
・製品をご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みください。 

・本書の注意事項は必ずお守りください。 

・本取扱説明書は、必要な時にすぐに取り出して読めるように大切に保管してください。 
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注 意 



バイオ・ラッド テックコール 
製品の学術的お問い合わせ並びに修理・メンテナンスに関するお問い合わせは弊社テックコールにお問い合

わせください。  

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 

AM9:00～PM5:00 （日本標準時：JST） 

電話: 03-6404-0331  

Fax:  03-6404-0334  

Email: life_ps_jp@bio-rad.com 

以下の Web でオンラインでのテクニカルサポート並びに製品情報等をご参照頂けます。  

Web：www.bio-rad.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trademarks and Legal Notices 

WindowsおよびMicrosoft OfficeはMicrosoft Corporationの登録商標です。 

バイオ・ラッドリアルタイムシステムは、Eppendorf AGが所有する以下の米国特許、その海外対応特許または出願中の海外

特許の１つまたは２つ以上によって保護されます：米国特許第6,767,512号および第7,074,367号。 

 

バイオ・ラッドのHard-Shell PCRプレートは、Eppendorf AGが所有する以下の米国特許、その海外対応特許または出願中

の海外特許の１つまたは２つ以上によって保護されます：米国特許第7,347,977号、第6,340,589号および第6,528,302号。

AndroidTMはGoogle Incの商標です。 

Adobe、Acrobat は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。 

 

その他、 本マニュアルに記載の社名および商品名は、 各社の商標または登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Copyright2014 Bio-Rad Laboratories, Inc. 本書の内容は、印刷または電子形態などのいかなる形式によっても、バイオ・

ラッド・ラボラトリー株式会社の書面による許可なしに複製することを禁じます。 

マニュアルの内容は予告なしに変更されることがあります。また、本マニュアルに誤記や不正確な記述があった場合、バイ

オ・ラッドラボラトリーズはいかなる責任も負いません。
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http://www.bio-rad.com/
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バイオ・ラッド ラボラトリーズの情報サービス 

弊社では科学研究者を対象として多くの資料等情報をご提供しております。以下に示すウェブサイトでは実験に有益な情

報を提供しております。 

 Life Science Research web site   http://www.bio-rad.com 

このウェブサイトでは、技術的な情報、取扱説明書、製品情報、技術サポートなどの情報へアクセスして頂けます。さらに、

製品に関連する実験手法と多様なアプリケーションに関する技術情報もご提供しています。 

表 1 に、弊社が提供する情報サービスと情報の入手方法を示します。 

  
表 1. バイオ・ラッド社の技術情報サービス  

リソース 問い合わせ方法 

各地域での弊社営業所 弊社ウェブサイト（www.bio-rad.com)から住んでいる国を選択し

て、地域の情報を確認します。または本取扱説明書巻末のリスト

から、最寄りの営業所を探してください。 

技術参考資料や文献 弊社ウェブサイト（www.bio-rad.com）にアクセスしてください。検

索ボックスにキーワードを入力し、ドキュメント(Documents）を選

択して技術情報、取扱説明書、その他の必要な参考資料へのリ

ンクを表示します。 

技術専門要員（テックコール） 弊社では、高品質の技術サポート体制を整えています。また、

技術サポート部門に経験豊富なスタッフを配置しており、お客様

のお問い合わせに対応して、実践的で専門的な解決方法をご

提供いたします。 

技術サポートをご希望の場合は、弊社テックコールへご連絡くだ

さい。テックコールの連絡先は本書「バイオ・ラッド テックコー

ル」の項目をご参照ください。 

 

 

この取扱説明書について 
本書は製品を安全に設置し、操作する方法をご案内するものです。該当する情報を速やかに提供するため、本書では下

表に記載された表記法が使われています。 

 

表 2. 本取扱説明書に使用される専用表記 

表記 説明 
参考情報： 本書でさらに詳しい説明を加える場合などで有益となる情報や取扱方法な

どが記載されます。 

注意： 本書でさらに詳しい説明を加える場合などで重要となる情報が記載されま

す。 

警告！ 使用者への傷害、機器への傷害、データ消失の原因などに関連した事項で

あり、重大な情報が記載されます。 

X 項目＞Y 項目 ツールバー、メニューまたはソフトウェアウインドウから X 項目を選択し、次に

Y 項目を選択することを示します。 

本書および製品で使用される安全使用の表示マークについては、iv ページの「製品を安全性ご使用いただくために」を参

照してください。 

 

安全性と規制順守 

CFX Automation システム II の安全な操作のために、本セクションおよび本書全体に記載の安全規格を遵守することが強

く推奨されます。 

 

 

http://www.bio-rad.com/
http://www.bio-rad.com/


ii 

 

保証 

本製品とその付属品における不具合については 1 年間保証いたします。保証期間中に本体あるいは付属品に不具合が発

見された場合、不具合のある部品の修理を無償にて行います。ただし、消耗品は保証対象外となります。 

 

下記の場合は保証対象外となります。  

1.  適切でない使用方法による故障  

2.  弊社あるいは弊社が認定した者以外が、修理あるいは改造を行った場合  

3.  指定以外の部品を使用したために起きた故障  

4.  弊社以外から供給された部品等を使用した場合  

5.  事故あるいは間違った使用方法によって生じた故障  

6.  天災による故障  

7.  サンプルなどによって生じた腐蝕  
  

保証期間内であっても、再度の納品検収、移動設置、製品点検については有償となります。保証期間外でも修理によって

機能が維持できる場合には有償にて修理を承ります。  

  

修理の依頼およびお問い合わせは、機器のモデル名とシリアルナンバーを添えてお近くの弊社営業所あるいは弊社販売

代理店までお願いいたします。  

  

この機器の使用目的に合わない状態での使用や、弊社あるいは弊社指定の者以外による改造によって怪我あるいは災害

にあわれた場合、弊社では一切の責任を負いません。 

保証内容の詳細については、製品付属の製品保証書をご参照ください。 

 

 

保証登録 
保証サービスをお受けいただく際には登録が必要になります。必ず保証書に必要事項を記入の上、弊社へ FAX 頂くか以

下のウェブサイトからご登録をお願いいたします。 

 http://warranty-registration.bio-rad.co.jp/registration.htm 

 製品保証書は修理時などに必要になりますので、大切に保管してください。 

 

修理依頼について 
修理をご依頼される際には修理品と一緒に不具合詳細を記載する「修理依頼書」と運搬者や作業者の安全を確保するた

めの「デコンタミネーション確認のお願い」をコピーして、ご記入の上、修理品と一緒に弊社販売代理店へお引き渡し下さい。

両書類は本書 Appendix1 および 2 に掲載されています。 
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製品を安全にご使用いただくために 
はじめに 

バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 ライフサイエンスが販売している製品はすべて研究用途を目的として販売しておりま

す。医療用・医療診断機器ではありません。研究用途以外では使用しないでください。 

製品の仕様・外観は改良のため予告なしに変更されることがありますので、予めご了承願います。 

安全確保のための警告表示 
本装置に表示され、本書にも引用されている警告ラベルは、けがや危害の原因となるものをユーザーに警告するためのも

のです。各警告ラベルの意味については下表を参照してください。 

 

注意：危険性あり！ この記号は、正しく取り扱わなければ、人体への危害や装置の損傷を招くリスクの

ある部品を示します。この記号が表示されていれば、必ず本書で詳細を確認してから、次の作業に進

んでください 

 

装置の安全性に関する警告 

本装置には表４に示す警告ラベルが表示されており、CFX Automation システム II の安全な使用に直接関連

します。 

 

 

人体または器具への危害のリスクに関する警告 

刺傷のリスク。操作中はプレートハンドラーから離れてください。 

 

本書を読まずに CFX Automation システム II を操作すると、けがを招くおそれがあります。安全な使用

のために、必ず本取扱説明書に記載の方法を用いて操作してください。電気器具の安全な使用に熟練

した試験所の有資格者以外は、本装置を操作しないでください。本システムのすべての部品は必ず乾

いた清潔な手で慎重に取り扱ってください。 

 

安全にご使用頂くための注意事項 

警告！製品本体や他の付属品の外側ケースを取り外そうとしたり修理しようとしたりしないでください。本装置の外部ケース

を開けると、感電によって負傷したり、装置が損傷したりする危険性があります。 

電気的安全性情報と分類 

CFX Automation システム II の使用条件を表５に示します。クラスＡ FCC の制限を遵守するため、本装置にはシールドケ

ーブル（添付）を使用してください。本装置をご使用の際には安全のため、表 3 の動作環境条件を順守してご使用くださ

い。 

表 3：CFX Automation システムⅡを安全にご使用いただくための動作環境条件 

使用条件 規格 

温度 周囲温度４～30℃ 

相対湿度 85%以下 但し、結露のないこと 

警告！感電を防止するため、カバーは外さないでください。CFX Automation システム II の内部にユーザーが修理できる

部品はありません。修理等が必要な場合は、専門の保守サービス担当者にお問い合わせください。 

警告！本製品は必ず本書に記載の方法に従って使用してください。製造者が指定しない方法で使用されると、本装置によ

る保護機能が低下するおそれがあります。 

注意：本ユニットを水がかかる可能性のある場所に保管したり、使用したりしないでください。感電の原因となることがありま

す。 

本装置は重量があるため、実験台の端で保管したり、操作したりしないでください。また、使用中は、必ず装置をを垂直状

態を維持してください。 

機器の温度が機器周辺空気の露点温度以下になると機器表面に結露が発生します。低温環境から高温環境へ祖機器を

移動させた場合は、機器が露点を超える温度で平衡状態になってから操作を開始してください。 
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FCC に関する警告と注記 

 警告 バイオ・ラッド ラボラトリーズの許可なく本装置の変更や改造が行われた場合、本装置を操作

するユーザーの権利が取り消されるおそれがあります。 

 注記 本装置は FCC 規則第 15 部に従ってあらかじめ試験され、クラスＡデジタル機器の制限に準拠

していることが確認されています。これらの制限は、商用環境で装置が操作された場合に有害な干渉

から適切に保護するためのものです。本装置は電磁波を生成、使用し、放射する可能性があり、取扱

説明書に従って設置および使用が行われない場合には、無線通信に有害な干渉を及ぼすおそれが

あります。住宅地域での本装置の操作は有害な干渉を引き起こす可能性が高く、干渉が発生した場

合には、ユーザーの自己負担で干渉を是正する必要があります。 

 FCC 準拠に関する注記 本装置はあらかじめ試験され、クラスＡデジタル機器に関する FCC 規則第

15B 部に準拠することが確認されていますが、本装置は製造時に有効な上記 FCC 規定に関して、47 

CFR 15.103(c)により「適用除外品」として認可されており、したがってこの準拠は任意であることにご留

意ください。 

 カナダ EMC 準拠に関する注記：本デジタル機器は、カナダ通信省の電波障害規制に定められたデ

ジタル機器の無線雑音放出に対するクラスＡ制限に適合しています。 

  

