
 
 

仕 様 書 

高速液体クロマトグラフ-質量分析計（LC-MS/MS）一式  

 

１ 目的 

 本仕様書は、環境水中に含まれる有機フッ素化合物の定性・定量に用いる機器の導入に

関し、必要な仕様を定めるものである。なお、有機フッ素化合物の類縁化合物や異性体の

定性能力を重視し、分析部は精密質量が取得可能であり分解能と感度に優れた四重極飛

行時間型質量分析装置とする。 

 

２ 品名 

 高速液体クロマトグラフ-質量分析計（LC-MS/MS）一式 

 

３ 機器構成 

(1) 高速液体クロマトグラフ（LC（HPLC）） 

(2) 四重極飛行時間型質量分析計（MS/MS（Q-TOF）） 

(3) 窒素ガス発生装置 

(4) ソフトウェア 

(5) 装置制御及びデータ処理用コンピュータ 

(6) その他 

 

４ 機器仕様 

(1) 高速液体クロマトグラフ（LC（HPLC）） 

(ア) 送液ポンプ部はトラップ用のポンプ 1台（A）、トラップ及びガードカラム洗浄

用のポンプ 1 台（B）、分析用のポンプ 2台（C/D）の構成とする。 

(イ) 送液方式は、脈動の抑制のために並列ダブルプランジャ方式であること。 

(ウ) 送液の液量範囲が 0.01～10.00 mL/min の範囲を含むこと。 

(エ) 送液ユニットの許容最大圧力は 130 MPa 以上（≦3.00 mL/min.）であること。 

(オ) オートサンプラはバイアルが 50 本以上設置可能で、4℃まで冷却が可能であ

ること。 

(カ) オートサンプラから 2 mL のサンプルを分取・オンラインで濃縮し、バルブを

切り替え、溶離液をバックフラッシュ送液することで分離カラムへ送り込む濃

縮システムを有すること。 

(キ)5 液以上のインライン真空脱気方式の脱気装置を有すること。 

(ク)カラムオーブンは空気循環方式であること。 

(ケ)カラムオーブンには、カラム 3本以上を収納可能なこと。 

(コ)カラムオーブンは室温-10～85℃の範囲で設定が可能であること。 



 
 

(サ)分析ラインや装置等からの有機フッ素化合物汚染を除くためのディレイカラム

を有すること。 

 

(2) 四重極飛行時間型質量分析計（MS/MS（Q-TOF）） 

(ア)イオン化法は、加熱型 ESI イオン化インターフェイスを備えること。 

(イ)四重極の測定可能質量範囲に 10～2,000Da の範囲を含むこと。 

(ウ)コリジョンセルを有すること。 

(エ)TOF の測定可能質量範囲は 10～40,000Da を含むこと。 

(オ)ESI は、0.001～2.000 mL／min の流速に対応できること。 

(カ)質量分析部の真空を保持した状態で、イオンの導入部の着脱が可能であること。 

(キ)TOF 部の分解能は、30,000 (FWHM)以上であること。 

(ク)質量精度は、1ppm 以下（内部標準）であること。 

(ケ)正負イオン化切替に必要な時間が 1sec 以内であること。 

(コ)質量精度の温度安定性は、1ppm/24hr（設置温度：18～28℃、一定温度下）であ

ること。 

(サ)データ取得レートが最大 100Hz 以上であること。 

(シ)感度は、ESI ポジティブ S/N＞10,000：1 (1pg ﾚｾﾙﾋﾟﾝ, MS/MS 測定，RMS)を満

たすこと。 

 

(3) 窒素ガス/ドライエア発生装置 

(ア)システムの稼働に必要な流量のガスを得ることができること。 

(イ)必要なフィルタを備え付けること。 

 

(4) ソフトウェア 

(ア)HPLC 及び Q-TOF の制御並びに定性、定量解析が可能な日本語または英語ソフト

ウェアを付属すること。化合物を同定するための Q-TOF 構造解析用ソフトウェ

アを付属すること。 

(イ)データ解析用コンピュータに Microsoft Office Home & Business 2019 以降を

付属すること。 

(ウ)ChemSpider 等のデータベース検索が追加費用無く可能であること。 

 

(5) 装置制御及びデータ処理用コンピュータ 

(ア)動作ソフト等が Windows 10Pro(64bit)以降に対応していること。 

(イ)装置制御用コンピュータの CPU は最大動作周波数が 3.0GHz 以上、メモリは 8GB

以上、記憶媒体は容量が 465.5GB 以上の HDD であること。 

(ウ)データ解析用コンピュータの CPU は最大動作周波数が 3.60GHz 以上、メモリは



 
 

