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はじめに 
このたびはモバイルリアルタイム PCR 装置「Mobile qPCR」をお買い求めいただき、誠にありが
とうございます。本製品は研究用途を目的に販売しております。専門家の方以外は使用しないでく
ださい。 
本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。お読みに
なった後は、本マニュアルを大切に保管してください。 
本製品の仕様・外観は改良のために予告なしに変更される事があります。あらかじめご了承くださ
い。 

安全にご使用いただくために 
本製品を正しく・安全にご使用いただくために、ご使用の前に以下の注意事項をお読みください。 

 警告表示について 
本マニュアルで使用している警告表示とその意味は以下のとおりです。 
 

 

警告 
この表示の注意事項を守らないと、死亡や大けがなどの事故につながる場合があるこ
とを示しています。 

 
強制 
必ず守っていただくことを示しています。 

 
禁止 
してはいけないことを示しています。 

 
発火注意 
誤った使い方をすると、発煙または発火する危険があることを示しています。 

 
破裂注意 
誤った使い方をすると、破裂する危険があることを示しています。 
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 安全上の注意 
安全に関する重要な内容を記載します。 
 

警告 

 

 

 

異常を感じた場合は、速やかに電源を切り、コンセントまたはモバイルバッテリーか
ら取り外してください。 

以下の場合は、発火や破裂などの危険があります。以下の異常が発生した場合は、弊
社まで連絡してください。お客様ご自身での修理は危険ですので、絶対におやめくだ
さい。 
 本装置が異常な動作をした場合 
 本装置から焦げ臭いにおいがした場合 
 本装置から煙が発生した場合 

 

 

 

本装置の使用中に、可燃性ガスが発生する薬品を使用したり、可燃性ガスを使用した
りしないでください。 
ガス爆発などの危険があります。 

弊社が指定するサービス員以外は絶対に分解・修理しないでください。 
発火や破裂などの危険があります。 

本装置内に水や薬品などが入るおそれのある場所に、本装置を保管しないでくださ
い。 
本装置内に水や薬品などが入ると、回路がショートして、発火や破裂などの危険があ
ります。 

 

本装置のヒーターには触らないでください。 
やけどの原因になります。 

以下のような場所で本装置を使用しないでください。本装置の電波が、周囲の電子機
器に影響を及ぼす危険があります。 
 ペースメーカー、人工心肺、心電計などの医療機器が使用されている場所 
 航空機内 
 その他、誤動作により重大な影響を及ぼす危険のある機器が使用されている場所 
本装置の故障などにより、事故や社会的な損害が発生した場合も、弊社ではいかなる
責任も負いかねます。ご了承ください。 

 使用上の注意 
本製品を使用するときは、以下のことに注意してください。故障や測定精度が悪くなるなどの原因
になります。 
 本製品は PCR装置です。その他の用途で使用しないでください。 
 温度 10～40℃、湿度 20～85％Rhの範囲で使用してください。 
 温度-10～50℃、湿度 20～85％Rhの範囲で保管してください。 
 冷凍庫の中やストーブのそばなどの、極端に温度が低い／高い場所で使用・保管しないでくださ
い。 

 蒸気が直接当たる場所や、結露するおそれがある場所で使用・保管しないでください。 
 本装置に水をかけたり、濡れた手で操作したりしないでください。 
 空調機器からの風が直接当たる場所で使用・保管しないでください。  
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 暖かい／寒い場所から本装置を移動した場合は、約 30分間室温中に置いてから測定を行ってく
ださい。 

 直射日光の当たる場所で使用・保管しないでください。 
 電磁障害を起こすような電磁波を発生する機器の付近で、本製品を使用しないでください。 
 本製品は、2.4GHz帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。
電波方式には GFSK方式を採用しており、与干渉距離は 10mです。2.4GHz帯は、医療機器や
IEEE802.11b/11g/11n規格の無線 LAN機器などでも使用されているので、以下の点にご注意
ください。 
- 本製品を使用する前に、近くに電磁波を発生する機器（産業・科学・医療機器）や無線局（工
場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電
力無線局、アマチュア無線局）がないことを確認してください。 

- 万一、本製品と上記の機器・無線局との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに使用場所
を変えるか、本製品の使用を中止してください。 

 振動がない、安定した場所で保管してください。 
 落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。 
 ほこりの少ない場所で使用・保管してください。 
 本装置の上に物を置かないでください。 
 検出レンズの先端とノズルの先端には触らないでください。 
 測定チップ挿入扉は静かにゆっくりと、確実に閉めてください。 
 測定中は、本装置を寝かせた状態にし、動かさないでください。 
 測定後は、必ず測定チップを取り出してください。測定後に測定チップを入れたままにすると、
試薬が装置内部に漏れることがあります。 

 測定後は測定チップ挿入扉を閉めてください。 
 本装置に液体（試薬、有機溶媒など）をかけないでください。万一液体がかかってしまった場合
は、速やかにふき取り、電源を抜いて 24時間以上室温で自然乾燥させてください。 

 表示画面や操作ボタンは、硬いものやとがったもので押したりこすったりしないでください。 
 使用時にはよく手を洗うか、無菌手袋を使用してください。正しく測定できないことがあります。 
 試料の調製時には、コンタミネーションに注意してください。試料が汚染されると正しく測定で
きないことがあります。 

 使用時には会話を控えてください。唾液が付着すると、正しく測定できないことがあります。 
 本装置を移動・輸送する場合は、測定チップが挿入されていないことを確認し、必ず電源を切っ
てください。 

 本装置および付属品を廃棄する場合は、地域の条例に従ってください。 
- 装置本体主要材料：ABS 
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本マニュアルについて 
本マニュアルの構成および、本マニュアルで使用するマークについて説明します。 

 本マニュアルの構成 
本マニュアルの構成は、以下のとおりです。 
 

章 内容 

はじめに（本章） 本製品をご使用の際の注意事項や、本マニュアルについて説明し
ています。 

1. 本製品の概要 本製品の概要や、同梱品などについて説明しています。 

2. 基本操作 測定チップの準備手順や、測定手順などの、基本的な操作方法に
ついて説明しています。 

3. 応用操作 本装置をパソコンに接続する準備や、品種ファイルの調整手順な
どの、応用的な操作方法について説明しています。 

4. 各種設定 本ソフトウェアおよび本装置の、各種設定方法について説明して
います。 

5. お手入れ 本製品のお手入れ方法について説明しています。 

6. トラブルシューティング エラーコード一覧と、トラブル発生時の対処方法について説明し
ています。 

7. 仕様 本製品の仕様について説明しています。 

8. 保証とアフターサービス 本製品の保証とアフターサービスについて説明しています。 

 本マニュアルで使用するマーク 
本マニュアルでは、以下の「注意」「重要」「補足」のマークを使用しています。 
 

 
操作や測定に問題が生じる場合がある注意事項を説明しています。 
 

 
必ず行わなければならないことや、特に留意すべき点を説明しています。 
 

 
操作の参考になる情報を説明しています。 

 商標について 
 Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商
標です。 

 Bluetoothは米国 Bluetooth SIG,Incの登録商標です。 
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1. 本製品の概要 
本製品の概要や、画面構成について説明します。 

1.1 モバイル PCR装置とは 
モバイルリアルタイム PCR 装置「Mobile qPCR」（以下、本装置といいます）は、リアルタイム
PCR法（プローブ法）を用い、特定遺伝子を高速・高感度で検出できる遺伝子検査機器です。検出
結果は本装置の画面に表示され、その場で検出結果を確認できます。 
必要に応じてパソコンに接続し、専用の PCR ソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）
を使用して、測定データの管理などができます。 
 

 
 PCR法とは、ポリメラーゼ連鎖反応（Polymerase Chain Reaction）で DNAを増幅する手法
のことです。生物やウイルスの DNAや RNAには、その生物やウイルス特有の配列が存在しま
す。特有の配列を増幅し、検出することで、試料の中に特定の生物やウイルスが存在している
かを確認できます。 

 本製品はインターカレーター法には対応していません。 

 操作の流れ 
測定までの操作の流れは以下のとおりです。 
 

試料の調製 試薬の取扱説明書に従って、測定する試料を調製します。 

 

測定チップの準備 
⇒「2.2測定チップの準備」 

測定チップに試料を注入します。 

 

測定 
⇒「2.3測定手順」 

検出する品種ファイルを選択し、測定を行います。 

 

 
試料を調製する際には、青色励起の蛍光プローブ（FAMなど）を必ず加えてください。 

1.1.1 PCRソフトウェアの動作環境 

本ソフトウェアの動作環境は以下のとおりです。 
 OS 

Windows 7／8／8.1／10 
 Bluetooth接続環境が必要 
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1.2 同梱品 
本製品の同梱内容は以下のとおりです。 
 

 

  

PCR装置 

同梱品 

 ACアダプター 
 USB給電ケーブル 
 メンテナンス用綿棒 
 扉シール 
 クイックスタートマニュアル 
 CD-ROM（ユーザーズマニュアル、

PCRソフトウェア） 
 保証書 
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1.3 各部名称 
本装置の各部の名称は以下のとおりです。 

 