安全規格への順守 

本装置は、試験の結果、以下に示す安全規格と電磁両立性規格の該当するすべての要求事項に適合していることが確認

されています。 

 IEC 61010-1:2010（第 3 版）- 計測、制御および試験所使用電気機器- パート 1：一般要求事項 

 IEC 61010-2-081:2001+A1, EN61010-2-081:2002+A1- 計測、制御および試験所使用電気機器の安全要求事

項- パート 2-081：分析およびその他の用途の自動および半自動試験所機器の特別要求事項（改訂 1 を含む） 

 CAN/CSA-C22.2 No. 60101-1:2012- 計測、制御および試験所使用電気機器の安全要求事項- パート 1：一

般要求事項 

 CAN/CSA-C22.2 No. 60101-2-081:2004- 計測、制御および試験所使用電気機器の安全要求事項- パート

2-081：分析およびその他の用途の自動および半自動試験所機器の特別要求事項 

 EN 61326-1:2006（クラス A）- 計測、制御および試験所使用電気機器、EMC 要求事項- パート 1：一般要求事

項 

 UL 61010-1:2012- 計測、制御および試験所使用電気機器の安全要求事項- パート 1：一般要求事項 

 

本装置は電磁波を生成、使用し、放射する可能性があり、取扱説明書に従って設置および使用が行われない場合には、

無線通信に有害な干渉を及ぼすおそれがあります。住宅地域での本装置の操作は有害な干渉を引き起こす可能性が高く、

干渉が発生した場合には、ユーザーの自己負担で干渉を是正する必要があります。 
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第 1 章 CFX Automation システム II の設置 

 

本章には CFX Automation システム II の設置に関する情報が記載されています。 

 CFX Automation システム II の各部名称 

 CFX Automation システム II の適合性 

 CFX Automation システム II のハードウエアの設置 

 ソフトウェアのインストール 

 CFX Automation システム II の設定およびキャリブレーション 

 

CFX Automation システム II の各部名称 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 CFX Automation システム II の各部名称 
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表 6 CFX Automation システム II の各部詳細 

構成部品 機能 

アーム 延伸軸。タワーから水平方向に 11.25 インチ（28.5 cm）～19.75 インチ

（50.1 cm）の延伸が可能 

リスト プレートを適切な位置に回転させる（270°回転） 

グリッパー グリッパーフィンガーが開閉し、プレートを把持して放す。 

タワー 垂直軸。アームを昇降させる。 

回転軸 CFX Automation システム II の台座を中心にアームを 340°回転させ

る。 

バーコードスキャナ CFX システムへの装填前にプレートをスキャンする。 

ラック ソースプレートと廃棄用プレートを保持する。各ラックにはシーリング後

の 96 ウェルプレートなら最大 32 枚、シーリング後の 384 ウェルプレート

なら最大 48 枚を保持できる。 

 

CFX Automation システム II の適合性 
 

使用可能な CFX システム 

CFX Automation システム II には下記の CFX システムが使用できます。 

CFX96 TouchTM Real-time PCR Detection System 

CFX384 TouchTM Real-time PCR Detection System 

CFX ConnectTM Real-time PCR Detection System 

CFX96 Touch Deep WellTM Real-time PCR Detection System 

CFX96TM Real-time PCR Detection System 

CFX384TM Real-time PCR Detection System 

 

使用可能なプラスチック製品 

CFX Automation システム II には、Hard-Shell® Low Profile 96-Well Skirted PCR Plate お

よび Hard-Shell 384-Well Skirted PCR Plate が使用できます。使用可能なプレートのバイ

オ・ラッドのカタログ番号は表７を参照してください。96 ウェルプレートと 384 ウェルプレート

には同じグリッパーフィンガーが適合します。表７に記載されていないプレートは、本装置

のグリッパーフィンガー、プレートハンドラーならびに CFX システムに適合しない場合があり

ます。 
 

詳細は www.bio-rad.com/pcrplastics をご覧ください。 
 

表 7 CFX Automation システム II に使用可能な PCR プレート 

PCR プレート バーコード ウェルカラー カタログ番号 

Hard-Shell 384-Well バーコード付き 白 HSP-3905 

Skirted バーコードなし 白 HPS-3805 

 

Hard-Shell Low  

バーコード付き 白 

透明 

HPS-9955 

HSP-9901 

Profile 96-Well Skirted バーコードなし 白 

透明 

HSP-9655 

HSP-9601 

 

使用可能なシール 

バイオ・ラッド Hard-Shell Plate のシーリングには、Microseal® ‘B’ Optically Clear Adhesive 

Seals（カタログ番号 MSB-1001）が使用できます。プレートのシーリング後、端のタブをはが

してから、ラックにプレートを装填します。 
 

バイオ・ラッドPX1TM PCR Plate Sealer（カタログ番号181-4000）およびOptically Clear Heat 

Seals（カタログ番号181-4030）を使用すれば、ヒートシーリングも可能です。この半自動ヒー

トシーラーの使用により、毎回安定した確実なシーリングが得られ、サーマルサイクル中の

サンプルの蒸発を防止できます。詳細はwww.bio-rad.com/pcrplatesealerをご覧ください。 

 

http://www.bio-rad.com/pcrplastics
http://www.bio-rad.com/pcrplatesealer
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コンピュータの必要最低条件 

CFX Automation Control Software version 2.0以上の実行には、Windows 7またはWindows 

8を搭載したコンピュータが必要です。本ソフトウェアパッケージは管理者権限を有するユ

ーザーがコンピュータにインストールしてください。 

 

注記：CFX Automation Control Softwareのインストールの前に、CFX ManagerTM Software 

version 3.1.1620以上をインストールする必要があります。 

 

CFX Manager SoftwareおよびCFX Automation Control Softwareに必要なコンピュータシス

テムの最低要件は表８のとおりです。 

 
表 8 コンピュータの最低要件 

システム 最低要件 推奨条件 

OS Windows 7またはWindows 8 Windows 7またはWindows 8 

ドライブ CD-ROMドライブ CD-RWドライブ 

ハードドライブ 10 GB 20 GB 

プロセッサ速度 2.0 GHz 2.0 GHz 

RAM 1 GB RAM 2 GB RAM 

画面解像度 トゥルーカラーモードで1,024×768 トゥルーカラーモードで1,280×1,024 

USB 高速USB 2.0ポート 高速USB 2.0ポート 

ソフトウェア  Microsoft Office Suite 

 

CFX Automation システム II のハードウエアの設置 
 

初めに 

オートメーションシステムの設置場所を決めます。設置の邪魔になる物はすべて作業台か

ら取り除きます。プレートハンドラーの設置前に、CFX システムとコンピュータのプラグを抜

いて、作業台から移動します（装置に接続されているケーブルの位置を覚えておきます）。 

 

作業台に設置するCFXシステム、プレートハンドラーおよびコンピュータの位置を決めます。

CFX システムを１台しか使用しない場合は、CFX システムのフロントパネルを前方に向け、

プレートハンドラーの右側に位置するように置きます（図 2A）。CFX システムを２台使用する

場合は、両システムのフロントパネルがプレートハンドラーの方に向くように設置します（図

2B）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 システム１台使用時と２台使用時の CFX Automation システム II の配置 
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必要な設置スペース 

CFX Automation システム II はしっかりした水平な実験作業台の上で組み立てます。作業

台は傾くことなくコンピュータ、プレートハンドラーおよび CFX システムの重量を支えられる

頑丈なものでなければなりません。表面が平坦でなければ、オートメーションシステムは正

しく配置されません。プレートハンドラー、CFX システムおよびコンピュータに必要な数のコ

ンセントを確保します。本システムに必要な設置スペースを表９に示します。 

 
表 9 CFX Automation システム II の寸法 

 専有面積 必要作業スペース* 

寸法 
プレートハンド

ラーのみ 

CFX システム 

１台構成 

CFX システム 

2 台構成 

CFX システム 

１台構成 

CFX システム 

2 台構成 

高さ cm（インチ） 97(38) 97(38) 97(38) 97(38) 97(38) 

幅 cm（インチ） 53(21) 91(36) 99(39) 91(36) 114(45) 

奥行き cm（インチ） 77(30) 77(30) 77(30) 86(34) 86(34) 

*作業スペースには、プレートハンドラーのアームの移動および CFX システムのふたの開放に必要な

スペースが含まれます。 

 

CFX Automation システム II の組み立てと設置には、以下の器具が必要です。 

 モンキーレンチ 

 気泡水準器（本システムに添付） 

 

CFX Automation システム II を開梱する 

警告！ CFX Automation システム II を持ち上げる際は二人以上で行ってください。プレ

ートハンドラーの重量は約50 kgです。プレートハンドラーを持ち上げる際は、アームを持た

ずに必ず台座を持ち、けがをしないよう十分注意してください。 

 外箱に破損がないか調べます。 

 外箱をはずします。 

 プレートハンドラーの上に包装されているスタートアップキットを取り出します。スタート

アップキットが外箱の上面に張り付いていないか確認します。 

 箱と梱包材は保管します。何らかの理由で装置を返品する必要が生じた場合、元の梱

包材と箱を輸送に使用する必要があります。特に輸送中に装置が破損している場合は、

検査のために必ず包装資材を保管しておくことが重要です。 

 

部品一覧 

箱には以下の部品が梱包されています。 

 バーコードスキャナ付きプレートハンドラー 

 着脱式ラック 3 つ 

 Declaration of Conformity（適合申告書） 

 スタートアップキット 

スタートアップキットには以下の部品が含まれます。 

- 電源コード 

- 接続ケーブル［6 フィート（1.8 m）、USB 

Ｂ to Ａ）］ 

- キャリブレーションブロック 

- 取付け板 

- 気泡水準器 

- 予備のグリッパー用パッド８個 

- CFX384 System 用プレートリフター2

個 

- CFX Automation システム II 取扱説

明書 

- CFX Automation Control Software イ

ンストール用 CD 

- 予備のヒューズ 

- 保証書 

- ソフトウェア登録カード 
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取付け板とプレートハンドラーを配置する 

プレートハンドラーの足部用の 2 つの穴が右になるように、傾斜面を上にして取付け板を作

業台の上に置きます（図 3）。 

 

プレートハンドラーを持ち上げ、2 つの左足部を取付け板の所定の穴に入れます。これによ

り、バーコードスキャナの正面が左側に来ます。 

 

警告！ プレートハンドラーの重量は約 110 ポンド（50 kg）あります。プレートハンドラーを

持ち上げる際は、アームを持たずに必ず台座を持ち、けがをしないよう十分注意してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3 取付け板 

 

 

 

カウンターバランスレールから赤いステッカー付きの結束バンド（タイラップ）を慎重に切断

し、黒いスプリットチューブとともに外します（図 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4 結束バンドと黒いスプリットチューブの除去 

 

傾斜面を上にします。 

この穴にはプレートハンドラーの後左足部

が入ります。 

システム１台の場合：これらの穴には CFX 

システムの右足部が入ります。 

システム２台の場合：これらの穴には CFX 

システムの前足部が入ります。 

この穴にはプレートハンドラーの前左足部

が入る。 
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CFX システムを設置する 

1. CFX システムを希望の位置に設置します。 

 CFX システム１台の場合：CFX システムのフロントパネルが前を向くように、CFX シ

ステムの右足部を取付け板に配置します（図 2）。 

 CFX システム２台の場合：CFX システムのフロントパネルがプレートハンドラーの方

を向くように、CFX システムの足部を取付け板に配置します（図 2）。 

 