32GB 以上、記憶媒体は容量が 476.8GB 以上の SSD 及び２TB以上の HDD であるこ

と。 

(エ)付属する液晶モニタは、装置制御用コンピュータは 21.5 型 FullHD（1920×
1080）以上、データ処理用コンピュータは 24 型 WUXGA（1920×1200）以上

であること。 

(オ)プリンタは付属せず、レポートやデータを PDF にて出力可能であること。 

(カ)セキュリティ対策ソフトがインストールされていること。 

(キ)装置制御用 PC、データ処理用 PC にそれぞれ必要な容量のオートシャットダウン

機能を有する UPS を備えること。 

 

(6) その他 

(ア)動作に必要な超純水・溶媒等は衛生環境研究所で用意するが、校正用試薬や感度

確認用試薬などは受注者負担で準備すること。 

 

５ 分析精度の指定 

   有機フッ素化合物のうち、PFOS 及び PFOA について、検水として 1 ng/L 以下の定量

下限値を有すること。 

 

６ 設置環境 

(1) 設置場所の電源環境は単相 200V・30A 手元開閉器１個、コンセント 100V・2口計 20A

が 3 カ所（合計 60A）使用可能である。 

(2) 設置する実験台のスペースは幅 4800mm×奥行 750mm×高さ 800mm である。このス

ペースで設置が困難な場合は受注者負担で対応することとする。なお、実験台につい

ては幅 1200mm のものが 4台接続されており、それぞれ 1台ずつ外すことが可能とな

っている。 

(3) 設置する場所ではアルファガスヘリウム及びアルファガス窒素のガスを利用可能

である。 

(4) 本体を設置するまたは本体を設置する部屋の隣の倉庫に窒素ガス/ドライエア発

生装置を設置すること。倉庫と LC室の間には内径 40mmのパイプが設置されている。

また、倉庫には三相 200V15A の手元開閉器が設置されている。 

(5) その他、装置を正常に稼働するために必要な環境は、受注者負担で整備することと

する。 

(6) 本体の設置場所には LAN に接続する環境はない。なお、執務室にはインターネット

に接続可能な LAN がある。 

 

７ 保守・支援体制 



 
 

(1) 装置の障害に対して、2営業日以内の対応（電話対応を含む）をすること。 

(2) 日本国内で、部品・消耗品供給、保守・修理、技術支援及び講習支援に速やかに実施

しうる体制を確立しておくこと。 

(3) サポート人員が国内で配置されていること。高速液体クロマトグラフ部については、

沖縄県内のサービス会社にて対応可能なこと。 

 

８ その他 

(1) 納品にあたっての運搬、据付、配線、調整、検査及び研修に要する経費は全て受注者

の負担とする。 

(2) 据付調整費を含むこと。 

(3) 引き渡しの前に動作確認を行い、分析可能な状態で引き渡すこと。 

(4) 引き渡しの際、県に対し操作方法や保守管理方法等の説明を行うこと。また、引き渡

し後 6 ヶ月後から 11 ヶ月後を目処にオンサイトでアプリケーショントレーニングを

実施し、使用方法などについて実際の使用者から質問等を受け付ける機会を設けるこ

と。 

(5) 設置後 1 年間装置の正常な稼動に必要な消耗品・交換部品類を付属すること。なお、

交換周期が 3 ヶ月以下のものについては 1 年間分とする。 

(6) 使用者で行う軽微なメンテナンスに必要な工具類を付属すること。 

(7) メーカー等によるアフターサービス、メンテナンス体制が整備されていること。また、

機器の不具合、操作上の疑問には随時迅速に対応できること。 

(8) 日本語の操作マニュアル及び保守マニュアルを電子ファイル及び印刷物で提供する

こと。 

(9) 制御・解析ソフトウェアのバックアップを PC で使用可能な電子媒体（CD や DVD 等）

で提供すること。 

(10) 納入時の性能を最低 1 年間保証すること。 

(11) 納入等において建物、庁内備品へ損傷を与えた場合は受注者の負担において現状

に戻すこと。 

(12) 本仕様書に記載されていない事項については県担当職員と協議して定めること。 

 

９ 納入場所 

沖縄県衛生環境研究所 環境科学班 〒904-2241 沖縄県うるま市字兼箇段 17 番地１ 

 

10 納入期限 

  令和３年３月 31 日（水） 


