また、ロータリポンプは、オイルレベルの低下または内部経路の詰まりによって故障しやすく、高額の修理サー
ビスが必要になるだけでなく、予測外のダウンタイムを被ることがあります。

従来のロータリポンプに代わるクリーン性とコスト効率に優れた
小型ポンプ: AGILENT IDP-3 ドライスクロールポンプ

AGILENT IDP-3 ドライスクロールポンプ

Agilent IDP-3 ドライスクロールポンプは、従来のロータリポンプに代わる、
クリーン、コンパクトかつコスト効率の高いポンプです。

Agilent IDP-3 ドライスクロールポンプは、GC/MS の生産性を高める手頃な方法です。
これで、面倒なロータリポンプの作業を一気に解決できます。

次の特長があります。

• クリーンな環境とコスト削減を実現。Agilent IDP-3 スクロールポンプはオイルを使用
しないため、作業環境へのオイルの流出や漏出がありません。メンテナンスは定期
的なチップシール交換のみのため、日ごろのオイルレベルチェックやオイル交換、
オイル廃棄などが必要ありません。

• 優れた真空性能。同じサイズのほかのポンプより高い真空性能を発揮します。

• 革新的なスクロール設計。低ノイズと低振動で、より静かで快適な作業環境を
実現します。さらに、MS 内へのハイドロカーボン汚染がなく、オイルミストフィルタ
も不要です。 

• 省スペースで軽量。どんな機器構成にも最適です。
キャビネットへの収納も可能です。 

さらに、IDP-3 スクロールポンプは、MSD 認定されており、
Agilent 5977、5975、5973 GC/MSD システムで
使用できます。
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GC/MS を使用するラボにおいて、
ドライスクロールポンプは最適な選択肢です。  

同サイズのポンプよりも優れた性能

IDP-3 ドライスクロールポンプは、高速で低い到達圧力を実現し、ターボ
ポンプの最適な動作を確保し、システムの信頼性を高めます。

ラボ内外の環境をよりクリーンに

IDP-3 ドライスクロールポンプではオイルを使用しないため、MS イオン
源へのオイルの流出、漏出、浸透はありません。また、真空システム内
での炭化水素による汚染のリスクも排除します。最も重要なことは、IDP 
スクロールポンプは空気中、水中、土壌中の危険廃棄物の量を低減する

ことです。 

ダウンタイムを短縮して所有コストを低減

計画的なメンテナンスが必要な従来のポンプとは異なり、IDP-3 ドライス
クロールポンプではシンプルなシール交換で済み、30 分以内でできま
す。スクロールポンプ技術は、高価なオイルの補充、交換、処理、さらに

はポンプの焼付きのリスクも排除します。

省スペースで軽量 

IDP-3 ドライスクロールポンプは、設置面積が少なく、軽量、消費電力が
少ないという要件を備えているため、どのシステムデザインにも対応し

ます。特別な電圧が不要で、キャビネット内での使用に適しています。中
でも、低ノイズで振動も最小限のため、ラボのだれもが毎日、より快適
に仕事をすることができます。

メンテナンス作業間隔を長期化  

IDP-3 ドライスクロールポンプのチップシールは 30 分以内に交換できます。

革新的なハーメチックデザイン  

IDP-3 ポンプは、ベアリングおよびモーターと真空スペースとが
完全に隔離されています。これによりプロセスガスの安全な
回収が可能になり、有毒ガスの漏出を防ぎます。

IDP-3 チップシールは短時間で簡単に交換できます。  
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特徴と利点

AGILENT IDP-3 ドライスクロールポンプ

Agilent IDP-3 ドライスクロールポンプは、革新的なハーメチックデザインを採用し、モーターおよび
ベアリングが完全に隔離されており、プロセスガスから保護されています。 

