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本書はpCfbu機器をご購入され、実際に使用されるお客様にむけてのものです。本書の著作権は保護
されています。本書および本書の一部分を複製することは、pCfbuが書面で合意した場合を除いて固
く禁止されています。

本書に記載されているソフトウェアは、使用許諾契約書に基づいて提供されています。使用許諾契約

書で特に許可されている場合を除き、いかなる媒体でもソフトウェアを複製、変更、または配布する

ことは法律で禁止されています。さらに、使用許諾契約書では、ソフトウェアを逆アセンブル、リ

バースエンジニアリング、または逆コンパイルすることをいかなる目的でも禁止することがありま

す。正当とする根拠は文書中に規定されているとおりです。

本書の一部は、他の製造業者およびLまたはその製品を参照することがあります。これらには、その名
称を商標として登録しているおよびLまたはそれぞれの所有者の商標として機能している部分を含む場
合があります。そのような使用は、機器への組み込みのためpCfbuにより供給された製造業者の製品
を指定することのみを目的としており、その権利およびLまたはライセンスの使用を含む、または第三
者に対しこれらの製造業者名およびLまたは製品名の商標利用を許可するものではありません。

pCfbuの保証は販売またはライセンス供与の時点で提供される明示的保証に限定されており、また
pCfbuの唯一かつ独占的な表明、保証および義務とされています。pCfbuは、明示的・黙示的を問わ
ず、制定法若しくは別の法律、または取引の過程または商慣習から生じるかどうかに関わらず、特定

の目的のための市場性または適合性の保証を含むがこれらに限定されない、他のいかなる種類の保証

も行いません。これらのすべては明示的に放棄されており、購買者による使用またはそれから生じる

不測の事態に起因する間接的・派生的損害を含め、一切の責任または偶発債務を負わないものとしま

す。

研究専用。診断手順には使用しないでください。

ここに記載されている商標および Lまたは登録商標は、米国および Lまたはその他の特定の国におけ
る AB pciex mteK itdK、またはその該当する所有者の所有物です。

AB pCfbu™ はライセンスの下で使用されています。
© OMOM ae qechK aevK mteK itdK

AB pciex mteK itdK
BlkPPI @MQJMS Marsiling fndustrial bstate ooad P
toodlands Central fndustrial bstateI pingapore TPVORS
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このドキュメントでは、mA UMM mlusシステムでbmpowerqM poftwareを使用する方法につい
て説明します。mA UMM mlus bmpowerqM ariverは、bmpowerqM poftwareとともにコンピュー
ターにインストールする必要があります。インストールの手順については、『mA 8MM mlus
EmpowerTM Driverリリースノート』を参照してください。

このドキュメントには、mA UMM mlusシステムで検出器をキャリブレーションするための手順
が含まれています。bmpowerqM poftwareを使用してmA UMM mlusシステムをダイレクトコン
トロールする手順についても説明します。

注：システムを安全に使用する手順については、『システム概要ガイド』を参照してくだ

さい。

bmpowerqM poftwareは、ifc、maA、またはrs検出器がインストールされている場合は、
Cbpf UMMM mlus eigh merformance peparationJbpf Moduleでも使用できます。

関連マニュアル

このドキュメントは、bmpowerqM poftwareについてある程度の知識があることを前提として
います。bmpowerqM P EcoQF poftwareの一般的な機能については、以下をご覧ください。

• ソフトウェアに付属のドキュメントを参照。

• bmpowerの起動ダイアログの をクリック

• bmpowerqM poftwareのいずれかのプログラムのヘルプをクリック

bmpowerqM poftwareを特定のキャピラリー電気泳動アプリケーションに使用する方法の詳細
については、以下のアプリケーションガイドを参照してください。

• 高速グリカンラベリングおよび分析キットアプリケーションガイド

• キャピラリー等電点電気泳動（cfEc）分析アプリケーションガイド

• fgG純度および不均一性アッセイキット分析アプリケーションガイド

mA UMM mlusシステムについての情報：

• システムの概要については、mA 8MM mlus医薬品分析システムメソッド概要ガイドの第N章
を参照してください。

• システムのメンテナンスの手順については、mA 8MM mlus医薬品分析システムメンテナン
スガイドを参照してください。
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bmpowerqM poftware用語（PO haratqM poftware
ユーザー用）

PO haratqM poftwareでmA UMM mlusシステムを使用していたユーザーは、bmpowerqM poftware
の用語に精通する必要があります。

表 1-1 bmpowerqM poftware用語（PO haratqM poftwareユーザー用）

説明bmpowerqM poftwareで
の対応する用語

PO haratqM poftware用語

データ取得に必要なシステムパラメー

ターを含むメソッド。パラメーター

装置メソッドPO haratqM poftwareでは
対応する用語はなし

は、全般パラメーター、検出器パラ

メーター、および時間プログラムとし

てグループ化されています。

データ処理パラメーターを含むメソッ

ド。

処理メソッド

処理メソッドの結果を示すレポートを

作成するメソッド。

レポートメソッド

装置メソッド、処理メソッド、および

レポートメソッドの組み合わせ。処理

メソッドとレポートメソッドはオプ

ションです。

メソッドセット方法

データ取得のためにmA UMM mlusシス
テムに送信されるサンプルと関連する

メソッドセットのリスト。オプション

により、bmpowerqM poftwareは取得後
のデータ処理を実行し、レポートを生

成できます。

サンプルセットメソッドシーケンス

データ取得の結果に関する情報を含む

ファイル。レポートには、データを生

成する組織に関する情報を含めること

もできます。レポートのレイアウトと

外観はカスタマイズして、レポートテ

ンプレートの一部として保存できま

す。

レポートレポート

分析するサンプルを保持するトレイま

たはVSウェルプレート。
プレートサンプルトレイ

ユーザーガイドmA UMM mlus bmpowerqM ariver
orlJfasJMPJVTONJgAJAS L SP

はじめに



表 1-1 bmpowerqM poftware用語（PO haratqM poftwareユーザー用） E続きF

説明bmpowerqM poftwareで
の対応する用語

PO haratqM poftware用語

バッファーと洗浄液を含むバイアルを

保持するトレイ。

プレートバッファートレイ

mA UMM mlusシステムを制御するコン
ピューター。

iACLbモジュールコントローラー

mA UMM mlus bmpowerqM ariverライセンス
mA UMM mlus bmpowerqM ariverでデータを収集して分析するには、rpBライセンスキーが必
要です。ライセンスキーは、bmpowerqM poftware iACLb取り込みサーバーのrpBポートに挿
入する必要があります。

ライセンスキーが存在しない場合、ダイレクトコントロールペインのすべてのコントロール

が無効になります。また、データ取得は開始されません。データ取得中にライセンスキーが

削除されると、現在のメソッドセットの取り込みは終了しますが、追加のデータ取得は開始

されません。

ライセンスキーはNつのiACLb取り込みサーバーから削除し、必要に応じて別のコンピュー
ターのrpBポートに挿入できます。

mA UMM mlus bmpowerqM ariverユーザーガイド
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このセクションでは、bmpowerqM poftwareのダイレクトコントロールペインを使用してmA
UMM mlusシステムを制御する方法について説明します。

ダイレクトコントロールペインにはPつのセクションがあります。上からの順番で示します。

• 装置状態ペイン：システムの状態を表示します。ダイレクトコントロールペインの装置状
態を参照してください。

• 状態フィールド：システムの状態またはシステムで実行されているプロセスを表示しま
す。エラーもこのフィールドに赤いテキストで表示されます

• パラメータータブとボタン：システムのパラメーターを設定します。検出器の種類に応じ
て、異なるタブが表示されます。ダイレクトコントロールペインのパラメーターとボタン

を参照してください。

図 O-1ダイレクトコントロールペイン（maA検出器）

ユーザーガイドmA UMM mlus bmpowerqM ariver
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ダイレクトコントロールペインの装置状態

注：圧力値は、bmpowerqM
ソフトウェアのレジストリ設定に応じて、ミリバール（mbar）

またはポンドL平方インチ（psi）で表示できます。デフォルトの単位はミリバールです。単
位を変更するには、mA 8MM mlus EmpowerTM Driverリリースノートを参照してください。