2. CFX システムの電源コードおよび接続ケーブルをつなぎます。CFX システムの設置方

法の詳細は、CFX システム取扱説明書（Bulletin 10021337）を参照してください。 

 

3. プレートハンドラーと組み合わせるすべての 384 ウェル CFX システムにプレートリフタ

ー（図５）を取り付けます。プレートリフターは CFX のヒートリッドが開く際、リアクションブ

ロックからプレートをわずかに持ち上げることによって、384 ウェルプレートを取り出しや

すくします。 

 

注記： 96 ウェル CFX システムにはプレートリフターは必要ありません。使用しないプレ

ートリフターは、384 ウェル CFX システムに使用する時に備えて保管しておきます。 

 

 384 ウェルブロックの外側を囲むようにプレートリフターを置きます（図 5）。リフター

が上になるようにします。 

 プレートリフターの短辺にある４個のくぼみが 384 ウェルブロックに当たるまで、プレ

ートリフターの長辺を軽く押し下げます。 

 プレートリフターが正しく取り付けられたことを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5 384 ウェル CFX システム用プレートリフター 

 

プレートハンドラーを水平にする 

警告！ この作業は 2 名で行います。プレートハンドラーの重量は 110 ポンド（55 kg）ありま

す。持ち上げる際は必ずプレートハンドラーの底部をつかむようにします。アームをつかん

でシステムを持ち上げないでください。 

 

注記：作業台は傾くことなくコンピュータ、プレートハンドラーおよび CFX システムの重量を

支えられるものでなければなりません。表面が平坦でなければ、プレートハンドラーは正し

く配置されません。 

リ フ タ ー を 上 に し ま

す。 

ここを押し下げます。 

くぼみがブロックには

まります。 
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図 6 CFX システムブロックのなかに置いた気泡水準器 

 

1. CFX システムブロックの中央に気泡水準器を置きます（図 6）。水準器内部の気泡の位

置を覚えておきます。 

 

2. タワーの開口部が利用できるよう、プレートハンドラーのアームを上に上げます。プレー

トハンドラーのタワーの中央に水準器を入れます（図 7）。気泡の位置を CFX システム

ブロックに置いた時の気泡の位置と比較します。CFX システムには水平調整用の足が

ないため、CFX システムに合わせてプレートハンドラーを水平にすることが重要です。 

 

 プレートハンドラーのタワーに置いた場合と CFX システムに置いた場合で、気泡の

位置が著しく異なる場合は、手順３に進みます。 

 

 プレートハンドラーのタワーに置いた場合と CFX システムに置いた場合で、気泡の

位置が著しく異ならない場合は、手順 6 に進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7 タワー内部に置いた気泡水準器 
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3. 固定ナットが調整ナットに当たるまで、作業台の方向に固定ナットを回し下げます（図

８）。４つの足部で同じ操作を行います。 

 

ヒント：ひとりが装置の角を少し持ち上げながら、もうひとりが固定ナットを回します。 

 

警告！装置を持ち上げると、プレートハンドラーのアームが揺れることがあります。けが

をしないように十分注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 8. 足部 

 

4. プレートハンドラーの台座と固定ナットの間にネジ山が２本見える程度まで、調整ナット

を回します。これにより、水平調整作業の際に上下いずれの方向にも十分に動かせる

ようになります。4 つの足部にすべて同じ操作を行います。 

 

5. 気泡の位置が CFX システムに置いた時と一致するように、調整ナットを必要な分だけ

回して、プレートハンドラーを水平に調整します。水平調整の際には、１つの足部を上

げて、別の足部を下げなければならない場合があります。 

 

注記：足自体を回しても、足部の高さは変化しません。プレートハンドラーを水平にする

には、調整ナットを回します。 

 

6. プレートハンドラーの台座の４角全部を下に降ろして、システムが４つのすべての足に

均一に載っていることを確認します。確実に固定するには、４つの足がすべて作業台

に接地していなければなりません。水準器の気泡が中心にあるように見えても、足が１

つでも台に接地していなければ、装置は固定されません。 

 

7. プレートハンドラーが水平になれば、モンキーレンチを使用し、システムの台座に当た

るまで固定ナットを上方向に回します。この作業中もプレートハンドラーの水平が維持

されるように、足と調整ナットを動かないように保持しながら、固定ナットを回します。こ

れにより、プレートハンドラーは希望の水平位置に固定されます。 

 

ラックを取り付ける 

1. 両側の取っ手を持ってラックを持ち上げます。 

 

2. 両側の取っ手が自分の方を向くように、希望の位置にラックを保持します。ラックとラッ

クの取付け位置にマークが表示されているため、両方のマークを合わせます。 

 

3. ラックの上部を手前にわずかに傾けます。 

台座 

固定ナット 

ネジ山 

調整ナット 

足 
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4. ラックのロケータノッチを取付け位置のリップの下に合わせます（図 9）。 

5. リップの下にラックを固定したまま、ラックを後方に傾け、ロケータピンにはめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 9 ラックの固定位置 

 

 

6. ラックから手を放す前に、ラックを手前に軽く引いて、リップの下に確実に固定されてい

ることを確認します。正しい位置からずれないように、静かに手を放します。 

 

注記：ラックがリップの下に正しく固定されていないと、ラックは水平になりません。ラック

の位置ずれにつながり、プレートハンドラーが正しく機能しなくなります。 

 

7. ラックを支えるプレートハンドラーの部分が CFX システムと水平であることを確認します。

空のラックの底にそれぞれ気泡水準器を置いて、水準器がラック、タワーおよび CFX

システムブロックの中にある時の気泡の位置を比較します。ラックが水平でなければ、

プレートハンドラー全体が CFX システムブロックとできる限り水平になるように、プレート

ハンドラーの足部を調整します（「プレートハンドラーを水平にする」を参照）。 

 

ラックを外すには、上記の手順を逆に行います。 

 

電源コードおよび接続ケーブルをつなぐ 

警告！ 以下の手順に進む前に、プレートハンドラーの電源スイッチが OFF になっており、

コンピュータの電源コードが接続されていないことを確認してください。 

 

1. プレートハンドラーの背面にある USB コネクタに USB ケーブルの一端を接続します（図

10）。 

 

2. USB ケーブルの他端をコンピュータの空いている USB ポートに接続します。 

 

ロケータピン 

リップ 

ロケータノ

ッチ 
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3. プレートハンドラーの背面にあるソケットに電源コードを接続します。（図 10） 

4. プレートハンドラーの AC 電源コードを 100 V、120 V または 240 V のアース付コンセン

トに接続します。 

5. コンピュータの AC 電源コードおよびコンピュータモニターの AC 電源コードを適切なコ

ンセントに接続します。 

 

警告！ 電源コードは必ず適切なアース付コンセントに接続してください。お使いの国に適

した標準的な IEC 60320式電源コード以外は使用しないでください。器具はクラス１であり、

安全性を確保するため正しく接地されたコンセントに接続する必要があります。電源入力

端子は基本的な継手であり、手が届きやすいように位置を調整してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 10. CFX Automation システム II の背面パネル 

 

ソフトウェアをインストールする 
CFX Automation システム II を実行するには、まず CFX Manager Software の 3.1.1620 以

上をインストールします。CFX Manager Software の詳しいインストール方法については 

CFX システムの取扱説明書（Bulletin 10021337）を参照してください。 

 

CFX Automation Control Software は、管理者権限を有するユーザーがコンピュータにイン

ストールしてください。以下の手順で CFX Automation Control Software の 2.0 以上をイン

ストールします。 

1. コンピュータの CD ドライブに CFX Automation Control Software を入れます。 

2. setup.exe をダブルクリックして、ソフトウェアのインストールを開始します。 

3. Accept license agreement のボックスをクリックし、Install をクリックします。 

4. FTDI Chip CDM Drivers のウィンドウで Extract をクリックします。 

5. ソフトウェアインストール画面の Next をクリックします。 

6. Finish をクリックして、デバイスドライバのインストールウィザードを終了します。 

 

USB コネクタ 電源コードソケット 電源スイッチ 
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7. CP210X USB to UART Bridge Driver Installer のウィンドウで Next をクリックします。 

8. I accept this agreement（私はこの契約に同意します）のボタンを選択し、Next をクリック

します。 

9. ソフトウェアのインストールが完了すれば、OK をクリックし、インストールウィザードを終

了します。 

10. インストールが完了すると、CFX Automation Control Software のアイコンがデスクトップ

に表示されます。 

注記：コンピュータから CFX Automation Control Software をアンインストールする場合

は、Windows のプログラムの追加と削除の機能を使用してください。 

 

コンピュータとバーコードスキャナを常時接続状態にする 
システムを正しく機能させるために、バーコードスキャナの省電力モードの初期設定を変更

する必要があります。以下の手順で省電力設定を変更します。 

1. コンピュータの検索欄に device manager と入力し、コンピュータのデバイスマネージャ

ーを開きます。 

2. 矢印をクリックして、Ports（COM & LPT）のオプションを表示します（図 11Ａ）。 

3. Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge をダブルクリックします。 

4. Power Management タブを選択します（図 11Ｂ）。 

5. Allow the computer to turn off the device to save power（電力の節約のために、コンピ

ュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする）の横のチェックを外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 11Ａ デバイスマネージャーのフォルダ；Ｂ バーコードスキャナの省電力モードを変更 
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Windows の自動更新機能をオフにする 
Windows の自動更新機能がオンになっていると、アップデートが自動的にインストールされ、

コンピュータが自動的に再起動します。オートメーションシステムの実行中に、こうした

Windows の自動更新が発生すると、実行が中止され、アプリケーションが閉じて、エラーメ

ッセージも表示されません。こうした事態を回避するため、Windows の自動更新機能を解

除し、Windows の更新プログラムを必要に応じて手動でインストールしてください。 

 

CFX Automation システム II の設定およびキャリブレーション 
CFX Automation システム  II、CFX システム、CFX Manager Software および CFX 

Automation Control Software のインストールが終了すれば、以下の手順で装置のセットア

ップを行います。 

 オートメーションシステムを設定する 

 オートメーションシステムをキャリブレートする 

 キャリブレーションをテストする 

 テストオートメーションランを実行する 

 

オートメーションシステムを設定する 

CFX システムを追加または除去する場合や C1000TM Thermal Cycler ベースの光学モジュ

ールを変える場合は、システムのインストール時にシステムを設定する必要があります。 

1. CFX システムおよびプレートハンドラーの背面にある電源スイッチを用いて、電源を

ON にします。 

2. CFX Automation Control Software を開きます。 

3. メニューバーで Tools > Configuration を選択すると、プラットフォームコンフィギュレー

ションウィンドウが現れます（図 12）。 

4. セットアップに従って Single CFX システムまたは Dual CFX システムを選択します。 

5. プラットフォームコンフィギュレーションでは、 

 接続している CFX システムの CFX システムベースシリアルナンバーをドロップダウ

ンメニューから選択します。ベースシリアルナンバーは本体台座の背面に記載され

ており、タッチスクリーン付きシステムのホーム画面にも表示されます（図 13）。CFX

システム１台のみを設定する場合は、Front CFX システムの横でシリアルナンバー

を選択します。CFX システムを２台接続している場合は、Front CFX システムと

Rear CFX システム（図１）でベースシリアルナンバーを選択します。ドロップダウンメ

ニューには、このコンピュータに接続されている CFX システムおよび 1000 シリーズ

サーマルサイクラーがすべて表示されます。 

 サーマルサイクラーベースには変えず、光学モジュールのみに切り替える場合に

は、まずドロップダウンメニューから NOT USED を選択します。次に適切なシリアル

ナンバーを再度選択します。これにより、ソフトウェアは新しい光学モジュールを認

識できるようになります。 

 希望する Waste Rack（廃棄用ラック）の位置を選択します。 

6. OK を選択し、設定を保存します。 

 システム設定ウィンドウが変更されるたびに、ソフトウェアは自動的に再起動しま

す。 
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図 12 プラットフォームコンフィギュレーションウィンドウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 13 ベースシリアルナンバーの表示場所 