この簡潔なデザインが、低ノイズおよび低振動、頻度が少なくシンプルなメンテナンス、故障モード

の回避など多くの利点を生み出しています。さらに、ドライポンプ技術はオイルの廃棄の必要性およ

び汚染されたオイルの処理リスクを排除しているため、環境にも配慮しています。

IEC-320 電源
コネクタとスイッチ 

スクロール

ガスバラスト

ハーメチックデザインにより、
完全に隔離されたベアリング

取り外し可能なポリプロピレン製
排気フィッティング
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スクロールメカニズムの動作原理  

ガスが移送され… ガスは中央ハブで 
排気されます

…中央ハブに向かって 
圧縮されます

ガスがスクロールセットに
入ります 

IDP-3 ポンプは、シンプルなデュアルスクロール構造を利用し真空を作り出し、そこでネスト化したスクロールの一方が他方の軌道の周りに乗り、取り
込んだガスが流動する領域を作ります。ガスは側面からスクロールセットに入り、移送され中央ハブに向かって圧縮され、中央ハブから排気されます。  

従来のポンプと IDP-3 ドライスクロールポンプとの比較

ロータリポンプ IDP-3 スクロールポンプ

オイルが真空システムに漏出または作業環境に流出する可能性がある オイルフリー : 汚染、流出、漏出がない 

オイルを確認、交換、廃棄する  容易なメンテナンス: チップシールの交換のみ 

オイルが不足すると、動かなくなることがある オイルは不要で、オイルが原因で動かなくなるリスクがない

ダイアフラムポンプ IDP-3 スクロールポンプ

大型でかさばるデザインなため、貴重なラボスペースを消費する コンパクトサイズ: 358 mm x 181 mm x 140 mm  

過剰な消費電力 消費電力が少なく、ベアリング温度が低い  

高い到達圧力が原因でメンブレンが破裂してポンプが突然故障することがある 低い到達圧力で破滅的な真空度低下のリスクを最小限に抑える

大きな音、過剰な振動 静かで、快適な作業環境を促進

最も厳しいアプリケーションに対応できる堅牢な性能  
Agilent IDP-3 ドライスクロールポンプは、最新のスクロール技術とチップ
シールデザインを統合することによって、次のことを実現しています。

•  60 L/m (3.6 m3/hr) の排気速度 

•  きわめて低い到達圧力。250 mTorr (0.3 m bar) 未満で、これは
 同サイズのダイアフラムポンプの 4 分の 1 程度。

•  ターボポンプの最適な動作を確保し、システムの信頼性を高めます
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IDP-3 ドライスクロールポンプにより、次の費用を削減しました。

• ロータリポンプオイル

• オイルミストフィルタ

• 危険廃棄物の処理

年間の消耗品費用合計の削減率: 66%

IDP-3 ドライスクロールポンプにより、次の費用を削減しました。

• 有害物質の運搬 (ポンプオイル)

• 物流 (1 品目あたり)

年間の物流費用合計の削減率: 62%

お客様自身でメンテナンスをしているドイツのクロマトグラフィーラボでは、

IDP-3 ドライスクロールポンプの使用により、年間の消耗品コストを大幅に低減しました。 

この例では、国内の運搬費用と物流費用を比較しました。これらの費用についても、IDP-3 ドライス
クロールポンプを使用すれば、ポンプを 5 年ごとに交換する場合であっても、大幅に費用を削減で
きます。 

ケーススタディ 1: Agilent 5973 GC/MSD

ケーススタディ 2: Agilent 5977 GC/MSD

IDP-3 ドライスクロールポンプによる
ラボの運用コスト低減事例 

ケーススタディ:

Agilent IDP-3 ドライスクロールポンプがお客様の時間と費用を削減したメンテナンス事例を紹介します。
従来のロータリポンプと比較して大幅な削減が可能になります。 

IDP-3 ドライスクロールポンプの使用により、年間の消耗品コストを大幅に低減しました。 

この例では、国内の運搬費用と物流費用を比較しました。これらの費用についても、IDP-3 ドライス
クロールポンプを使用すれば、ポンプを 5 年ごとに交換する場合であっても、大幅に費用を削減で
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高効率、高機能な
AGILENT 5977B HES GC/MSD システム

