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システム概要

Biotage® Selekt Enkel は、Biotage® Sfär カ ラム 用 の 内 蔵 QR リー 
ダー、UV 検出器、ポンプ、フラクションコレクター、タッチスクリーンを
搭載した、自動フラッシュ精製システムです。

本システムで使用できる Biotage 社製のオプションアクセサリーは、以
下のとおりです。

 » Selektコレクションラック用リーダーを含む RFID のアップグレード
キット、

 » システムに設置できるコレクションラックの数を増やす拡張ベッド
アップグレードキット、

 » システムをネットワークに接続し、ネットワーク共有および/または
メール機能を有効にするためのネットワークアップグレードキット、

 » Biotage
®

 Solvent Detector 付きの
Biotage

®

 Selekt Instrument Tray 

 » Biotage
®

 Solvent Detector 付きの Biotage
®

 Selekt Secondary 
Solvent Containment 

 » Biotage
®

 Safety Valve 

別売りの Spektra ソフトウェアライセンスは、λ-All の検出、UVベースラ
イン補正、吸光度スペクトル、スペクトル分析などの機能が追加されて
います（4 ページを参照）。

カラム
カラムはシステムの右側面と正面の両方に設置できます（正面：最大 50g）

（図 1 を参照）。

図 1. カラムを搭載したBiotage® Selekt Enkel。

QRリーダー
すべての Biotage® Sfär カラムには QR コードが付いており、タッチスク
リーンの下にある QR リーダーで読み取ることができます（図 2 を参照）。
QR リーダーでカラムをスキャンすると、ID に基づいて、そのカラムを使用
してシステムで実行されたすべての処理をトレースできるようになります。

図 2. Biotage® Sfär カラムのスキャン

ラックと容器
フラクションはさまざまなコレクションラックと容器に分取できます。 
使用できる Selekt ラックは以下のとおりです。

 » 9mL 容量の 13×100mm 試験管 48 本用 

 » 14mL 容量の 16×100mm 試験管 35 本用 

 » 22mL 容量の 16×150mm 試験管 35 本用 

 » 27mL 容量の 18×150mm 試験管 28 本用

 » 45mL 容量の 25×150mm 試験管 15 本用 

 » 120mL フラスコ 6 本用 

 » 240mL フラスコ 10 本用

 » 480mL フラスコ 8 本用
容量は必要に応じて減らすことができます。

コレクションベッドは、容器容量が 120mL までのラック（最大 3 つ）を 
置いたコレクショントレイ（図 3）、あるいは 240mL または 480mL フ
ラスコのラックを保持することができます。

コレクショントレイは 1 つが標準ですが、フラクションコレクターを拡
張すると、同時に 2 つのコレクショントレイを使用することができます。
ラックを交換せずに分取できる最大量は、標準ベッドで 3,840mL、拡張
ベッドで 7,680mL です。
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RFIDタグ R

すべ ての Selekt コレ クション ラックに は RFID（Radio Frequency 
IDentification）タグが付いており、システムによって自動で識別され
ます。このタグには、ラックタイプと現在ラックで行われている処理、
同じシステムで実行されているか、どのシステムで最後に使用されたか
に関する情報が入っています。

図 3. ラック 3 つを載せたコレクショントレイ。

溶媒供給
システムの右側には溶媒インレットが 2 口付いています（S1、S2）。

Biotage
®

 Solvent Detector 付きの	Biotage
®

 Selekt 
Secondary Solvent Containment
溶媒検出器付きの装置用トレイ（オプション）を使用すると、安全に無
人運転を行うことができます。

オプションの二次溶媒格納容器には 5L リザーバーを最大 4 本置くこと
ができます（図 4 を参照）。5L を超える大型リザーバーは別の場所に置
いてください。

注記： 米国の二次格納容器に関する規制を遵守する場合は、4L を超える
リザーバーは使用しないでください。

図 4. オプションの二次溶媒格納容器。

溶媒と廃液のモニタリング
システムは、ユーザーが入力した情報に基づいて、リザーバー内の液量
を積算していくことができます。溶媒と廃液のモニタリングが有効になっ
ている場合は、

 » 処理に対して溶媒量または廃液の空き容量が不足すると、ユーザー
に通知します。

 » 溶媒量が設定量の 20% を下回ると、画面上で通知します。

 » 廃液量が設定量の 85% を上回ると、画面上で通知します。

 » 溶媒リザーバーの補充が必要な時点（残量が 10% になったとき）、
または廃液リザーバーの排出が必要な時点（95% に達したとき）で、
システムは一時停止します。

Biotage
®

 Solvent Detector付きの Biotage
®

 Selekt 
Instrument Tray*

溶媒検出器付きの装置用トレイ（オプション）を使用すると、安全に無
人運転を行うことができます。標準ベッド（図 5 を参照）を備えたシステ
ム用の装置トレイが 1 つ、拡張ベッドを備えたシステム用の装置トレイ
が 1 つあります。

図 5. 溶媒検出器付きの装置用トレイ（オプション）。

Biotage
®

 Solvent Detector を使用したリーク検出
Biotage

®

 Solvent Detector は、オプションの二次溶媒格納容器（図 4
を参照）とオプションの装置用トレイ（を参照図 5）の両方とともに出荷
されます。システムがサポートしている場合*、オプションの溶媒検出器ア
ダプタケーブルを使用して、最大 3 つの溶媒検出器をシステムに接続で
きます（図 6 を参照）。

図 6

1

3

2

. オプションの溶媒検出器アダプターケーブル（P/N 417535SP）。

システム概要

溶媒検出器に接続

LEAK DET ポートに接続

* Biotage
®

 Solvent Detector オプションがシステム設定で有効になっている場合、詳細
情報ビューに 3 つの検出器（ ）が表示されているすべてのシステムで、最大 3 つの溶媒検
出器による漏出検出がサポートされています。それ以外の場合、溶媒検出器は 1 つしか使用で
きません。
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漏出が検出されるとユーザーに通知され（電子メールおよび/またはダイ
アログ）、システムは一時停止し、溶媒検出器が乾くまですべてのポンプ
機能が無効になります。

システムに接続されている各溶媒検出器のステータスは、詳細情報ビュー
に表示されます（図 7 を参照）。

図 7. 溶媒検出器のステータスは、詳細情報ビューに表示されます。灰色 = 溶媒検出器が接続さ
れていない、緑色 = 漏出が検出されていない、赤色 = 漏出が検出ました。

UV 検出器
システムには 200 ～ 400nm の UV 検出器が内蔵されています。

分取・分画メソッド
使用可能な検出信号：

 » λ-All： ユーザーが定義した波長範囲内の平均吸光度を使用して、
分取と分画を行います。Spektra ソフトウェアライセンスのあるシス
テムでのみ使用できます。

 » UV1とUV2： 1 つまたは 2 つの波長信号を使用して、分取と分画を行
います。

分取と分画のパラメーターとしては、全分取、しきい値、Valley Fractionation
（谷で分画）があります。分画は常に、試験管やボトルが指定量、また

はユーザーが定義した処理の最大分画量に達したときに行われます。 
をクロマトグラム上で押すと、いつでも新しい分取容器に手動で切り

替えることができます。

分取と分画には、任意の信号の組み合わせを使用できます。分取に使用
しない信号はモニタリングに使用できます。

図 8. 分取パネルを展開した図。

ネットワーク共有 N

システムがネットワークに接続されると、システムがネットワーク共有
フォルダにアクセスできるようになります。共有フォルダは、次の用途に
使用できます。

 » システムデータベースのバックアップと復元。

 » レポートとシステムログのエクスポート（図 9 を参照）。

 » 処理完了時にレポートを自動的にエクスポート。すなわち、レポート
はシステムとネットワーク共有フォルダの両方に保存されます。

システムは、システムのシリアル番号（Selekt_serialnumber）を含む
名前で共有フォルダにサブフォルダを作成します。このようにして、共有
フォルダは複数のシステムで使用することができます。

図 9. すべてのエクスポートオプションを有効にしたシステムのエクスポート ダイアログ。N

システム概要
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メール機能 N

システムがメールサーバーに接続されている場合、

 » 通知メールを受信できます。ユーザーによる操作が必要な時、例え
ば、ラックの交換が必要な場合、溶媒の補充が必要な場合、廃液リ
ザーバーを空にする必要がある場合、オプション Biotage

®

 Solvent 
Detector が漏出を検出した場合など。

 » 電子メールで自動的にレポート受信できます。精製処理が完了した
とき。

 » システムのレポートとログをメールで送信できます。

図 10. メール通知とレポートの自動送信はユーザーアカウントごとに有効/無効を切り替えられます
N。

アラーム音
システム設定でアラーム音が有効になっていると、エラー発生時に警告
音が鳴ります。

Biotage® Safety Valve
オプションの安全バルブ（P/N 417115SP）を使用した場合、合計 0.8L
以上、最大 3.1L までのカラムまたは組み合わせ（例：カラムとドライロー
ド容器）を使用できます。

この安全バルブは、圧力が 8bar になると開き、8bar を下回るまで液体
を排出する設計になっています。

Spektra ソフトウェアライセンス（オプション）
別売りの Spektra ソフトウェアライセンス（P/N SEL-SPK）には以下の
機能が含まれています。

 » λ-Allの検出。ユーザーが定義した波長範囲内の平均吸光度を使用
して、分取と分画を行います。

 » UVベースライン補正。UV ベースライン 補 正オプションを有 効
にすると、グラジエント処理の前に吸 光度検出が実行されます。
この段階では、使用する溶媒（A、B、添加溶媒）の吸光度が、グラ
ジエントの開始時混合液から終了時混合液 A/B まで、またはグラジ
エントの開始時混合液から100% 溶媒 Bまでのいずれかを使用して、
検出器の全範囲で測定されます。この測定により、グラジエント処
理中の検出器信号から差し引かれるベースラインが得られます。

 » 吸光度スペクトル。検出器範囲全体の吸光度スペクトルが処理中に
表示されます。

 » スペクトル分析用ツール。分析ビューには、クロマトグラムと、クロ
マトグラムで選択したポイントの検出器範囲全体に対する吸光度ス
ペクトルが表示されます。

RFID アップグレード（オプション）
RFID アップグレードキット（P/N 417504SP）は、システムの一部とし
て RFID リーダーを組み込み、Selekt コレクションラックの自動認識を
実現します。これにより、セットアップが簡単になり、特定のラックで
分取されたフラクションについて対応した結果を見つけられるようにな
ります（「RFID タグ R」（2 ページ）を参 照 ）。本 ユーザーマニュアル
で R の上付き文字が付いている機能は、このアップグレードが必要です。

ネットワークアップグレード（オプション）
ネットワークアップグレードキット（P/N 417501SP）を使用すると、ネッ
トワーク共有および/またはメール機能を有効にできます（上記「ネット
ワーク共有N」（3 ページ）および「メール機能N」を参照）。

本ユーザーマニュアルで N の上付き文字が付いている機能は、このアッ
プグレードが必要です。

N ネットワークアップグレードキット （P/N 417501SP）が必要です。

R RFID アップグレードキット （P/N 417504SP）が必要です。
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カラムホルダーの取り付け
システムにはサイズの異なる Sfär カラムホルダーが同梱されています。
カラムがシステムの所定の位置に取り付けられていることを確認します。

図 11 は、カラムホルダーをシステムの右側面に取り付ける方法を示して
います。システムの正面にはカラムホルダーを取り付けられる場所が 2
か所あり、最大 50g の Biotage カラムを使用できます（図 12 を参照）。

図 11. システムの右側面でカラムホルダーのネジを希望の位置にスライドさせ、ネジの上にホルダ
ーを置いてネジを締めます。

図 12. システムの正面には最大 50g の Biotage カラムを設置できます。

チューブの点検

警告

 » チューブの交換はシステムの電源を切ってから行ってください。Biotage 社が供給する、
Selekt Enkel システム専用のチューブのみを使用してください。

毎回の実施前にすべてのチューブを点検し、摩耗や損傷の兆候がないこ
と、適切に接続・固定されていることを確認します。フィッティングを
指で締める際は、ネジ山やフェルールがつぶれないように注意してくだ
さい。

コレクションアームのチューブを除き、システムの外部チューブはすべて、
ユーザー自身で交換できます。

注記： チューブのタイプ、寸法、長さはすべて、システムの性能に不可
欠な要素です。交換には、Biotage 社が提供する Selekt Enkel システ
ム専用設計のチューブと同等のチューブのみを使用してください。