 

オートメーションシステムをキャリブレートする 

CFX Automation システム II はインストールの際に適正なキャリブレーションが必要です。

システムを移動した場合や、CFX システムを追加あるいは除去した場合には、必ずキャリブ

レーションをやり直します。 

 

システム設定作業によって、ユーザーの CFX システムのためのデフォルトキャリブレーショ

ンが自動的に読み込まれます。オートメーションソフトウェアには、正しいキャリブレーション

に必要な微調整ができるキャリブレーションウィザードが含まれています。以下の手順でシ

ステムをキャリブレートします。 

 Tools > Calibration を選択します。 

 キャリブレートするポジションを選択します。 

 

本体台座に表示されているシリアル

ナンバー 

CFX System タッチスクリーンの

ホーム画面。この画面にもベー

スシリアルナンバーが表示され

ます。 
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 Calibrate を選択します。 

 キャリブレーションウィザードは、各キャリブレーションポジションのキャリブレーショ

ンから修正、許諾までの手順を示します。ステップごとに表示される指示をよく読み、

必要な作業を実行してください。キャリブレーションの修正が必要な場合は、希望

の位置にアームを動かして、プレートハンドラーを手動で調整します。 

 Next を選択すると、次のキャリブレーションステップの指示が自動的に現れます。 

 

本取扱説明書では、キャリブレーションウィザードに表示される情報について詳しく解説し

ます。 

 

キャリブレーションの際は以下のセクションを参照してください。 

 キャリブレーションを始める 

 ラックをキャリブレートする 

 バーコードスキャナをキャリブレートする 

 CFX システムをキャリブレートする 

 

キャリブレーションが完了すれば、キャリブレーションウィザードを使用してキャリブレーショ

ンをテストします。 

 

最後にテストオートメーションランを実行し、キャリブレーションを確認します。 

 

キャリブレーションを始める 

インストールの際にキャリブレーションの初期値が読み込まれます。これらの値はキャリブレ

ーションの出発点であり、必要に応じて調整が必要です。ポジションを問わず、システムの

キャリブレーションが必要な場合には、プレートハンドラーを正しいキャリブレーションポジ

ションに動かすことによって手動で調整します。ソフトウェアから指示されると、ロボットアー

ムは縦軸と横軸に沿って動かすことでき、タワーからの伸縮が可能になります（図 14）。リス

トも回転でき、理想的なキャリブレーションに役立ちます。 

 

警告！ プレートハンドラーの調整はインストール時にのみ行います。インストール時以外

にプレートハンドラーを手動で調整すると、装置が破損するおそれがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 14 キャリブレーションでの手動によるポジション変更 

 

長 さ を 変 え る に

は、アームを軽く

引き出すか、押し

入れます。 

適正なキャリブレ

ーションのために

回転軸も変更で

きます。 

適正なキャリブレ

ーションのために

リストを回転しま

す。 

縦方向の位置を

調整するには、

アームを軽く押し

上げるか、引き下

げます。 



第 1 章 CFX Automation システム II の設置 

15 

プレートハンドラーのキャリブレーションには、実験に使用する物と同一メーカー、同一モデ

ルの PCR プレートを使用してください。本オートメーションシステムに使用できるプレートの

一覧は表 7 を参照してください。プレートは必ずシーリングします。CFX96 と CFX384 の両

システムを使用している場合、キャリブレーションの指示には 96 ウェルプレートと 384 ウェル

プレートの使用時のポジションがそれぞれ示されます。 

 

警告！ キャリブレーション処理中はプレートハンドラーから離れて立ってください。 

 

以下の手順でキャリブレーションを開始します。 

1. メニューバーから Tools > Calibration を選択します。 

2. キャリブレーションのメイン画面が表示されます（図 15）。 

3. キャリブレートするポジションを選択します。 

 インストールの際にすべてのポジションをキャリブレートします。インストール終了後

は特定のポジションしかキャリブレートできません。 

 バーコードプレートを常に使用したり、時々使用する場合は、最初のインストール

時にバーコードスキャナをキャリブレートします。これにより、バーコードソフトウェア

オプションを選択しても、円滑なオートメーションランが確保されます。 

4. Calibrate を選択します。 

5. キャリブレーションウィンドウに表示される指示を慎重に終えたら、Next を選択して、キ

ャリブレーションを最後まで続けます。システムは適切なキャリブレーションステップを実

行し、次の指示を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 15 キャリブレーションとテストのメインウィンドウ 

 

ラックをキャリブレートする 

キャリブレーション画面の指示に従って、ラックのキャリブレーションを行います。 

1. シーリングした PCR プレート１枚を各ラックの底に置きます。A1 ウェルがプレートハンド

ラーの外側になるように配置します。 

 

注記：実際のオートメーションランと同じ商品、同じモデルのプレートを使用します。96

ウェルと 384 ウェルの両 CFX システムをプレートハンドラーに接続している場合は、384

ウェルプレートを用いて３ラックすべての底部をキャリブレートします。 

 

キャリブレートするす

べてのポジションを

選択します。 

キャリブレーションを

保存またはキャンセ

ルします。 

キャリブレーションウ

ィザードを終了しま

す。 

表示されるす

べての指示を

よ く 読 み 、 作

業します。 

状態を示す情報

が表示されます。 
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2. ソフトウェアの指示に従い、キャリブレートするラックの上面にキャリブレーションブロック

を置きます（図 16）。キャリブレーションブロックは PCR プレートよりも大きく、ラックの上

面に置いて、このキャリブレーションポジションを助けるように設計されています。 

3. グリッパーフィンガーの位置がキャリブレーションブロックの中心にぴったり合えば、ラッ

クの上面は正しくキャリブレートされています（図 16）。 

4. キャリブレーションの調整が必要であれば、ソフトウェアから指示された場合に限り、プ

レートハンドラーを手動で調整します。 

5. 必要な場合は、グリッパーフィンガーをキャリブレーションブロックから手動で離して、キ

ャリブレーションを調整します。グリッパーフィンガーがキャリブレーションブロックの中

心にくるように、プレートハンドラーのアームを適宜伸縮します。グリッパーフィンガーか

ら手を離し、キャリブレーションブロックで位置を確認します。必要に応じて、この作業を

繰り返します。 

6. キャリブレーションウィザードの指示に従い、ラックのキャリブレーションを完了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 16 ラックのキャリブレーション 

 

バーコードスキャナをキャリブレートする 

1. シーリングしたプレートを第 1 ラックに入れます。 

注記：96 ウェルと 384 ウェルの両 CFX システムを接続している場合は、384 ウェルプレ

ートを使用します。 

2. プレートハンドラーが第 1 ラックからバーコードスキャナにプレートを移動させます。プレ

ートの短辺にあるバーコードがバーコードスキャナに面していることを確認します。 

3. 正しくキャリブレートされると、バーコードスキャナの LED ライトはプレートのバーコード

の真上またはグリッパー部の底部に照射されます（図 17）。正しいポジションでない場

合は、プレートハンドラーのアームとグリッパー部を手動で調整します。プレートハンド

ラーのアームはいっぱいに伸ばした状態にしておきます。 

注記：ソフトウェアがバーコードスキャナを正しくキャリブレートするには、LED ライトがバ

ーコードステッカー上部のやや上を照らしている必要があります。 

4. Next を選択します。ソフトウェアによりバーコードスキャナがキャリブレートされます。 

両側の黒いピラミッドの

数が等しくなるようにグリ

ッパーがキャリブレーシ

ョンブロックを確実に把

持するようにすることで、

ラックの上部を正しくキ

ャリブレートします。 



第 1 章 CFX Automation システム II の設置 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 17 バーコードスキャナのキャリブレーション 

 

CFX システムをキャリブレートする 

1. シーリングしたプレートを CFX システムに入れます。 

2. CFX システムのふたは開けたままにしておきます。 

3. グリッパー部が CFX システムに移動し、プレートから約 1 インチ（2.5 cm）上で停止しま

す。この時点でグリッパー部がプレート上のほぼ中央にあることを確認します。 

 ここではグリッパー部の大体の位置を確認します。この段階ではプレートハンドラー

のアームをプレートの方に下げないでください。 

 グリッパー部の位置が大きくずれている場合は、この時点で手動で調整します。次

の段階でキャリブレーションのための微調整を行います。 

4. Next を選択すると、グリッパー部が下方に移動し、プレートを把持します。グリッパー部

がプレートの中央にあることを確認します（図 18）。 

 グリッパーフィンガーが中央にあり、プレートの各くぼみから等しい距離でプレート

に接することを確認します。 

 グリッパー部の上部がプレート上で四角に開き、プレートからはみ出す量が両側で

等しいことを確認します。 

 修正が必要な場合は、グリッパーフィンガーを慎重に広げて、プレートから外しま

す。グリッパーフィンガーを広げたまま、プレートの中央にくるようグリッパー部を移

動します。フィンガーから静かに手を放し、グリッパー部がプレートの中央にあるか

どうかを点検します（図 18）。正しい位置になるまでこの手順を繰り返します。 

5. Next を選択します。 

 

ライトがバーコードステッカー上部のやや上

を照らすようにプレートハンドラーのアームの

位置を調整します。グリッパー部の底部も照

らされます。 
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6. プレートハンドラーがプレートを持ち上げ、第 1ラックに入れた後、再度 CFXシステムに

プレートを戻します。すべてのポジション間の移動がスムーズに行われることを確認しま

す。 

 

全ポジションのキャリブレーションが終了すれば、Save を選択します。アプリケーションが自

動で再起動し、保存したキャリブレーションを読み込みます。キャリブレーションの修正を取

り消し、過去に設定されたキャリブレーション値に戻すには Cancel を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 18 CFX システムのキャリブレーション 

 

 

キャリブレーションをテストする 

キャリブレーションが正しいことを確認するため、キャリブレートしたすべてのポジションをテ

ストします。 

1. Tools > Calibration を選択します。 

2. オートメーションランで使用するすべてのポジションを選択します。 

3. Test を選択します。オートメーションシステムが一連の作業を開始し、すべてのキャリブ

レーション設定が協調して機能することを確認します。 

 

グリッパーフィンガーはプレートの各くぼ

みから等しい距離にあります。 

グリッパー部はプレートの両側から同じ

量だけはみ出します。 
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4. テスト作業全体を慎重に観察します。グリッパー部がプレートを円滑につかんで放し、