図 O-Oダイレクトコントロールペインの装置状態（ifc検出器）

説明ラベル

EコントロールF：電圧、電流、電力を表示します。コントロール

E温度F：カートリッジとサンプル冷却システムの温度を表
示します。

温度

EトレイF：キャピラリーのインレットとアウトレットの位
置を表示します。

トレイ

Eifc検出器F：ifc検出器に関する情報を表示します。

• チャンネル EチャンネルF：データのチャンネル、Ch1お
よびChO。

• ocr EocrF：このチャンネルのデータの相対蛍光単位。

ifc検出器

E圧力F：圧力または真空の方向と大きさを表示します。

• ：前方方向

• ：リバース方向

• H：圧力

• –：真空

圧力

EクーラントF：クーラントの状態（lhまたは低）を表示し
ます。

クーラント

mA UMM mlus bmpowerqM ariverユーザーガイド

V L SPorlJfasJMPJVTONJgAJA

ダイレクトコントロール



説明ラベル

EレーザーF：Eifc検出器Fレーザーの状態（オンまたはオ
フ）を表示します。

レーザー

Eレーザー時間F：Eifc検出器Fレーザーがオンになっていた
時間数を表示します。

• 統合QUU nmレーザーの場合は1時間。

• 外部レーザーが取り付けられている場合はO時間。

レーザー時間

図 O-Pダイレクトコントロールペインの装置状態（maA検出器）

注：すべての検出器の種類に共通の項目については、図 OJOを参照してください。

説明ラベル

EランプFランプの状態（オンまたはオフ）を表示します。ランプ

Eランプ時間Fランプがオンになっていた時間数を表示しま
す。

• aO EaOF：重水素ランプが点灯していた時間数。

• eg EegF：水銀ランプが点灯していた時間数。

ランプ時間

maA検出器に関する情報を表示します。

• Chan EChanF：データのチャンネル。

• tv EtvF：チャンネルの波長（nm）。

• Bw EBwF：チャンネルの帯域（nm）。

• 吸光 E吸光F：チャンネルの吸光度。

maA検出器

ユーザーガイドmA UMM mlus bmpowerqM ariver
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図 O-4ダイレクトコントロールペインの装置状態（rs検出器）

注：すべての検出器の種類に共通の項目については、図 OJOを参照してください。

説明ラベル

EランプF：ランプの状態（オンまたはオフ）を表示します。ランプ

ランプがオンになっていた時間数を表示します。

• aO EaOF：重水素ランプが点灯していた時間数。

• eg EegF：表示のみ。rs検出器には使用されません。

ランプ時間

rs検出器に関する情報を表示します。

• Chan EChanF：データのチャンネル。

• tv EtvF：チャンネルの波長（nm）。

• 吸光 E吸光F：チャンネルの吸光度。

rs検出器

EフィルターF：クリックすると、フィルター情報が表示さ
れます。

図 O-Rダイレクトコントロールペインの装置状態（rsフィルター）

注：すべての検出器の種類に共通の項目については、図 OJOを参照してください。

mA UMM mlus bmpowerqM ariverユーザーガイド
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説明ラベル

図 OJQを参照してください。ランプ

図 OJQを参照してください。ランプ時間

c<x>：位置<x>のフィルターの波長（nm単位）を表示し
ます。

rsフィルター

E検出器F：クリックすると、検出器情報が表示されます。

ダイレクトコントロールペインのパラメーターとボ

タン

注：圧力値は、bmpowerqM
ソフトウェアのレジストリ設定に応じて、ミリバール（mbar）

またはポンドL平方インチ（psi）で表示できます。デフォルトの単位はミリバールです。単
位を変更するには、mA 8MM mlus EmpowerTM Driverリリースノートを参照してください。

図 O-Sダイレクトコントロールペインのパラメーターとボタン

説明ラベル

パラメーターのタブ

E圧力設定Fシステムの圧力を設定します。圧力設定

E電圧設定Fシステムの電圧を設定します。電圧設定

E温度設定Fキャピラリーとサンプルクーラーの温度を設定
します。

温度

ユーザーガイドmA UMM mlus bmpowerqM ariver
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説明ラベル

EランプオンLオフF（rsまたはmaA検出器）ランプをオン
またはオフにします。

ランプオンLオフ

EレーザーオンLオフF（ifc検出器）レーザーをオンまたは
オフにします。

レーザーオンLオフ

Eキャリブレーション係数F Eifc検出器Fキャリブレーショ
ン補正係数を表示し、検出器キャリブレーションのパラ

メーターを設定します。ifc検出器のキャリブレーション
を参照してください。

キャリブレーション係数

EフィルターF Ers検出器Fシステムに設置されているフィ
ルターの位置と波長を設定します。

rsフィルター

Eランプ使用時間F（rsまたはmaA検出器）ランプの交換、
ランプ使用時間をMに設定します。

ランプ使用時間

EランプエネルギーF Ers検出器Fフィルターリストでフィ
ルターを選択し、設定をクリックして、重水素ランプのダ

イオード間の電流（nA）を表示します。この値は、ランプ
の劣化により、時間の経過とともに減少します。

ランプエネルギー

EトレイF使用中のサンプルおよびバッファートレイの種類
を表示します。

トレイ

EスペクトルF EmaA検出器F重水素ランプのスペクトルを表
示します。重水素ランプのスペクトルと強度の表示を参照

してください。

スペクトル

ボタン

クリックすると、次または前のタブが表示されます。

クリックすると、次のタブまたは前のタブが開きます。

クリックすると、ヘルプペインが閉じます。

EホームFクリックすると、トレイがホーム位置に移動しま
す。

ホーム

EロードFクリックすると、トレイがロード位置に移動しま
す。

ロード

mA UMM mlus bmpowerqM ariverユーザーガイド
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説明ラベル

E設定Fクリックすると、パラメーターがmA UMM mlusシス
テムに送信されます。

• Eifc検出器Fキャリブレーション係数 Eキャリブレーショ
ン係数Fタブが表示されている場合、このボタンは開始
E開始Fに変わります。

• Ers検出器Fランプ使用時間 Eランプ使用時間Fタブが表
示されている場合、このボタンはリセット EリセットF
に変わります。

• EmaA検出器Fスペクトル EスペクトルFタブが表示され
ている場合、このボタンはモニター EモニターFに変わ
ります。

設定

E停止Fクリックすると、電圧、電流、電力、圧力、および
冷却がオフになります。

停止

E詳細設定F EmaA検出器Fクリックすると、maA検出器が
キャリブレーションされます。maA検出器のキャリブレー
ションを参照してください。

詳細設定
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NK bmpowerqM poftwareプロジェクトウィンドウで、ファイル >新規メソッド >装置メソッ
ドをクリックします。

目的のクロマトグラフィーシステムを選択ダイアログが開きます。

図 P-1目的のクロマトグラフィーシステムを選択ダイアログ

OK 使用するシステムをクリックし、lhをクリックします。

装置がアプリケーションに必要な検出器で構成されていることを確認してください。

装置メソッドエディタが開きます。

PK 検出器タブをクリックし、検出器の種類リストから検出器を選択して、パラメーターを
設定します。装置メソッドの検出器パラメーターを参照してください。

注：検出器の種類を変更する必要がある場合は、最初にその変更を行ってから、装置

メソッドに他の変更を加えます。検出器の種類が変更されると、すべてのパラメーター

がデフォルト値に設定されます。

mA UMM mlus bmpowerqM ariverユーザーガイド
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図 P-O検出器パラメーター

QK 全般タブをクリックし、パラメーターを設定します。装置メソッドの全般パラメーター
を参照してください。
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図 P-P全般パラメーター

RK 時間プログラムタブをクリックし、イベントを時間プログラムに追加します。装置メソッ
ドの時間プログラムにイベントを追加するを参照してください。

bmpowerqMpoftwareでは、時間プログラムの最後のイベントが終了イベントである必要
があります。

図 P-4時間プログラム

SK 装置メソッドを保存します。

aK ファイル>保存をクリックして、現在の装置メソッドを保存ダイアログを開きます。

bK 名前フィールドに名前を入力します。

cK （オプション）メソッドのコメントフィールドに情報を入力します。

mA UMM mlus bmpowerqM ariverユーザーガイド
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dK 要求されたら、現在のユーザーのbmpowerqMpoftwareログインパスワードをパスワー
ドフィールドに入力し、保存をクリックします。