システムの準備

システムの起動
システムの左側面にある電源スイッチを使って電源を入れます（図 13 を
参照）。

図 13. 電源スイッチはシステムの左側面にあります。

溶媒の割り当てとリザーバー容量の設定
精製が実行されると、ソフトウェアは、どの溶媒インレットが精製時に
使用する溶媒に接続されているかを判断します。

注記： メタノールと水を用いた逆相精製では、水に 5% のメタノールを
あらかじめ混合し、真空または超音波で脱気しておくことを強く推奨し
ます。プロトン性溶媒の混合液の脱気は、グラジエントのパフォーマン
スや流速に影響する、グラジエント溶出時の気泡放出を減らします。

注記： 溶 媒と廃 液のモニタリングが 有効な場 合は（24 ページを参
照）、廃液リザーバーを空にしたり溶媒を補充したりするたびに、容量と
現在の液量を入力する必要があります。

注記： 指定のポンプ性能を得るには、両方の溶媒インレットを溶媒でプ
ライミングする必要があります。

1. ソフトウェアで、メニュー、溶媒設定の順に押します。
2. ドロップダウンリストを使って、溶媒を各溶媒インレットに割り当て

ます（図 14 を参照）。
溶媒をリストに追加するには、溶媒管理を押します。詳細は 22 ペー
ジを参照してください。

3. 溶媒モニタリングが有効な場合は、各溶媒リザーバーについて容量
と現在の溶媒量を入力します。

4. 廃液モニタリングが有効な場合は、各廃液リザーバーについて容量
と現在の廃液量を入力します。

5. 新しい溶媒に割り当てた溶媒インレットをプライミングします（以下を
参照）。
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システムの準備

図 14. 溶媒と廃液のモニタリングが有効になっている、溶媒設定ウィンドウ。

溶媒インレットのプライミング
精製を開始する前に、以下の目的で、溶媒インレットをプライミングす
る必要があります。

 » 溶媒でフラッシングすることで、ポンプと溶媒インレットから気泡を
除去します。

 » 前回の精製で使用した溶媒インレットを空にして、新しい溶媒を充
填します。

注記： 指定のポンプ性能を得るには、両方の溶媒インレットを溶媒でプ
ライミングする必要があります。

注記： 溶媒混合の精度を高めるために、溶媒リザーバーは同じ高さに置
くことを推奨します。

1. ソフトウェアで、メニュー、溶媒設定の順に押します。
2. 対応するプライミングボタンを押して（図 14 を参照）、溶媒インレッ

トをプライミングします。各プライミングには、割り当てられた溶媒
を 27mL 使用します。

システムのフラッシング
シス テムで 自 動 ラ イ ン フ ラ ッ シ ュ が 無 効 に な って い る 場 合 は

（24 ページを参照）、各 処 理前にカラム流 路をフラッシングします
（15 ページを参照）。
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警告

 » 使用するカラムの最大圧力または最大流速を絶対に超えないでください。

 » 合計 CV が 0.8L を超えるカラムや組み合わせ（例：カラムとドライロード容器）を
使用する場合は、必ず Biotage Safety Valve（P/N 417115SP）を使用して
ください。

 » 合計 CV が 3.1L を超えるカラムや組み合わせ（例：カラムとドライロード容器）は
絶対に使用しないでください。

 » カラムが装着されていない場合、またはカラムのインレットとアウトレットのチュー
ブが連結していない場合は、システムを使用しないでください。

1. 前回の精製をベースにするには、結果を押して「前回の処理に基づく
新規の処理」（19 ページ）を参照します。

2. タッチスクリーンの下にある QR リーダーを使用してカラムをスキャ
ンするか（図 15 を参照）、タイプドロップダウンリスト（カラムパネル）
からカラムタイプを選択します（図 16 を参照）。
注記： 合計 CV が 0.8L を超えるカラムや、カラムとドライロード容器 
などの組み合わせを使用する場合は、Biotage 社製の安全バルブ 

（P/N 417115SP）を使 用する必 要があります。詳 細は 5 ページ
を参照してください。

図 15. QRリーダーはタッチスクリーンの下にあります。

3. システムの右側面または正面にあるカラムホルダーに、カラムをセッ
トします（正面：最大 50g）。

4. インレットとアウトレットのチューブをカラムに接続します。
5. コレクションベッドで使用するコレクションラックを置きます。容器

容量が 120mL までのラックには、コレクショントレイが必要です。
ラックは、ラックを選択ドロップダウンリスト（ラックパネル）から
適切なタイプを選択するか、コレクションベッド R に置いて RFID で
自動識別させます（詳細は「ラックパラメーターの指定」（10 ペー
ジ）を参照）。

6. 処理パラメーターは、以降のセクションのとおりに設定します。
注記：ボタンが右下にある場合、 、1 つまたは複数の処理パラメーター
が欠落しているか、正しくないため運転を開始できません。  を押すと
詳細が表示されます。

図 16.「処理設定」ビュー。

グラジエントの指定
グラジエントは、グラジエントグラフまたはグラジエント表を使用して
設定できます。TLC 分析で得られた Rf 値から、グラジエントを計算する
こともできます（8 ページを参照）。

グラジエントグラフとグラジエント表
グラジエントグラフは  を押して、グラジエント表は  を押して展開します。

横軸の単位は、グラジエント表または展開したグラジエントグラフにあ
るドロップダウンメニューで、CV、mm:ss、mL から選択できます。

グラジエントセグメントを追加するには、グラジエント表または展開 
したグラジエントグラフで + ボタンを押します。新しいセグメントは、
選択したセグメントまたはノードの後ろ、あるいは何も選択していない
場合はグラジエントの最後に追加されます。

ノードまたはセグメントを削除するには、グラジエント表または展開した
グラジエントグラフでノードまたはセグメントを選択して、–ボタンを押 
します。

グラジエントセグメントの長さや溶媒混合液を変更するには、1）グラジ
エントグラフでセグメントまたはノードを希望の位置までドラッグするか、
2）グラジエント表で値を変更します。

ピンチズーム機能を使用すると、いつでもグラジエントを拡大・縮小で
きます。ズームをリセットするには、 を押します。

精製の設定



8 Biotage® Selekt Enkel ユーザーマニュアル | © Biotage 2022

精製の設定

グラジエントパラメーター
 » 単位（CV/mL/mm:ss）： グラジエントの横 軸の単位。CV（カラム 

容量）、ミリリットル、分・秒（図 17 を参照）。

 » 開始： グラジエントセグメント開始時の強溶媒のパーセンテージ。

 » 終了： グラジエントセグメント終了時の強溶媒のパーセンテージ。

 » A-B： 使用する溶媒。

 » 平衡化：このオプションが無効になっていない限り、カラムは処理
前に平衡化されます。平衡化の量と流速は選択したカラムタイプに
基づいて自動的に設定されます。設定を表示するには、カラムパネ
ルを展開します（図 21 を参照）。平衡化は無効にしないことを強く
推奨します。

図 17. グラジエントの横軸の単位は、グラジエント表（上図）や展開したグラジエントグラフ 
（図 18 を参照）で選択できます。

図 18. 展開したグラジエントグラフ。上と右にあるグラジエントマーカーは、セグメントの長さと溶媒の
パーセンテージを示しています。

TLCデータによるグラジエントの計算
TLCからグラジエントエディターを使用する場合は、以下の点に注意し
てください。

 » メタノールやエタノールなどのアルコール類、ジエチルエーテルなど
の非常に揮発性の高い添加溶媒や、シリカの特性を恒久的に変化
させる添加溶媒を使用すると、予測の精度が低下する可能性があり
ます。

 » 逆相 TLC には対応していません。

 » サンプルを TLC プレートの端に近づけすぎると、移動速度にわずか
な差が生じることがあります。この影響を避けるために、サンプル
はプレート端から 10mm 以上離してください。

TLC 分析で得られた Rf 値から精製グラジエントを計算するには、

1. TLCからグラジエントエディター（図 19 を参照）を開くために TLC を
押します。

2. 強溶媒テキストボックスを選択して、TLC 分析で最も強かった（極性の
高かった）溶媒のパーセンテージを入力します。

3. 前線ラインを適切な位置にスライドさせて、TLC プレートの溶媒フロン
トをマークします。

4. 目的物の Rf 値を Rf：目的物テキストボックスに入力するか、目的物
ラインを TLC プレートの適切な位置までスライドさせます。

5. 上記目的物の上下の最も近くにある不純物の Rf 値を Rf：不純物 1 と
Rf：不純物 2 のテキストボックスに入力するか、対応するラインを
TLC プレートの適切な位置までスライドさせます。Rf：不純物 1 の値
は必須です。

6. プレートが 2 枚ある場合は、プレート追加を押して、手順 2 ～ 5 を
繰り返します。プレートが 1 枚の場合は直線グラジエント、2 枚の
場合は段階グラジエントが得られます。

7. 精製グラジエントを計算するには、作成を押します。

図 19.「TLC からグラジエント」エディター。
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情報パラメーターの指定
 » ユーザー： ユーザー名。ユーザー名を割り当てられていない場合は、

社内のシステム管理者にお問い合わせください。

 » ランネーム： 処理名。空欄にすると、精製を実行した日時に基づい
て自動生成されます。

 » コメント： 精製処理に関するコメント。（任意）

図 20. 展開した情報パネル。

カラムパラメーターの指定
 » サンプル量： クルードサンプルの質量。

 » タイプ： カラムタイプ。タッチスクリーンの下にある QR リーダー
を使用してカラムをスキャンするか、ドロップダウンリストからカラ
ムタイプを選択します。カラムがスキャンされると、  アイコンが
カラムパネルに表示されます。もしカラム名がオレンジまたは赤に
なっている場合は、ロード容量が入力したサンプル質量よりも少な
いことを意味します。
注記： 合計 CV が 0.8L を超えるカラムや、カラムとドライロード容
器などの組み合わせを使用する場合は、Biotage 社製の安全バル
ブ（P/N 417115SP）を使 用する必 要があります。詳 細は 5 ペー
ジを参照してください。

 » 流速： 選択したカラムタイプのデフォルト（推奨）流速が選択され
ています。変更する場合は、以下に応じて適用される最大流速を考
慮してください。

 » セットアップに使用するカラムなどのアクセサリーの最大圧力ま
たは最大流速の設定

 » 使用する溶媒に対して定義されている最大吸入速度 

注記： カラムパネルを展開すると、選択したカラムタイプの設定がすべ
て表示されます（図 21 を参照）。カラムのスキャンが行われた場合は、
カラムの ID と使用回数も表示されます。詳細は「カラムタイプの管理」

（22 ページ）を参照してください。

図 21. 展開したカラムパネル。

分取パラメーターの指定
 » λ-All*： ユーザー定義の波長範囲内の平均吸光度について、分取・

分画に使用するか（分取）、モニタリングに使用するか（表示）、また
は実行中に表示しないか（非表示）を選択します。

 » UV1とUV2： 波長信号について、分取・分画に使用するか（分取）、
モニタリングに使用するか（表示）、または実行中に表示しないか 

（非表示）を選択します。

 » 波長 *： λ-All 信号に含まれる最短の波長と最長の波長。200 ～ 400nm。

 » 波長： UV1 と UV2 に使用される波長。200 ～ 400nm。

 » しきい値： 信号レベルが設定しきい値を超えると、サンプルを分取
します。

 » 全分取： 溶出液すべてを分取します。

 » UVベースライン補正 *： これを有効にすると、グラジエント処理の
前に吸光度検出が実行されます。この段階では、グラジエントの開
始時混合液から終了時混合液 A/B まで、またはグラジエントの開始時
混合液から 100% 溶媒 B までのいずれかを使用して、検出器の全範囲
で、使用する溶媒（A、B、添加溶媒）の吸光度を測定します（「システム
設定」（24 ページ）を参照）。この測定により、溶媒の最大吸光度を
含むベースラインが得られます。グラジエント処理中は、UV1、UV2、
λ-All、吸光度スペクトルに影響を与える検出器信号から、ベースラ
インが差し引かれます。

* Spektra ソフトウェアライセンスのあるシステムでのみ使用できます。
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図 22. Spektra ソフトウェアライセンスのあるシステムで展開された分取パネル。

ラックパラメーターの指定
ラックの装填
ラックタイプは、ラックパネルを展開して（図 23 を参照）、ラックを選択
ドロップダウンリストから適切なラックを選択します。

Selekt ラックは、コレクションベッドに置くと自動で識別されます R。
RFID ラックの場合、右側に  アイコンが展開したラックパネルに付いて
います（図 31（13 ページ）を参照）。