プレートが CFX システム内にきちんと装填され、ラックにこすれないことを確認します。 

5. キャリブレーションポジションの 1 つでも不具合がある場合は、これを知らせるメッセー

ジが現れます。その他のポジションのテストを続けるようにシステムに指示することがで

きます。 

6. テストが完了すれば、不具合のあるポジションを再度キャリブレートします。キャリブレー

ションの終了後、これらのポジションをテストします。 

 

テストオートメーションランを終了する 

キャリブレーションとテストが完了すれば、プレートリストを準備し、実際の実験用プレートを

使用する前に空のプレート数枚をオートメーションランで処理します。プレートは空でかま

いませんが、シーリングは必要です。この最後の推奨テストの所要時間を短くするため、

CFX Manager Software のショートサイクリングプロトコールを使用します。 

 

テストオートメーションラン全体を慎重に観察します。グリッパー部がプレートを円滑につか

んで放し、プレートが CFX システム内にきちんと装填され、ラックにこすれないことを確認し

ます。テストオートメーションランが最後まで問題なく完了すれば、オートメーションシステム

のインストールとキャリブレーションは正しく行われており、いつでも使用できる状態にありま

す。 
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第 2 章 CFX Automation システム II の使用 

本章では、CFX Automation システム II の使用方法について説明します。 

 概要 

 オートメーションランを開始する 

 オートメーションランの開始後にプレートを追加する 

 オートメーションランを中止する 

 CFX システムでプレート１枚の実行を一時停止または中止する 

 廃棄用ラックを空にする 

 LIMS に関する情報 

 PrimePCRTM に関する情報 

 プレートリストを作成する：追加機能 

 バーコードの管理：拡張機能 

 設定を変更する 

 Status タブ 

 History タブ 

 

概要 
CFX システムの自動化には CFX Automation Control Software と CFX ManagerTM Software

を一緒に使用します。オートメーションソフトウェアはプレートハンドラーを制御し、すべての

自動化プロセスを管理するメインインターフェースです。CFX Manager Software はプレート

のセットアップファイルおよびサイクリングプロトコールの作成、CFX システムのサーマルサ

イクリングプロセスの制御ならびにデータの解析に必要です。CFX Manager Software の詳

細は CFX システムの取扱説明書（Bulletin 10021337）を参照してください。CFX Manager 

Software とオートメーションソフトウェアを同時に使用にするには、オートメーションソフトウ

ェアよりも先に CFX Manager Software を開いてください。 
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オートメーションシステムのアイコンをダブルクリックして、CFX Automation Control 

Software を開きます。CFX Automation Control Software の主なソフトウェアのタブには以下

のものがあります。 

 Status タブ：プレートリスト、接続されている CFX システムおよび廃棄用ラックの状態を

表示します。 

 Plate list タブ：プレートを装填するラック別に表示します。 

 History タブ：CFX Automation システム II を用いたプレートランの記録を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 19 Plate list タブ 

 

オートメーションランを開始する 
プレートリストとは、特定のラックに装填される全プレートのサイクリング内容を指示する表で

す（図 19）。プレートリストタブはプレートを装填するラック（Rack １、Rack ２など）に従って

命名されます。メインツールバーでいずれかのプレートリストタブを選択することによって、

それぞれのプレートリストを画面に表示します。プレートリストの作成、編集、保存および実

行に関する制御はすべてプレートリストウィンドウで確認できます。 

 

以下の 5 段階の手順で基本のオートメーションランを開始します。 

 

1. プレートリストを作成する。 

2. CFX システムを選択する。 

3. バーコード管理を変更する。 

4. プレートを装填する。 

5. Start を選択する。 

 

LIMS ま た は

PrimePCR Run ID

をバーコードとして

インポート 

CFX システムの選択 History タブ Plate list タブ 

Status タブ 

行全体を強調表

示するための選択

ボックス 

変更するバーコード

のセルを選択 

プレートリスト管

理 バーコード管

理 
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ステップ 1：プレートリストを作成する 

プレートリスト管理（図 19）を使用し、プレートリストにプレートを追加します。 

 プロトコール、LIMS または PrimePCR ファイルを選択する- ドロップダウンメニューまた

はブラウズ機能を用いて、希望するプロトコール、Laboratory Information Management 

Systems（LIMS）ファイルまたは PrimePCR ファイルを選択します。プロトコールは CFX 

Manager Software を使用して作成し、保存する必要があります。LIMS および PrimePCR

のファイルはプロトコールとプレートの両方の情報を含むため、これらのファイルのいず

れかを選択した場合は、プレートファイルドロップダウンボックスは使用できません。

LIMS の詳細は「LIMS に関する情報」を、PrimePCR の詳細は「PrimePCR に関する情

報」を参照してください。 

 プレートファイルを選択する- ドロップダウンメニューまたはブラウズ機能を用いて、希

望のプレートファイルを選択します。プレートファイルは CFX Manager Software を使用

して作成し、保存する必要があります。 

 Add を選択する- 選択したファイルとともに新しいデータがプレートリストに追加されま

す。プレートリストの行を選択しなければ、新しいデータはプレートリストの一番下に追

加されます。プレートリストのなかの行を選択すれば、選択した行のすぐ下に新しい行

が挿入されます。 

ヒント：プレートリストにファイルを簡単に追加する方法やプレートリストの編集および保存に

関する情報は、「プレートリストを作成する：追加機能」を参照してください。 
 

ステップ 2：CFX システムを選択する 

CFX システムを１台しか接続していない場合、プレートはすべて自動的にその CFX システ

ムに送られるため、このステップは省略できます。 
 

CFX システムを２台接続している場合は、プレートの処理を実行する CFX システム指定し

ます。希望のプレートリスト（図 19）で前方 CFX システムまたは後方 CFX システムのいずれ

かまたは両方を選択します。96 ウェルと 384 ウェルの CFX システムを接続している場合は、

別のプレートリストによってそれぞれの CFX システムを管理する必要があり、ソースラックに

は 96 ウェルプレートまたは 384 ウェルプレートのいずれかしか装填できません。 
 

注記：異なる２つのプレートリストで同じ CFX システムを選択すると、ソフトウェアはオートメ

ーションランの完了まで、両プレートリストのプレートを交互に実行します。 
 

ステップ 3：バーコード管理を変更する 

プレートリストタブのバーコード管理欄の Scan Barcodes オプションを選択するか、選択を解

除します（図 19）。 
 

Match Barcodes オプションを選択すると、スキャンしたバーコードをプレートリストのバーコ

ード情報とマッチさせて、サイクリングプロトコールとプレートプロトコールを組み合わせるこ

とができます。 
 

バーコードオプションの詳細は「バーコードの設定：拡張機能」を参照してください。 
 

ステップ 4：プレートを装填する 

Bio-Rad 製 Microseal® ‘B’ Optical シールを使用する場合は、プレートのシーリング後、シ

ールの端のタブをはがします。プレートをソースラックに入れます。ソースラックは、例えば

Rack１（第1ラック）など、プレートリストページのタブの名称によって確認することができます。

A1 ウェルがプレートハンドラーの外側になるようにプレートを置きます（図 20）。 
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図 20  A1 ウェルが外側になるように配置されたプレート 

 

ステップ 5：オートメーションランを開始する 

開始する前に以下の状態を確認します。 

 プレートリストウィンドウに表示されたラックにプレートが装填されている（図 19）。 

 プレートの A1 ウェルがプレートハンドラーのタワーから遠い方（外側）になるように置か

れている（図 20）。 

 プレートハンドラーに CFXシステムが２台接続されている場合は、希望する CFXシステ

ム（１台または２台）が選択されている（図 19）。 

 スキャンしたバーコードと対応するサイクリングプロトコールをマッチさせる場合には、

Match Barcodes が選択されている。 

 接続されている CFX システムがマニュアルモードでも使用される場合、前の実験のプ

レートが CFX システムのブロックから外されている。 

 

プレートリストタブの Start を選択すると、オートメーションランが開始します。 

 

オートメーションランの開始後にプレートを追加する 

オートメーションランの開始後もプレートを新たに追加することができます。以下の手順で

行います。 

 プレートを追加するプレートリストウィンドウを選択します。 

 新しいプレートを追加したい行を強調表示します。 

 希望のプロトコールファイルとプレートファイル（あるいは LIMS または PrimePCR ファイ

ル）を選択し、Add を選択します。 

 ラックの適切な位置にプレートを追加します。 

 

注記：Match Barcodes を選択していない場合、プレートリスト内のプレートの位置を実際の

ラック内のプレートの位置と一致させる必要があります。配置を正しく一致させないと、プレ

ートとサイクリングプロトコールが正しく組み合わされなくなります。 

 

警告！ この機能の使用中も、プレートハンドラーのアームはプレート交換のために適時移

動します。プレートを追加する際、アームの動きを妨げないよう十分注意してください。 

 

A1 ウェル 



第 2 章 CFX Automation システム II の使用 

6 

オートメーションランを中止する 
オートメーションラン全体を中止するには以下の手順を実行します。 

 中止するオートメーションランに対応するプレートリストウィンドウを選択します。 

 Cancel を選択します。 

 

このプレートリストに指定され CFX システムで処理されるすべてのプレートが中止されます。

プレートハンドラーは CFX システムからプレートを外して、廃棄用ラックに移します。オート

メーションランは完全に中止されます。サーマルサイクルが行われなかったプレートは、す

べてステータス欄に“Not Run”と表示されます。 

 

注記：別の CFX システムを用いて２つのプレートリストが同時に実行されている場合は、そ

れぞれのプレートリストを個別に中止しなければなりません。 

 

CFX システムでプレート１枚の実行を一時停止または中止する 
CFX システムまたは CFX Manager Software により、プレート１枚の処理を一時停止または

中止することができます。CFX Automation Control Software の Cancel を選択すると、特定

のプレートではなく、オートメーションラン全体が中止されます。詳細は「オートメーションラ

ンを中止する」（上記）を参照してください。 

 

注記：CFX Automation Control Software と CFX Manager Software を同時に使用するには、

CFX Automation Control Software より先に CFX Manager Software を開いてください。 

 

プレート１枚の実行を中止するには、CFX システムの Cancel または CFX Manager Software

の Stop を選択します。この時点までに生成された不完全なデータをもとに、すべての実行

終了処理が行われ、プレートハンドラーはプレートを廃棄用ラックに移します。プレートリス

トの次のプレートからオートメーションランが継続されます。 

 

プレート１枚の実行を停止するには、CFX システムまたは CFX Manager Software の Pause

を選択します。サイクリングプロトコールの再開にも CFX システムまたは CFX Manager 

Software を使用します。実行が再開されるか、もしくは CFX システムを引き続き使用するた

めオートメーションランが中止されるまで、オートメーションソフトウェアは待機します。プレ

ートリストから２台の CFX システムにプレートが送られている場合には、別の CFX システム

によってオートメーションランは継続されます。 

 

廃棄用ラックを空にする 
プレートハンドラーが操作を実行していない時であれば、いつでも廃棄用ラックを空にする

ことができます。 
 

プレートハンドラーはプレートを CFX システムから外して廃棄用ラックに入れる直前に、廃

棄用ラックの空き容量をチェックします。この時には廃棄用ラックからプレートを外さないで

ください。 
 

廃棄用ラックの空き容量が 0 に近くなると警告するよう自動 e メール通知を設定することが

できます。詳細は「e メールと通知」を参照してください。 

 