番号 名称 説明 

(1) 電源ボタン 本装置の電源を入／切します。 

(2) 電源ケーブル接続端子 ACアダプターまたは USB給電ケーブルを接続します。 

(3) サービスポート口 お客様が使用することはありません。 

(4) 電源ランプ 電源に接続し、電源ボタンを入れると緑色に点灯します。 

(5) 表示画面 メニュー画面や測定結果画面などが表示されます。 

(6) 操作ボタン 項目の選択・決定・キャンセル・測定開始などに使用します。 

(7) 扉開ボタン 右にスライドすると、測定チップ挿入部扉が開きます。 

(8) 測定チップ挿入扉 扉開ボタンをスライドすると開きます。 

(9) ノズル 送風をコントロールするノズルです。 

(10) 検出レンズ 測定時に試料の蛍光を検出するレンズです。 

(11) ヒーター 測定時に温度を調節するヒーターです。 

(1) 

(2) 

(4) (5) 

(6) 

(8) 

(9) 

(7) 

(11) 

(3) 

(10) 

測定チップ挿入部 
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（3）サービスポート口に機器やケーブルを接続しないでください。故障の原因となります。 
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1.4 画面構成 
本装置と本ソフトウェアのメインメニュー画面の構成について説明します。 

1.4.1 PCR装置画面 

本装置の画面構成は以下のとおりです。 

 

番号 説明 参照先 

(1) 日付、時刻が表示されます。 「4.2.2 日時を設定する」 

(2) Bluetoothの接続状態が表示されます。本ソフト
ウェアと接続時は水色、切断時は灰色になります。 

― 

(3) 電源への接続状態が表示されます。 ― 

(4) DNA検出測定を行います。 「2.3 測定手順」 

(5) パソコンに Bluetooth接続し、品種ファイルや測定
データの送受信を行います。 

「3.5 品種ファイルの送信」 
「3.6 測定データのパソコンへの送
信」 

(6) 本装置の保守や設定を行います。 「4.2 PCR装置の設定」 

  

2018-04-01  12:26 

メインメニュー 

１．測定＿＿＿＿ 

２．データ送受信 

３．保守と設定 

   

 

 

 

(1) (2) (3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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1.4.2 PCRソフトウェア画面 

本ソフトウェアの画面構成は以下のとおりです。 

 
 

番号 説明 参照先 

(1) Bluetoothの接続状態が表示されます。本装置と接
続時は水色、切断時は灰色になります。 

― 

(2) 接続先として使用する COMポート番号、または接
続する PCR装置名を選択します。OSのバージョン
により、表示内容が異なります。 
 Windows 7の場合 

COMポート番号を選択します。（例：［COM4］、
［COM5］） 

 Windows 8／8.1／10の場合 
PCR装置名を選択します。（例：［PCR-DETECT
［16A1216-010］］） 

― 

(3) 本装置との Bluetooth接続を切断します。 「3.3.4 Bluetooth接続を切断す
る」 

(4) Bluetooth接続名（COMポート番号または PCR装
置名）を任意の名称に変更します。 

「3.3.3 PCR装置のBluetooth接続
名を変更する」 

(5) 手動で本装置と Bluetooth接続します。 「3.3.2 PCR装置とパソコンを手動
で接続する」 

(6) 本装置に品種ファイルを送信します。 「3.5 品種ファイルの送信」 

(7) 本装置の測定データをパソコンへ送信します。 
また、本装置の測定データを削除します。 

「3.6 測定データのパソコンへの送
信」 
「3.7 測定データの削除」 

 
(1) 

 

(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 

(11) 

 
(12) 

 

 

 

(6) 

 

 

(7) 

 

 

(8) 

 

 

(9) 

 
(10) 
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番号 説明 参照先 

(8) パソコンに保存した測定データを表示します。 「3.8パソコン上の測定データの表
示」 

(9) 本装置の測定データの保存先を設定します。 
また、本装置の動作ログを保存します。 

「4.1 PCRソフトウェアの設定」 

(10) 品種ファイルのクロストーク補正係数を調整しま
す。 

― 

(11) 接続中の本装置の測定データ保存先が表示されま
す。 

― 

(12) 接続中の本装置のシリアル番号が表示されます。 ― 
 

 
Windows 7の場合は、1台のPCR装置に対して2つのCOMポート番号が割り当てられます。プルダ
ウンには両方のCOMポート番号が表示されます。接続先として使用するCOMポート番号をパソコ
ン上で確認してください。詳しくは、「3.2.2 Bluetoothのペアリング設定（Windows 7の場合）」
の「接続先のCOMポート番号を確認する」を参照してください。 
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2. 基本操作 
本装置の起動方法や測定手順について説明します。 
 

 
測定には以下のものが必要になります。本製品に同梱されていないものについては、お客様自身
でご準備ください。 
 手袋 
 ピペッター（100μlまたは 200μl）、先端チップ 
 試薬 
 ヒーター、スピナー、ボルテックスなど、試薬の準備に必要な機器 
 測定チップ 

2.1 PCR装置の起動 
本装置の起動方法について説明します。 
 

 
 電源としてモバイルバッテリーなどを使用する場合は、出力が 5V／3A以上のものを使用して
ください。出力が小さいバッテリーを使用すると、初期化中に電源が遮断されたり、エラーが
発生したりします。 

 電池残量の少ないバッテリーは使用しないでください。測定が中断されることがあります。 
 サービスポート口には機器やケーブルを接続しないでください。故障の原因となります。 
 

 本装置の左側面の電源ケーブル接続端子に、ACアダプターまたは USB給電ケーブルを接続1.
します。 
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 ACアダプターを使用する場合は、ACアダプターをコンセントに接続します。USB給電ケー2.
ブルを使用する場合は、USB給電ケーブルをモバイルバッテリーなどに接続します。 

 本装置の左側面の電源ボタンを上にスライドします。 3.

 

本装置の電源が入り、以下の［初期化中］画面が表示されます。 

 
 

 
初期化中にヒーターや検出部に異常がある場合は、エラーメッセージが表示されます。 
エラーメッセージとその対処法については、「6.1 エラーコード一覧」を参照してください。 

 

 
電源 ON時は測定チップ挿入扉を閉めてください。 

  

2018-04-01  12:26 

初期化中 
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2.2 測定チップの準備 
あらかじめ調製した試料を測定チップへ注入する方法について説明します。 
 

 
試料を調製する際には、青色励起の蛍光プローブ（FAMなど）を必ず加えてください。 
 

 
試料の調製については、試薬の取扱説明書などを参照してください。 
 

 測定チップを準備し、○で囲った箇所が左下になるように置きます。 1.

 

 おもて面テープを注入口が露出するまではがします。 2.

 
 

 
おもて面テープはフィルターが露出するまではがさないでください。試料が漏れる可能性があり
ます。おもて面テープをフィルターまではがしてしまった場合は、しっかりと貼りなおしてくだ
さい。 

  

フィルター 注入口 
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 ピペットなどを使って、注入口から試料を 15~20μl注入します。 3.
推奨する注入量は 16μlです。 

 
 

 
試薬を注入する際は、気泡が入らないように注意してください。 
 

 はがしたおもて面テープを元の位置に貼りなおします。 4.

 

注入口 
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 うら面テープをすべてはがします。 5.

 

これで測定チップの準備は完了です。 
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2.3 測定手順 
測定の手順について説明します。測定は、以下の流れで行います。 

（1） 測定メニューを開く 

（2） 検体番号を入力する（任意） 

（3） 品種を選択する 

（4） 動作確認をする（自動） 

（5） 測定チップを挿入する 

（6） 測定する 

（7） 次の測定を行う（任意） 

（8） 測定を終了する 
 

 
 測定の前に、本装置に表示されている日時が正しいことを確認してください。本装置の測定開
始日時が、測定データのファイル名として記録されます。本装置に登録されている日時が誤っ
ていると、測定データのファイル名が実際の測定日時とずれて保存されてしまうため、「4.2.2 
日時を設定する」を参照して設定しなおしてください。 

 強い光の下で使用する場合は、同梱してある扉シールを測定チップ挿入扉に貼ってください。 

（1） 測定メニューを開く 
 本装置の電源を入れます。 1.
 ［メインメニュー］画面で［1. 測定］を選択し、［OK］ボタンを押します。 2.
［検体番号入力選択］画面が表示されます。 

 

  

2018-04-01  12:26 

検体番号入力選択 

1. キー入力 

2. なし 
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（2） 検体番号を入力する 
必要に応じて、検体番号を入力します。検体番号を入力しない場合は、［検体番号入力選択］画面
で［2. なし］を選択し、［品種選択］画面に進んでください。（⇒「（3）品種を選択する」） 

 ［検体番号入力選択］画面で［1. キー入力］を選択し、［OK］ボタンを押します。 1.
［検体番号入力（キー入力）］画面が表示されます。 

 ［検体番号入力（キー入力）］画面で、検体番号を入力します。 2.
検体番号は 000～999の範囲で入力します。 
本装置の［▲］［▼］ボタンで数字を、［◀］［▶］ボタンで数字の桁を変更します。 

 

 ［OK］ボタンを押します。 3.
［品種選択］画面が表示されます。 

  

2018-04-01  12:26 

検体番号入力（キー入力） 

キーを使用し検体番号を入力 

してください。入力が完了し 

たらＯＫを押してください 

検体番号： 0 0 0 

操作可能Ｋｅｙ 
数字変更：↑↓、桁変更：←→ 
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（3） 品種を選択する 
測定に使用する品種ファイルを選択します。本装置には、一般的な以下の品種ファイルがあらかじ
め保存されています。検出する対象に合わせて、適切な品種ファイルを選択してください。いずれ
の品種ファイルもホットスタートは 15秒です。 
 