装置メソッドは現在のプロジェクトに保存されます。

装置メソッドの全般パラメーター

図 P-R装置メソッドの全般パラメーター

説明ラベル

EAruデータチャンネルF 収集するデータの追加の種類を選択
します：電圧、電流、圧力、およびカートリッジ温度。

電圧、電流、電力の場合は、データ収集中に適用される最大

値を指定します。

Aruデータチャンネル

Eトリガー設定Fメソッドが外部のソースまたはデバイスによっ
てトリガーされる場合は、外部トリガーを待機を選択します。

温度に基づいて実行を開始するオプションを選択します。オ

プションには、待機しない、カートリッジ温度を待機、スト

レージ温度を待機、またはカートリッジおよびストレージ温

度を待機があります。

トリガー設定
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説明ラベル

EインレットトレイFインレット位置に設置されているサンプ
ルとバッファートレイの種類を選択します。

インレットトレイ

Eピーク検出パラメーターF この領域のパラメーターは変更し
ないでください。データ取得には影響しません。

ピーク検出パラメーター

（キャピラリー設定）キャピラリーの寸法を入力します。キャピラリー設定

E温度Fカートリッジとサンプルクーラーの温度を入力します。温度 EºCF

EアウトレットトレイFアウトレット位置に設置されているサ
ンプルとバッファートレイの種類を選択します。

アウトレットトレイ

装置メソッドの検出器パラメーター

図 P-S maA検出器の検出器パラメーター
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説明ラベル

E検出器の種類F検出器の種類を選択します。検出器の種類

E電気泳動図スキャンデータF収集するデータのサンプリング
レート（ez）とスキャンする波長範囲（nm）を設定します。

レートが高いほど、ピークあたりのデータポイントが多くな

りますが、ノイズが増える可能性があります。最適な速度は

分析試料によって異なり、メソッド開発中に決定する必要が

あります。

注：データレートEデータレートFの値は、電気泳動図チャン
ネルデータE電気泳動図チャンネルデータF のデータレート
EデータレートFのOR～NMMBの間でなければなりません。

電気泳動図スキャンデータ

E電気泳動図チャンネルデータF最大Pつのチャンネルのデータ
収集のパラメーターを設定します。収集するデータのサンプ

リングレートを選択するには、データレートEデータレートF
をクリックします。

レートが高いほど、ピークあたりのデータポイントが多くな

りますが、ノイズが増える可能性があります。最適な速度は

分析試料によって異なり、メソッド開発中に決定する必要が

あります。

各チャンネルについて：

• Acquire E取り込みFを選択して、このチャンネルからデー
タを取り込みます。

• このチャンネルで収集されたデータから参照トレースデー
タを減算するには、oef E取り込みFを選択します。参照は、
記録され、波長チャンネルのデータから減算される波長で

す。

• 収集するデータの波長 E波長Fをnm単位で入力します。

• 収集する帯域EBwFE帯域EBwFFをnm単位で入力します。

電気泳動図チャンネルデー

タ

EフィルターFクリックして、データのノイズをフィルターす
るときに使用するフィルターを選択します。フィルターパラ

メーターについてを参照してください。

フィルター

EリレーF リレー 1とリレー Oの状態をオープン EオープンFま
たはクローズ EクローズFに設定します。

リレー
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説明ラベル

EレファレンスチャンネルFレファレンスチャンネルの波長と
帯域をnm単位で入力します。

レファレンスチャンネル

E吸光度シグナルF ダイレクト EダイレクトFを選択して、検出
器から受信したデータを表示します。

インダイレクト EインダイレクトFを選択して、データを表示
する前にシグナルを反転します。

吸光度シグナル

図 P-T ifc検出器の検出器パラメーター

説明ラベル

E検出器の種類F検出器の種類を選択します。検出器の種類

E取得可能F選択すると、チャンネルのデータ取得が有効にな
ります。データは一方または両方のチャンネルから取り込む

ことができます。

取得可能

E取り込みF収集するデータの上限をocrで選択します。蛍光
シグナルがこの制限を超えている場合、ピークが切り捨てら

れる可能性があります。

取り込み
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説明ラベル

EフィルターFデータのノイズをフィルターするときに使用す
るフィルターを選択します。フィルターパラメーターについ

てを参照してください。

フィルター

E蛍光シグナルF ダイレクト EダイレクトFを選択して、検出器
から受信したデータを表示します。

インダイレクト EインダイレクトFを選択して、データを表示
する前にシグナルを反転します。

蛍光シグナル

EレーザーLフィルターの説明 J情報のみF励起波長と蛍光波長
の値をnm単位で入力します。これらの値はメソッドとともに
保存されますが、取得には使用されません。

データ取得に使用される励起波長と蛍光波長は、ifc検出器に
取り付けられているレーザー波長と蛍光フィルターによって

決まります。

レーザーLフィルターの説明
-情報のみ

EデータレートF両方のチャンネルについて、収集するifcデー
タのサンプリングレートをezで設定します。

レートが高いほど、ピークあたりのデータポイントが多くな

りますが、ノイズが増える可能性があります。最適な速度は

分析試料によって異なり、メソッド開発中に決定する必要が

あります。

データレート

EリレーF リレー 1とリレー Oの状態をオープン EオープンFま
たはクローズ EクローズFに設定します。

リレー
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図 P-U rs検出器の検出器パラメーター

説明ラベル

E検出器の種類F検出器の種類を選択します。検出器の種類

E電気泳動図チャンネルデータFデータ収集におけるデータレー
ト EデータレートFをezで入力し、波長 E波長Fをnmで入力しま
す。

レートが高いほど、ピークあたりのデータポイントが多くな

りますが、ノイズが増える可能性があります。最適な速度は

分析試料によって異なり、メソッド開発中に決定する必要が

あります。

電気泳動図チャンネルデー

タ

EフィルターFデータのノイズをフィルターするときに使用す
るフィルターを選択します。フィルターパラメーターについ

てを参照してください。

フィルター
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説明ラベル

EリレーF リレー 1とリレー Oの状態をオープン EオープンFま
たはクローズ EクローズFに設定します。

リレー

E吸光度シグナルF ダイレクト EダイレクトFを選択して、検出
器から受信したデータを表示します。

インダイレクト EインダイレクトFを選択して、データを表示
する前にシグナルを反転します。

吸光度シグナル

フィルターパラメーターについて

以下の種類のノイズフィルターが用意されています。フィルターの種類ごとに、ピーク幅を

指定できます。フィルターの種類は、以下のとおりです。

• 汎用：これは通常のノイズフィルターです。高度なスムージングを提供しますが、ピーク
の歪みが制限されるか、最小限に抑えられ、分解能が低下します。

• 最大感度：このフィルターは、ベースラインノイズを低減します。シグナル対ノイズ比を
最大化しますが、ピークの広がりまたは平坦化を引き起こす可能性があります。これは、

ピークが分離され、検出限界または定量精度が最も重要な実験に使用します。

• 最大分解能：このフィルターはピーク形状を維持しますが、他のフィルターオプションよ
りもベースラインノイズを低減します。

ピーク幅は、ピークのベースにおける予測ピーク幅です。範囲は、以下のとおりです。

• なし：フィルタリングは実行されません。

• <1Sポイント：ノイズフィルターは最小数のポイントを使用するため、スムージングが少
なくなり、ノイズが多くなります。

• 1S～ORポイント：ノイズフィルターは中間数のポイントを使用します。

• >ORポイント：ノイズフィルターは最大数のポイントを使用するため、スムージングが多
くなり、ノイズが少なくなります。

装置メソッドの時間プログラムにイベントを追加す

る

時間プログラムは、装置メソッドのイベントの表です。イベントは上から下に順番に実行さ

れます。

NK 装置メソッドを開き、時間プログラムタブをクリックします。

OK イベントセルをクリックして、イベントを選択します。表 AJNを参照してください。
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図 P-V時間プログラムタブのイベントリスト

イベントパラメーターのフィールドが表の下のペインに表示されます。

PK 必要に応じて、右側のフィールドにパラメーターの値を入力します。表AJOを参照してく
ださい。

図 P-1M時間プログラムタブのイベントパラメーターを編集する

QK （オプション）パラメーターの有効範囲を表示するには、 をクリックします。

をクリックすると、ヘルプが非表示になります。

RK 必要に応じて、行ヘッダーを右クリックして行の挿入を選択し、時間プログラムに行を
挿入します。

選択した行の下に新しい行が表示されます。

SK 必要に応じて、行ヘッダーを右クリックし、行の削除を選択して、選択した行を削除し
ます。

TK この時間プログラムに分離圧力、分離電流などの分離イベントが含まれている場合は、
時間プログラムの最後のイベントとして終了イベントを追加します。
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UK 装置メソッドを保存します。

aK ファイル>保存をクリックして、現在の装置メソッドを保存ダイアログを開きます。

bK 名前フィールドに名前を入力します。

cK （オプション）メソッドのコメントフィールドに情報を入力します。

dK 要求されたら、現在のユーザーのbmpowerqMpoftwareログインパスワードをパスワー
ドフィールドに入力し、保存をクリックします。

装置メソッドは現在のプロジェクトに保存されます。

ユーザーガイドmA UMM mlus bmpowerqM ariver
orlJfasJMPJVTONJgAJAOS L SP

装置メソッドの作成



bmpowerqM poftwareでは、mA UMM mlusシステムのサンプルトレイとバッファートレイは「プ
レート」と呼ばれます。プレートは、bmpowerqM poftwareで定義する必要があります。この
プロセスを簡略化するために、pCfbuは、インポート可能な必要な情報を含むテキストファ
イルを提供します。