LIMS に関する情報 
自動化と情報の流れを促進するため、CFX Automation システム  II を Laboratory 

Information Management Systems（LIMS）と統合することができます。LIMS の統合はすべて

CFX Manager Software によって管理されます。 
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CFX システムの取扱説明書（Bulletin 10021337）に、LIMS 統合のセットアップに必要な手

順が詳しく解説されています。具体的には以下の通りです。 

 LIMS フォルダおよびデータのエクスポートのオプションをセットアップする 

 提供される CFX96TM または CFX384TM LIMS Plate Import Template ファイルを用いて、

LIMS ファイル（*.plrn）を作成する。LIMS Plate Import Template ファイルの内容が詳細

に定義されます。 

 LIMS ファイルとしてデータをエクスポートする 
 

LIMS の統合を完了するには、CFX Manager Software は LIMS プラットフォームによって生

成されたプレートセットアップ情報、CFX Manager Software を用いて作成されたプロトコー

ルファイル（*.prcl）、指定されたデータのエクスポート場所および指定されたエクスポートフ

ォーマットが必要です。ユーザーの LIMS によって作成された LIMS ファイルには、プレート

セットアップの詳細およびプロトコールファイルの名前が含まれます。実行を開始し、デー

タを生成するため、CFX Manager Software は LIMS ファイルを用いて、命名されたプロトコ

ールファイルと一緒に使用するプレートファイルを作成します。詳細は CFX システム取扱

説明書（Bulletin 10021337）の「LIMS の統合」のセクションを参照してください。 
 

オートメーションシステムと一緒に使用するLIMSファイルが作成されれば、LIMSファイルの

B 列 8 行（Run ID 欄）に表示されるプレートのバーコード情報をオートメーションソフトウェア

に直接インポートできるようになります（「プレートリストへのバーコード情報の入力」を参照）。

LIMS ファイルの B 列 11 行（Data File 欄）に入力した情報は、データファイル、報告書およ

びエクスポートファイルの命名に使用することができます（「ファイル名のフォーマット」を参

照）。 
 

LIMS の統合が完了すれば、LIMS ファイルをオートメーションソフトウェアに読み込み、

LIMS データエクスポートファイルを作成することができます。 
 

PrimePCR に関する情報 
Bio-Rad は、プレートウェルで凍結乾燥させたプライマーペアを含む 96 ウェルおよび 384

ウェル PrimePCR プレートをご用意しています。プレート上で遺伝子をカスタマイズしたり、

疾患および経路に特異的な種々のデザイン済みパネルから選択することもできます。詳細

は www.bio-rad.com/primepcr をご覧ください。 
 

Bio-Rad は、すべての PrimePCR プレートの遺伝子レイアウトおよびサイクリングプロトコー

ル情報を含むランファイルをご提供しています。既製プレートおよびカスタムプレートのラン

ファイルは www.bio-rad.com/primepcr からダウンロードできます。カスタムプレートのランフ

ァイルは設定および購入が完了すれば、My PrimePCR に保存されます。既製パネルのラ

ンファイルを入手するには、Review Plate のウェブページで Run File を選択してください。 
 

ランファイルをダウンロードすると、プレートリスト管理機能を用いてオートメーションプレート

リストに PrimePCR ファイルを簡単に読み込めます。 
 

プレートリストを作成する：追加機能 
プレートリストに行をすばやく追加する 

 同じプロトコールおよびプレートファイル（あるいは同じ LIMS または PrimePCR ファイ

ル）の複数の行を追加する。Rows ボックスに希望するプレート数を入力した後、Add を

選択します。 

 ラック内のすべてのプレートに同一のプロトコールおよびプレートファイル（あるいは

LIMS または PrimePCR ファイル）を適用する。1 つの行にプロトコールおよびプレートフ

ァイル（あるいは LIMS または PrimePCR ファイル）を入力し、Repeat row 1 until rack is 

empty（ラックが空になるまで 1 行を繰り返す）を選択します。このプロトコールおよびプ

レートファイルがソースラック内のすべてのプレートに適用されます。ソースラックから新

しいプレートが取り出されるたびに、プレートリストに自動的に新しい行が追加されます。

このオプションは、プレートリストで 1 つの行が定められている場合に限り利用できま

す。 

http://www.bio-rad.com/primepcr
http://www.bio-rad.com/primepcr
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 複数の LIMS ファイルまたは PrimePCR ファイルを一度にプレートリストに追加する。
Browse を選択し、希望する LIMS ファイルまたは PrimePCR ファイルをすべて選択し、
Open をクリックします。個々の LIMS ファイルまたは PrimePCR ファイルがそれぞれ固有
の行として自動的にプレートリストに追加されます。 

 プロトコールファイルは同じでプレートファイルが異なる複数の行を追加する。ドロップ
ダウンメニューまたはブラウズボタンで希望のプロトコールファイルを選択します。プレ
ートファイルの欄で Browse を選択し、複数の対象プレートファイルを含むフォルダを開
きます。希望するプレートファイルをすべて選択し、Open を選択します。各プレートファ
イルがプロトコールファイルと組み合わされ、自動的にプレートリストに追加されます。 

 プレートファイルは同じでプロトコールファイルが異なる複数の行を追加する。ドロップ
ダウンメニューまたはブラウズボタンで希望のプレートファイルを選択します。プロトコー
ルファイルの欄で Browse を選択し、複数の対象プロトコールファイルを含むフォルダを
開きます。希望するプレートファイルをすべて選択し、Open を選択します。各プロトコー
ルファイルがプレートファイルと組み合わされ、自動的にプレートリストに追加されます。 

注記：プレートリストに追加できる行の最大数は 1,000 です。 
 

プレートリストを編集する 

変更したい行の選択ボックスをクリックして開きます（図 19）。shift キーと control キーを使用
して複数の行を選択することもできます。希望する行を選択した後、以下の作業が可能で
す。 

 ドロップダウンメニューまたはブラウズオプションにより、プロトコール、LIMS、PrimePCR

またはプレートファイルを変更する。 

 Move up または Move down を選んで、選択した行の順番を変える。 

 Delete を選択して行を削除する。 

 Clear を選択して、プレートリスト全体を消去する。 
 

プレートリストから希望するメモのセルを選択すれば、あらゆる行にメモを入力することがで
きます。オートメーションソフトウェアで入力されたメモはすべて CFX Manager Software の
データファイルに保存されます。 

 
プレートリストを保存する 

初期設定により、新しいプレートリストは ”Untitled_rackX” と命名されます。プレートリスト
を保存するには、File > Save を選択します。プレートリストを保存するためのディレクトリは、 
C:\Users\Public\Documents\Bio-Rad\CFXAutomationSystem\UserDataに初期設定され
ています。保存されたプレートリストファイルには、選択した CFX システムおよびバーコード
セレクションも記憶されます。ただし、Settings セレクションで指定された情報はファイルとと
もに保存されません。  
File > Open を選択し、希望のプレートリストファイルを選ぶことによって、過去に保存したプ
レートリストファイルを読み込むことができます。File > Save を選択すれば、プレートリストフ
ァイルの変更を保存できます。変更後のリストを新規プレートリストとして保存するには、File 
> Save As を選択し、プレートリストファイルに固有の名前をつけます。  
注記：保存されているプレートリストファイルを読み込む際、CFX システムおよびバーコード
セレクションはファイル内に記憶されていますが、Settings で保存された情報はプレートリス
トファイルには含まれません。プレートリストファイルを読み込む際は必ず Settings をしっか
り確認してください。 
 

バーコード管理：拡張機能 
システムにバーコードのスキャンおよび／またはバーコードのマッチングをさせるかどうかを

決める 

各プレートリストのタブにはバーコード管理の欄（図 19）があり、システムによるバーコード情

報の利用方法を変えることができます。種々の選択オプションにおけるシステムの応答を

表 10 にまとめます。 
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バーコードのスキャンまたはバーコードのマッチングができない場合のシステムの応答の仕方を決める 

バーコードのスキャンまたはマッチングができない場合のシステムの応答方法のオプション

を表 11 にまとめます。 

 
表 10 バーコード管理とシステム応答 

バーコード管理 オートメーションランの

開始前にスキャンされた

プレート/バーコードの

情報が必要 

バーコードをスキャンした際のシス

テムの応答 

バーコードのスキャン

またはマッチングがで

きない場合のシステム

応答のオプション（表

11） 

 

No/No N/A N/A 

 

Yes/No プレートリストの次の行にバーコード

が記録される 

 

Pause and Notify 

Skip and Notify 

Run Plate Anyway 

  次に利用できる行のプロトコールお

よ び プレ ート フ ァ イル （ あるい は

LIMS または PrimePCR ファイル）が

適用される 

 

 

Yes/Yes（「プレートリスト

へのバーコード情報の

入力」を参照） 

バーコードに対応するプロトコール

およびプレートファイル（あるいは

LIMS または PrimePCR ファイル）が

CFX システムに装填されたプレート

に適用される 

 

Pause and Notify 

Skip and Notify 

  現在実行中のプレートが上に移動

するように、表示されているプレート

リストの順番が変更される。 

 

 

表 11 バーコードのスキャンまたはマッチングができない場合のシステム応答のオプション 
バーコード管理 プレートハンドラーの

応答 

プレートリストの応答* e メール通知の送信** 

 

ラック内のプレートとし

て扱い 

一時停止 Yes 

 

廃棄用ラック内のプレ

ートとして扱い 

次のプレートから実行を継続 Yes 

 

CFX システム内のプレ

ートとして扱い 

プレートリストの新しい行に対応す

るプロトコールおよびプレートファ

イ ル （ あ る い は LIMS ま た は

PrimePCR ファイル）がプレートに

適用される 

No 

* 別のプレートリストを用いて別のオートメーションランが実行中の場合、このランは継続します。 

** これらの e メールを受け取るには、e メールアドレスが CFX Manager Software に正しく設定されている必要があ

ります。 
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プレートリストにバーコード情報を入力する 

ソフトウェアにバーコード情報を入力し、以下のように様々な方法で利用することができま

す。 

 手作業入力- 対象のプレートに対応するバーコードセルを選択します（図 19）。バー

コード情報を入力し、Enter キーを押します。次の行のバーコードセルが自動的に強調

表示されます。 

 外付けバーコードスキャナ- 外付けバーコードスキャナをコンピュータに接続します。

対象プレートに対応するバーコードセルを選択し、プレートをスキャンします。バーコー

ド情報が入力され、次の行のバーコードセルが自動的に強調表示されます。 

 Import LIMS or PrimePCR Run ID as barcode - CFX Manager Software の LIMS また

は PrimePCR Import Template ファイルには、Run ID と呼ばれる B8 セルが存在します。

Import LIMS or PrimePCR Run ID as barcode（バーコードとして LIMS または PrimePCR

の Run ID をインポートする）を選択すると、LIMS または PrimePCR ファイルの B8 セル

のバーコード情報がプレートリストに自動的に読み込まれます。 

注記：このオプションは、LIMS または PrimePCR ファイルをプレートリストに追加する前

に選択してください。 

 Scan barcodes- オートメーションランが開始するまでプレートリストにバーコード情報は

読み込まれませんが、Scan barcodes を選択すると、すべてのプレートがバーコードスキ

ャナに移動し、スキャン後に CFX システムに移され、バーコード情報がプレートリストに

入力されます。 

 