図 23. コレクションベッド拡張済みのシステムで展開したラックパネル。ラック A は前回の処理で
使用したラックですが、次回の処理に使用できる空の容器が残っています。ラック C は無効になっ
ており、分取には使用されません。ラックを選択ドロップダウンリストには、使用可能なラックタイ
プが表示されます。

ラックの割り当て
ラックを割り当てたり、外したりするには、ラックパネルを展開して（図 23 を
参照）、ラックの前にあるチェックボックスで切り替えます。以下のラッ
クは自動的に割り当てられます。

 » ラックパネルで選択したラック

 » 割り当てられていたが、前回の処理で使用しなかったラック

 » 前回の実行時、最後に使用したラック（システム設定により次回の
処理に使用できる空の容器または列が残っている場合（「ラック共有」

（10 ページ）を参照）） 

注記： 前回の実行時、最後に使用したラックを共有したくない場合は、
なしを対応するラックを選択ドロップダウンリストで選択してシステムか
ら削除するか、ラックの前にあるチェックボックスのチェックを外します。

ラック共有
以下に該当する場合、最初のフラクションを、前回最後に使用したラッ
クに分取することができます。

 » システム設定の Start Collection パラメーターが、First Empty Row
または First Empty Vessel に設定されている場合。

 » 前回の処理で最後に使用したラックが、

 » 1 列以上の空容 器または 1 本以上の空容 器を含んでいる場合
（Start Collection 設定による（前項を参照））。

 » 5 回の処理で共有されなかった場合。

 » 処理の開始時点で、ラックパネルで有効になっている場合。

図 24. システム設定にある Start Collection の 2 つのオプション、First Empty Row と First 
Empty Vessel では、2 回の連続した精製実行時ラックを共有することができます。最初に使用さ
れる分取容器は、太い縁で囲われています。

分取順序
割り当てられたラックはトレイの位置に応じたアルファベット順で使用さ
れます。分注は、前列の容器の左から右に向かって行われます。最初に
使用する容器は、太い縁で囲われています（図 24 を参照）。

注記： 前回の処理とラックを共有している場合、分取は割り当てられ
た他のラックの位置とは関係なく、共有されたラックから開始します。 
詳細は前述の「ラック共有」を参照してください。

最大分画量
選択したラックで定められた量よりも少ない分画量にしたい場合は、ラック	
パネルを展開し、最大分画量オプションを有効にして（図 23 を参照）、希
望の量を入力してください。この設定は、容器容量が大きいラックにのみ
適用されます。
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警告

 » 静電気に関する安全上の注 意事 項は、システムに付属の「Biotage
®

 Selekt 
Family Installation and Safety」（P/N 417511）をよく読み、その内容に
従ってください。

 » 精製を開始する前に、ソフトウェアで選択したカラムの設定が、使用するカラムに合っ
ていることを必ず確認してください。使用するカラムの最大圧力または最大流速を絶
対に超えないでください。

 » カラムが装着されていない場合、またはカラムのインレットとアウトレットのチュー
ブが連結していない場合は、システムを使用しないでください。

 » コレクションアームがホームポジション（右奥）に戻り、システムが一時停止または
スタンバイになるまで、コレクションアームの可動域には手を近づけないでください。

 » システムは、一時停止中に加圧状態になることがあります。

 » 運転中はオーバーフローしないように廃液リザーバーを監視してください。

精製の開始
1. 各溶媒リザーバーには適切な溶媒が十分な量入っていること、廃液

リザーバーには処理に十分な空き容量があることを確認します。予測
溶媒消費量を表示するには、溶媒と廃液を押します。

2.  を押して精製を開始します。このボタンが無効になっている場合は、
右下の  を押すと詳細が表示されます。
溶媒と廃液のモニタリングが有効になっている場合は、  を押したと
きに溶媒量または廃液の空き容量が不足しているとユーザーに通知
します。

3. サンプルロードダイアログが開いたら、サンプルを入れます。
4. サンプルロードダイアログ内の適切なボタンを押して、グラジエン

ト処理を開始します。グラジエント処理は、UV ランプが十分に暖ま
るまで開始しないことを推奨します。

図 25. Spektra ソフトウェアライセンスがインストールされている場合のデフォルトの実行ビュー。

実行中の精製の監視
精製の実行中は、動的なクロマトグラムとプログラムされたグラジエン
トが実行ビューに表示されます（図 25 を参照）。Spektra ソフトウェア
ライセンスがシステムにインストールされている場合は、検出器範囲全
体の吸光度スペクトルも表示されます。

クロマトグラムは （全幅）または （全画面）、スペクトル（ある場合）
は 、グラジエント表は  を押すと展開できます。横軸の単位は、グラ
ジエント表にあるドロップダウンメニューから CV、mm:ss、mL を選択
する（図 25 を参照）、またはクロマトグラムの全画面表示（図 26 を参照）
から変更できます。

図 26. クロマトグラムは全幅または全画面に展開できます。

フラクション
すでに分取したフラクションは、クロマトグラムの色と番号をラック	
パネルの容器の色と番号に照合することで位置を特定できます（図 25 を
参照）。同じピークからのフラクションは同じ色になっています。全分取
オプションで分取したフラクションのみが灰色になっています。
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クロマトグラム
クロマトグラムでは、信号としきい値が次の色で表示されます。

 = λ-All の範囲全体に対して UV 検出器が測定した吸光度としきい値
（mAU）。（Spektra ソフトウェアライセンスが必要）

 = UV1 波長で UV 検出器が測定した吸光度としきい値（mAU）。

 = UV2 波長で UV 検出器が測定した吸光度としきい値（mAU）。

分取パネルには、定義済みの波長とリアルタイムの吸光度の測定値が
表示されます。

クロマトグラムのズームイン
ピンチズーム機能を使用すると、いつでもグラジエントやクロマトグラ
ムを拡大・縮小できます（図 27 を参照）。一方向（X または Y）または
両方向（X と Y）に拡大できます。ズームをリセットするには、 を押し
ます。

図 27. 拡大したクロマトグラム。

現在の溶媒混合液
実行中、ポンプ供給されている溶媒のパーセンテージがクロマトグラムの
下に表示されます（図 25 および図 26 を参照）。

最上部のステータス
 » 平衡化フラッシュ： 前回の精製で使用した溶媒インレットを空にして、

新しい溶媒を充填します。

 » 平衡化： カラム平衡化を実行中です。

 » パージ： カラム圧力を解放します。

 » サンプルロード： サンプルをカラムに入れることができます。

 » UV準備： UV ランプの準備中です。

 » UVゼロ： グラジエント開始時に使用する溶媒混合液を用いて、UV の
ゼロレベルを設定しています。

 » ベースライン検出： 使用する溶媒（A と B）の吸光度を検出器範囲
全体で測定しています。グラジエント処理中、ベースラインは信号
から差し引かれます。

 » ベースラインフラッシュ： ベースライン検出後、グラジエント開始時
に使用する溶媒混合液でシステムをフラッシングします。

 » グラジエント： 精製を実行中です。

 » ラインフラッシュ、パージ、検出器フラッシュ： 終了時、すなわちグラ
ジエント精製が完了した後、またはユーザーによって終了された後に、
システム設定で有効になっているフラッシング（24 ページを参照）
と、システムの減圧（パージ）を実行します。

 » 終了しました： 精製処理が完了したか、ユーザーによって終了/ 停止
されました。

 » 失敗しました： 精製処理に失敗しました。

手動による UV ゼロ設定
グラジエント処理中に、クロマトグラム上で を押すと、現在の UV 吸
光度レベルをゼロ AU に設定できます。この機能は、システム設定で有
効 / 無効にできます（24 ページを参照）。

注記：  ボタンは、処理設定で UVベースライン補正が無効になってい
る場合のみ使用できます。

アイソクラティックセグメントの開始と終了
グラジエント処理中はいつでも、クロマトグラムの保持オプションを有
効にすることでアイソクラティックセグメントを開始できます（図 27 を
参照）。セグメントを終了するには、オプションを無効にします。

注記：	デ フォルト の システム 設 定 を 使 用 する 場 合 、アイ ソクラ
ティックホールドは、一度に最大 10 CV までランすることができます 
（24 ページを参照）。10 CVの後、処理が一時停止します。そして、 
アイソクラティックホールドをさらに最大 10 CV 運転させるか終了させ
ることができます。

実行中のラックの追加、クリア、交換
注記： 実行中にラックを追加 / 削除する場合は、処理を一時停止する
必要があります。

ラックに収まらない数のフラクションを分取しようとすると、システム
が自動的に一時停止し、コレクションアームがホームポジション（右奥）
に戻り、ユーザーに追加のラックの装填や、割り当てを促します。

ラックを割り当てるには、ラックパネルを展開して、ラックの前にある
チェックボックスにチェックを入れます。

注記： 別の処理とのラックの共有は、開始時しかできません（「ラック
共有」（10 ページ）を参照）。
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ラックのクリア
手動で選択したラック：

 » システムからラックを取り外す場合は、ソフトウェアからもクリアす
る必要があります。なしをラックを選択ドロップダウンリストから選択
して削除します。

RFID で識別したラック R：

 » 前回使用したラックをシステムから取り外して再度挿入すると、ラック
は自動的にクリアされ、実行中の処理で有効になります。

 » 実行中の処理に使用しているラックをシステムから取り外して再度
挿入しても、自動的にはクリアされません。ラックをクリアするには、
クリアをラックパネルで押します。

ラック B は実行中の処理で使用されているラックです。
ラック A は前回の処理で使用したラックです。

すべて空の容器に交換する場合は、クリアを押します。

別のタイプのラックに交換する場合は、ラックを選択ド
ロップダウンリストから適切なタイプを選択します。

ラックを取り外してラックポジションを空にする場合は、
なしをラックを選択ドロップダウンリストから選択して
削除します。

図 28. 一時停止したシステムで分取済み手動ラックを取り外して空にする場合。

実行中の処理で使用されています。

取り外されています。

再挿入されました。すべての容器が空の場合は、クリア
を押します。

前回の処理で使用したラックです。取り外して再度挿入
すると、ソフトウェア上も自動で空になります。

図 29. 一時停止したシステムで分取済み Selekt ラックを取り外して空にする場合。

取り外されています。

処理が再開される前にラックが再度挿入されました。
分取は太い縁で囲われている容器から再開します。すべ
ての容器が空の場合は、クリアを押します。

処理が再開された後にラックが再度挿入されました。
空の容器は使用できません。すべての容器が空の場合
は、クリアを押します。空にすることで、ラックを使用で
きるようになります。

図 30. 現在使用している Selekt ラックを取り外して交換する場合。

処理の再開
処理を再開する前に、ラックパネルの設定がコレクションベッドに装填
されたものと一致していることを確認します。

割り当てられたラックはトレイの位置に応じたアルファベット順で使用さ
れます。分取は、ラックパネルで太い縁で囲われている容器から再開し
ます（図 31 を参照）。

図 31. ラックパネル。ラック A は現在の処理に使用していましたが、取り外されています。ラック B
はこの処理に割り当てられていますが、まだ使用されていません。ラック A を取り外したまま処理を
再開すると、分取はラック B から再開します。

手動分画
グラジエント処理中にクロマトグラム上で を押すと、いつでも新しい
分取容器に切り替えることができます。

ラインフラッシュ、減圧、検出器フラッシュ
処理終了時、すなわちグラジエント精製が完了した後に、ラインフラッ
シュ（有効な場合）、システムの減圧（パージ）、検出器フラッシュ（有効な
場合）が行われます。フラッシングの有効 / 無効や、洗浄溶媒の回収をす
るかしないかを設定するには、24 ページを参照してください。
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自動延長
精製終了時になってもまだ分取基準が満たされている（信号がしきい値を 
上回っている）場合は、この処理の最終条件を使用して、全体長の
25% のグラジエント精製が延長されます。