注：プレートは、bmpowerqM poftwareのインストール時に定義されています。プレートの
種類名表のプレートのリストにはmA UMM mlusサンプルトレイ、mA UMM mlusバッファート
レイ、およびmA UMM mlus VSウェルサンプルトレイが含まれており、プレートはすでに定
義されています。手順は参照用にここに含まれています。

NK mA UMM mlus bmpowerqM ariver asaをasaドライブに挿入します。

OK bmpowerqM poftwareの起動ダイアログで、システムの構成をクリックします。

構成マネージャウィンドウが開きます。

PK プレートの種類をクリックして、すでに定義されているプレートを表示します。

図 4-1構成マネージャウィンドウのプレートの種類

QK バッファートレイのプレートを作成します。

aK 表を右クリックして、テキストからインポートを選択します。
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bK 参照をクリックして、mA UMM mlus bmpowerqM ariver asaのファイルに移動します。
mAUMMmlus Buffer qrayKtxt

注：asaが利用できない場合は、ファイルのコピーがこのドキュメントに含まれて
います。内容をコピーして、テキストファイルに貼り付けます。プレート定義ファ

イルを参照してください。

cK 新規プレートの種類名フィールドにmA UMM mlusバッファートレイと入力し、lhをク
リックします。

図 4-Oテキストファイルからプレートの種類をインポートダイアログ

バッファートレイが構成マネージャウィンドウのリストに追加されます。

RK ステップ Qを繰り返して、サンプルトレイを作成します。

• QUバイアルサンプルトレイの場合は、mAUMMmlus pample qrayKtxtファイルを選択し、
プレートにmA UMM mlus pample qrayという名前を付けます。

• VSウェルサンプルトレイの場合は、mAUMMmlus VS tell pample qrayKtxtファイルを選
択し、プレートにmA UMM mlus VS tell pample qrayという名前を付けます。

バッファートレイについては、プレート定義ファイルが利用できない場合、このドキュ

メントでコピーを利用できます。プレート定義ファイルを参照してください。

注： VSウェルサンプルプレートのプレート定義ファイルは、標準のpCfbu VSウェルプ
レート（部品番号SMVUQQ）用です。別の製造業者のVSウェルプレートを使用するには、
構成マネージャウィンドウでファイル >新規 >プレートの種類をクリックし、プレー
トを手動で定義します。
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SK taters bmpowerqM poftware用Beckman Coulter mACb Manコントロールドライバーが
以前にインストールされている場合は、ドライバーで使用するために作成されたプレー

トをすべて削除します。プレートの行番号を右クリックして、削除を選択します。

TK （オプション）プレートに関する詳細情報を表示するには、プレートの行番号を右クリッ
クして、プロパティを選択します。

UK （オプション）プレートを削除するには、プレートの行番号を右クリックして、削除を
選択します。

削除できるのは、ユーザーが追加したプレートのみです。定義済みのプレートは削除で

きません。

VK ファイル >終了をクリックして、構成マネージャウィンドウを閉じます。
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このセクションでは、bmpowerqM poftwareを使用して、rsランプを交換し、maAおよびifc
検出器をキャリブレーションする方法について説明します。

以下は、mA UMM mlusシステムの場合の追加のメンテナンス手順です。手順については、mA
8MM mlus医薬品分析システムメンテナンスガイドを参照してください。

• rsまたはmaA検出器の取り付け

• rs検出器波長フィルターの取り付け

• ifc検出器の取り付け

• キャピラリーカートリッジの再構築

• バイアルの充填とバイアルキャップの取り付け

• インターフェースブロックとイジェクタのクリーニング

• 電極の交換

• クーラントの補充

• 光ファイバーのクリーニング

• ifc検出器のクリーニング

• クワッドリングの交換

• ヒューズの交換

検出器の交換

NK bmpowerqM poftwareで、サンプルを実行ウィンドウを閉じます。

OK bmpowerqM poftwareの起動ダイアログで、システムの構成をクリックして、構成マネー
ジャウィンドウを開きます。

PK bmpowerの構成でノードをクリックして、使用可能なノードを表示します。

QK 該当のノードに対応する行番号をクリックし、オフラインにするを右クリックします。

システムが使用されていない場合、つまりユーザーがシステムに接続していない場合、

またはサンプルが取り込まれていない場合、ソフトウェアはシステムをオフラインにし

ます。システムが使用中の場合、システムが使用中であることを示すメッセージが表示

されます。

RK 開いているプログラムをすべて閉じてから、iACLbモジュールを再起動します。
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SK 検出器を交換します。mA 8MM mlus医薬品分析システムメンテナンスガイドを参照してく
ださい。

rs検出器の場合、rs光源光学アセンブリーに取り付けられているフィルターの位置をメ
モします。

TK 構成マネージャウィンドウで、該当のノードに対応する行番号をクリックし、オンライ
ンにするを右クリックします。

UK lhをクリックして、メッセージを破棄します。

VK 次のいずれかの操作を行います。

• maAまたはifc検出器の場合、検出器をキャリブレーションします。maA検出器のキャ
リブレーションおよびifc検出器のキャリブレーションを参照してください。

• rs検出器の場合、フィルター情報を設定します。ステップ NMを参照してください。

NMK（rs検出器のみ）フィルター情報を設定します。

aK ダイレクトコントロールペインで、 をクリックしてから、rsフィルタータブをク
リックします。

bK フィルターがある検出器の各位置について、フィルターの波長を入力します。

デフォルト値を以下の表に示します。

表 R-1 rs検出器のデフォルトのフィルター波長

波長位置

EフィルターポジションOFOMMフィルターポジションO

EフィルターポジションPFONQフィルターポジションP

EフィルターポジションQFORQフィルターポジション4

EフィルターポジションRFOUMフィルターポジションR

cK 設定をクリックします。

重水素ランプのスペクトルと強度の表示

この手順を使用して、検出器から見た重水素ランプのrawカウントを表示します。シグナル
が低い場合、この手順では、ランプの問題が原因でrs光強度が低いかどうかを判断できま
す。

スペクトルは、ランプ寿命についてランプ使用時間値よりも優れたインジケータです。
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必要な物

• maA検出器

• lmCAiカートリッジ（部品番号 NQQSSM）

NK maA検出器を取り付けます。検出器の交換およびmA 8MM mlus医薬品分析システムメンテ
ナンスガイドを参照してください。

OK ダイレクトコントロールペインでランプオンLオフタブをクリックします。

PK オンをクリックし、設定をクリックしてランプをオンにします。

QK スペクトルタブをクリックし、スキャン速度リストでPOを選択して、モニターをクリッ
クします。

図 R-1スペクトルタブ

データが収集されると、スペクトルが表示されます。

図 R-O許容可能なスペクトルを持つスペクトルタブ

RK カウントフィールドのスペクトルと値を点検します。

• 値がRMMMを超えていて、プロットが上部で平坦でない場合、ランプは正しく動作して
います。
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• 値がRMMM未満の場合は、ステップ Sに進みます。

• プロットが上部で平坦な場合、シグナルは飽和しています。スキャン速度リストでS4
を選択して、モニターをクリックします。

それでもプロットが平坦な場合は、スキャン速度リストで1OUを選択して、モニター
をクリックします。

図 R-P飽和スペクトルを持つスペクトルタブ

SK カートリッジで以下のことを確認し、スキャン速度リストでPOを選択して、モニターを
クリックします。

• アパチャ（開口部）が清潔であることを確かめてください。

• キャピラリーが清潔であり、壊れていないことを確認してください。

• アパチャ（開口部）がキャピラリーウィンドウの中央にあることを確認します。

• 光ファイバーケーブルが清潔であり、壊れていないことを確認してください。必要に
応じてクリーニングまたは交換します。

カウントフィールドの値がPO ezでRMMM未満の場合は、ステップ Tに進みます。

TK lmCAiカートリッジを取り付けて、スキャン速度リストでPOを選択して、モニターをク
リックします。

カウントフィールドの値がNMMMM未満の場合は、ランプが耐用年数の終わりに達している
か、ランプが故障しているため交換する必要があります。重水素ランプの交換を参照し