ファイル名 アニール伸長

温度（℃） 
アニール伸長
時間（秒） 

変性時間
（秒） 

サイクル数 測定時間目
安（分） 

60c7sec 60 7 3 40 10 

60c10sec 60 10 3.5 45 14 

60c15sec 60 15 4 45 18 

62c12sec 62 12 3.5 45 15 

62c15sec 62 15 4 45 18 

62c20sec 62 20 5 45 23 

62c25sec 62 25 5 45 26 

64c20sec 64 20 4 45 22 

64c25sec 64 25 5 45 26 

64c30sec 64 30 5 45 30 
 

 
上記の品種ファイル以外を使用する場合は、パソコンで品種ファイルを調整します。品種ファイ
ルの調整については、「3.4 品種ファイルの調整」を参照してください。 
 

 ［品種選択］画面で測定する品種を選択します。 1.
本装置に保存されている品種ファイルが、最大 10件表示されます。 
［▲］［▼］ボタンを押して品種を選択します。 

 

 ［OK］ボタンを押します。 2.
［選択品種内容確認］画面が表示されます。 

2018-04-01  12:26 

品種選択 

下記の品種リストの中から測定する品種を 
選択してください 

1. 60c 7sec 
2. 60c 10sec 
3. 60c 15sec 
4. 62ｃ 12sec 
5. 62c 15sec 

メインメニュー 
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 品種ファイルの内容を確認します。 3.
［◀］［▶］ボタンで、選択した品種の各条件をスクロールして確認できます。 

 

 選択した品種ファイルで測定する場合は、［1. はい］を選択して［OK］ボタンを押します。 4.
［送風確認中］画面が表示されます。 

（4） 動作確認をする 
品種の選択が完了すると、以下の画面が表示され、動作確認が開始します。 

 
 

 
測定チップ挿入扉を閉めていても動作は完了しますが、開けた状態で動作確認することを推奨し
ます。 
 

  

2018-04-01  12:26 

選択品種内容確認 

この品種でよいですか？ 

１．はい＿ 

２．いいえ 

0123456789ABCDE 
No : 1234 
NAME :60c7sec 
COUNT : 40 

Ｐ Ｒ Ｍ表 示 変 更 ： ← → 

2018-04-01  12:26 

送風を確認しています。 

扉を開けてください。 

送風確認中 
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 本装置の扉開ボタンを右にスライドします。 1.
測定チップ挿入扉が開きます。 

 

 測定チップ挿入扉を開けたまま、数秒間待ちます。 2.
［測定チップ挿入］画面が表示されます。 

 

 
以下の画面が表示された場合は、測定チップが挿入されています。測定チップを取り出してくだ
さい。測定チップを取り出すと、［送風確認中］画面が表示され、動作確認が開始します。 

 

  

2018-04-01  12:26 

測定チップが挿入されてい

ます取り除いてください 

送風確認 
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（5） 測定チップを挿入する 
以下の［測定チップ挿入］画面が表示されたら、「2.2 測定チップの準備」で試料を注入した測定
チップを本装置に挿入します。 

 

 測定チップを図の向きで挿入し、測定チップ挿入扉を閉めます。 1.
○で囲った箇所が左下になるように差し込んでください。 

 
 

 
測定チップの向きが誤っていると、測定チップ挿入扉が閉まりません。測定チップの向きを確認
して、入れなおしてください。無理に測定チップ挿入扉を閉めると、故障の原因になります。 
 

  

2018-04-01  12:26 

測定チップ挿入 

検体が入った測定チップを 

チップ挿入部に挿入して扉 

を閉めＳＴＡＲＴを押して 

ください 
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（6） 測定する 
 ［START］ボタンを押します。 1.
［ヒーター昇温］画面が表示されます。 

 

ヒーターが目標温度に達すると、［測定］画面が表示され、測定が開始されます。 

 
 

 
設定時間内にヒーターが目標温度に達しない場合や、設定時間内に送液が検知できない場合は、
エラーメッセージが表示されます。 
エラーメッセージとその対処法については、「6.1 エラーコード一覧」を参照してください。 

 

 
 測定を中断する場合は、［CANCEL］ボタンを 3秒以上押します。 
 測定中に測定チップを取り出すと、測定を中断してメインメニュー画面に戻ります。 

  

ヒーター昇温 

各ヒータを昇温しています 
残り時間：5：30 

低温域  中温域  高温域 

測定中 
設
定
温
度
到
達
率 

 

100% 

50% 

2018-04-01  12:26 

ID： 

サイクル回数： 40 
蛍光出力：1.41  1.20  0. 0 

ＩＤ： 
残り時間： 5：30 

１０      ２０      ３０      ４０      ５０ 

2018-04-01  12:26 

測定 

測定中 
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［測定］画面に［測定結果］が表示されたら、測定は完了です。 

 
 

 ［OK］ボタンを押します。 2.
［次測定選択］画面が表示されます。 

 

 
測定結果画面で表示される Ct値は、増加量を閾値判定しています。閾値は、品種ファイルで設定
できます。 
品種ファイルの調整については、「3.4 品種ファイルの調整」を参照してください。 

（7） 次の測定を行う 
測定終了後に、続けて次の測定を行う方法を説明します。 

 ［次測定選択］画面で［1. はい］を選択し、［OK］ボタンを押します。 1.

 

［検体番号入力選択］画面に戻ります。 
「（2）検体番号を入力する」に戻って、次の測定を行ってください。 

  

測定結果： 
Ｃｔ：27.0  30.0  0. 0 

ＩＤ： 
測定完了： ００：００ 

１０      ２０      ３０      ４０      ５０ 

2018-04-01  12:26 

測定 
検出 

2018-04-01  12:26 

次測定選択 

続けて測定しますか？ 

１．はい＿ 

２．いいえ 
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（8） 測定を終了する 
 ［次測定選択］画面で［2. いいえ］を選択し、［OK］ボタンを押します。 1.

 

［測定終了］画面が表示されます。 

 ［1. はい］を選択し、［OK］ボタンを押します。 2.

 

［メインメニュー］画面に戻ります。 

  

2018-04-01  12:26 

次測定選択 

続けて測定しますか？ 

１．はい 
２．いいえ 

2018-04-01  12:26 

測定終了 

測定を終了します。よろし 

いですか？ 

１．はい＿ 

２．いいえ 
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 本装置の扉開ボタンを右にスライドします。 3.
測定チップ挿入扉が開きます。 

 

 測定チップを取り出し、測定チップ挿入扉を閉めます。 4.
 

 
 測定終了後は必ず測定チップを取り出してください。測定チップを入れたままにすると、本装
置内に試料が漏れることがあります。 

 測定終了後は必ず測定チップ挿入扉を閉めてください。 
 

 
使用済みの測定チップは、地域の条例に従って廃棄してください。 

  



3. 応用操作 

29 

3. 応用操作 
本装置をパソコンと併用した場合の、応用的な操作方法について説明します。 
本製品はパソコンと併用すると以下の機能が利用できます。 
 品種ファイルの調整（⇒「3.4 品種ファイルの調整」） 
 品種ファイルの送受信（⇒「3.5 品種ファイルの送信」） 
 測定データの送信（⇒「3.6 測定データのパソコンへの送信」） 
 測定データのパソコンでの表示（⇒「3.8 パソコン上の測定データの表示」） 
 
本装置をパソコンに接続するためには、以下の準備が必要です。 
 PCRソフトウェアのインストール（⇒「3.1 PCRソフトウェアのインストール／起動」） 
 Bluetoothの設定（⇒「3.2 Bluetoothのペアリング設定」） 

3.1 PCRソフトウェアのインストール／起動 
本ソフトウェアのインストール方法と起動方法について説明します。 

 本ソフトウェアのインストール方法 

 付属の CD-ROMをパソコンにセットします。 1.
 CD-ROM内の を、パソコンの任意のフォルダーにコピーします。 2.
これで、本ソフトウェアのインストールは完了です。 

 本ソフトウェアの起動方法 

 をダブルクリックします。 1.
本ソフトウェアが起動します。 

 初めて本ソフトウェアを起動する場合 

 をダブルクリックします。 1.
「通信ポート取得：通信ポート番号の取得に失敗しました」のエラーメッセージが表示されます。 

 ［OK］をクリックします。 2.
［フォルダーの参照］ダイアログが表示されます。 
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 各種データの保存先となる任意のフォルダーを選択します。 3.

 

 ［OK］をクリックします。 4.
 