精製の一時停止、終了、停止
注記：精製を一時停止すると、熱、溶媒、サンプルの拡散などにより、
グラジエントの一貫性が損なわれることがあります。

精製処理の一時停止と再開
1. 実行中の精製を一時停止するには、  を押します。コレクションアー

ムがホームポジション（右奥）に戻り、システムが一時停止します。
2. 一時停止した時点から処理を再開するには、  を押します。

平衡化の終了、精製処理の終了または停止
1.  を押します。コレクションアームがホームポジション（右奥）に戻り、

システムが一時停止します。
2.  を押します。
3. システム一時停止ダイアログが開いたら、以下から 1 つ選択します。

 » 平衡化スキップ： 平衡化を終了してグラジエントに移行します。

 » 停止：フラッシングを実行せずに精製処理を終了します。

 » クリーンアップ：	精製処理を終了して、システム設定で有効になっ
ているフラッシングと、システム減圧（パージ）を実行します。

精製の編集
オンザフライ編集
以下の処理パラメーターは、精製処理を一時停止せずに変更すること
ができます。

 » 情報パネルのコメント

 » カラムパネルの流速

 » グラジエントの構成、長さ、セグメントの数

 » UV ベースライン補正を除く、分取パネルのすべての分取パラメーター
（「分取パラメーターの指定」（9 ページ）を参照） 

グラジエント以外の変更はすべて即時に行われます。グラジエントの編
集中は、変更したグラジエントが紫色、実行中のグラジエントが黒色で
表示されます（図 32 を参照）。  を押すと、変更したグラジエント（紫色）
が適用されます。

図 32. 処理中にグラジエントを編集すると、変更したグラジエントが紫色、実行中のグラジエント
が黒色で表示されます。  を押すと、変更したグラジエント（紫色）が適用されます。

実行中の精製を一時停止して編集
システムを一時停止すると、一時停止せずに変更できるすべての処理 
パラメーター（前述の「オンザフライ編集」を参照）だけなく、最大分画量
設定をラックパネルで変更できます。

1.  を押します。コレクションアームがホームポジション（右奥）に戻り、
システムが一時停止します。

2. 処理設 定を編集します（「精製の設定」（7 ページ）を参照）。す
べての変更を元に戻すには、  を押します。

3. 変更を適用して処理を再開するには、  を押します。

クリーンアップの確認
Confirm Cleanup オプションがシステムで有効になっている場合は、
クリーンアップの実行前にグラジエントが完了しましたダイアログが
表示され、処理の延長を選択することができます（図 33 を参照）。延
長するには、延長を押して処 理 設 定を編 集し、 処 理を再 開します。
デフォルトでは、処理の最終条件を使用して、全体長の 25% のグラジ
エントが延長されます。

図 33. Confirm Cleanup オプションがシステムで有効になっている場合は、クリーンアップの
実行前に「グラジエントが完了しました」ダイアログが表示され、処理の延長を選択することがで
きます。ダイアログは、タイトルバーの矢印を押すことで最小化できます。
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精製の終了

警告

 » カラムが装着されていない場合、またはカラムのインレットとアウトレットのチュー
ブを連結していない場合は、システムのフラッシングまたはパージを行わないでくだ
さい。

カラムのエアフラッシング
カラムに残っている溶媒をエアフラッシング機能で除去します（21 ペー
ジを参照）。

システムのパージ
精製後に残った圧力は、パージ機能を使用することで解放できます

（21 ページを参照）。

処理の終了
精製が終了したら、カラムとラックを取り外します。漏出を避けるため、
カラムのインレットとアウトレットのフィッティングを挿し込み、カラム
のインレットとアウトレットのチューブを連結させます（図 34 を参照）。

ソフトウェアでのラックの削除
システムに RFIDR がない限り、取り外すラックは手動でソフトウェアで
削除する必要があります。なしを対応するラックを選択ドロップダウンリ
スト（ラックパネルの展開）から選択します。

図 34. 処理が終了したら、カラムのインレットとアウトレットのチューブを連結させます。

精製の終了

システムのフラッシング
その日の最後の精製をハロゲン化溶媒（DCM など）で行った場合は、
ハロゲン化溶媒を使用したインレットラインにメタノールなどの溶媒を
割り当て（5 ページを参照 ）、30mL 以 上を使 用してフラッシングす
る（20 ページを参照）ことを推奨します。

システムのシャットダウン

警告

 » 正しい手順でシステムをシャットダウンしないと、ユーザーデータが破損したり、残圧
が発生したりする可能性があります。

システムを正常にシャットダウンすることで、データの破損を防ぐことが
できます。重要性の高いアプリケーションの場合は、適切な無停電電源
装置（UPS）を使用すると、停電時のデータ損失を防ぐことができます。

1. システムが処理中でない時に、メニュー、終了、そしてはいの順に押
します。

2. タッチスクリーンに「It is safe to turn off the system」というメッ
セージが表示されたら、システムの電源を切ります。電源スイッチ
はシステムの左側面にあります（図 35 を参照）。

3. 必要に応じて、電源コードをコンセントから抜きます。

図 35. 電源スイッチはシステムの左側面にあります。
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結果

システムで実行された精製に関するレポートは、メニュー、結果の順に押
すとアクセスできます。

Selekt Enkel のフルレポートには、クロマトグラム、グラジエント 
（クロマトグラム、表）、TLC データ（入力した場合）、処理パラメーター、

ラック情報、システム情報、処理ログが含まれています。処理の完了後
に分析画像と備考を追加することもできます。

必要に応じて、レポートをカスタマイズし、レポート内容の一部を無効 
にできます。Selekt Enkel のフルレポートまたはカスタムレポートは 
結果ビューに、設定適用オプションの設定に応じて表示されます。

レポートを選択して分析を押すと、結果を分析することができます。 
デフォルトビューにはクロマトグラムとラックが表示され、フラクションを
探すことができます。2 つ目のビュー（Spektra ソフトウェアライセンス
が必要）には、クロマトグラムと、クロマトグラムで選択したポイント
の検出器範囲全体に対する吸光度スペクトルが表示されます。このオプ
ションビューはスペクトル分析に使用できます。

結果の検索
検索条件
レポートは、ユーザー名、クロマトタイプ（順相または逆相）、実行日で
フィルタリングできます（図 36 を参照）。すべてのフィルターをクリアす
るには、  を押します。レポートは時系列で表示され、お気に入りが一
番上に表示されます。左側の星印（  = お気に入り）を押して、レポー
トをお気に入りに追加します。

図 36. 特定のユーザーが特定の日付や期間に行った処理を検索することが可能です。レポートはク
ロマトタイプ（順相または逆相）でもフィルタリングできます。

カラム IDに基づいた結果
QR リーダーで Biotage カラムをスキャンすると、ID に基づいて、そのカ
ラムを使用して実行されたすべての処理をトレースできるようになります。

カラムで実行されたすべての処理を表示するには、

1. カラムをスキャンします。
2. カラムパネルを展開し、前回の操作を押します。結果ビューが開き、

スキャンしたカラムで実行されたすべての処理が表示されます。

ラック IDに基づいた結果
コレクションベッド上のラックにフラクションを分取している現在の処理
に関しては、以下の手順ですぐにレポートにアクセスできます。

1.  を結果ビューで押します。ラックフィルターが左下に開きます 
（図 37 を参照）。
注記： ラックフィルターは、ラックパネルを展開してラック履歴を押
しても開くことができます。

2. ラックフィルターには、以下の情報とオプションが表示されます。

 » レポート表示：このラックには、完了した処理（ラックの共有が
有効な場合は最大 5 回まで）のフラクションが含まれています。
ボタンを押してレポートを表示します。1 回の処理で複数のラックを
使用している場合、選択したラックはレポート上でハイライト表示
されます（図 37 を参照）。

 » 使用中：このラックは実行中の処理で使用されているため、まだ
レポートは表示できません。

 » 利用可能：このラックは空のため、表示できるレポートはありま
せん。

 » 情報表示 R： このラックは前回、別のシステムで使用されたため、
表示できるレポートはありません。このボタンを押すとシステム
ID が表示されます。システム ID は詳細情報ビューで確認できます。

手動で選択したラックがシステムから取り外されると、そのラックはク
リアされ、関連する結果は確認できなくなります。処理が完了した後に
Selekt ラック R を取り外すと、システムに戻したときにソフトウェア（ラッ
クパネル）で自動的にクリアされます。ただし、ラックが新しい処理に
使用されていない（またはユーザーがクリアをラックパネルで押している）
限り、システムにはラックが最後に使用された処理の情報が保持されます。
この情報は、前述のラックフィルターからアクセスできます。
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図 37. 結果ビューのラックフィルター。選択した処理では 2 つのラックが使用されていたため、 
レポート上で選択したラック（C）がハイライト表示されています。（この例では、コレクションベッドを
拡張し、ラック共有が有効になっているシステムが表示されています）

結果の分析
結果ビューでレポートを選択して分析を押し、結果を分析します。

フラクション探索
デフォルトの分析ビューでは、クロマトグラムとラックが表示されます
（図 38 を参照）。このビューでフラクションを探索します。

クロマトグラムはピンチズーム機能で拡大できます。また、オプションを
押すと、グラジエント、信号とUVベースライン補正（使用している場合）
の有効/無効を個別に切り替えることができます。

フラクションは、クロマトグラムの色と番号をラックの容器の色と番号
に照合することで位置を特定できます。同じピークからのフラクション
は同じ色になっています。全分取オプションで分取したフラクションのみ
が灰色になっています。
フラクションの発見をお手伝いします： 

 » クロマトグラムのボリュームハンドルを目的のフラクションまでド
ラッグすると、フラクションが入っている容器はラック内でハイライ
ト表示します（紫色の境界線）。図 38 を参照してください。ボリュー
ムハンドルが配置されている正確な容量/時間は、ハンドルの上に表
示されます。グラジエントが表示される場合、溶媒混合も表示され
ます。

 » ラック（紫色の枠）から分取容器を選択すると、クロマトグラムの容
量ハンドルは対応する分画の中央に再配置されます。

スペクトラムの分析
Spektra ソフトウェアライセンスがインストールされている場合、スペク
トラムをビュードロップダウンリストから選択すると、ラック表示を吸光
度スペクトル表示に切り替えられます（図 39 を参照）。このビューでは、

 » 吸 光 度スペクトル を確 認したい 位 置 / 時 間 に、クロマトグラム
のボリュームハンドルをドラッグします。ボリュームハンドルが置
かれている正確な容量/時間は、ハンドルの上に表示されます。
グラジエントが表示される場合、溶媒混合も表示されます。

 » スペクトル内の目的の波長に、λ1 と λ2 の線をドラッグできます。この
追加波長の曲線は、クロマトグラムに追加されます。

 » ピンチズーム機能を使用してクロマトグラムを拡大できます。一方向
（X または Y）または両方向（X と Y）に拡大できます。ズームをリセッ

トするには、 を押します。

 » オプションを押して、グラジエント、信号とUVベースライン補正（使
用している場合）の有効/無効を個別に切り替えることができます
（図 40 を参照）。
注記： UVベースライン補正オプションを切り替えると、スペクトルや 
λ1 と λ2 の信号に影響します。

図 38. クロマトグラムとラックが表示されている分析ビュー。
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図 39. クロマトグラムと吸光度スペクトルが表示されている分析ビュー。Spektra ソフトウェア
ライセンスが必要です。

図 40.「オプション」ダイアログ。

分析画像をレポートに追加
レポートには、ズームファクターを変更したり、グラジエントの有効/無
効、信号やUVベースライン補正の有効/無効を切り替えたりしたクロマ
トグラムの画像を追加できます。各画像には、ボリュームハンドルの位置
に対する正確なボリューム/時間およびソルベントミックス（グラジエン
トが有効な場合）、そして Spektra ソフトウェアライセンスがインストー
ルされている場合、スペクトルが含まれます。

画像を追加するには、ラックビューまたはスペクトルビューでレポートへ
を押します（図 38 および図 41 を参照）。作成した画像を表示するには、
ビューを押します。画像を削除するには、レポート画像ダイアログで画像を
選択し、削除を押します（図 41）。

図 41.「レポート画像」ダイアログ。

レポートのカスタマイズ
結果ビューでレポートを選択して設定を押し、レポートをカスタマイズ
します。設定ビュー（図 42 を参照）では、レポートの以下の内容につ
いて有効 / 無効を切り替えることができます。変更内容はリアルタイム
で表示されます。

 » λ-All： クロマトグラムのラムダオール信号。

 » UV1： クロマトグラムの UV1 信号。

 » UV2： クロマトグラムの UV2 信号。

 » グラジエント： クロマトグラムのグラジエント。

 » 分析： 分析ビューで作成した画像（前述の「分析画像をレポートに追
加」を参照）。

 » グラジエント表： グラジエント表。

 » TLCデータ： TLC データ。

 » ラック： フラクションの入ったラックのイラスト。

 » コメント： 処理の開始前、処理の実行中に入力されたコメント。

 » 備考： 備考フィールドは設定ビューにあり、備考が入力可能です。

 » ログ： 処理ログ。

 » 単位： 横軸の単位。
Selekt Enkel のフルレポートは上書きされません。設定適用オプションを
オフにすると、フルレポートにアクセスできます。

備考の追加
レポートを選択して設定を押し、備考を追加します。設定ビューで、備考
フィールドに入力し、保存を押します（図 42 を参照）。
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結果