GC/MS

5977B HES GC/MSD は、長年信頼されてきたシングル四重極 GC/MS システムを元に設計および製造され、
超高感度イオン源 (HES) の搭載によって新しいソリューションを提供します。 

HES は、イオン源本体で生成して四重極アナライザに移送するイオン数を大幅に増加させて、感度を向上
させています。その革新的な設計は、シングル四重極 MS の性能を一新し、大きな利点をもたらします。

• 10 倍以上向上した感度: 従来のトリプル四重極の性能を、機器検出下限が 1.5 fg IDL という
高感度な検出性能のシングル四重極で実現しています。

• 10 分の 1 のサンプル量: サンプル前処理およびメンテナンスにかかる時間を短縮し、
出荷費用も削減できます。

•  シームレスな統合: Agilent IDP-3 ドライスクロールポンプとの組み合わせにより
投資と分析結果において優れた信頼性を得ることができます。

Agilent IDP-3 ドライスクロールポンプとの組み合わせにより
投資と分析結果において優れた信頼性を得ることができます。
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ウルトライナート
ゴールドシール 

イナートスプリット
スプリット/スプリットレス
注入口

ウルトライナート
ライナ

不活性 MS イオン源

UltiMetal Plus 3 ウェイ
スプリッタをはじめとする
不活性なキャピラリ・フロー・
テクノロジー機器 

UltiMetal Plus 
フレキシブルメタルフェラル

ガスクリーン
フィルタ

1
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Agilent J&W ウルトライナート 
GC カラムと Ultimate Plus 
不活性化フューズドシリカ
チューブ

GC および GC/MS 分析における
アジレントのウルトライナートソリューション 

ソリューション

5 IDP-3 ドライスクロールポンプ



9

1

2

3

4

5

6

ウルトライナートライナ

ウルトライナートライナは、不活性化ガラスウール入りかどう

かにかかわらず、低い表面活性と再現性の高いサンプル気化
を実現します。これにより、活性の高い分析対象物であって

もクラス最高の状態で移送することができます。 

イナートスプリット/スプリットレス注入口 

各ウェルドメントの高温になる金属表面が不活性処理され、

吸着や分解を防ぎます。

ウルトライナートゴールドシール

優れたシール性能と不活性な表面を兼ね備えているのは、ア

ジレントの製品だけです。従来の機械加工シールとは異なり、
ウルトライナート注入口ゴールドシールは、金属射出成型を

使用した製造の後に金メッキ手法を使用し、スムーズで一貫

性のある表面を確保しています。リークのないシールを実現
します。また、金メッキ上にアジレント独自のウルトライナー

ト処理を施すことで、活性分析対象物の吸着を抑えます。  

不活性 MS イオン源

精密な設計、材料の厳選、表面の不活性化、厳格な試験によ

り、質量分析計に到達した分析対象物に対して比類のない感

度を実現します。

環境に優しい、IDP-3 ドライスクロールポンプ

一般的なロータリポンプと比較すると、音も静かで、オイル

汚染を防ぐことができ、コストを削減することができます。 

UltiMetal Plus 3 ウェイスプリッタをはじめとする不活性な
キャピラリ・フロー・テクノロジー機器 

キャピラリ・フロー・テクノロジーの各ツールはきわめて不活

性な表面により、サンプルの損失のリスクなく、流路を改善し

て GC の機能を拡張します。アジレントのパージ付きユニオン
を使用すると、マトリックス濃度の高いサンプル中の高沸点

化合物をバックフラッシュできるため、カラム寿命が長くなり、
システムの生産性が高まります。   

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル

新しい UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラルには、アジレ
ント独自の表面不活性化処理が施されています。流路に活性