 
データの保存先フォルダーは、メンテナンスメニューの［データ保存フォルダ変更］からも設定
できます。詳しくは、「4.1.1 データフォルダーを設定する」を参照してください。 
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3.2 Bluetoothのペアリング設定 
本装置とパソコンを Bluetooth接続する前に、ペアリングを行います。 
 

 
一度ペアリングした本装置とパソコンは、再度ペアリングする必要はありません。本装置でパソ
コンに接続する操作（品種ファイルの送受信など）を行ったときに、本装置とパソコンが自動的
に Bluetooth接続します。 

3.2.1 Bluetoothドライバーの確認 

ペアリングする前に、パソコンにWindows標準の Bluetoothドライバー（「Generic Bluetooth 
Radio」または「Microsoft Bluetooth Enumerator」）がインストールされていることを確認しま
す。 
ここでは、Windows 10を例に説明します。お使いのバージョンによっては、画面や操作方法が異
なる場合があります。ご了承ください。 
 

 
パソコンに Windows 標準の Bluetooth ドライバーがインストールされていないと、本装置と正
しく接続できません。 

 パソコンにインストールされている Bluetoothドライバーを確認する 

 ［デバイスマネージャー］を開きます。 1.
 ［Bluetooth］マークの左の［＞］をクリックします。 2.
パソコンにインストールされている Bluetoothドライバーが一覧表示されます。 

 一覧に、Windows標準の Bluetoothドライバー（「Generic Bluetooth Radio」または3.
「Microsoft Bluetooth Enumerator」）が表示されていることを確認します。 

 

Windows標準の Bluetoothドライバーが表示されない場合は、「ドライバーをWindows標準に
する」に進んでください。 
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 ドライバーをWindows標準にする 
［デバイスマネージャー］で、Windows標準の Bluetoothドライバーが表示されない場合は、以下
の手順でWindows標準の Bluetoothドライバーを設定します。 
 

 
 Bluetoothドライバーに関連するソフトウェアがインストールされている場合は、アンインス
トールしてからドライバーの更新を実行してください。 

 本製品以外の機器で Bluetooth接続を利用していて、Windows標準の Bluetoothドライバー
が使用できない場合は、Bluetooth受信機を増設するか、他のパソコンを使用してください。 

 ［デバイスマネージャー］で、Windows標準以外の Bluetoothドライバーを右クリックして、1.
［ドライバーの更新］をクリックします。 
［ドライバーの更新］ウィンドウが表示されます。 

 ［コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索］をクリックします。 2.
 ［コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します］をクリックします。 3.
 ［互換性のあるハードウェアを表示］にチェックを付けます。 4.
 ［モデル］からWindows標準の Bluetoothドライバー（「Generic Bluetooth Radio」ま5.
たは「Microsoft Bluetooth Enumerator」）を選択します。 

 ［次へ］をクリックします。 6.
「ドライバーソフトウェアは正常に更新されました。」のメッセージが表示されたら、設定は完了
です。 

 ［デバイスマネージャー］で、Windows標準の Bluetoothドライバー（「Generic Bluetooth 7.
Radio」または「Microsoft Bluetooth Enumerator」）が表示されていることを確認しま
す。 

 パソコンを再起動します。 8.
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3.2.2 Bluetoothのペアリング設定（Windows 7の場合） 

Windows 7でのペアリング手順について説明します。 

 パソコンの画面右下の［通知領域］の Bluetoothアイコンを右クリックします。 1.

 

 ［デバイスの追加］をクリックします。 2.
［デバイスの追加］ウィンドウが表示されます。 

 本装置の電源を入れます。 3.
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 本装置で［3. 保守と設定］＞［２. BTペアリング］＞［1. PC］を選択します。 4.
本装置の画面に、「ペアリング待ち」と表示されます。 

 

パソコンの［デバイスの追加］ウィンドウに、本装置の装置名が表示されます。 

 

 パソコンの［デバイスの追加］ウィンドウで、接続する本装置の装置名を選択し、［次へ］を5.
クリックします。 
パソコンと本装置の両方に、ペアリングコードが表示されます。 

2018-04-01  12:26 

PC ペアリング 

ペアリング待ち 

2018-04-01  12:26 

PC ペアリング 

ペアリング待ち 
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 パソコンと本装置の両方に同じペアリングコードが表示されていることを確認します。 6.

 
  

2018-04-01  12:26 

PC ペアリング 

ペアリング中 
869148 
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 パソコンの［デバイスの追加］ウィンドウで、［はい］を選択し、［次へ］をクリックします。 7.
ドライバーのインストールが開始します。 

 

 ドライバーのインストールが完了したら、［閉じる］をクリックし、本装置の電源を切ります。 8.
 

 
 ドライバーのインストールには、数分かかる場合があります。 
 ドライバーのインストールが完了したことを確認するには、［デバイスとプリンター］を確認
します。ペアリングした PCR装置名が表示されていれば、ドライバーが正しくインストール
されています。 
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 接続先の COMポート番号を確認する 
Windows 7 の場合、本ソフトウェアから接続先の PCR 装置を選択する際に、COM ポート番号を
選択する必要があります。 
接続先の PCR装置を選択する際は、ここで確認した COMポート番号を選択してください。 
 

 
Windows 7の場合は、パソコンとペアリングした際に、COMポート番号が 2つ（発信用、着信
用）割り当てられます。このうち、接続に使用するのは、発信側のもののみです。 

 パソコンの画面右下の［通知領域］の Bluetoothアイコンを右クリックします。 1.

 

 ［Bluetoothデバイスの表示］をクリックします。 2.
Bluetoothデバイスの一覧が表示されます。 

 

 COMポート番号を確認する PCR装置をダブルクリックします。 3.
プロパティが表示されます。 
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 ［サービス］タブを選択し、表示されている COMポート番号を確認します。 4.
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3.2.3 Bluetoothのペアリング設定（Windows 8／8.1／10の場合） 

Windows 8／8.1／10の場合のペアリング手順について説明します。 
ここでは、Windows 10を例に説明します。お使いのバージョンによっては、画面や操作方法が異
なる場合があります。ご了承ください。 

 パソコンの画面右下の［通知領域］の Bluetoothアイコンを右クリックします。 1.

 

 ［Bluetoothデバイスの追加］をクリックします。 2.
［Bluetoothとその他のデバイス］ウィンドウが表示されます。 

 本装置の電源を入れます。 3.
 本装置で［3. 保守と設定］＞［1. BTペアリング］＞［1. PC］を選択します。 4.
本装置の画面に、「ペアリング待ち」と表示されます。 

 

 ［Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する］をクリックします。 5.
［デバイスを追加する］ダイアログが表示されます。 

 

2018-04-01  12:26 

PC ペアリング 

ペアリング待ち 
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 ［Bluetooth］をクリックします。 6.

 

接続できる機器が一覧表示されます。 

 接続する本装置の装置名をクリックします。 7.

 

パソコンと本装置の両方に、ペアリングコードが表示されます。 
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 パソコンと本装置の両方に同じペアリングコードが表示されていることを確認します。 8.

 

 ［接続］をクリックします。 9.
ドライバーのインストールが開始します。 

 ドライバーのインストールが完了したら、本装置の電源を切ります。 10.
 

 
ドライバーのインストールには、数分かかる場合があります。 

  

2018-04-01  12:26 

PC ペアリング 

ペアリング中 
799206 
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3.3 Bluetoothの接続／切断 
Bluetoothの接続や切断について説明します。 

3.3.1 接続先の PCR装置を切り替える 

1台のパソコンで複数の PCR装置をペアリングしている場合は、本ソフトウェア上で接続先を切り
替えて、各装置を操作できます。 

 本ソフトウェアの［メインメニュー］画面を開きます。 1.
 左上のプルダウンから、接続する PCR装置の装置名または COMポート番号を選択します。 2.

 

選択した PCR装置に Bluetooth接続します。 

3.3.2 PCR装置とパソコンを手動で接続する 

すでにパソコンと本装置をペアリングしている場合は、品種ファイルの送受信の際などに、自動的
に Bluetooth接続します。 
ペアリングしていても、自動的に Bluetooth接続されない場合は、以下の手順で手動で接続します。 

 本ソフトウェアの［メインメニュー］画面を開きます。 1.
 左上のプルダウンから、接続する PCR装置の装置名または COMポート番号を選択します。 2.

 

 ［手動接続］をクリックします。 3.

 

選択した PCR装置に Bluetooth接続します。 
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3.3.3 PCR装置の Bluetooth接続名を変更する 

PCR装置の接続名を任意の名称に変更できます。 

 本ソフトウェアの［メインメニュー］画面を開きます。 1.
 ［接続名設定］をクリックします。 2.

 

［Bluetooth接続名の設定］ダイアログが表示されます。 

 名称を変更する PCR装置の COMポート番号を選択します。 3.
［Bluetooth接続名］に現在の Bluetooth接続名または COMポート番号が表示されます。 

 

 ［Bluetooth接続名］に任意の名称を入力します。 4.

 

 ［OK］をクリックします。 5.
選択した COMポート番号の PCR装置の Bluetooth接続名が変更されます。 
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3.3.4 Bluetooth接続を切断する 

PCR装置との Bluetooth接続を切断します。 

 本ソフトウェアの［メインメニュー］画面を開きます。 1.
 左上のプルダウンから、Bluetooth接続を切断する PCR装置の装置名または COMポート番2.
号を選択します。 

 
 

 ［切断］をクリックします。 3.