図 42.「設定」ビュー。

レポートのエクスポート
USB メモリデバイスまたはネットワーク共有フォルダNにレポートをエク
スポートすることができます。また、電子メールNでレポートを送信するこ
ともできます。*

図 43. すべてのエクスポートオプションを有効にしたシステムのエクスポート ダイアログ。N 

USBメモリへのレポートのエクスポート
1. USB メモリをシステムの左側面にある USB ポートに挿し込みます。
2. 結果ビューで目的のレポートを選択します。
3. 設定適用オプションのオン / オフを切り替えて、Selekt Enkel のフ

ルレポートとカスタムレポートのどちらをエクスポートするか選択し
ます。レポートをカスタマイズするには、18 ページを参照してく
ださい。

4. エクスポートを押します。

5. エクスポートダイアログが開いたら、USB を押します。このレポート
はPDFファイルとして\Biotage\selekt\Selekt _serialnumber \
result\user name に保存されます。*

6. エクスポートが完了したら（ ）、USB メモリを取り出します。

レポートをネットワーク共有	にエクスポートN 

注記： このオプションは、システムがネットワーク共有フォルダにアクセ
スできるときのみ利用可能です。26 ページを参照してください。

注記： システム設定で Auto Export Report to Network Share オプショ
ンが 有効になっている場 合、処 理が 完了するたびにレポートがネッ
トワーク共有フォルダに自動的にエクスポートされます。

1. 結果ビューで目的のレポートを選択します。
2.  設定適用オプションのオン/オフを切り替えて、Selekt Enkel のフ

ルレポートとカスタムレポートのどちらをエクスポートするか選択
します。レポートをカスタマイズするには、18 ページを参照して
ください。

3. エクスポートを押します。
4. エクスポートダイアログで、ネットワーク共有を押します。
5. エクスポートが完了すると（ ）、レポートは PDF ファイルとして 

共有フォルダの \Selekt _serialnumber \result\user name に 
保存されます。*

レポートのメール送信 N

注記：このオプションは、システムがメールサーバーに接続されている場
合のみ使用できます；28 ページを参照してください。

注記： ユーザーアカウントで Auto Send Report オプションが有効になっ
ている場合（23 ページを参照）、処理が完了するとレポートが自動
的に送信されます。

1. 結果ビューで目的のレポートを選択します。
2. 設定適用オプションのオン / オフを切り替えて、Selekt Enkel のフル

レポートとカスタムレポートのどちらをエクスポートするか選択します。
レポートをカスタマイズするには、18 ページを参照してください。

3. エクスポートを押します。
4.  エクスポートダイアログで、メール宛先ドロップダウンリストから自

分のユーザー名を選択し、送信を押します。ユーザアカウントがリス
トにない場合は、Data Administration ビューで電子メールアドレ
スをアカウントに登録します（23 ページを参照）。

5.  レポート * が送信されたら（ ）、閉じるを押します。

*レポートのエクスポートでは、2 つの結果ファイルが得られます。1 つはすべての生の処理データ
を含む XML ファイル、もう1つは生の3D UVスペクトルを含む SPECTRUM ファイルです。

前回の処理に基づく新規の処理
前回の結果と同じ精製パラメーターで新規の処理を作成するには、

1. 次回の処理のベースとなる結果を選択します。
2. メソッド作成を押します。
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フラッシュ/パージ

フラッシュ/パージ

警告

 » カラムが装着されていない場合、またはカラムのインレットとアウトレットのチュー
ブが連結していない場合は、システムをフラッシングしないでください。

 » フラッシング後は、必ずパージ機能を使用してシステム内の残圧を解放してください。

 » 漏出を避けるため、システムのフラッシングを行う前にすべてのチューブとフィッティ
ングを目視で点検してください。

フラッシュ /パージビュー（図 44 を参照）を表示するには、メニュー、 
フラッシュ /パージの順に押します。

図 44.「フラッシュ/パージ」ビュー。

フラッシュ
フラッシング機能の用途例：

 » 流路を洗浄します。その日の最後の精製をハロゲン化溶媒（DCM など）
で行った場合は、ハロゲン化溶媒を使用したインレットラインにメ
タノールなどの溶 媒を割り当て（5 ページを参 照 ）、30mL 以 上
を使用してフラッシングすることを推奨します。

 » チューブやフィッティングに漏れがないか確認します。

システムをフラッシングするには、

1. 流路ドロップダウンメニューから、フラッシングする流 路 を選
択します。 カラムチャンネル以 外 の 流 路 をフラッシングするに
は、 バイパスオプションを 選 択します。 カラムチャンネル をフ
ラッシングするには、チャンネルオプションを選択します。図 45
の流路の概略図を参照してください。

2. 適切なカラムが選択されていることを確認します。現在のセットアッ
プのカラムは、カラムタイプフィールドで選択します。これを変更し
たい場合は、カラムタイプドロップダウンメニューから取り付けられ
ているカラムを選択します。「カラムなし」を選択している場合は、
フラッシングを始める前に、カラムのインレットとアウトレットの
チューブが連結していることを確認します。

3. 容量テキストボックスにフラッシング量を入力します。
4. 流速テキストボックスに流速を入力します。カラムが選択されている

場合は、そのカラムの推奨流速に設定されます。適用される最大
流速は、カラムタイプの最大圧力設定（使用している場合）と、使用
する溶媒の最大吸引速度に依存します。

5. システムに接続されている各溶媒の使用割合を入力します。2 種類の溶
媒がリストアップされていて、一方の溶媒だけを使用したい場合は、
その溶媒に「100」、もう一方の溶媒に「0」と入力します。

6. 選択した各溶媒は、溶媒リザーバーに十分な量が入っていることを
確認します。

7. 廃液リザーバーには、フラッシングに十分な空き容量があることを
確認します。

8. フラッシュを押します。
9. フラッシング後、必要に応じてパージを押してシステム内の残圧を

解放します。

流路

図 45. システム内の流路。

フラクションコレクターUVポンプ

C

廃棄

分取S1   S2

バイパス
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フラッシュ/パージ

エアフラッシュ
エアフラッシング機能は、精製処理後にカラムに残っている溶媒を排出
するのに使用します。

1. 適切なカラムが選択されていることを確認します。現在のセットアッ
プのカラムは、カラムタイプフィールドで選択します。これを変更し
たい場合は、カラムタイプドロップダウンメニューから取り付けられ
ているカラムを選択します。「カラムなし」を選択している場合は、
フラッシングを始める前に、カラムのインレットとアウトレットの
チューブが連結していることを確認します。

2. 容量テキストボックスにエアフラッシング量を入力します。デフォルトの
量は、選択したカラムの推奨量です（カラムを選択している場合）。

3. フラッシュを押します。
4. フラッシング後、必要に応じてパージを押してシステム内の残圧を

解放します。

パージ
パージ機能を使用して、システム内の圧力を解放します。この操作は手
動で行ってください。

1. 流路ドロップダウンメニューでチャンネル流路が選択されていることを
確認します。パージオプションでバイパスを選択することはできません。

2. 適切なカラムが選択されていることを確認します。現在のセットアッ
プのカラムは、カラムタイプフィールドで選択します。これを変更し
たい場合は、カラムタイプドロップダウンメニューから取り付けられ
ているカラムを選択します。

3. パージを押します。現在の圧力はソフトウェアの左上に表示されて
います。
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データ管理

データ管理

注記：カラムタイプ、溶媒、ラックタイプ、ユーザーアカウントを管理で
きるのは、system owner 権限をもつユーザーのみです。

カラムタイプの管理
ソフトウェアには、あらかじめ用意されたカラムタイプのリストとその設
定が付属しています。ユーザー定義のカラムタイプを追加、編集、削除
するには、メニュー、データ管理、Column Administration の順に押し
ます（図 46 を参照）。

図 46.「Column Administration」ビュー。

カラムパラメーター

警告

 » 合計 CV が 0.8L を超えるカラムや組み合わせ（例：カラムとドライロード容器）を
使用する場合は、必ず Biotage Safety Valve（P/N 417115SP）を使用して
ください。

 » 合計 CV が 3.1L を超えるカラムや組み合わせ（例：カラムとドライロード容器）は
絶対に使用しないでください。

 » カラムの最大圧力または最大流速を絶対に超えないでください。

注記： あらかじめ用意されているカラムタイプを編集、削除することは
できません。使用しないカラムは、Visible を無効にすることを推奨します。

 » Visible：有効にすると、そのカラムタイプを使用できるようになり
ます。

 » Name：カラムタイプの名称。

 » Column Volume：カラム容量（CV）（mL）。

 » Default Flow Rate： デフォルトの流速（mL/min）。

 » Max Pressure： 安全圧力（bar または psi）（24 ページを参照）。
到達すると、圧力レベルを維持するために流速が落ちます。

 » Equilibration Pressure： 平 衡 化 の 最 大 圧 力（bar また は psi）
（24 ページを参照）。到達すると、圧力レベルを維持するために

流速が落ちます。

 » Equil./Equilibration Length： 平衡化の長さ（CV 値）。

 » Equilibration Flow Rate： 平衡化の流速（mL/min）。

 » Air Flush Length： エアフラッシングの長さ (CV 値 ) この値は、エアフ
ラッシング機能のデフォルトの量として使用されます（21 ページを
参照）。

 » Load Capacity at ΔCV=2： Δ CV が 2の場合のおおよその導入容量。

 » Chemistry Type： 使用するカラムクロマトグラフィーのタイプ（順相 
または逆相）。

 » Part Number： メーカーの品番。

溶媒の管理
ソフトウェアには、あらかじめ用意された溶媒のリストとその設定が 
付属しています。ユーザー定義の溶媒を追加、編集、削除するには、メニュー、
データ管理、Solvent Administration の順に押します（図 47 を参照）。

図 47.「Solvent Administration」ビュー。

溶媒パラメーター
注記： あらかじめ用意されている Biotage 溶媒を編集、削除することは
できません。使用しない溶媒は、Visible を無効にすることを推奨します。

 » Visible： 有効にすると、その溶媒を使用できるようになります。

 » Name： 溶媒名。

 » Strength： 溶媒強度の値（0 から 1）。1,2
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データ管理

 » Max Aspiration Rate： 充填ストローク中に溶媒をポンプに吸引す
る最大流速（mL/min）。このオプションが無効になっている場合（デ
フォルト）、システムは最大吸引速度 420 mL/min でポンピングし、
システムの最大流量 300 mL/min を達成します。必要に応じて、キャ
ビテーションを避けるため吸引速度を下げ ます。

1 Neue U. D. HPLC Columns Theory, Technology, and Practice, Wiley-VCH 
(1997).
2 Dean J. A. Lange’ s Handbook of Chemistry, 15th edition, McGraw-Hill 
(1999).