点を作らない唯一のフェラルです。アジレントの不活性なフレ

キシブルメタルフェラルは、グラファイト/ポリイミド製フェラル
のように締めなおす必要はありません。また、標準的なメタル

フェラルに起こりがちなカラムの破損 (またはリーク) が生じに
くい構造となっています。キャピラリ・フロー・テクノロジーお

よび注入口/検出器のフィッティングに対応しています(注: フェ
ラルごとの色の違いは UltiMetal コーティングによるもので、異
常ではありません)。 

Agilent J&W ウルトライナート GC カラムと
Ultimate Plus 不活性化フューズドシリカチューブ

各カラムには厳しい試験が実施されています。この試験によ

り、きわめて低いブリードと一貫して高い不活性度を確保し、

活性の高い分析対象物を最適な状態で GC または MS 検出器
へ移送することができます。幅広い固定相のカラムが用意さ

れているため、環境、食品安全性、毒物学など多様なアプリケー

ションに活用することができます。

Ultimate Plus 不活性化フューズドシリカチューブは、最大限の不
活性度を実現するよう設計されています。通常ガードカラムを

使用する、複雑なマトリックスや高濃度のマトリックスを伴うア

プリケーションにも対応しています。 

ガスクリーンフィルタ

酸素、水分、炭化水素などの汚染物質は、カラムの損傷、感度

低下、および機器のダウンタイムを引き起こすリスク要因にな

ります。アジレントのガスクリーンフィルタをキャリアガスライ

ンに取り付けることでこれらの汚染物質を除去して、流路の不

活性を維持し、最高品質のガスを確保し、ガスラインをクリー

ンに漏出なしに維持することができます。フィルタの交換時期
を知らせるインジケータ付きのため、機器や GC カラムを確実
に保護できます。また、すばやく安定化するため、生産性を高
め、ヘリウムガスの消費量を抑えることができます。 
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AGILENT IDP-3 ドライスクロールポンプ

技術仕様と詳細情報

技術仕様

最大排気速度  60 L/m、3.6 m3/hr、2.1 cfm
到達圧力  2.5 x 10-1 Torr (3.3 x 10-1 mbar、33 Pa)
最大吸気口圧力  1 気圧 (1.0 bar、101 kPa)
最大排気口圧力  1.4 気圧 (1.4 bar、142 kPa)
吸気接続  NW16 KF フランジ
排気接続  メス 3/8 in. NPT
ガスバラスト接続  メス 1/8 in. NPT
使用周囲温度  5 ～ 40 °C (41 ～ 108 °F)
保管温度  -20 ～ 60 °C (-4 ～ 140 °F)
モーター定格  0.16 HP (0.12 KW) ピーク比: 0.27 HP (0.20 KW)
供給電力  24V DC、+/-10 %、7 FLA
モーター断熱  自動
回転速度  3200 RPM
冷却方式  空冷
重量  9.5 kg (21 lbs)、出荷重量は 10.5 kg (23 lbs)
制限  腐食物、爆発物、微粒子生成ガスは不可
リークレート  <1 x 10－6 std-cc/sec Helium
ノイズレベル (ISO 11201 規格に準拠)  55 dB(A)
吸気口での振動レベル (ISO 10816-1 規格に準拠) 1.5 mm/sec
コンプライアンス  CE、CSA、CSA/CUS、
  Semi S2-703、RoHS に準拠

排気速度
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製品情報

重要:

アジレントのIDP-3 ドライスクロールポンプは、EI (電子衝突イオン化) GC/
MS システム専用です。主に化学イオン化 (CI) モードで使用する GC/MS 
システムでは使用できません。

IDP-3 ドライスクロールポンプは、次の 5973、5975、5977 機器では使用
できません。

•  ディフュージョンポンプが搭載された機器

•  H2 キャリアガスを使用する機器

•  NH3 試薬ガスを使用する CI 機器 

据付調整についてはご相談ください。Agilent 5977、5975、5973 シリーズ GC/MSD 用 
Agilent IDP-3 ドライスクロールポンプ

概要 部品番号

5973、5975、5977 用 IDP-3 ドライスクロールポンプ
IDP-3 ポンプ、電源、フォアラインホース、フィッティングを
含む

G6696A

IDP-3 チップシールキット 5190-9561
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