てください。

重水素ランプの交換

重水素ランプは、rs検出器とmaA検出器で使用されます。ベースラインのノイズが多すぎる
場合、またはランプが点灯しない場合は、ランプを交換する必要があります。
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必要な物

• 重水素ランプ

• TLSQインチ六角レンチ

• パウダーフリー手袋

警告！高温面の危険。ランプを交換する前に、電源をオフにして、十分な時間を

取ってランプを完全に冷却させます。高温のランプはやけどの原因となります。

NK ダイレクトコントロールペインでロードをクリックします。

トレイがロード位置に移動します。

OK カートリッジカバードアを持ち上げます。

PK システムの電源を切り、ランプが冷えるまで十分な時間を取ります。

QK クランプバーのO本のつまみねじを緩め、バーを持ち上げます。

RK インターフェースブロックからキャピラリーカートリッジを取り外します。

SK rs光源アセンブリーを取り外すには、O本のつまみねじを緩め、アセンブリーを前方に
引いて、清潔な作業面に置きます。図 RJQを参照してください。

図 R-4 rs光源アセンブリー
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説明項目

アクセスドアラッチN

アクセスドアO

つまみねじ（各片側にNつ）P

TK rs光源アセンブリーの背面にあるrsランプアクセスカバーを開き、ランプの電源プラグ
を外します。図 RJRを参照してください。

図 R-R重水素ランプアセンブリー

説明項目

電源プラグN

UK rsランプを固定するTLSQインチのO本の六角ねじを取り外し、rsランプをランプハウジ
ングから取り外します。

VK ランプのフランジガイドノッチをハウジングのガイドピンに合わせて、新しいrsランプ
を取り付けます。

注意：結果が不正確になる可能性。ランプを取り付ける前に、オレンジ色のl-リング
がランプフランジに取り付けられていることを確認してください。l-リングがないと、
ランプの性能が低下します。
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注意：ダメージを与える恐れ。rsランプを取り扱うときは、パウダーフリー加工の手
袋を使用します。rsランプ操作時に生じる高温や高いrs強度により付着する指紋は、
rsランプの表面を腐食する腐食性化合物を形成し、rsランプの電源を入れたときに
ランプが壊れる可能性があります。rsランプを取り扱う際は、rs光ウィンドウを乾
いた状態に保ち、摩耗しないよう保護します。

NMK O本の六角ねじを取り付けて、ぴったり合うまで締めます。

NNK ランプ電源プラグを接続し、rsランプアクセスカバーを閉じます。

NOK rs光源アセンブリーを取り付け位置に置き、Oつの上部ガイドピンを合わせ、Oつのつま
みねじを締めます。

NPKインターフェースブロックにキャピラリーカートリッジを取り付けます。

NQKクランプバーを下げ、O本のつまみねじを締めます。

NRKカートリッジカバードアを閉じます。

NSK電源を入れます。

NTK bmpowerqM poftwareでランプ使用時間をリセットします。

aK bmpowerqM poftwareを起動します。

bK ダイレクトコントロールペインで、ランプ使用時間をクリックし、リセットをクリッ
クします。

maA検出器のキャリブレーション

注：長期にわたって分析結果の一貫性を確保するため、mA UMM mlusシステムに取り付ける
たびに、検出器をキャリブレーションすることを強くお勧めします。また、カートリッジ

のキャピラリーを交換した後、または別のカートリッジを取り付けた後に、検出器を校正

します。

NK mA UMM mlusシステムの電源を切り、maA検出器を取り付けます。

mA 8MM mlus医薬品分析システムメンテナンスガイドを参照してください。

OK mA UMM mlusシステムの電源を入れ、ランプが暖まるまで少なくとも PM分間待ちます。

PK bmpowerqM poftwareを開き、サンプルを実行をクリックします。

ダイレクトコントロールペインは、サンプルを実行ウィンドウに表示されます。

注：ダイレクトコントロールペインが表示されない場合は、表示 >コントロールパネ
ル > pCfbu Cbをクリックします。

ユーザーガイドmA UMM mlus bmpowerqM ariver
orlJfasJMPJVTONJgAJAPS L SP

システムのメンテナンス



図 R-S maA検出器のダイレクトコントロールペイン

QK ダイレクトコントロールペインで詳細設定をクリックします。

ウィンドウが更新され、追加のパラメーターが表示されます。

図 R-T maA検出器のキャリブレーションパラメーター

RK キャリブレーションをクリックします。パラメーターは変更しないでください。

キャリブレーションが始まります。キャリブレーションが完了すると、ステータスフィー

ルドに「UT：maA波長キャリブレーション成功！」と表示されます。ここで、8Tはメッ
セージコードです。
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SK キャリブレーションが成功しない場合は、カートリッジと検出器を取り外し、再度取り
付けてからキャリブレーションを行ってください。

キャリブレーションが再度失敗した場合は、この手順を繰り返します。

TK キャリブレーションがP回失敗した場合は、pCfbuテクニカルサポートまでご連絡くださ
い。

ifc検出器のキャリブレーション

注：長期にわたって分析結果の一貫性を確保するため、mA UMM mlusシステムに取り付ける
たびに、検出器をキャリブレーションすることを強くお勧めします。また、カートリッジ

のキャピラリーを交換した後、または別のカートリッジを取り付けた後に、検出器を校正

します。

ifc検出器をキャリブレーションして、報告された蛍光の値を標準と比較して正規化します。

必要な物

• ifcパフォーマンステストミックス（部品番号 TOSMOO）

• キャピラリーに応じて、以下のいずれかの操作を実行します。

• ベアフューズドシリカキャピラリーの場合：キャピラリーパフォーマンスランバッ
ファーA（部品番号 PPUQOS）

• kJCelコーティングキャピラリーの場合：二重精製脱イオン（aaf）水（MKOμmフィ
ルターでろ過し、抵抗がNU M 超のMpグレードの水）

NK ifc検出器をインストールした後、mA UMM mlusシステムをオンにしてから、ソリッドス
テートレーザーをオンにします。

OK キャリブレーション用のバイアルを準備します。

aK ベアフューズドシリカキャピラリーの場合、ifcパフォーマンステストミックスNMM
µiを等量のランバッファーAで希釈し、マイクロバイアルをユニバーサルバイアルに
入れます。

bK kJCelコーティングキャピラリーの場合、ifcパフォーマンステストミックスNMM µi
をマイクロバイアルに追加し、ユニバーサルバイアルに入れます。

PK bmpowerqM poftwareを開き、サンプルを実行をクリックして、必要に応じてログインし
ます。
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図 R-U bmpowerqM poftware mroインターフェースウィンドウ

QK サンプルを実行ダイアログで、左側の対象となるプロジェクトのフォルダーをクリック
し、右側のリストでifc検出器が取り付けられているシステムをクリックして、lhをク
リックします。
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図 R-Vサンプルを実行ダイアログ

RK ダイレクトコントロールペインでロードをクリックし、バイアルをバッファートレイの
以下の位置に置きます。

• インレットバッファートレイ位置AN：NKR miランバッファーA（ベアフューズドシリ
カキャピラリーの場合）またはaaf水（kJCelコーティングキャピラリーの場合）

• インレットバッファートレイ位置BN：OMM µi希釈ifcパフォーマンステストミックス

• アウトレットバッファートレイ位置AN：NKR mi aaf水

SK パラメーターを設定してから、キャリブレーションを開始します。

aK ダイレクトコントロールペインで、キャリブレーション係数タブをクリックし、自動
をクリックします。

図 R-1Mダイレクトコントロールペインのキャリブレーション係数タブ

bK キャリブレーションする検出器チャンネルをクリックします。
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cK ターゲットocr値を入力します。表 RJOを参照してください。

表 R-Oキャピラリー別のキャリブレーションパラメーター

ターゲット
ocr

（ocr）

全長EcmF内径EµmFキャピラリーの種類

NRユーザー指定RMベアフューズドシリカ

PRユーザー指定TRベアフューズドシリカ

Tユーザー指定RMkJCelコーティング

dK キャピラリーの内径と全長の値を入力します。

eK 開始をクリックし、表示されるダイアログではいをクリックします。

図 R-11バイアル位置ダイアログ

キャリブレーションが始まり、完了するまでに約V分かかります。「キャリブレーション
完了 >」メッセージが表示されます。
「ステップ変化が検出されませんでした」というメッセージが表示される場合は、キャ

ピラリーが詰まっているか、検出器を通過してもキャリブレーション溶液が流れていな

いか、検出器が溶液を検出できません。トラブルシューティングの手順については、『シ

ステムメンテナンスガイド』の「ステップ変化が検出されない」セクションを参照して

ください。

TK CCc値を点検します。
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図 R-1Oキャリブレーション後のキャリブレーション係数タブ