 

左上のマークが灰色に変わり、Bluetooth接続が切断されます。 
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3.4 品種ファイルの調整 
検出する生物やウイルスごとに、品種ファイルを調整します。 
 

 
本装置には、一般的な品種ファイルがあらかじめ 10個保存されています。本装置専用試薬をお使
いの場合は、試薬メーカーが推奨する品種ファイルを使用してください。その他の試薬を使用す
る場合や、測定がうまくいかない場合に、品種ファイルの調整を行います。 
本装置にあらかじめ保存されている品種ファイルについては、「2.3 測定手順」の「（3） 品種を選
択する」を参照してください。 

3.4.1 品種ファイルの数値を調整する 

品種ファイルは、本装置と付属の CD-ROMの両方に CSV形式で保存されています。以下の表を参
考に、品種ファイルの 2行目の数値を調整してください。反応を最適化するためには、通常は表の
青く塗りつぶした項目を調整します。 
 

 
品種ファイルの数値は初期値に戻せません。品種ファイルの数値を変更する前に、必ずバックアッ
プを取るなどして元のファイルを保存してください。 
 

 
反応の最適化には、特に「（12）中温域設定温度」、「（14）中温域待機時間」、「（16）高温域初回
待機時間」が重要です。以上の項目に最適な数値が入力されていることを確認してください。 

 
【入力例】 

 
 
番号 項目 初期値 

（60c7secの場合） 
説明 

(1) 装置番号 0123456789ABCD
EF 

必要に応じて、半角英数字 1～16字で任意
の PCR装置名などのメモを入力します。 

(2) 品種番号 1234 半角数字 0～65535の範囲で任意の品種
番号を入力します。 

(3) 品種名 60c7sec 半角英数字 1～8字で任意の品種名を入力
します。品種名は、品種ファイルのタイト
ルとして本装置に表示されます。 

(4) 測定完了回数 40 半角数字 1～50の範囲で PCR反応のサイ
クル数を入力します。 
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番号 項目 初期値 
（60c7secの場合） 

説明 

(5) DNA検出閾値（青） 0.01 半角数字で青励起光の Ct検知閾値を入力
します（小数点以下第 2位まで入力可）。 

(6) DNA検出閾値（緑） 0.01 半角数字で緑励起光の Ct検知閾値を入力
します（小数点以下第 2位まで入力可）。 

(7) DNA検出閾値（赤） 0.01 半角数字で赤励起光の Ct検知閾値を入力
します（小数点以下第 2位まで入力可）。 

(8) 高温停止位置（Ph） 25 半角数字 15～40（整数）の範囲で高温（変
性域）の液停止位置（mm）を入力します。 

(9) 中温停止位置（Pm） 30 半角数字 15～40（整数）の範囲で中音（ア
ニール・伸長域）の液停止位置（mm）を
入力します。 

(10) 低温域設定温度 60 逆転写反応を行う場合に調整します。 
半角数字 40.0～75.0（小数点以下第 1位
まで入力可）の範囲で低温（逆転写域）の
温度（℃）を入力します。 
逆転写反応を行わない場合は、60℃が推奨
です。 

(11) 低温域待機時間 1 逆転写反応を行う場合に調整します。 
半角数字 1.0～3600.0（小数点以下第 1
位まで入力可）の範囲で低温（逆転写域）
の保持時間（秒）を入力します。 
逆転写反応を行わない場合は、1秒が推奨
です。 

(12) 中温域設定温度 60 半角数字 40.0～75.0（小数点以下第 1位
まで入力可）の範囲で中温（アニール・伸
長域）の温度（℃）を入力します。 

(13) 中温域初回待機時間 7 半角数字 3.0～120.0（小数点以下第 1位
まで入力可）の範囲で中温（アニール・伸
長域）の初回（ホットスタート後の最初の
中温域）の保持時間（秒）を入力します。 
通常は、（14）と同じ値を入力します。 

(14) 中温域待機時間 7 半角数字 3.0～120.0（小数点以下第 1位
まで入力可）の範囲で中温（アニール・伸
長域）の 2回目以降の保持時間（秒）を入
力します。 

(15) 高温域設定温度 95 半角数字 40.0～99.0（小数点以下第 1位
まで入力可）の範囲で高温（変性域）の温
度（℃）を入力します。 
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番号 項目 初期値 
（60c7secの場合） 

説明 

(16) 高温域初回待機時間 15 以下の範囲（半角数字、小数点以下第 1位
まで入力可）で高温（変性域）の初期（ホッ
トスタート）保持時間（秒）を入力します。 
 （15）が 60以上 95.1未満：1～30 
 （15）が 95.1以上 98.1未満：1～20 
 （15）が 98.1以上 99以下：1～10 

(17) 高温域待機時間 3 以下の範囲（半角数字、小数点以下第 1位
まで入力可）で高温（変性域）の 2回目以
降の保持時間（秒）を入力します。 
 （15）が 60以上 95.1未満：1～5 
 （15）が 95.1以上 98.1未満：1～4 
 （15）が 98.1以上 99以下：1～3 

(18) ポンプ A電源電圧 15 半角数字 14.0～18.0（小数点以下第 1位
まで入力可）の範囲で、中温域から高温域
への移動時に作動するポンプの電圧を入
力します。 
使用する試薬により、推奨値が異なりま
す。 
 界面活性剤入り試薬：15.0 
 通常試薬：16.0 
 ダイレクト PCR用試薬：16.0～16.9 

(19) ポンプ A駆動周波数 30 半角数字 30と入力します。 
中温域から高温域への移動時に作動する
ポンプの駆動周波数（Hz）です。 

(20) ポンプ A駆動デュー
ティ比 

80 半角数字 70～80（整数）の範囲で中温域
から高温域への移動時に作動するポンプ
のデューティ比を入力します。 
使用する試薬により、推奨値が異なりま
す。 
 界面活性剤入り試薬：70 
 通常試薬：70～80 
 ダイレクト PCR用試薬：80 
 外気温が低い時：80 

(21) ポンプ B電源電圧 15 半角数字 14.0～18.0（小数点以下第 1位
まで入力可）の範囲で、高温域から中温域
への移動時に作動するポンプの電圧を入
力します。 
使用する試薬により、推奨値が異なりま
す。 
 界面活性剤入り試薬：15.0 
 通常試薬：16.0 
 ダイレクト PCR用試薬：16.0～16.9 
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番号 項目 初期値 
（60c7secの場合） 

説明 

(22) ポンプ B駆動周波数 30 半角数字 30と入力します。 
高温域から中温域への移動時に作動する
ポンプの駆動周波数（Hz）です。 

(23) ポンプ B駆動デュー
ティ比 

80 半角数字 70～80（整数）の範囲で高温域
から中温域への移動時に作動するポンプ
のデューティ比を入力します。 
使用する試薬により、推奨値が異なりま
す。 
 界面活性剤入り試薬：70 
 通常試薬：70～80 
 ダイレクト PCR用試薬：80 
 外気温が低い時：80 

(24) 通過判定初期閾値 60 半角数字 1～100（整数）の範囲で PCR反
応前の試薬の蛍光出力を入力します。 
【例】 
FAMのベースラインの蛍光出力が 0.1未
満の試薬組成の場合：「FAMのベースライ
ンの蛍光出力」×500＝「通過判定初期閾
値」 

(25) クロストーク補正係
数：G/B 

0 FAM、ROX、Cy5プローブを使用する場合
は、変更しないでください。あらかじめ、
本装置に最適な値が設定されています。 
 

(26) クロストーク補正係
数：R/B 

0 

(27) クロストーク補正係
数：B/G 

0.32 

(28) クロストーク補正係
数：R/G 

0 

(29) クロストーク補正係
数：B/R 

0 

(30) クロストーク補正係
数：G/R 

0 
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番号 項目 初期値 
（60c7secの場合） 

説明 

(31) クロストーク補正係
数の逆行列：(1-1) 

1 基本的に変更しないでください。クロス
トーク補正生成の際に、計算された数値が
自動的に入力されます。 (32) クロストーク補正係

数の逆行列：(1-2) 
0 

(33) クロストーク補正係
数の逆行列：(1-3) 

0 

(34) クロストーク補正係
数の逆行列：(2-1) 

-0.32 

(35) クロストーク補正係
数の逆行列：(2-2) 

1 

(36) クロストーク補正係
数の逆行列：(2-3) 

0 

(37) クロストーク補正係
数の逆行列：(3-1) 

0 

(38) クロストーク補正係
数の逆行列：(3-2) 

0 

(39) クロストーク補正係
数の逆行列：(3-3) 

1 
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3.5 品種ファイルの送信 
［品種送受信］画面の見方や、品種ファイルの送信方法などについて説明します。 
品種ファイルの送信は、本装置とパソコンを Bluetooth接続し、［品種送受信］画面を表示させて
行います。 
 

 
初めて本装置とパソコンを Bluetooth 接続する場合は、品種ファイルを送信する前に、ペアリン
グ設定が必要です。ペアリングについては、「3.2 Bluetoothのペアリング設定」を参照してくだ
さい。 

 ［品種送受信］画面を表示する 
品種ファイルの送信は、本ソフトウェアの［品種送受信］画面で行います。 

 パソコンで本ソフトウェアを起動します。 1.
 本装置の［メインメニュー］画面で［2. データ送受信］を選択し、［OK］ボタンを押しま2.
す。 
［データ送受信メニュー］画面が表示されます。 

 ［1. 品種ファイル送受信］を選択し、［OK］ボタンを押します。 3.