ラックの管理
ソフトウェアには、あらかじめ用意された Biotage ラックのリストとその
設定が付属しています。ラックの容器容量は、必要に応じて減らすことが
できます。変更するには、メニュー、データ管理、Rack Administration の
順に押します。

ラックパラメーター
変更できるのは容器容量のみです。

 » Name：ラックタイプの名称。

 » Columns：ラック内の容器の縦列の数。

 » Rows：ラック内の容器の横列の数。

 » Vessel Volume：容器量 / 分画量（mL）。事前設定の容量にリセッ
トするには、Reset を Edit ダイアログで押します。

結果の管理
注記：削除した結果を元に戻すことはできません。

Result Administration ビューでは、結果を選択して削除することがで
きます。このビューにアクセスするには、メニュー、データ管理、そして
Result Administrationの順に押します。削除する結果の探し方につい
ては、「結果の検索」（16 ページ）を参照してください。

ユーザーアカウントの管理
ユーザーアカウントを追加、編集、削除するには、メニュー、データ管理、
User Administration の順に押します（図 48 を参照）。

注記： Data Administration ビューに初めてログインする際は、ユーザー
アカウント「System Owner」とパスワード「1234」を使用してください。
このパスワードは、ログアウトする前に変更することを強く推奨します。

ユーザーパラメーター
 » Visible： 有効にすると、そのユーザーアカウントを使用できるよう

になります。

 » Name： ユーザー名の選択ボックスや精製レポートで使用されるユー
ザー名。ユーザー名を変更すると、そのユーザーに関連するすべての 
レポートが更新されます。ユーザーを削除した場合、関連するレポート
に引き続きアクセスすることはできますが、ユーザー名の記載はなくなり 
ます。

 » Password： System Owner をもつユーザーアカウントは、パスワード
保護をかけることができます。このパスワードは、Data Administration、
System Settings、Maintenance のビューに入力するときに使用します。

 » Privilege： ユーザーは、chemist または system owner の権限をもつ
ことができます。

 » Chemist：このユーザーは精製の設定と実行、結果の確認がで
きます。

 » System Owner：このユーザーは、chemist の権限（上記参照）
に加えて、Data Administration ビュー（22 ページを参 照 ）、
System Settings ビュー（24 ページを参 照 ）、Maintenance
ビュー（29 ページを参照）にアクセスできます。

 » E-mail AddressN：	ユーザーのメールアドレス。システムがメールサー
バーに接続されている場合、このメールアドレスをメール通知、レポー
トの自動送信、レポートや現在のシステムログのエクスポートに使
用できます。

 » Auto Send ReportN：	この機能が有効で、システムがメールサーバー
に接続されている場合は、ユーザーが実行した処理の完了時に、ユー
ザーにレポートが自動送信されます。

 » メール通知N： この機能が有効で、システムがメールサーバーに接続
されている場合、ユーザーが実行した処理にユーザーの介入が必要
になった時に、メール通知が送信されます。例えば、ラックの交換、
溶媒の補充（モニタリングが有効の場合）、廃液リザーバーの排出
（モニタリングが有効の場合）が必要になった時や、オプションの
Biotage Solvent Detector が漏出を検出した時など。

図 48.「User Administration」ビュー。
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システム設定

システム設定

注記：システム設定を変更できるのは、system owner 権限をもつユー
ザーのみです。

ソフトウェアの設定ビュー（図 49 を参照）へはメニュー、システム設定の
順に押して進みます。使用できるシステム設定は以下のとおりです。

図 49.「System Settings」ビュー。

システム
 » Date (yyyy:mm:dd)： 日付を正しく設定することで、精製レポート

に正確な日付スタンプが押されます。*

 » Time (hh:mm:ss)： 時刻を正しく設定することで、精製レポートに
正確な時刻スタンプが押されます。*

 » Language： ソフトウェアの精製モードで使 用される言語。Data 
Administration、System Settings、Maintenance のビュー、および
レポートでは、必ず英語が使用されます。

 » Pressure Unit： システムで使用される単位（bar または psi）。

 » Audible Alarm： 有効にすると、エラー発生時に警告音が鳴ります。

 » Mouse Pointer： マウスを USB ポートに接続した場合は、マウス
ポインターを有効にする必要があります。

 » RFID Rack DetectionR： 有効にすると、コレクションベッドに置い
た時に Selekt ラックが自動で識別されます。

* 新しい設定を有効にするには、システムを再起動する必要があります。

精製
注記： 回収した洗浄溶媒は、レポートのグラジエントに追加されます。

 » Solvent Monitoring：有効にすると、溶媒量が設定量の 20% を
下回った時にユーザーに通知します（図 50 を参照）。残量が 10% に
なると、システムは一時停止し、ユーザーに溶媒を補充するように
促します。

 » Waste Monitoring： 有効にすると、廃液量が設定量の 85% を上
回った時にユーザーに通知します（図 50 を参照）。廃液量が設定量
の 95% になると、システムは一時停止し、ユーザーに廃液リザーバー
を空にするように促します。

図 50

>85%<20%

. 廃液と溶媒の液量通知。

 » Valley Fractionation： 有効にすると、クロマトグラムで、ある信
号の 2 つのピークの間に谷を検出した時、分画を行います。

 » Manual UV Zero： 有効にすると、グラジエント処理中に、現在の
UV 吸光度レベルを手動でゼロ mAU（ミリ吸収単位）に設定でき
ます。
注記：システムは、処理を開始する前に、グラジエント開始時の混
合液を使用して自動で UV ゼロ設定を行います。

 » Auto Extend：有効になっており、精製終了時になってもまだ分取
基準が満たされている（信号がしきい値を上回っている）場合は、
この処理の最終条件を使用して、全体の 25% のグラジエント長さ
の精製が延長されます。

 » Confirm Cleanup：有効にすると、システム設定で有効になってい
るフラッシングやシステム減圧（パージ）を実行する前に、ユーザー
が手動で処理の延長を選択できます（ポップアップダイアログ）。

 » UV Baseline Correction： ベースライン補正について、グラジエン
ト開始時の混合液から終了時の混合液 A/B まで（Standard）で行
うか、開始時の混合液から 100% 溶媒 B まで（Full）で行うかを
設定できます。Spektra ソフトウェアライセンスのあるシステムでの
み使用できます。

 » Start Collection： 分取の開始は次の中から選びます。First Empty 
Vessel、First Empty Row、First Empty Rack。最初の 2 つのオ
プションは、処理間でラックを共有できます。詳細は「ラック共有」

（10 ページ）を参照してください。

 » Isocratic Hold: アイソクラティックホールドがその時最大 10 CV 
で処理するように制限されているか（Limited）、それともユーザー
が終了するまで処理するか（Continuous）。制限されている場合、
実行は 10 CV 後に一時停止し、ユーザーが別の 10 CV を始めるか、
それとも終了するかを決定できます。
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 » Line Flush：有効にすると、処理の最後に、処理で使用した最も弱
い溶媒でカラムインレットラインをフラッシングします。洗浄溶媒は、

（グラジエント処理中と同じ回収基準で）Collect するか、To Waste
に送るかを選択します。
注記： 自動ラインフラッシュが無効（Off）になっている場合は、 
各処理前にカラム流路を手動でフラッシングします。

 » Detector Flush： 有効にすると、処理の最後に、処理で使用した
最も強い溶媒で内蔵検出器をフラッシングします。洗浄溶媒は、 

（グラジエント処理中と同じ回収基準で）Collect するか、To Waste に 
送るかを選択します。
注記： 検出器フラッシュは有効にすることを推奨します。検出器のフ
ローセルが汚染されていると透過率が低下し、ノイズレベルの上昇や
応答性の低下が生じたり、UV ゼロ設定が難しくなります。

オプション検出器
 » Biotage

®

 Solvent Detector： オプションの Biotage 社製の溶媒
検出器がシステムに接続されている場合は、このオプションを有効に
します。このオプションが有効になっているとき、詳細情報ビューに 
3 つの溶媒検出器（ ）が表示されているすべてのシステムで、 
最大 3 つの溶媒検出器による漏出検出がサポートされています。 
詳細は「Biotage® Solvent Detector を使用したリーク検出」
（2 ページ）を参照してください。

ネットワーク（オプション）N

「ネットワーク共有とメール機能の設定」（26 ページ）を参照してく
ださい。

ライセンス
λ-All 検出モードとベースライン補正を使用するには、Spektra ソフトウェ
アライセンスが必要です。Spektra ソフトウェアライセンスの購入につい
ては、お近くの代理店にお問い合わせください。

ライセンスをインストールするには、

1. USB メモリに \biotage\selekt\ のディレクトリを作成し、この場所
にライセンスファイルを保存します。

2. USB メモリをシステムの左側面にある USB ポートに挿し込みます。
3. Install を Licenses フィールドで押します。
4. 「The license was successfully installed」というメッセージが

表示されたら、USB メモリを取り出します。
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ネットワーク共有とメール機能の設定

注記：	ネットワーク共有とメール機能を使用するには、ネットワークアッ
プグレードキット（P/N 417501SP）が必要です。

ネットワーク接続の設定N

ネットワーク共有および/またはメール機能を有効にするには、以下の説
明に従ってシステムのネットワーク接続をセットアップします。

注記： ネットワーク接続、ネットワーク共有、およびメール機能を設定で
きるのは、システム所有者の権限を持つユーザーのみです。

1. システム背面の ETH ポートとお使いのネットワークを、カテゴリー5 
TPケーブルで接続します。
注記： ネットワークケーブルを AUX ポートに接続しないでください。

2.  メニューボタンを押してからシステム設定を押して、システム設定
ビュー（図 49（24 ページ）を参照）にログインします。

3.  Network フィールドの Network オプションの横にある Settings 
ボタンを押して、必要なネットワーク設定を入力します。図 51 を参
照してください。ネットワークの正しい設定方法については、社内の
IT 部門にお問い合わせください。
注記： Host Name は、ネットワーク上でシステムを識別するのに使
用します。

4. 完了したら、Save を押します。
5. Network オプションを Network フィールドで有効にします。

図 51. スタティック（左）またはダイナミック（右）設定を使用した Network Settings ダイア
ログ。

6. 再起動が必要ですダイアログで終了を押してください。
注記： 新しいネットワーク設定を有効にするには、システムを再起
動する必要があります。

7. スクリーンに「It is safe to turn off the system」というメッセージ
が表示されたら、システムの電源を切ります。電源スイッチはシステ
ムの左側面にあります。

8. システムの電源を入れます。
注記： システムがネットワークに接続されると、使用した IP アドレスが 
詳細情報ビューに表示されます。

注記： Network オプションを無効にすると、再度有効にするまでは最
新の設定が保存されます。

ネットワーク共有の設定 N

システムがネットワークに接続されると、システムがネットワーク共有フ
ォルダにアクセスできるようになります。共有フォルダは、次の用途に使
用できます。

 » システムデータベースのバックアップと復元。

 » レポートとシステムログのエクスポート。

 » 処理完了時にレポートを自動的にエクスポート。すなわち、レポー
トはシステムとネットワーク共有フォルダの両方に保存されます。

Windows 10 コンピュータを使用した共有フォルダの作成方法
の例
注記： この手順を実行するには、Windows 10 コンピュータの管理者
権限が必要です。

1. 共有するフォルダを作成または選択します。フォルダは、コンピュー
タ上の任意の場所に配置できます。

2. フォルダを右クリックし、右クリックメニューから Properties を選
択します。

3. Properties ダイアログで、Sharing タブを選択します（図 52 
を参照）。

4. Sharing タブで、Advanced Sharing をクリックします（図 52
を参照）。

5. Advanced Sharing ダイアログで、Share this folder チェックボ
ックスを選択し、Permissions をクリックします（図 52 を参照）。

6. フォルダへのアクセスを付与するユーザーを追 加し、少なくとも
Change と Read の権限を与えます。

7. 完了したら、O K を 2 回クリックして、Pe r missions および
Advanced Sharing ダイアログを閉じます。

8. Properties ダイアログで、Network Path を書き留めてください。 
これが共有フォルダにシステムアクセスを許可する際に入力する必
要のあるネットワークパスです。以下を参照してください。

9. Close を Properties ダイアログでクリックします。
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図 52. Windows 10 コンピュータに共有フォルダを作成します。この例では、ユーザーグループ
Everyone は共有フォルダ Biotage を完全に制御できます。

共有フォルダにシステムアクセス権限を与えます
注記： ネットワーク共有をシステムで設定する前に、共有フォルダが存
在する必要があります。

注記： システムは共有フォルダに Selekt とシステムのシリアル番号
（Selekt_Serialnumber）の名前でサブフォルダを作成します。このよ
うにして、共有フォルダは複数のシステムで使用することができます。

1.  メニューボタンを押してからシステム設定を押して、システム設定画
面（図 49（24 ページ）を参照）にログインします。

2. ネットワーク接続を設定します（26 ページを参照）。
3. Network Share オプションを Network フィールドで有効にします。
4. 対応する Settings ボタンを押して、必要なネットワーク設定を入力

します（図 53 を参照）： 

 » Authentication：共有フォルダへの読み取り/書き込みアクセス
権のあるユーザーのドメインとユーザー名およびパスワードを入
力します。これは、ネットワークにアクセス可能なすべての人がフ
ォルダにアクセスできるように設定されている場合省略すること
ができます。

 » Network Path: 使用する共有フォルダのパス。パスは、フォル
ダを共有するコンピュータのホスト名またはIPアドレス、およ
び共有フォルダ名で構成されます。また、共有フォルダにある
サブフォルダをパスに追加することで、そのサブフォルダを使
用することもできます。例： \\server123\Biotage\Selekt。 
ここで「server123」はホスト名、「Biotage」は共有フォルダ名、
「Selekt」はサブフォルダです。
Windows 10 では、Network Path を見つけるには、共有フォ
ルダまたは目的のサブフォルダを右クリックして、右クリックメ
ニューから Properties を選択します。

 » Auto Export Reports to Network Share: 有効にすると、処理
が完了するたびに、ネットワーク共有フォルダにレポートが自動
的にエクスポートされます。すなわち、レポートは、システムとネッ
トワーク共有フォルダの両方に保存されます。*