設定を変更する 
設定により、ファイルの命名、管理および保存方法のほか、e メール通知もカスタマイズでき

ます。プレートリストのタブごとに異なるソフトウェア設定が可能です。これらの設定はソフト

ウェアをシャットダウンすると保存されます。設定は、作成されて特定のソースラックとともに

使用されるすべてのプレートリストに適用されます。設定を変更するには、Settings を選択

します。以下の 3 つのタブと変更可能な設定を示すウィンドウが表示されます（図 21）。 

 Plate List Details（プレートリストの詳細） 

 Reports（報告書） 

 Emails and Notifications（e メールと通知） 

 

注記：プレートリストを保存する際、Settings で行われた変更はプレートリストファイルと一緒

に保存されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 21 Settings ウィンドウ 
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Plate List Details 

Plate List Defaults 

アプリケーションを開いた時にドロップダウンメニューに表示されるプロトコール、LIMS また

は PrimePCR ファイルおよびプレートファイルをカスタマイズします。LIMS または PrimePCR

ファイルは 1 つのファイルにプロトコール情報とプレート情報の両方が含まれるため、これら

のファイルを選択すると、Plate File ドロップダウンボックスは無効になります。 

 

Data File Destination Directory 

CFX Manager Software によって生成されたデータファイルの場所を指定します。このウィン

ドウで設定されたデータファイルディレクトリ情報は、CFX Manager Software で設定された

ディレクトリ情報に優先されます。 

 

File Name Format 

ドロップダウンメニューを用いてファイル名のフォーマットを決めます。プレフィクスおよびサ

フィクスボックスにはフリーフォームのテキストを入力することができます。ファイル名にはす

べて日時フィールドが必要です。サンプル名のプレビューが表示されます。 

 

ほかに、メインプレートリストタブで Use LIMS or PrimePCR Data File as name（LIMS または

PrimePCR データファイルをファイル名として使用）を選択し、LIMS または PrimePCR ファイ

ルからファイル名を直接インポートすることもできます。LIMS インポートファイルの Data File

欄に入力された情報がファイル名として利用されます（「LIMS に関する情報」を参照）。この

オプションを選択すると、ドロップダウンメニューで選択された命名セレクションよりも優先さ

れます。 

 

Default Plate List 

アプリケーションを開くたびに特定のプレートリストが読み込まれるように設定することができ

ます。初期設定ではプレートリストは表示されません。アプリケーションの起動時につねに

プレートリストが表示されるようにするには、Open this Plate List at Startup（起動時にこの

プレートリストを開く）を選択します。 

 

Reports 

Generate PDF Reports 

このボックスを選択すると、実行完了時に PDF の報告書が自動的に作成されます。プレー

トリスト画面にも Report の列があります。この列を使用すれば、報告書を作成するかどうか

を簡単に指定することができます。個々のプレートごとにこの列を選択するか、選択を解除

することによって、プレート単位で報告書を作成することもできます。 

 

Report File Destination Directory 

報告書の保存場所を指定することができます。 

 

Use CFX Manager Default Report Template 

報告書に使用するテンプレートを決めます。これを選択すると、CFX Manager Software で

指定された報告書のテンプレートが使用されます。CFX Manager Software の初期設定の

報告書テンプレートを変更するには、User > User preferences > Custom export に進み、

採用したいエクスポート項目を選択します。 
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Emails and Notifications 

Run Completion Notification 

Send Run Completion Notification（実行完了通知を送信する）を選択すると、実行の完了

時にデータファイルを含む eメールが自動的に送信されます。テキストボックスに希望する e

メールアドレスを入力します。複数の e メールアドレスをカンマで区切って入力することもで

きます。 

 

ヒント：データファイルとともに報告書ファイルを受信するには、Reports タブで Generate 

PDF Report を選択します。 

 

Other Notifications 

オートメーションシステムの状態に関して、ソフトウェアから受信者に自動的に e メールが送

信されます。これには以下のオプションがあります。 

 廃棄用ラックの空き容量に関する通知。ｅメール通知が送信される容量残存率%を入力

します。 

 プレートリストの完了時期の通知 

 オートメーションシステムにエラーが発生した場合の通知 

 

Status タブ 
Status タブにはプレートリストと廃棄用ラックの両方の状態が表示されます（図 22）。オートメ

ーションソフトウェアと CFX システムとの通信に問題なければ、CFX システムの状態に関す

る情報が表示されます。Status タブには、実行中のプレートリストの情報のほか、廃棄用ラ

ックの空き容量も表示されます。プレートリストの詳細な情報は、Manage を選択すれば見る

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 22 Status タブ 

 

接 続 さ れ て い る

CFX System の状

態 
プレートリスト

の名称 

プレートリスト

を表示 
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History タブ 
History タブには、直近のアプリケーション起動後に終了したすべてのオートメーションラン

の詳細が表示されます（図 23）。列のヘッダをクリックすることによって、履歴情報を分類す

ることができます。初期設定では日付によって分類されています。 

 

こ れ ま で に 完 了 し た オ ー ト メ ー シ ョ ン ラ ン の 実 行 履 歴 フ ァ イ ル は 、 フ ァ イ ル パ ス

C:\Users\Public\Documents\Bio-Rad\CFXAutomationSystem\UserData に保存されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 23 History タブ 
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第 3 章 情報サービス 

本章では CFX Automation システム II の保守とトラブルシューティングについて説明しま

す。 

 保守 

 停電 

 CFX Automation システム II のトラブルシューティング 

 よくある質問 

 

保守 
 

CFX Automation システム II のクリーニング 

何かがこぼれた場合はすぐに拭き取ってください。 

 こぼれた液体に直接触れないでください。 

 防護手袋と安全眼鏡を着用してください。 

 

プレートハンドラーの表面は定期的にクリーニングしてください。外装以外のクリーニングは

行わないでください。カバーを外して、本体内部をクリーニングすることは避けてください。 

 水、アルコール、ガラスクリーナーまたは低刺激の石けん水で湿らせた布かスポンジを

使用します。 

 ガラスクリーナーまたは低刺激の石けん水を使用する場合は、クリーニング後に水で湿

らせた布かスポンジを用いて、表面に残った洗浄液を拭き取ってください。 

 研磨剤入り洗浄剤は使用しないでください。 

 装置に洗浄剤を直接スプレーしないでください。 

 プレートハンドラーの内部に水などの液体が入らないよう注意してください。 

 

グリッパー部およびラックのクリーニングには、アルコールなどの残留物フリーの溶剤を使

用します。ラックを装着するプレートハンドラー部分の表面はつねに清潔に保ちます。ラッ

クの下にごみやほこりがあると、プレートハンドラーとラックのキャリブレーションができなくな

ります。 
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ヒューズを交換する 

警告！ 感電の危険があります。ヒューズを交換する前に電源コードを抜いてください。 

 

警告！ 防火および是正システムの機能が維持されるよう、正しい部品番号のヒューズに

交換してください。 

 

プレートハンドラーのヒューズは以下の手順で交換します。 

1. プレートハンドラーの電源スイッチが OFF になっているのを確認し、本装置から電源コ

ードを抜きます。 

2. ヒューズハウジングの上部に小型のマイナスドライバーを差し込み、電源差し込み口か

らヒューズハウジングをゆっくり引き離します（図 24）。 

3. 2.5Ａヒューズ２個を取り外します。 

4. 両ヒューズを同じ部品番号のヒューズと交換します。 

5. ヒューズがヒューズハウジング内にしっかり固定されていることを確認します。 

6. ヒューズハウジングを電源差し込み口にはめ込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 24 CFX Automation システム II の電源差し込み口 

 

停電 
CFX Automation システム II の稼働中に停電が発生すると、電力供給の再開時にグリッ

パー部が開いて、プレートが落下します。CFX Automation システム II を日常的に夜通し

稼動させたり、貴重なサンプルを使用したりする場合は、CFX Automation システム II、

CFX システムおよびコンピュータのバックアップ電源を確保するため、接続している各装置

に 900 W（またはこれ以上）の無停電電源装置（UPS）を使用することを検討してください。 

 

CFX Automation システム II のトラブルシューティング 
本章では、オートメーションシステムのログを表示する方法を解説します。システムの使用

時に発生が予想される問題とその解決法も表にまとめています。以下の指示を実行しても

問題が解決しない場合は、バイオ・ラッド ラボラトリーズテクニカルサポートにお問い合わ

せください。 

 

ここを引き離しま

す。 
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ログを表示する 

CFX Automation Control Software はオートメーションランの実行中の装置の状態を追跡し

ます。装置やソフトウェアに発生した事象の追跡とトラブルシューティングに、これらのログ

を利用します。ログを開くには、Tools > View Log を選択します。 

 

ログはファイルフォルダにも保存されます。これらのファイルにアクセスするためのファイル

パスは C:\ProgramData\Bio-Rad\CFXAutomationSystem\Logs です。 

 

エラーメッセージ 

エラーメッセージは直ちに注意を要する問題をユーザーに通知します。稼働中にエラーが

発生すると、CFX Automation システム II は停止し、コンピュータ画面にエラーメッセージ

が表示されます。エラーメッセージとそれぞれの推測される原因および解決方法を表 12 に

まとめます。 

 
表 12 エラーメッセージと原因および解決方法 

エラーメッセージ 原因 解決方法 

Another instance of  

CFX Manager Software is 

already running 

CFX Manager Software を開く前に

オートメーションソフトウェアを開い

た。 

CFX Manager Software とオートメー

ションソフトウェアを同時に使用す

るには、CFX Manager Software を

先に開いてください。 

Plate list [xx] has paused. Unable to 

load plate in CFX システム. Check 

for obstructions. Restart or cancel 

the plate list after correcting the 

issue 

適合しないプレートを使用してい

る。 

CFX Automation システム II に適

合するプレートは Hard-Shell® Low 

Profile 96-Well および 384-Well 

Skirted PCR Plate です。製品注文

情報の詳細は表 7 を参照してくださ

い。 

Plate list [xx] has paused. Unable to 

load plate in CFX システム. Check 

for obstructions. Restart or cancel 

the plate list after correcting the 

issue 

CFX Automation システム II が正

しくキャリブレートされていない。 

キャリブレーションウィザードでキャ

リブレーションをテストしてください

（「キャリブレーションをテストする」

を参照）。必要があればキャリブレ

ーションをやり直してください。 

 

キャリブレーションの問題 

キャリブレーションが不適切な場合、以下の現象が観察されます。 

 プレートのピックアップやリリースがスムーズに行われない。 

 プレートが完全に CFX システムに装填されない。 

 プレートがラックにこすれる。 

 

上記の状態が 1 つでも観察される場合は、まずプレートハンドラーが CFX システムと水平

であることを確認します。水平作業の詳細については「プレートハンドラーを水平にする」を

参照してください。システムのキャリブレーションには、システムをきっちり水平にすることが

不可欠です。 

 