• CCcがMKN～NMの場合、許容範囲です。承認をクリックします。

注： サンプルがフルオレセイン以外の色素でラベル付けされる場合は、システムの

パフォーマンスが許容範囲内であることを確認するために標準を実行することをお

勧めします。

• CCc値がMKN未満またはNMより大きい場合は、許容範囲外です。キャンセルクリックし
て、ステップ Uに進みます。

UK 以下を確認し、キャリブレーションを繰り返します。

• キャリブレーション係数タブのキャピラリー寸法が正しいことを確認してください。

• 検出器に正しいバンドパスフィルターが取り付けられていることを確認してください。

• 清潔なバイアルに新たに準備した試薬を満たし、清潔なキャップでカバーし、トレイ
のバイアルを交換します。

それでもCCc値がMKN未満またはNMより大きい場合は、レーザーまたは光路に問題がある
可能性があります。pCfbuテクニカルサポート（sciexKcomLrequestJsupport）までお問い
合わせください。
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修正アクション考えられる原因症状

NK kational fnstruments dmfB
ドライバーバージョンNVKM
がインストールされてい

ない場合は、インストー

ルします。

OK Kkbq cramework QKR用の
fJQUUKO Kkbq言語ランタイ
ムNTKMKNがインストールさ
れていない場合は、イン

ストールします。

NK 間違ったバージョンの
dmfBドライバーがインス
トールされています。

OK 間違ったバージョン
のKkbq言語ランタイムが
インストールされていま

す。

bmpowerqM poftwareメッセー
ジセンターウィンドウでの

「装置故障」または「システ

ムエラー」メッセージ。

mA UMM mlusシステムを再起動
してから、iACLbモジュール
または装置に物理的に接続さ

れているコンピューターを再

起動します。

新しい検出器の設置後、

ファームウェア設定がmA UMM
mlusシステムからiACLbモ
ジュールにダウンロードされ

なかったか、またはfnstrument
perverに新しい設定がありま
せん。

検出器の交換後、bmpowerqM

poftwareメッセージセンター
ウィンドウでの「装置故障」

または「システムエラー」

メッセージ。

装置メソッドを点検し、以下

のことを確認します。

• キャピラリーの適切な側ま
たは両方に圧力がかかりま

す。適切なアプリケーショ

ンガイドを参照してくださ

い。

• 圧力値は、ソフトウェアで
使用される単位（ミリバー

ルまたはpsi）に対して適切
です。ソフトウェアで使用

される圧力単位を変更する

手順については、『mA8MM
mlus EmpowerTM Driverリ
リースノート』を参照して

ください。

装置メソッドのパラメーター

が正しくありません。

アッセイの結果は、『アプリ

ケーションガイド』に示され

ているものとは大きく異なり

ます。

mA UMM mlus bmpowerqM ariverユーザーガイド
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修正アクション考えられる原因症状

速度補正領域（sCA）などの
Cb固有の属性のカスタム計算
を作成します。

bmpowerqM poftwareのキャピ
ラリー電気泳動関連の計算の

一部は、pCfbuシステム用に
最適化されていません。

一部のデータ処理計算の結果

は、PO haratqM poftwareでの
同様の計算とは大きく異なり

ます。

バイアルの増分の数字がサン

プルセットメソッドの行数と

一致し、サンプルセットメ

ソッドのラン回数と一致する

ことを確認してください。

サンプルセットメソッドが正

しくありません。

実行中にバイアルを増分する

必要がある場合、圧力または

移動エラーがあります。

両方のシステムで同時にデー

タ取得を実行したり、各シス

テムを個別のiACLbモジュー
ルに接続したりしないでくだ

さい。

iACLbモジュールに複数のmA
UMM mlusシステムが接続され
ているため、収集されている

データが多すぎます。

データ取得時の「スキャンま

たはチャンネルデータオー

バーフロー」エラーメッセー

ジ。
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このセクションでは、装置メソッドの時間プログラムに追加できるイベントと関連パラメー

ターのリストを示します。表 AJNを参照してください。

パラメーターの詳細については、表 AJOを参照してください。

注：コメントパラメーターは以下の表では省略されていますが、すべてのイベントで使用

できます。

表 A-1時間プログラムイベント

パラメーター説明イベント

開始時間（分）EオートゼロF検出器の出力をゼロにします。オートゼロ

• 温度 EºCF

• 開始時間（分）

Eキャピラリー温度Fキャピラリー温度を設
定します。

キャピラリー温度

開始時間（分）E終了Fメソッドの終了を示します。メソッ
ドで許可される終了イベントはNつだけで、
これは時間プログラムの最後のイベントで

なければなりません。

終了

• 圧力（psiまたは
mbar）

• 時間EsF

• 圧力方向

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

E注入圧力F圧力を使用してサンプルを注入
します。

注入圧力

mA UMM mlus bmpowerqM ariverユーザーガイド
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表 A-1時間プログラムイベント E続きF

パラメーター説明イベント

• 圧力（psiまたは
mbar）

• 時間EsF

• 圧力方向

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

E注入圧力キャピラリーフィルF圧力を使用
してサンプルを注入します。

このイベントは、注入圧力イベントよりも

高い圧力とより長い時間を可能にします。

このイベントを使用して、キャピラリーを

サンプルで完全に満たします。

注入圧力キャピラ

リーフィル

• 真空（psiまたは
mbar）

• 時間EsF

• 圧力方向

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

E注入吸引F真空を使用してサンプルを注入
します。

注入吸引

• 電圧 EksF

• 極性

• 時間EsF

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

E注入電圧F電圧を使用してサンプルを注入
します。

注入電圧

開始時間（分）EランプオフF指定した時間にランプをオフ
にします。

ランプオフ

開始時間（分）EランプオンF指定した時間にランプをオン
にします。

ランプオン

開始時間（分）EレーザーオフF Eifc検出器F指定した時間に
レーザーをオフにします。

レーザーオフ

開始時間（分）EレーザーオンF Eifc検出器F指定した時間に
レーザーをオンにします。

レーザーオン

ユーザーガイドmA UMM mlus bmpowerqM ariver
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表 A-1時間プログラムイベント E続きF

パラメーター説明イベント

• リレー N

• リレー O

• 開始時間（分）

EリレーオンF指定した時間に指定したリレー
をオンにします。

リレーオン

• 圧力（psiまたは
mbar）

• 時間 E分F

• 圧力方向

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E洗浄圧力F真空を使用する洗浄イベントを
追加します。

洗浄圧力

• 真空（psiまたは
mbar）

• 時間 E分F

• 圧力方向

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E洗浄吸引F真空を使用する洗浄イベントを
追加します。

洗浄吸引

• 温度 EºCF

• 開始時間（分）

Eサンプルストレージ温度Fサンプルクーラー
の温度を設定します。

サンプルストレージ

温度

• 電流EµAF

• 時間 E分F

• ランプ時間E分F

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E分離電流F電流を使用してサンプルを分離
します。

分離電流
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表 A-1時間プログラムイベント E続きF

パラメーター説明イベント

• 電流EµAF

• 時間 E分F

• ランプ時間E分F

• 圧力（psiまたは
mbar）

• 圧力方向

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E分離電流圧力F電流と圧力を使用してサン
プルを分離します。

分離電流圧力

• 電流EµAF

• 時間 E分F

• ランプ時間E分F

• 真空（psiまたは
mbar）

• 圧力方向

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E分離電流吸引F電流と真空を使用してサン
プルを分離します。

分離電流吸引

• 電力（t）

• 時間 E分F

• ランプ時間E分F

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E分離電源F電源を使用してサンプルを分離
します。

分離電源

ユーザーガイドmA UMM mlus bmpowerqM ariver
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表 A-1時間プログラムイベント E続きF

パラメーター説明イベント

• 電力（t）

• 時間 E分F

• ランプ時間E分F

• 圧力（psiまたは
mbar）

• 圧力方向

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E分離電源圧力F電源と圧力を使用してサン
プルを分離します。

分離電源圧力

• 電力（t）

• 時間 E分F

• ランプ時間E分F

• 真空（psiまたは
mbar）

• 圧力方向

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E分離電源吸引F電源と吸引を使用してサン
プルを分離します。