ネットワークの正しい設定方法については、社内の IT 部門にお問い
合わせください。

5. 完了したら、Test Connection を押します。システムは共有フォルダ 
（またはサブフォルダ）にアクセスし、Selekt_Serialnumber サブ
フォルダを作成します。

6. テ スト が 成 功 し た ら 、S a v e  を 押 し ま す。テ ストフ ァ イル 
（test_file.txt）が Selekt_serialnumber サブフォルダに保存さ
れます。サブフォルダが目的の場所に表示されていることを確認
します。

7. テストに失敗した場合、トラブルシューティングのために社内の IT 部
門にお問い合わせください。

注記： Network Share オプションを無効にすると、有効になるまで最
新のネットワーク共有設定が保存されます。

*レポートのエクスポートでは、2 つの結果ファイルが得られます。1 つはすべての生の処理データ
を含む XML ファイル、もう1つは生の3D UVスペクトルを含む SPECTRUM ファイルです。

図 53. Network Share Settings ダイアログ。この例では、Server123 はフォルダを共有
するコンピュータのホスト名で、Biotage は共有フォルダの名前です。
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メールサーバ接続の設定N

システムがメールサーバーに接続されている場合、

 » 通知メールを受信できます。ラックの交換が必要な場合、溶媒の
補充が必要な場合、廃液リザーバーを空にする必要がある場合、
Biotage

®

 Solvent Detector が漏出を検出した場合など、ユーザー
による操作が必要な時。

 » 電子メールで自動的にレポート受信できます。精製処理が完了した
とき。

 » システムのレポートとログをメールで送信できます。
メールサーバへの接続を設定するには、以下の手順に従ってください。

1. ネットワーク接続を設定します（26 ページを参照）。
2.  メニューボタンを押してからシステム設定を押して、システム設定画

面（図 49（24 ページ）を参照）にログインします。
3. E-mail オプションを Network フィールドで有効にします。
4. 対応する Settings ボタンを押して、必要なメール設定を入力します。

図 54 を参照。メールサーバーの正しい設定方法については、社内の 
IT 部門にお問い合わせください。
注記： この Sender E-mail Address は、システムからメールを受
信した時に送信者として表示されるアドレスです。

5. メールサーバーへの接続をテストします。
a. Test E-mail を押します。
b. Test E-mail ダイアログで、User ドロップダウンリストからユー

ザーアカウントを選択します。ユーザ アカウントがリストにない
場合は、Data Administration ビューでメールアドレスをアカウ
ントに登録します（23 ページを参照）。

c. テストメールを受信できない場合は、ネットワークやメールの設
定、ユーザーアカウントのアドレスを確認します。

6. テストメールを受信したら、Save を押します。
注記：	E-mail のオプションを無効にすると、再度有効にするまでは最
新のメール設定が保存されます。

図 54. E-mail Settings ダイアログ。
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警告

 » システム内部には命に関わるレベルの電圧がかかっています。カバーパネルは外さな
いでください。パネル内部にユーザーが修理できる部品はありません。

 » システムが破損した場合、または正常に機能しない場合は、すぐに電源を切り、
Biotage® 1-Point Support™（www.biotage.co.jp）までお問い合わせくだ
さい。

システムデータベースのバックアップと復元
システムデータベースには、すべての結果と登録溶媒、カラムタイプ、 
ユーザーアカウントが含まれています。

USBメモリデバイスまたはネットワーク共有フォルダNにバックアップを
保存することができます。ネットワーク共有フォルダにシステムアクセス
を許可する方法については、26 ページを参照してください。

注記： 再起動はバックアップと復元の両方で必要になります。

注記： USB メモリデバイスを使用する場合、バックアップ/復元が完了
するまで外さないでください。

データベースをバックアップするには、

1. メニュー、メンテナンスの順に押します。
2. USB メモリデバイスにバックアップを保存する場合は、空の USB メモ

リデバイスをシステム左側の USB ポートの 1 つに接続してください。
3. Back Up Database...を押します。
4. システムがネットワーク共有フォルダNにアクセスできる場合は、

Select Backup Location ダイアログが表示されます。Backup 
Location ドロップダウンリストから USB または Network Share 
を選択し、Yes を押してバックアップを開始します。

5. システムがネットワーク共有フォルダにアクセスできない場合は、
Confirm Backup ダイアログが開きます。Yes を押して USB メモリ
へのバックアップを開始します。

6. バックアップの完了を通知するメッセージが表示されたら、USB メモ
リデバイスを取り出し(利用できる場合)、Shut Down を押します。 
バッ ク アップ ファ イル は  U S B  メモ リ デバ イス B i o t a g e \
selekt\Selekt_Serialnumber \backups\、または Selekt_
Serialnumber \backups\ のネットワーク共有フォルダに保存され
ます。

データベースを復元するには、

1. メニュー、メンテナンスの順に押します。
2. バックアップが USB メモリデバイスに保存されている場合は、それ

をシステムの左側にある USB ポートのに接続します。
3. Restore Database...を押します。
4. Select Backup File ダイアログで、バックアップ位置（利用でき

る場合）、バックアップファイルを選択し、Restore を押します。
Confirm Restore ダイアログが開きます。

5. 復元を確定するには、Yes を押します。
6. 復元の完了を通知するメッセージが表示されたら、USB メモリデバ

イスを取り出し（利用できる場合）、Shut Down を押します。

図 55.「Maintenance」ビュー。

システムログのエクスポート
システムログを USB メモリ デバイスまたはネットワーク共有フォルダN

にエクスポートできます。また、現在のシステムログを電子メールNで送信
することもできます。

USB メモリへのシステムログのエクスポート
1. USB メモリをシステムの左側面にある USB ポートに挿し込みます。
2. メニュー、メンテナンス、そして Export Logs の順に押します。
3. エクスポートダイアログが開いたら、USB を押します。システムログ

は USB メモリ デバイスbiotage\selekt\Selekt_serialnumber \
logs\に保存されます。

4. エクスポートが完了したら（ ）、閉じるを押して USB メモリを取り
出します。
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システムログをネットワーク共有N にエクスポート
注記：	このオプションは、システムにネットワーク共有フォルダへのアク
セス権 限 が 与えられている場 合にのみ 利 用可 能 です。26 ページ
を参照。

1. メニュー、メンテナンス、そして Export Logs の順に押します。
2. エクスポートダイアログで、ネットワーク共有を押します。
3. エクスポートが完了したら（ ）、閉じるを押します。システムログ

は、ネットワーク共有フォルダ \Selekt_serialnumber \logs\に保
存されます。

現在のシステムログを電子メールNで送信
注記：このオプションは、システムがメールサーバーに接続されている場
合のみ使用できます；28 ページを参照してください。

注記： 現在のシステムログのみが電子メールで送信されます。すべてのシ
ステムログを取得するには、USB メモリデバイスまたはネットワーク共
有フォルダにエクスポートします（上記参照）。

1. メニュー、メンテナンス、そして Export Logs の順に押します。
2. エクスポートダイアログで、メール宛先ドロップダウンリストから自

分のユーザー名を選択し、送信を押します。ユーザーアカウントがリ
ストにない場合は、Data Administration ビューでメールアドレスを
アカウントに登録します（23 ページを参照）。

3. メールが送信されたら（ ）、閉じるを押します。

内蔵 UV 検出器の校正
内蔵検出器を校正する必要がある場合は（新しいフローセルを導入した時
など）、以下の手順で行います。

1. メニュー、メンテナンスの順に押します。
2. Calibrate UV Detector... を押します。画面に表示される指示事項を

よく読み、その内容に従ってください。

システム外部の清掃
タッチスクリーンの定期清掃を適切に行うことで、タッチスクリーンの寿命を
延ばし、摩耗を減らすことができます。

警告

 » タッチスクリーンの清掃では、非アンモニア系のウィンドウクリーナーのみを使用し
てください。電子部品を損傷する可能性があるため、スクリーンに液体を直接塗布
することはしないでください。

注記：刺激の強い洗浄剤や化学薬品、湿気がシステムに入らないように
してください。

1. 15 ページに従ってシステムをシャットダウンします。
2. 電源コードをコンセントから抜きます。
3. 研磨性のない、清潔な乾燥した布でタッチスクリーンを拭きます。

スクリーンの汚れが落ちない場合は、非アンモニア系のウィンドウ
クリーナーを布に含ませて軽く拭きます。清掃後は、研磨性のない
清潔な布で乾拭きします。

4. 清潔なリントフリーの布を水で軽く湿らせて、システムの外側の表面を
清掃します。必要に応じて、少量の中性洗剤を使用することもでき
ます。清掃後は、清潔なリントフリーの布で乾拭きします。

内蔵 UV 検出器のフローセルの洗浄

警告

 » 紫外線（UV）によって目を傷める場合があります。フローセルを取り外す前に、必ず
システムの電源を切ってください。フローセルを取り外している間、または固定ネジを
ゆるめた状態で、システムの電源を入れないでください。

注記：フローセルを取り扱う際は必ず手袋を着用し、光ファイバーには
触れないでください（図 56 を参照）。

図 56. フローセルの光ファイバー部分。触らないでください。

検出器のフローセルは、埃や薬品がかからないように清潔に保ってくだ
さい。特に、フローセルで漏れが生じないように注意してください。

フローセルが汚染されていると透過率が低下し、ノイズレベルの上昇や
応答性の低下が生じたり、UV ゼロ設定が難しくなります。

検出器のフローセルを洗浄するには、

1. 15 ページに従ってシステムをシャットダウンします。
2. フローセルを片手で持ち、固定ナットを緩めてフローセルを取り外

します。
3. フローセルからインレットとアウトレットのチューブを外し、セルに

汚れがないか目視で確認します。

図 57

AA

CC

BBDD

. 内蔵検出器のフローセル。A = フローセルのアウトレットチューブ、B = フローセル、 
C = フローセルのインレットチューブ、D = 固定ナット。
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4. ステムに付属のインジェクションメンテナンスキットを使って、混和
性のある一連の溶媒または洗浄液（上記「洗浄溶液」を参照）でフロー
セルをフラッシングします。
洗浄溶液

 » 混和性のある一連の溶媒  
汚染状況に応じて溶媒を選択します。ステンレス、PTFE、または
石英ガラスのウィンドウと反応しない限り、有機溶媒、無機溶
媒、酸の希釈液（蒸留水を使用して 1:20～1:10 の割合で希釈し
た H2SO4 や HNO3 など）を使用できます。

 » 洗浄液  
脱 イオン 水 で 希 釈した「洗 浄」用の  1 0 %  溶 液 を約  4 0 ° C
（104°F）に加熱して使用することもできます。以下の洗剤は、
フローセルに使用されている材料に適しています。Decon 90、
Deacon Neutracon（中性 pH）、Deconex、RBS 25。

注記： これらは塩基性であるため、フローセルをこれらの液体と数
時間一緒に置かないでください。ファイバーをエッチングする可能性
があります。

5. セルウィンドウに汚れがないか目視で再確認します。汚染が残って
いる場合は、手順 4 を繰り返すか、フローセルを超音波処理してく
ださい：
a. フローセルを洗浄溶液に入れ、超音波槽に入れます（「洗浄溶

液」ステップ 4 を参照）。
b. 40°C（104°F）で 40 分間超音波処理します。
汚れを除去できない場 合は、フローセル（P/N 416331SP）を 
交換し、UV 検出器の再 校正を行うことを推奨します（30 ペー
ジを参照）。

6. フローセルがきれいになったら、多量の脱イオン水で洗浄し、次にシ
ステム溶媒と混和性のある溶媒で洗浄します。システムに付属のシリ
ンジを使用してください。

7. フローセルを慎重に挿入し、固定ナットを締めます。
a. フローセルコーンを UV 検出器内部のハウジングにまっすぐに挿入

します（図 58 の強調部分を参照）。
b. 固定ナットを締めます。ヒント！最後の数回転で、フローセルを

固定ナットに平らに当てながら、ナットを完全に締めます。
注記：	固定ナットは軽い力で締めることができます。締めるのが難し
い場合、フローセルの位置がずれている可能性があります。

8. チューブをフローセルに再度接続します。

図 58. UV 検出器に適切に挿入したフローセルの断面図。

フローセルの毎月のメンテナンス
定期的な予防メンテナンスの一環として、以下の洗浄手順を実行してく
ださい。

1. メニューを押し、フラッシュ/パージを押します。
2. バイパスを流路ドロップダウンリストから選択します。
3. 両チャンネルにおいて、カラムのインレットとアウトレットのチューブ