 

［PCアプリ接続待ち］画面が表示されます。 

2018-04-01  12:26 

1. 品種ファイル送受信 

2. 測定データ送受信・削除 

データ送受信メニュー 
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接続に成功すると、以下の［PCアプリ接続中］画面が表示されます。 

 

本ソフトウェアでは、左上のマークが水色に変わり、接続中の本装置の名称が表示されます。 

 

 
接続できない場合は、手動で接続します。詳しくは、「3.3.2 PCR装置とパソコンを手動で接続す
る」を参照してください。 

2018-04-01  12:26 

PC アプリ接続待ち 

メインメニュー 

2018-04-01  12:26 

メインメニュー 

PC アプリ接続中 
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 本ソフトウェアの［メインメニュー］画面で、［品種送受信］をクリックします。 4.

 

［品種送受信］画面が表示されます。 
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 ［品種送受信］画面の見方 
［品種送受信］画面の見方は、以下のとおりです。 

 
 
番号 説明 

(1) 本装置に保存されている品種名が、最大 10件表示されます。 

(2) 本装置に送信する品種名が、最大 10件表示されます。 
初期表示では［装置内品種リスト］と同じ内容が表示されます。 

(3) パソコン上であらかじめ指定したフォルダー内の、「品種ファイル」フォルダーに保存さ
れている品種ファイルが一覧表示されます。 

(4) 本装置に追加で送信できる品種ファイル数が表示されます。 
本装置には、最大 10件の品種ファイルを保存できます。 

(5) ［PC内品種リスト］から［送信品種リスト］に追加できる品種ファイル数が表示されま
す。 

(6) ［装置内品種リスト］に表示されているすべての品種を、CSV形式でパソコンに保存し
ます。 
品種ファイルは、あらかじめ指定したフォルダー内の、「品種ファイル」フォルダーに保
存されます。 

(7) ［装置内品種リスト］でチェックを付けた品種ファイルを削除します。 

(1) (2) (3) 

(4) (5) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
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番号 説明 

(8) ［装置内品種リスト］のすべての品種ファイルを削除します。 

(9) ［送信品種リスト］でチェックを付けた品種ファイルの順番を上または下へ移動します。 

(10) ［装置内品種リスト］に表示されているすべての品種を本装置から削除し、［送信品種リ
スト］の品種ファイルを本装置に送信します。 

(11) ［送信品種リスト］でチェックを付けた品種ファイルを削除します。 

(12) ［PC内品種リスト］でチェックを付けた品種ファイルを［送信品種リスト］に追加しま
す。 
最大 10件の品種ファイルを［送信品種リスト］に追加できます。 

(13) ［品種送受信］画面を閉じて、［メインメニュー］画面に戻ります。 

 品種ファイルを送信する 

 ［品種送受信］画面を開きます。 1.
 ［PC内品種リスト］で、本装置に送信する品種ファイルにチェックを付けます。 2.
 ［選択品種追加］をクリックします。 3.
チェックを付けた品種が［送信品種リスト］に表示されます。 

 送信する品種ファイルの順番を変える場合は、［送信品種リスト］で、移動する品種ファイル4.
にチェックを付けて、［下へ移動］または［上へ移動］をクリックします。 

 ［品種リスト送信］をクリックします。 5.
「品種ファイルを送信しました」のメッセージが表示され、［送信品種リスト］に表示されている
品種ファイルが本装置に送信されます。 

 

 
［品種リスト送信］をクリックすると、本装置内の品種ファイルがすべて削除され、［送信品種リ
スト］に表示されている品種ファイルに置き換わります。 
品種リストを本装置に送信する前に、［送信品種リスト］に表示されていない品種ファイルは必ず
バックアップを取ってください。 

 PCR装置に保存された品種ファイルを選択して削除する 

 ［品種送受信］画面を開きます。 1.
 ［装置内品種リスト］で、削除する品種ファイルにチェックを付けます。 2.
 ［装置内品種選択削除］をクリックします。 3.
「削除しますか？」のメッセージが表示されます。 

 「はい」をクリックします。 4.
チェックを付けた品種ファイルが本装置から削除されます。 
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 PCR装置に保存された品種ファイルをすべて削除する 

 ［品種送受信］画面を開きます。 1.
 ［装置内全品種削除］をクリックします。 2.
「全品種を削除しますか？」のメッセージが表示されます。 

 「はい」をクリックします。 3.
「本当によろしいですか？」のメッセージが表示されます。 

 「はい」をクリックします。 4.
すべての品種ファイルが本装置から削除されます。 

 PCR装置に保存された品種ファイルをパソコンに保存する 

 ［品種送受信］画面を開きます。 1.
 ［装置内品種ファイル保存］をクリックします。 2.
 ファイルの保存先を選択します。 3.
 「保存」をクリックします。 4.
「品種ファイルの保存が完了しました」のメッセージが表示されます。 
本装置に保存されている品種ファイルが、すべて保存されます。 
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3.6 測定データのパソコンへの送信 
本装置で測定したデータを、パソコンに送信します。 
 

 
 初めて本装置とパソコンを Bluetooth接続する場合は、品種ファイルを送信する前に、ペアリ
ング設定が必要です。ペアリングについては、「3.2 Bluetoothのペアリング設定」を参照し
てください。 

 本装置から送信した測定データは、パソコン上のあらかじめ指定したフォルダーに保存されま
す。保存先のフォルダーの設定方法については、「4.1.1 データフォルダーを設定する」を参
照してください。 

 パソコンで本ソフトウェアを起動します。 1.
 本装置の［メインメニュー］画面で［2. データ送受信］を選択し、［OK］ボタンを押します。 2.
［データ送受信メニュー］画面が表示されます。 

 ［2. 測定データ送受信・削除］を選択し、［OK］ボタンを押します。 3.

 

［PC接続選択］画面が表示されます。 

 ［1. はい］を選択し、［OK］ボタンを押します。 4.
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1. 品種ファイル送受信 

2. 測定データ送受信・削除 

データ送受信メニュー 
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1. はい 

2. いいえ 

PC と接続しますか？ 

PC 接続選択 
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［PCアプリ接続待ち］画面が表示されます。 

 

接続に成功すると、以下の［PCアプリ接続中］画面が表示されます。 

 

本ソフトウェアでは、左上のマークが水色に変わり、接続中の本装置の名称が表示されます。 

 

 
接続できない場合は、手動で接続します。詳しくは、「3.3.2 PCR装置とパソコンを手動で接続す
る」を参照してください。 

2018-04-01  12:26 

PC アプリ接続待ち 

メインメニュー 

2018-04-01  12:26 

メインメニュー 

PC アプリ接続中 
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 本ソフトウェアの［メインメニュー］画面で、［測定データ受信］をクリックします。 5.

 

［PCR装置測定データ受信］画面が表示されます。 

 ［測定データ受信］をクリックします。 6.

 

「保管データを受信しています」のメッセージが表示され、本装置に保存されているデータの受信
が開始されます。 

 「保管データの受信が完了しました」のメッセージが表示されたら、［OK］をクリックします。 7.
本装置に保存されている測定データが CSV形式でパソコンに全件保存されます。 
測定データは、あらかじめ指定したフォルダー内の「測定データ」フォルダーに保存されます。 

 

 
 測定データは、PCR装置名フォルダー＞「測定データ」フォルダー＞品種名フォルダー＞測定
日フォルダー内に保存されます。 

 測定データのファイル名は「品種名_測定日（年月日）_測定開始時刻（時分秒）.csv」の形式
で保存されます。 
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3.7 測定データの削除 
本装置に保存された測定データを削除する方法について説明します。 
測定データの削除の方法には、すべての測定データを削除する方法と、測定データを選択して削除
する方法があります。 

 すべての測定データを削除する 
本装置に保存されたすべての測定データを削除します。 

 本装置の［メインメニュー］画面で［2. データ送受信］を選択し、［OK］ボタンを押しま1.
す。 
［データ送受信メニュー］画面が表示されます。 

 ［2. 測定データ送受信・削除］を選択し、［OK］ボタンを押します。 2.

 

［PC接続選択］画面が表示されます。 

 ［2. いいえ］を選択し、［OK］ボタンを押します。 3.

 

［データ削除方法選択］画面が表示されます。 
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1. 品種ファイル送受信 

2. 測定データ送受信・削除 

データ送受信メニュー 
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1. はい 

2. いいえ 

PC と接続しますか？ 

PC 接続選択 
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 ［1. 全データ削除］を選択します。 4.

 

［全データ削除］画面が表示されます。 

 ［1. はい］を選択し、［OK］ボタンを押します。 5.
［2. いいえ］を選択すると、［データ削除方法選択］画面に戻ります。 

 

すべての測定データを削除します。 
 

 
測定データの全削除は、本ソフトウェアからも操作可能です。 
本装置と Bluetooth接続した状態で、［測定データ受信］をクリックします。［PCR装置測定デー
タ受信］画面の［測定データ削除］をクリックすると、本装置内のすべての測定データを削除し
ます。 

  

2018-04-01  12:26 

1. 全データ削除 

2. 選択データ削除 

どちらの方法でデータを削除しますか？ 

データ削除方法選択 
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1. はい 

2. いいえ 

装置に保存されている全ての測定

データを削除します。 
よろしいですか？ 

全データ削除 
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 測定データを選択して削除する 
削除したい測定データを選択して削除します。 

 本装置の［メインメニュー］画面で［2. データ送受信］を選択し、［OK］ボタンを押しま1.
す。 
［データ送受信メニュー］画面が表示されます。 

 ［2. 測定データ送受信・削除］を選択し、［OK］ボタンを押します。 2.