分離電源吸引

• 圧力（psiまたは
mbar）

• 時間 E分F

• 圧力方向

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E分離圧力F圧力を使用してサンプルを分離
します。

分離圧力
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表 A-1時間プログラムイベント E続きF

パラメーター説明イベント

• 真空（psiまたは
mbar）

• 時間 E分F

• 圧力方向

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E分離吸引F真空を使用してサンプルを分離
します。

分離吸引

• 電圧 EksF

• 極性

• 時間 E分F

• ランプ時間E分F

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E分離電圧F電圧を使用してサンプルを分離
します。

分離電圧

• 電圧 EksF

• 極性

• 時間 E分F

• ランプ時間E分F

• 圧力（psiまたは
mbar）

• 圧力方向

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E分離電圧圧力F電圧と圧力を使用してサン
プルを分離します。

分離電圧圧力
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表 A-1時間プログラムイベント E続きF

パラメーター説明イベント

• 電圧 EksF

• 極性

• 時間 E分F

• ランプ時間E分F

• 真空（psiまたは
mbar）

• 圧力方向

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E分離電圧吸引F電圧と真空を使用してサン
プルを分離します。

分離電圧吸引

開始時間（分）Eデータ停止Fデータ収集を停止します。データ停止

• 時間 E分F

• トレイ位置

• バイアル自動交換サ
イクル（ラン回数）

• 開始時間（分）

E待機F待機イベントを追加します。待機

• チャンネル

• 波長EnmF

• 帯域 EnmF

• 開始時間（分）

E波長 maA検出器F EmaA検出器F maA検出器
の指定されたチャンネルの波長を変更しま

す。

注：波長範囲（波長–½帯域幅）
は、NUS nm～SMQ nm間の必要がありま
す。

波長 maA検出器

• 波長EnmF

• 開始時間（分）

E波長 rs検出器F Ers検出器F rs検出器の
チャンネルNの波長を変更します。

波長 rs検出器
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R1 L SPorlJfasJMPJVTONJgAJA

時間プログラムイベント



時間プログラムイベントのパラメーター

パラメーターは、アルファベット順にリストされています。

表 A-O時間プログラムイベントのパラメーター

詳細パラメーター

E開始時間（分）Fこのイベントを開始する時間。開始時間（分）
パラメーターがMの状態で最初のイベントからの時間として表され
ます。

開始時間（分）

E帯域 EnmFF EmaA検出器F波長 maA検出器 E波長 maA検出器Fイベ
ントの帯域（S～ORO nm）。

注：波長範囲（波長–½帯域幅）は、NUS nm～SMQ nm間の必要
があります。

帯域 EnmF

EチャンネルF EmaA検出器F指定された波長に設定されるmaA検出
器のチャンネル。

チャンネル

E電流EµAFFイベント中に適用される電流。–PMMKM µA～PKM µAまた
はPKM µA～PMMKM µA。

• PKM µA～PMMKM µAの値は通常の極性です（インレットEHF、アウ
トレットE–F）。

• JPMMKM µA～JPKM µAの値はリバースの極性です（インレットE–F、
アウトレットEHF）。

電流EµAF

E時間 E秒または分FFイベントの時間。

注：圧力イベントと真空イベントの場合、時間は、システムが

指定された圧力（または真空）になるのに十分な長さである必

要があります。圧力イベントと真空イベントの時間についてを

参照してください。

時間 E秒または分F

Eバイアル自動交換サイクル（ラン回数）Fインレットバイアルと
アウトレットバイアルが増分されるまでのラン回数。バイアルを

増分しない場合はMを入力します。バイアルの増分についてを参照
してください。

バイアル自動交換サイク

ル（ラン回数）
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表 A-O時間プログラムイベントのパラメーター E続きF

詳細パラメーター

E極性Fイベント中に適用される電流の方向。オプションは以下の
とおりです。

• 通常 EHFE通常F：インレットEHF、アウトレットE–F。

• リバース E-FEリバースF：インレットE–F、アウトレットEHF

極性

E電力（t）Fイベント中に適用される電力（–VKMMM t～VKMMM
t）。

• MKMMN t～VKMMM tの値は通常の極性です（インレットEHF、ア
ウトレットE–F）。

• –VKMMM t～–MKMMN tの値はリバースの極性です（インレット
E–F、アウトレットEHF）。

電力（t）

E圧力（psiまたはmbar）Fイベント中に適用される圧力。

注：システムは、圧力になるまでの時間を必要とします。時間

E時間Fパラメーターが短すぎると、指定された圧力に到達できま
せん。圧力イベントと真空イベントの時間についてを参照して

ください。

圧力（psiまたはmbar）

イベント中に適用される圧力の方向。オプションは以下のとおり

です。

• 前方 E前方F：インレットからアウトレットへ。

• リバース EリバースF：アウトレットからインレットへ。

• 同時 E同時F：双方向で同時に。

圧力方向

Eランプ時間E分FFシステムが指定された圧力、電圧、電力、または
電流に到達するのに必要な時間。

ランプ時間E分F

Eリレー NF開閉するリレー。リレー 1

Eリレー OF開閉するリレー。リレー O

E温度 EºCFFカートリッジまたはサンプルクーラーの温度。温度 EºCF

Eトレイ位置Fイベントのインレットとアウトレットバイアル。バ
イアルごとに、トレイと位置を指定します。トレイ位置について

を参照してください。

トレイ位置
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表 A-O時間プログラムイベントのパラメーター E続きF

詳細パラメーター

E真空（psiまたはmbar）Fイベント中に適用される真空。MKN psi～
RKM psi（またはSKV mbar～PQQKT mbar）。

注：システムは、真空になるまでの時間を必要とします。時間

E時間Fパラメーターが短すぎると、指定された真空に到達できま
せん。圧力イベントと真空イベントの時間についてを参照して

ください。

真空（psiまたはmbar）

E電圧 EksFFイベント中に適用される電圧。分離電圧イベントの場
合は–PMKM ks～PM ks、注入電圧イベントの場合は–NMKM ks～NM
ks。

電圧の方向は、極性パラメーターによって設定されます。

電圧 EksF

E波長EnmFFイベントの波長（NVM nm～SMM nm）。波長EnmF

圧力イベントと真空イベントの時間について

システムは、圧力（または真空）になるまでの時間を必要とします。時間が短すぎると、指

定された圧力または真空に到達できません。以下の表を使用して、時間が十分に長いことを

確認してください。表 AJPおよび表 AJQを参照してください。

表 A-P圧力に到達するまでに必要な時間

最小設定時間この圧力に到達するにはKKK

NKM秒SKV mbarMKN psi

NKR秒NPKU mbarMKO psi

OKM秒OMKT mbarMKP psi

OKR秒OTKS mbarMKQ psi

PKM秒PQKR mbarMKR psi

PKQ秒QUKP mbarMKT psi

PKR秒NPTKV mbarOKM psi

PKU秒PQQKT mbarRKM psi

RKM秒SRRKM mbarVKR psi

SKP秒NTOPKT mbarORKM psi
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orlJfasJMPJVTONJgAJAR4 L SP

時間プログラムイベント



表 A-4真空に到達するまでに必要な時間

最小設定時間この真空に到達するにはKKK

OKM秒SKV mbarMKNM psi

OKR秒NMKP mbarMKNR psi

PKM秒OMKT mbarMKPM psi

PKR秒OTKS mbarMKQM psi

QKM秒PQKR mbarMKRM psi

トレイ位置について

トレイ位置パラメーターは、洗浄、注入、分離、または待機イベントのキャピラリーインレッ

トとアウトレットの位置を指定するために使用されます。

トレイ位置のパラメーターは、以下のとおりです。

• インレットバイアル：AN～cSまでの次のイベント用のインレットバイアル。

• インレットトレイ：次のイベント用のインレットトレイ（バッファーまたはサンプル）。
注入イベントの場合、サンプルリストも利用できます。注入イベントのサンプルバイアル

位置を参照してください。

• アウトレットバイアル：AN～cSまでの次のイベント用のアウトレットバイアル。

• アウトレットトレイ：次のイベント用のアウトレットトレイ（バッファーまたはサンプ
ル）。注入イベントの場合、サンプルリストも利用できます。注入イベントのサンプルバ

イアル位置を参照してください。

mA UMM mlusシステムでは、サンプルトレイとバッファートレイの形状、およびキャピラリー
カートリッジの寸法により、トレイ内のPSの位置すべてへのアクセスが制限されます。たと
えば、キャピラリーインレットがバッファーインレットトレイのASにある場合、キャピラ
リーアウトレットはバッファーアウトレットトレイのcSにアクセスできません。これらの互
換性のない位置は、「トレイの衝突」または「バイアルの衝突」と呼ばれることがあります。