システムが水平であることを確認したら、正しくキャリブレートされていないポジションを再度

キャリブレートします。詳細な手順は「オートメーションシステムをキャリブレートする」を参照

してください。さらに、ラックが正しい取付け位置に適正に固定されていることも確認してく

ださい。 

 

その他の問題 

電源スイッチをONにしても CFX Automation システム II が起動しない場合や、正しく初期

化されない場合は、表 13 に示す原因と解決方法を検討してください。 
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表 13 CFX Automation システム II が起動しない場合の原因と解決方法 

原因 解決方法 

電源コードがしっかり差し込まれてい

ない 

電源コードがソケットとコンセントにしっかり差し込まれ

ていることを確認します。 

ヒューズの不具合 ヒューズを交換します。「ヒューズを交換する」を参照し

てください。 

ヒューズが正しく取り付けられていな

い 

「ヒューズを交換する」を参照してください。 

 

よくある質問 
Ｑ：ラックにはどのようにプレートを配置したらよいですか。 

Ａ：A1 ウェルが外側になるように置いてください（図 20）。 

 

Ｑ：プレートリストのセットアップを終了し、オートメーションランを開始したいのですが、なぜ

か Start が使えません。 

Ａ：プレートハンドラーに２台の CFX システムを接続している場合は、オートメーションラン

の開始前に希望の CFX システムを選択する必要があります。CFX システムが選択さ

れていないと、Start ボタンは使用できません。 

プレートハンドラーや選択した CFX システムが接続されていない場合にも、Start ボタ

ンは使用できません。CFX システムとプレートハンドラーの電源が ON になっており、

コードが正しく接続されていることを確認してください。 

選択した CFX システムがすでに使用中の場合、Start ボタンは使用できません。 

オートメーションソフトウェアを開いた後に CFX Manager Software が閉じていると、

Start ボタンは使用できません。 

 

Ｑ：Repeat row 1 until rack is empty が使用できないのはなぜですか。 

Ａ：この機能を利用するには、プレートリストで単一の行しか指定できません。さらに、Match 

Barcodes を選択することはできません。 

 

Ｑ：Run Plate Anyway が使用できないのはなぜですか。 

Ａ：Match Barcodes が選択された場合、プレートリストのバーコードによって識別されるプロ

トコールおよびプレートファイル（あるいは LIMS または PrimePCRTM ファイル）とプレー

トとのマッチングが終了するまで、CFX システムはプレートの処理を開始できません。

Match Barcodes が選択されているのに、システムがバーコードのスキャンやマッチン

グをできない場合には、利用できるオプションは Pause and Notify または Skip and 

Notify のみになります（表 10 参照）。 

 

Ｑ：オートメーションランを開始してから、ラック内のプレートの配置を変えることはできます

か。 

Ａ：はい、オートメーションランが開始していても、ラック内のプレートの配置を変えることは

できます。バーコード付きプレートを使用し、Scan Barcodes と Match Barcodes の両方

を選択している場合には、ラック内のプレートの配置変更は可能であり、オートメーシ

ョンソフトウェアのプレートリストの順番を変える必要はありません。しかし、Match 

Barcodes を選択していない場合には、ラック内のプレートの実際の順番に合わせるた

めに、プレートがオートメーションソフトウェアに現れる順番を変更する必要があります。

これを怠ると、プロトコールおよびプレートファイル（あるいは LIMS または PrimePCR フ

ァイル）とプレートが正しく組み合わされなくなります。 
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Ordering Information 

カタログ# 製品の説明 

1845075J1 CFX Automation システム II には、プレートハンドラーおよびバーコードスキ

ャナ、取付け板、オートメーションソフトウェアならびに取扱説明書が含まれま

す。 

リアルタイム PCR 検出システム 

1855485J1 CFX384 Touch リアルタイム PCR 解析システム：このモジュラーサーマルサイ

クラープラットフォームには、C1000 Touch Thermal Cycler 本体、CFX384 

Optical Reaction Module、CFX Manager Software およびケーブルが含まれま

す。 

1855196J1 CFX96 Touch リアルタイム PCR 解析システム：このモジュラーサーマルサイ

クラープラットフォームには、C1000 Touch Thermal Cycler 本体、CFX96 

Optical Reaction Module、CFX Manager Software およびケーブルが含まれま

す。 

1854095J1 CFX96 Touch Deep Well リアルタイム PCR 解析システム：このモジュラーサー

マルサイクラープラットフォームには、C1000 Touch Thermal Cycler 本体、

CFX96 Deep Well Optical Reaction Module、CFX Manager Software およびケ

ーブルが含まれます。 

1855201J1 CFX Connect リアルタイム PCR 解析システム：この 2 色リアルタイム PCR 検

出システムには CFX Connect Thermal Cycler 本体、CFX Connect Optical 

Reaction Module、CFX Manager Software、およびケーブルが含まれます。 

PCR 用シーリング製品 

1844000J1 PX1 PCR Plate Sealer：ヒートシーリング装置、96 ウェルおよび 384 ウェルプレ

ートを保持するプレート支持ブロック、シーリングフレーム、電源コード 

1814030 Optically Clear Heat Seal：1 箱 100 枚入り。PCR およびリアルタイム PCR 用

の透明シール。PX1 PCR Plate Sealer とともに使用。 

MSB1001 Microseal ‘B’ Adhesive Seals：1 箱 100 枚入り。PCR およびリアルタイム PCR

に使用する PCR プレート用の透明シール 

PCR 用消耗品 

HSP3805 384well Hard-Shell マイクロプレート white well/clear shell：1 箱 50 枚入り。

高蛍光シグナル用クリアシェル/ホワイトウェル PCR プレート。強固な２コンポ

ーネント設計 

HSP3905 4well Hard-Shell マイクロプレート white well/clear shell barcode 付：1 箱 50

枚入り。高蛍光シグナル用クリアシェル/ホワイトウェル PCR プレート、7 桁

Code 128 バーコード付き、強固な２コンポーネント設計 

HSP9601 96well Hard-Shell マイクロプレート clear well/white shell：1 箱 50 枚入り。ホ

ワイトシェル/クリアウェル PCR プレート、強固な２コンポーネント設計 

HSP9901 6well Hard-Shell マイクロプレート clear well/white shell barcode 付：1 箱 50

枚入り。ホワイトシェル/クリアウェル PCR プレート、7 桁 Code 128 バーコード

付き、強固な２コンポーネント設計 

HSP9655 6well Hard-Shell マイクロプレート white well/white shell：1 箱 50 枚入り。高

蛍光シグナル用ホワイトシェル/ホワイトウェル PCR プレート、強固な２コンポ

ーネント設計 

HSP9955 6well Hard-Shell マイクロプレート white well/white shell barcode 付：1 箱 50

枚入り。高蛍光シグナル用ホワイトシェル/ホワイトウェル PCR プレート、7 桁

Code 128 バーコード付き、強固な２コンポーネント設計 
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Appendix 1: 修理依頼書 
修理依頼書にご記入（*は必ずご記入ください）の上、修理品に添付してお送りください。 

（修理品 1 台につき 1 枚ご記入ください） 

 

*依頼日    年   月   日 

【*法人名（エンドユーザー様】 

 

【*ご住所】 

 

【*ご担当者様名】 

 

【ご連絡先】 

（TEL） 

 

【*代理店様名】 

 

【*ご住所】 

 

【*ご連絡先】 

（TEL） 

【*ご担当者】 

 

【*製品名】 

 

 

 

【製造番号（S/N）】 

 

【*付属品】 

 

【*故障状況】 

 

 

【*修理条件】 

□保証期間中修理です。（保証期間     年     月     日） 

 

□作業前に見積は必要ありません。修理をお願い致します。 

 

□修理金額（\          ）以下の場合、見積りは必要ありません。修理をお願いします。 

 

□作業前に見積が必要です。（故障箇所特定後の見積提出は、見積作業料を頂きます） 

【その他/備考欄】 

 
【注意事項】 

お客様よりお預かりします機器に対し、細心の注意を払い作業を行いますが、プロトコールやデータは、不可抗力で消失する場

合や作業の都合上で消去せざるを得ない場合があります。お客様で作成されましたプロトコールやデータに関して、修理をご依

頼される前に必ずバックアップを行なってください。それらに関しては復旧できない場合がございますので予めご了解ください。 

尚、弊社にてプロトコールやデータのバックアップ、リストア作業のご依頼は承っておりません。 

 
【連絡先】 電話番号 Fax 番号 

東京サービスセンター 03-6404-0330 03-6404-0332 

大阪営業所 06-6308-6568 06-6308-3064 

リペアセンター 03-6404-0381 03-6404-0332 

 

修理品発送前に、発送先のご確認をお願い致します。
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Appendix 2: デコンタミネーション確認のお願い  
 

バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社に修理機器及び修理代替機、デモ機器を返送される場合、当該

機器が生物学的有害物質（感染性物質）及び化学的有害物質の汚染がないことをご確認いただき、下

記へご記入・ご署名の上、機器に添付してご送付ください。訪問対応の場合は、作業を行う前に弊社エ

ンジニアへお渡しください。  

弊社販売店様及び弊社従業員の安全を確保するためでございますので、ご理解とご協力をよろしくお

願いいたします。  

尚、安全の確認がとれない場合には、サービスの提供ができない場合がございますので予めご了承く

ださい｡  

 

製品名：  Serial No.（製造番号）： 

 

 

1．上記装置は、感染性のあるサンプルを使用されましたか？  

□ はい （感染性のある物質名：                   ）   □いいえ  

1-1．上記で “はい” とご回答いただいた方へ、そのサンプルが接触した部分を安全が保たれる状態ま

で洗浄されましたか？  

□ はい               □いいえ  

１-2．上記 1-1 で “ はい ”とご回答いただいた方へ、具体的にどのような方法で洗浄されましたか？  

           

 

 

2．上記装置は、有害な化学物質または放射性物質のサンプルを使用されましたか？  

□ はい （危険性のある物質名：                   ）   □いいえ   

2-1．上記で “はい” とご回答いただいた方へ、そのサンプルが接触した部分を安全が保たれる状態ま

で洗浄、除染されましたか？  

□ はい               □いいえ       

2-2．上記 2-1 で “ はい ”とご回答いただいた方へ、具体的にどのような方法で洗浄、除染されまし

たか？  

           

                                                                  

 

 

デコンタミネーション確認書 

 

上記の装置を人体及び環境の安全を保つため、人体への感染や危険が無い状態であることを確認し、

バイオ･ラッド ラボラトリーズ社員または、代理人へ作業を依頼したことを承認します。  

 

 

ご記入日：        年     月     日    ご署名：                           

  

会社(団体)名：                         ご職位：                           

  

電話番号：                          

  

＊ ご署名は、実際に当該装置をご使用し、安全を確保していただいた方にお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイオ･ラッド ラボラトリーズ株式会社 
ライフサイエンス 

Visit us at http://www.bio-rad.com 

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 Tel : 03-6361-7000 Fax : 03-5463-8480 

大阪 〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-14-11 Tel : 06-6308-6568 Fax : 06-6308-3064 

福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-5-28 Tel : 092-475-4856 Fax : 092-474-5580 

製品の学術的なお問い合わせは    

Mail : life_ps_jp@bio-rad.com Tel : 03-6404-0331 Fax : 03-6404-0334 

MNL1845075                                                                M10744 1512A 