 

［PC接続選択］画面が表示されます。 

 ［2. いいえ］を選択し、［OK］ボタンを押します。 3.

 

［データ削除方法選択］画面が表示されます。 
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1. 品種ファイル送受信 

2. 測定データ送受信・削除 

データ送受信メニュー 

2018-04-01  12:26 

1. はい 

2. いいえ 

PC と接続しますか？ 

PC 接続選択 
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 ［2. 選択データ削除］を選択します。 4.

 

［選択データ削除］画面が表示されます。 

 削除する測定データに［▲］［▼］ボタンでカーソルを合わせて、［OK］ボタンで選択しま5.
す。 
選択した測定データは黄色い文字で表示されます。測定データは複数選択できます。 

 
  

2018-04-01  12:26 

1. 全データ削除 

2. 選択データ削除 

どちらの方法でデータを削除しますか？ 

データ削除方法選択 
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１．はい 

２．いいえ 

削除するデータを選択してください。 
選択されたデータを削除してよろしいですか？ 

18/04/01 10：54 
18/03/31 16：13 

カーソル変更：← → ↑ ↓   選択：OK 

メインメニュー 

選択データ削除 
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 ［▶］ボタンを押して、［1. はい］を選択し、［OK］ボタンを押します。 6.

 

選択した測定データを削除し、［データ送受信メニュー］画面に戻ります。 
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１．はい 

２．いいえ 

削除するデータを選択してください。 
選択されたデータを削除してよろしいですか？ 

18/04/01 10：54 
18/03/31 16：13 

 

カーソル変更：← → ↑ ↓   選択：OK 

メインメニュー 

選択データ削除 
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3.8 パソコン上の測定データの表示 
パソコンに送信した測定データは、パソコン上でグラフ表示できます。 

 測定データを表示する 

 本ソフトウェアの［メインメニュー］画面で［PC保存データ表示］をクリックします。 1.

 

［PC保存データメニュー］画面が表示されます。 

 ［測定データ表示］をクリックします。 2.

 

［PC保存データファイル選択］ダイアログが表示されます。 

 表示する測定データの品種名のフォルダーを選択します。 3.
 表示する測定データの測定日のフォルダーを選択します。 4.
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 表示する測定データを選択します。 5.
測定データは「品種名_測定日（年月日）_測定開始時刻（時分秒）.csv」のファイル名で保存さ
れています。 

 

 ［開く］をクリックします。 6.
測定データがグラフ表示されます。 
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 測定データの見方 
測定データのグラフ表示の見方について説明します。 

 
 
番号 説明 

(1) 測定データがグラフ表示されます。各グラフは各蛍光色素（青、緑、赤）の蛍光出力を
表します。 

(2) グラフの縦軸です。各蛍光色素の蛍光の強さを表します。 

(3) グラフの横軸です。測定の回数を表します。 

(4) 測定時に入力した検体番号が表示されます。 

(5) 品種ファイルの Ct値が表示されます。 

(6) グラフの表示／非表示を切り替えます。 
蛍光出力（青、緑、赤）のチェックを外すと、グラフが非表示になります。ダブルクリッ
クすると、グラフの表示色を変えられます。 

  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) (5) (6) 
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 グラフの表示を調整する 
グラフの縦軸、横軸の表示範囲を設定します。グラフの山が画面に収まっていない場合や、小さす
ぎて見にくい場合に、グラフの見え方を調整できます。 

 ［グラフ設定］をクリックします。 1.
［グラフ設定］画面が表示されます。 

 ［横軸表示］の［横軸表示範囲］で、横軸に表示される測定回数を変更します。 2.
［横軸表示範囲］は 1～50の間で設定します。 
直接入力または上下ボタンをクリックして数値を変更します。 

 

 ［縦軸表示］の［縦軸表示範囲］で、縦軸に表示される蛍光出力の範囲を変更します。 3.
［縦軸表示範囲］は 0～5000の間で設定します。 
直接入力または上下ボタンをクリックして数値を変更します。 
［オートスケール］にチェックを付けると、すべての測定データの最大値に合わせて、縦軸表示範
囲を自動で調整します。 

 

 ［OK］をクリックします。 4.
設定がグラフ表示に反映されます。 
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4. 各種設定 
各種設定方法について説明します。 

4.1 PCRソフトウェアの設定 
本ソフトウェア上で行う各種設定方法について説明します。 

4.1.1 データフォルダーを設定する 

測定データや動作ログなどの、本装置から受信したデータフォルダーを設定します。 

 本ソフトウェアの［メインメニュー］画面で、［メンテナンス画面表示］をクリックします。 1.

 

［メンテナンスメニュー］画面が表示されます。 

 ［データ保存フォルダ変更］をクリックします。 2.

 

［フォルダーの参照］ダイアログが表示されます。 
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 各種データの保存先となる任意のフォルダーを選択します。 3.

 

 ［OK］をクリックします。 4.
これで、本装置から受信したデータフォルダーの設定は完了です。 

 

 
品種ファイルや測定データの送受信などを行うと、設定したデータ保存フォルダーの中に、以下
のフォルダーが作成されます。 
 「品種ファイル」フォルダー 
本装置から受信した品種ファイルが保存されます。品種ファイルの送受信については、「3.5 品
種ファイルの送信」を参照してください。 

 「測定データ」フォルダー 
本装置から受信した測定データが CSV形式で保存されます。測定データのパソコンへの送信
については、「3.6 測定データのパソコンへの送信」を参照してください。 

 「ログファイル」フォルダー 
本装置から取得した動作ログが保存されます。動作ログについては、「4.1.2 PCR装置の動作
ログを保存する」を参照してください。 
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4.1.2 PCR装置の動作ログを保存する 

本装置の動作ログを取得し、パソコン上に保存します。 
通常は、動作ログを保存する必要はありません。エラーの原因特定などの目的で、動作ログを弊社
へご送付お願いすることがあります。 

 パソコンで本ソフトウェアを起動します。 1.
 本装置の［メインメニュー］画面で［2. データ送受信］を選択し、［OK］ボタンを押しま2.
す。 

 ［1. 品種ファイル送受信］を選択し、［OK］ボタンを押します。 3.
［PCアプリ接続待ち］画面が表示されます。 

 

接続に成功すると、以下の［PCアプリ接続中］画面が表示されます。 

 

本ソフトウェアでは、左上のマークが水色に変わり、接続中の本装置の名称が表示されます。 
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メインメニュー 
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 本ソフトウェアの［メインメニュー］画面で、［メンテナンス画面表示］をクリックします。 4.

 

［メンテナンスメニュー］画面が表示されます。 

 ［動作ログ取得］をクリックします。 5.

 

［動作ログデータ受信］ダイアログが表示されます。 

 ［保存］をクリックします。 6.
「しばらくおまちください」のメッセージが表示され、動作ログの取得が開始します。 

 「ログデータの取得が終了しました」のメッセージが表示されたら、［OK］をクリックします。 7.
動作ログは、あらかじめ指定したフォルダー内の「ログファイル」フォルダーに保存されます。 
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4.2 PCR装置の設定 
本装置上で行う各種設定方法について説明します。 

4.2.1 ファームウェアバージョンを確認する 

本装置のファームウェアバージョンを表示します。 

 本装置の［メインメニュー］画面で、［3. 保守と点検］を選択し、［OK］ボタンを押しま1.
す。 

 ［3. F／Wバージョン表示］を選択し、［OK］ボタンを押します。 2.
［F／Wバージョン］画面が表示されます。 
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Ｆ／Ｗバージョン 

Ｆ ／ Ｗ バ ー ジ ョ ン   ［ １ ． ２ ３ ． ４ ５ ６ ］ 

メインメニュー 
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4.2.2 日時を設定する 

本装置の日時を設定します。 

 本装置の［メインメニュー］画面で、［3. 保守と点検］を選択し、［OK］ボタンを押しま1.
す。 

 ［1. 日付設定］を選択し、［OK］ボタンを押します。 2.
［日付設定］画面が表示されます。 

 

 ［▲］［▼］ボタンで数字を変更し、［◀］［▶］ボタンで年月日時分や桁を切り替えます。 3.
 ［OK］ボタンを押します。 4.
日時の変更を反映して、［保守と設定］画面に戻ります。 
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2 0 1 8 - 0 4 - 0 1   1 2 : 2 6 
数字変更 ： ↑ ↓ 、桁変更←→ 
設定 ： OK 

日付設定 

メインメニュー 
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4.2.3 セルフテストを実施する 

エラーなどが発生し、測定ができない場合は、セルフテストを実施します。 
 

 
 セルフテストが必要かどうかについては、「6. トラブルシューティング」を参照してください。 
 セルフテストでは、装置内の圧力、気圧異常、ヒーターの確認を行います。 
 

 本装置の［メインメニュー］画面で、［3. 保守と点検］を選択し、［OK］ボタンを押しま1.
す。 

 ［4. セルフテスト］を選択し、［OK］ボタンを押します。 2.
［装置テスト］画面が表示されます。 

 

 本装置の扉開ボタンを右にスライドします。 3.
測定チップ挿入扉が開きます。 
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テストチップをチップ挿入部

に挿入し扉を閉め START

を押してください 

装置テスト 

スキップ 
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 試料を注入していない、空の測定チップのうら面テープをすべてはがします。 4.