ソフトウェアは位置を確認し、衝突をユーザーに警告します。

衝突を引き起こさない組み合わせを以下の表に示します。表 AJRを参照してください。

表 A-R衝突を引き起こさないインレットとアウトレットの列

互換性のあるアウトレット列インレット列

A～CA～c

A～aB～c
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表 A-R衝突を引き起こさないインレットとアウトレットの列 E続きF

互換性のあるアウトレット列インレット列

A～bC～c

A～ca～c

注入イベントのサンプルバイアル位置

注入イベントは、分離が始まる前にサンプルをキャピラリーに注入するために使用されます。

注入イベントのサンプルを含むバイアルの位置は、装置メソッドまたはサンプルセットメソッ

ドで指定できます。

NK 装置メソッドでバイアル位置を設定するには、任意の注入イベントのトレイ位置パラメー
ターを編集します。

OK サンプルセットメソッドでバイアル位置を設定するには、以下の手順を実行します。

aK 装置メソッドで、トレイ位置パラメーターのインレットトレイのサンプルリストを選
択します。

bK サンプルセットメソッドで、プレートLウェルフィールドのバイアル位置を編集しま
す。

バイアルの増分について

バイアルの増分は、メソッドの指定されたサイクル数の後にインレットまたはアウトレット

バイアルを前進させる自動プロセスです。バイアルを増分することで、サンプルセットメソッ

ドの過程で異なるバイアル位置が必要になった場合に、新しいメソッドを作成する必要がな

くなります。バイアルを増分しないと、インターフェースブロック、圧力マニホールド、お

よびシステムの他の部分に溜まる液体でバイアルがオーバーフローする可能性があります。

さらに、バイアルを増分しなくても、バッファーのイオン強度が低下する可能性があります。

バイアルメソッドは、装置メソッドの洗浄、注入、分離、および待機イベントで有効になっ

ています。

バイアルの増分を使用するには、バイアル自動交換サイクル（ラン回数）パラメーターのイ

ンレットおよびアウトレットフィールドにラン回数の値を入力します。ラン回数は、バイア

ルの増分が発生する前にメソッドセットが繰り返される回数です。

サンプルセットメソッドが新しいメソッドセットに進むと、バイアルの増分が再開されます。
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このセクションには、バッファートレイ、サンプルトレイ、およびpCfbu VSウェルサンプル
プレートのプレート定義が含まれています。これらのプレートは、bmpowerqM poftwareで定
義する必要があります。

ファイルは、mA UMM mlus bmpowerqM ariverのインストールの一部としてインストールする
必要があります。

それらが存在せず、プレートを定義する必要がある場合は、テキストをコピーしてテキスト

エディターに貼り付け、ファイルを保存します。

mA UMM mlus bmpowerqM ariverユーザーガイド

RT L SPorlJfasJMPJVTONJgAJA

Bプレート定義ファイル



mAUMMmlusサンプルトレイプレート定義ファイル
Empower Profile for Plate Type: CE Sample Tray
 Plate Type: XY
 Permanent: No
 Plate Terminology: Plate
 Well Terminology: Well
 Plate Dimensions:
  X: 85.00
  Y: 128.00
  Height: 17.00
 Well Dimensions:
  Top Left Well X Location: 9.00
  Top Left Well Y Location: 17.10
  Well Diameter: 12.00
  Well Depth: 14.00
 Row and Column Dimensions:
  Number of Rows: 8
  Row Spacing: 13.40 mm
  Number of Columns: 6
  Column Spacing: 13.40 mm

 Row and Column Offsets:
  Row Offset Type: None
  Row Offset: 0.00 mm
  ColumnOffset Type: None
  Column Offset: 0.00 mm
 Origin: Bottom Left

 Scheme:
  Referencing: XY
  Horizontal: ABC ...
  Vertical: 123 ...
  Sequential Continuous: Off
  Horizontal First Priority: On
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mAUMMmlus VSウェルサンプルトレイプレート定義
ファイル

Empower Profile for Plate Type: 96-Well Sample Tray
 Plate Type: XY
 Permanent: No
 Plate Terminology: Plate
 Well Terminology: Well
 Plate Dimensions:
  X: 85.00
  Y: 128.00
  Height: 17.00
 Well Dimensions:
  Top Left Well X Location: 11.00
  Top Left Well Y Location: 14.50
  Well Diameter: 6.80
  Well Depth: 14.00
 Row and Column Dimensions:
  Number of Rows: 12
  Row Spacing: 9.00 mm
  Number of Columns: 8
  Column Spacing: 9.00 mm

 Row and Column Offsets:
  Row Offset Type: None
  Row Offset: 0.00 mm
  ColumnOffset Type: None
  Column Offset: 0.00 mm
 Origin: Bottom Left

 Scheme:
  Referencing: XY
  Horizontal: ABC ...
  Vertical: 123 ...
  Sequential Continuous: Off
  Horizontal First Priority: On
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mAUMMmlusバッファートレイプレート定義ファイ
ル

Empower Profile for Plate Type: CE Buffer Tray
 Plate Type: XY
 Permanent: No
 Plate Terminology: Plate
 Well Terminology: Well
 Plate Dimensions:
  X: 85.00
  Y: 85.00
  Height: 17.00
 Well Dimensions:
  Top Left Well X Location: 9.00
  Top Left Well Y Location: 9.00
  Well Diameter: 12.00
  Well Depth: 14.00
 Row and Column Dimensions:
  Number of Rows: 6
  Row Spacing: 13.40 mm
  Number of Columns: 6
  Column Spacing: 13.40 mm

 Row and Column Offsets:
  Row Offset Type: None
  Row Offset: 0.00 mm
  ColumnOffset Type: None
  Column Offset: 0.00 mm
 Origin: Bottom Left

 Scheme:
  Referencing: XY
  Horizontal: ABC ...
  Vertical: 123 ...
  Sequential Continuous: Off
  Horizontal First Priority: On
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インストール時に、cpbは以下のことをお客様にご理解または確認しておく必要があります。

• ソフトウェアの機能W

• rpBライセンス

• 装置メソッドの作成、編集、保存

• 複数のプレートを使用するためのソフトウェアの構成

• 以下を含むシステムのダイレクトコントロール：

• 装置の状態

• 状態フィールド

• パラメーターのタブとボタン

• 単一のサンプルまたはサンプルセットメソッドの実行

• 実行の停止

• bmpowerqM poftwareメッセージセンターウィンドウでのエラーメッセージの表示

• カートリッジの取り付け

• サンプルのロード

• 検出器の交換（複数の検出器があるシステムの場合）

• メンテナンスの手順
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お客様のトレーニング

• 北米：kAKCustomerqraining@sciexKcom

• ヨーロッパ：buropeKCustomerqraining@sciexKcom

• ヨーロッパおよび北米以外：sciexKcomLeducationのお問い合わせ情報を参照してくださ
い。

オンライン学習センター

• pCfbu rniversityqM

消耗品の購入

pCfbu消耗品の再注文はオンライン（storeKsciexKcom）をご利用ください。注文するには、
アカウント番号（見積り、注文確認書、発送文書に記載）を使用します。現在、pCfbuオン
ラインストアは米国、英国、ドイツのみに対応しておりますが、将来的に他の国にも拡大予

定です。米国、英国、ドイツ以外のお客様は、地域のpCfbuサービス担当者までご連絡くだ
さい。

pCfbuのサポート
pCfbuおよびその代理店は、十分に訓練を受けた保守L技術専門要員を世界中に配備していま
す。システムまたは起こり得る技術的問題に関するご質問にお答えします。詳細な情報につ

いては、pCfbuウェブサイト（sciexKcom）を参照するか、以下のいずれかの方法でお問い合
わせください。

• sciexKcomLcontactJus

• sciexKcomLrequestJsupport
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サイバーセキュリティ

pCfbu製品のサイバーセキュリティに関する最新のガイダンスについては、
sciexKcomLproductsecurityを参照してください。

マニュアル

このマニュアルの本バージョンは、以前のバージョンに優先します。

このマニュアルを電子的に閲覧するにはAdobe Acrobat oeaderが必要です。最新バージョン
をダウンロードするには、httpsWLLgetKadobeKcomLreaderにアクセスしてください。

ソフトウェア製品のマニュアルについては、ソフトウェアに付属のリリースノートまたはソ

フトウェアインストールガイドを参照してください。

ハードウェア製品のマニュアルについては、システムまたはコンポーネントに付属のCustomer
oeference asaを参照してください。

ドキュメントの最新バージョンはpCfbuのウェブサイト（sciexKcomLcustomerJdocuments）
から入手してください。

注：このマニュアルの無料印刷版を請求するには、sciexKcomLcontactJusにご連絡くださ
い。
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