 

 測定チップを図の向きで挿入し、測定チップ挿入扉を閉めます。 5.
○で囲った箇所が左下になるように差し込んでください。 
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 ［START］ボタンを押します。 6.
［装置テスト中］画面が表示され、セルフテストが開始します。 

 

セルフテストが完了すると、テスト結果が表示されます。 

 

 測定チップを取り出します。 7.
［保守と設定］画面に戻ります。 

 

 
セルフテストの結果が「エラー」の場合は、直ちに本装置の使用を中止し、弊社までご連絡くだ
さい。 
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お待ちください 

装置テスト中 

2018-04-01  12:26 

テストチップを取り出して

ください 

テスト結果：異常なし 
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5. お手入れ 
本装置のお手入れ方法について説明します。 

 PCR装置のお手入れ 
本装置が汚れた場合は、乾いた布やティッシュペーパーなどの柔らかいものでふいてください。 
汚れがひどい場合は、ガーゼなどを薄めた中性洗剤に浸し、固く絞ってからふいてください。 

 測定チップ挿入部のお手入れ 
検出部やヒーターが汚れた場合は、付属のメンテナンス用綿棒で汚れをふき取ってください。 
 

 
測定チップ挿入部のお手入れには、付属のメンテナンス用綿棒以外は使用しないでください。 
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6. トラブルシューティング 
エラーコードの一覧と、その解決方法について説明します。 

6.1 エラーコード一覧 
本装置の表示画面に表示されるエラーの一覧です。 

 エラーコード 
動作が続行できない不具合が発生した場合は、エラー画面が表示され、装置の動作がすべて停止し
ます。 
エラー画面が表示された場合は、本装置の電源を切り、以下の「対処法」に従って対処してくださ
い。 
 
エラー
コード 

エラーメッセージ 対処法 

E101 温度センサが故障しています。 
ヒーター部：XX ℃ 
周辺環境：XX.X ℃ 

連続して測定を行っている場合は、
しばらく待ってから再測定してく
ださい。 

E102 ヒータが故障しています（加熱不能）。 ヒーターが故障している可能性が
あります。弊社までお問い合わせく
ださい。（⇒「8. 保証とアフターサー
ビス」） 

E103 低温域が設定温度まで上昇しませんでした。 周辺の気温が低い場合は、室温にて
再測定してください。 E104 中温域が設定温度まで上昇しませんでした。 

E105 高温域が設定温度まで上昇しませんでした。 

E201 検出部が故障しています（初期光量）。 測定チップ挿入扉を閉めてから電
源を入れてください。 

E202 検出部が故障しています（蛍光光量）。 周辺が明るい場合は、強い光のない
室内などで再測定してください。 

E301 所定時間内に送液されませんでした。 試料が適切に精製されているかを
確認してください。 
試料が適切に精製されている場合
は、品種ファイルのポンプ電圧の数
値を大きくしてください。（⇒
「3.4.1 品種ファイルの数値を調整
する」（18）（21）） 

E302 ピーク値データに異常が見つかりました。 測定チップ内に気泡がないか確認
してください。気泡がある場合は、
新しい測定チップで測定しなおし
てください。（⇒「2.2 測定チップの
準備」） 
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エラー
コード 

エラーメッセージ 対処法 

E303 測定データに異常が見つかりました。 周辺が明るい場合は、強い光のない
室内などで再測定してください。 

E401 仕様外の周囲温度です。 室温にて再測定してください。 

E403 保存された測定データ数が上限に達していま
す。測定を継続する場合は測定データを削除し
てください。 
 

必要に応じて測定データをバック
アップし、測定データを削除してく
ださい。本装置に保存可能な測定
データは 250件です。（⇒「3.6 測
定データのパソコンへの送信」「3.7 
測定データの削除」） 

E404 装置内の気密状態に異常が発生しました。 以下の項目を確認してください。 
 弊社指定の測定チップを使用し
ているか 

 測定チップのテープがはがれて
いないか 

 ノズルに損傷がないか 

E405 装置電源電圧が異常です。 付属の ACアダプターを使用してく
ださい。 

 

 
エラーが発生し、トラブルシューティングの「対処法」に従って対処をしても、本装置が正常に
作動しない場合は、弊社にお問い合わせください。お問い合わせ先と修理については、「8. 保証と
アフターサービス」を参照してください。 
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 アラームコード 
障害が発生した場合は、アラーム画面が表示されます。 
アラーム画面が表示された場合は、以下の「対処法」に従って対処してください。 
 
アラーム
コード 

アラームメッセージ 対処法 

A404 仕様外の環境（標高・気圧）です。 
仕様内の環境で使用してください。 

「7. 仕様」をご確認の上、仕様内の
環境で使用してください。 
仕様内の環境にもかかわらずアラー
ムメッセージが表示される場合は、セ
ルフテストを実施してください。（⇒
「4.2.3 セルフテストを実施する」） 

A405 加圧ポンプが動作していません。 
大気圧環境下で計測を継続します。 

「7. 仕様」をご確認の上、仕様内の
環境で使用してください。 
仕様内の環境にもかかわらずアラー
ムメッセージが表示される場合は、セ
ルフテストを実施してください。（⇒
「4.2.3 セルフテストを実施する」） 

A409 データ保存ファイル数が上限に近くなってい
ます。データのバックアップ・削除を検討し
てください。 

必要に応じて測定データをバック
アップし、測定データを削除してくだ
さい。本装置に保存可能な測定データ
は 250件です。（⇒「3.6 測定データ
のパソコンへの送信」「3.7 測定デー
タの削除」） 

A412 ランプ寿命です。 ランプを交換してください。 
 

 
アラームが発生し、トラブルシューティングの「対処法」に従って対処をしても、アラーム画面
が表示され続ける場合は、弊社にお問い合わせください。お問い合わせ先と修理については、「8. 
保証とアフターサービス」を参照してください。 
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7. 仕様 
本製品の仕様は以下のとおりです。 
 

項目 仕様 備考 

本体サイズ 200×100×50（mm） 突起部を除く 

重量 約 560g  

電源  AC100-240V50/60Hz(ACアダプ
ター付属) 

 5V3A(USB給電ケーブル付属) 

 

使用温度範囲 10～40℃  

使用湿度範囲 20～85％Rh  

保存温度範囲 －10～50℃  

保存湿度範囲 20～85％Rh  

最高使用高度 2000ｍ  

サンプル数 1  

反応容器 専用測定チップ（76×26×3（mm）） 別売 

反応容量 15～20μl 16μl推奨 

反応時間 15分以内（2ステップ 50サイクル） 酵素、測定対象により変動 

励起/蛍光波長 1 代表波長 470／530nm 使用可能蛍光色素：FAM 

励起/蛍光波長 2 代表波長 530／630nm 使用可能蛍光色素：ROX、HEX 

励起/蛍光波長 3 代表波長 630／670nm 使用可能蛍光色素：Cy5 

項目数 最大 3項目  

検出フォーマット 加水分解プローブ インターカレーター法には非対
応 
一部使用できない加水分解プ
ローブもあります。 

変性部設定温度 40～99℃  

変性部初回待機時間 1～30秒 ホットスタート用 
温度により制限あり 

変性部待機時間 1～5秒  

アニール・伸長部 
設定温度 

40～75℃  

アニール・伸長部 
待機時間 

3～120秒  

逆転写部設定温度 40～75℃  

逆転写部待機時間 0～3600秒  
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項目 仕様 備考 

最大サイクル数 50回  

インターフェイス Bluetooth  

結果保存機能 250件  

反応条件保存機能 10件  

対応 OS Windows 7/ 8.1/ 10  
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8. 保証とアフターサービス 

お問い合わせ先 
ご不明な点や、修理に関するご相談は、以下の窓口にお問い合わせください。 
 

日本板硝子（株）窓口 

 

042-775-1546（FAX：1548） 
対応時間：平日（月～金）9:00～17:00（祝祭日、定休日を除く） 

 
 お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答に利用いたします。 
 上記の利用目的の範囲内で、当該製品に関連する協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合
があります。 

保証書について 
保証書は本製品に同梱されています。 
販売店から受け取る際に、「お買い上げ日・販売店名」などが記入されていることを必ず確認して
ください。 
内容をよくお読みの上、大切に保管してください。 

部品について 
修理のために、部品を取り外しおよび交換することがあります。 
取り外した部品は、特段のお申し出がない場合、弊社で引き取らせていただきます。 
部品交換の際は、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 

修理を依頼するときは 
修理を依頼する前に、「6. トラブルシューティング」を参照してください。 
それでもトラブルが解消しない場合は、修理を依頼してください。 
修理を依頼する場合は、本装置の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから上記の弊社窓口にご連
絡ください。その際、故障・トラブルの状況を具体的にお伝えください。 

 保証期間中の場合 
保証規定に従って修理いたします。保証規定については、本製品に同梱されている保証書をご確認
ください。 
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 保証期間を過ぎている場合 
本装置を修理することで今後もお使いいただける場合は、ご要望に応じて有償で修理いたします。 
 

 
出張修理には対応していません。あらかじめご了承ください。 

廃棄するときは 
本装置を廃棄する際は、地方自治体の条例や規則に従ってください。ごみ廃棄場で処分される一般
の廃棄物として廃棄しないでください。 
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