が連結していることを確認します。
4. 容量入力欄に「300 mL」と入力します。
5. 流速入力欄に「40 mL/min」を入力します。
6. システムに装着されている最も強い溶媒には「100%」と入力します。

他のものには「0%」を入力してください。
7. フラッシュを押します。
8. 洗浄が完了したら、システムを一晩放置します。

逆止弁の洗浄または解放
ポンプ逆止弁の洗浄
その日の最後の精製をハロゲン化溶媒（DCM など）で行った場合は、
ハロゲン化溶媒を使用したインレットラインにメタノールなどの溶媒を
割り当て（5 ページを参照）、30mL 以上を使用してシステムをフラッ
シングし（20 ページを参照）、逆止弁のハロゲン化溶媒を洗い流す
ことを推奨します。

固着した逆止弁の解放
流量が少なかったり、安定しなかったり、周期的な UV 信号が重なって
いたりする場合は、逆止弁が固着している可能性があります。

警告

 » 固着した逆止弁を解放する際は、少量の溶媒が飛散する危険があります。

1. システムに付属している Torx 50ドライバーを使用して、CV OUT 弁の 1 つ
から逆止弁キャップを慎重に取り外し、圧力を解放します（図 59 を 
参照）。

図 59. CV OUT弁の1つから逆止弁キャップを取り外します。

2. 他の 3 つの逆止弁にも同じ手順を繰り返します。
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3. 未使用のピペットチップなどを逆止弁に押し込んで引き抜くことで、
逆止弁を取り外します（図 60 を参照）。

4. 未使用のピペットチップなどを使用して逆止弁の内側にあるボールを
押します（図 61 を参照）。それ以外の場合は、特にハロゲン系溶媒（例
えば DCM）がシステムで使用されている場合は、チェックバルブを
IPA またはメタノールで洗浄するかチェックバルブ（P/N 417440SP）
を交換してください。

5. 他の 3 つの逆止弁にも同じ手順を繰り返します。

図 60. 逆止弁を取り外します。

図 61. 固着した逆止弁を解放します。

順相と逆相の手動切り替え
溶媒変更時のトラブルを回避するには、クロマトグラフィーシステム全体

（リザーバー、ポンプ、チューブ、検出器など）で溶媒変更を行う必要
があります。

手順としては、新しい溶媒への段階的な変更が完了するまで、相互に混
和性のある一連の溶媒でシステムをフラッシングします（20 ページを
参照）。この手順に従わない場合、内蔵検出器のフローセル内だけでなく、 
システムの他の部分でも沈殿が発生する可能性があります。例えば、有機
溶媒から水溶液に変更する場合は、アセトンやアルコールでシステム全体を
フラッシングする必要があります。

漏出

警告

 » 漏出には必ずすぐに対処してください。

 » 一般に認められている研究室の安全手順および適用される法律や規則に従ってくだ
さい。

 » 国や自治体の安全規則、および溶媒メーカーの安全性、取り扱い、保管、廃棄に関
する推奨事項（SDS（安全データシート）を参照）に必ず従ってください。

 » 電気機器は発火する危険性があります。取り扱い、換気、操作環境に関しては、溶媒
メーカーの推奨事項にすべて従ってください。

 » 本システムを使用している人やその近くにいる人は、国や自治体の関連する安全規則
に従って、必ず防護服、安全用具、防護眼鏡を着用してください。

 » チューブの交換はシステムの電源を切ってから行ってください。Biotage 社が供給す
る、Selekt Enkel システム専用のチューブのみを使用してください。

漏出時のシステムのシャットダウン
漏出が確認された場合は、以下の手順でシステムをシャットダウンします。

1. 精製を実行中の場合は、 、停止の順に押します。
2. （ユーザーが開始した）プライミングまたはフラッシングを実行中の

場合は、停止を押します。
3. メニュー、終了、はいの順に押します。
4. タッチスクリーンに「It is safe to turn off the system」というメッ

セージが表示されたら、システムの電源を切ります。電源スイッチ
はシステムの左側面にあります。

外部漏出
外部漏出は、フィッティングの緩みやチューブの破損などによって生じる
ことがあります。内蔵検出器のフローセルで発生した漏出は、ドリップ
シートを介して排出されます（図 62 を参照）。

図 62. 内蔵検出器のフローセルからの漏出の排出。

コレクションアームのチューブを除き、システムの外部チューブはすべて、
ユーザー自身で交換できます。スペアパーツのリストは www.biotage.com
でご覧いただけます。

注記： チューブのタイプ、寸法、長さはすべて、システムの性能に不可
欠な要素です。交換には、Biotage 社が提供する Selekt Enkel システ
ム専用設計のチューブと同等のチューブのみを使用してください。
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外部漏出が確認された場合、

1. 前述のとおりにシステムをシャットダウンします。
2. 電源コードをコンセントから抜きます。
3. 適切な安全上の予防策を講じて、こぼれた溶媒を拭き取ります。 

カラムから漏出している場合は、溶媒の蒸気をすべて逃がしてから
カラムを取り外してください。静電気が発生する可能性があるため、
カラム表面に残っている溶媒は拭き取らないでください。

4. 装置用トレイ（オプション）を使用する場合は、トレイと溶媒検出器 
（検出器の下にあるスペースを含む）が清潔で乾いていることを確認

してください。溶媒検出器を取り外すには、検出器ケーブルを 2 個の 
チューブクリップから外し、溶媒検出器を保持しているハッチを 
開き、検出器を横に引き抜きます（図 63 を参照）。

図 63

BB

AAAA

. 溶媒検出器付き装置用トレイ。A = 検出器ケーブルを保持するチューブクリップ、 
B = 開いた状態の溶媒検出器ハッチ。

5. オプションの二次溶媒格納容器を使用している場合、
a. 二次溶媒格納容器と溶媒検出器（検出器の下にあるスペースを含

む）が清潔で乾いていることを確認してください。溶媒検出器を
取り外すには、ケーブル固定プレートを取り外し、溶媒検出器を
保持しているハッチを開き、検出器を横に引き抜きます（図 64 を
参照）。システム上部で二次溶媒格納容器を使用し、清掃のた
めに取り外す必要がある場合は、Torx 20 ドライバーでネジを外
し、システム背面のブラケット2 個を取り外します（図 65 を参照）。
逆の手順で組み立てます。

図 64

BB

AA

. 溶媒検出器付きの二次溶媒格納容器。A = ケーブル固定プレート、B = 開いた状態の 
溶媒検出器ハッチ。

b. システム上部で二次溶媒格納容器を使用している場合は、ドレン
チューブを点検し、損傷がないこと、背面のドレンポートに適切
に接続されていることを確認します（図 65 の A を参照）。もう一
方の端は廃液リザーバーに挿入されていることを確認します。

図 65

AA

. オプションの二次溶媒格納容器（丸部分）のブラケットを固定しているネジ2個とドレン 
ポート（A）。

6. すべての外部のチューブや接続に漏れがないか点検します。フィッ
ティングを指で締める際は、ネジ山やフェルールがつぶれないよう
に注意してください。損傷したチューブを交換します。

7. 漏出の位置を特定して解消したら、電源に再接続して、システムの
電源を入れます。

8. フラッシング機能を使用して、すべてのチューブや接続に漏れがな
いか点検します（20 ページを参照）。水または別の適切な溶媒
でフラッシングします。

9. トラブルが解決しない場合は、
a. 停止を押してフラッシングを終了します。
b. システムをシャットダウンして、電源コードをコンセントから抜

きます。
c. Biotage® 1-Point Support ™ へお問い合わせください。

内部漏出
ポンプシールやチューブフィッティングの摩耗などによる内部漏出は、 
システムの下にあるドレンポートから排出されます。

内部漏出が確認された場合、

1. 「漏出時のシステムのシャットダウン」（32 ページ）に従ってシステ
ムをシャットダウンします。

2. 電源コードをコンセントから抜きます。
3. 外部漏出でないことを確認します（「外部漏出」（32 ページ）を参照）。
4. Biotage® 1-Point Support™ へお問い合わせください。
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ヒューズの交換

警告

 » Biotage が指定した適切な交換ヒューズ（P/N 411916SP）のみを使用してくだ
さい。誤ったヒューズを使用すると火災の原因となります。

1. 15 ページに従ってシステムをシャットダウンします。
2. 電源コードをコンセントから抜きます。
3. システムの背面から電源コードを抜きます。
4. 小型のマイナスドライバーでヒューズホルダー下部の切り欠き部分を

慎重にこじ開けてヒューズホルダーを緩めます（図 66）。
5. ヒューズホルダーを指でつかみ、システムから取り外します。
6. 2 本のヒューズを Biotage 社が指定する同じ種類、同じ定格の新し

いヒューズ（P/N 411916SP）と交換します。
7. ヒューズホルダーを元の位置に戻します。

図 66. ヒューズホルダーを緩める様子。

ニードルの交換
1. 15 ページに従ってシステムをシャットダウンします。
2. ニードルを取り外します。
3. 新しいニードル、フェルール、ピークナット（P/N 413245SP）を組

み立てます。ニードルがフェルールの先端とぴったり重なっているこ
とを確認します（図 67 の A を参照）。

4. ニードルをコレクションアームに取り付けます。ニードルがニードル
ガイドに接触していることを確認します（図 67 の B を参照）。

図 67

AA

BB

. ニードル、フェルール（A）、ナットを組み立て、コレクションアームに取り付けます。ニードルが
ニードルガイドに接触していることを確認します（B）。

溶媒インレットフィルターの超音波洗浄
溶媒インレットフィルターは各溶媒インレットラインの先端に設置されて
います。溶媒インレットフィルターは、ポンプとカラムを特定の汚染によ
る損傷から守ります。これらのフィルターは、1,000 時間の運転時間ま
たは 12 か月（いずれか早い方）ごとに清掃（超音波洗浄）または交換
する必要があります。交換する場合は、インレットラインとフィルター 

（P/N 413214SP（S1）または 413215SP（S2））の両方を交換することを
推奨します。
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フラクションコレクターに関するトラブル
 » コレクションアームが各コレクション容器の上に正しく配置されない：

 » ラックとトレイが正しく配置されていることを確認します。

 » 使用するラックのラックパネルで正しいラックタイプが選択され
ていることを確認します（10 ページを参照）。

 » アームの動きを妨げているものがないことを確認します。
これでも解決しない場合は、コレクションアームを再校正する必要
があります。Biotage® 1-Point Support™ へお問い合わせください。

 » ニードルから垂れたり、吐出量が安定しなかったりする場合は、分取
弁が汚れている可能性があります。Biotage® 1-Point Support™ へお
問い合わせください。

グラジエントに関するトラブル
低組成のグラジエントが不正確

非常に低いパーセンテージのグラジエントの精度を高めるには、目的の
最終濃度の強溶媒を弱溶媒に入れてあらかじめ混合し、溶媒 B として
使用します。予備混合した溶媒 B を使用して、0 ～ 100% B でグラジエ
ントをプログラムします。

ベースラインのドリフトがプログラムしたグラジエントと異なる

内蔵検出器で観察されるグラジエントの変化には 2 つの要因があります。

1. 溶媒がカラムを通過して内蔵検出器に到達するまでには少なくとも
1CV かかるため、グラジエントの初期段階はプログラムしたグラジ
エントに比べて常に少なくとも 1CV 遅れることになります。グラジ
エントの遅延が長くなるのは、シリカとの相互作用で、強溶媒がカ
ラム上で選択的に保持されていることが原因と考えられます。

2. 内蔵検出器で観察されるグラジエントは、プログラムしたグラジエ
ントよりも先に減少し、安定することがあります。これは、内蔵検
出器の検出限界によるものです。強溶媒の濃度が上昇しても、その
特定の波長の光が検出器に到達していないため、記録されません。

Spektra ソフトウェアライセンスのあるシステムを使用している場合は、
UVベースライン補正オプションを有効にして処理を実行してみてください。

図 68. UV 信号で確認できる問題。

内蔵 UV 検出器に関するトラブル
 » 信号が無い。UV フローセルが正しく取り付けられていることを確認

します（7 のステップを参照「内蔵 UV 検出器のフローセルの洗浄」
（30 ページ））。

 » No light（「UV 検出器エラー。エラーコード2,30」）フローセルを
洗浄してください（30 ページを参照）。

 » ノイズは、汚染されたフローセルが原因の可能性があります。フロー
セルを洗浄します（30 ページを参照）。

 » ベースラインのドリフトは以下の原因が考えられます。

 » フローセルが汚染されている。フローセルを洗浄します（30 ペー
ジを参照）。

 » 使用した溶媒が選択した波長の光を吸収している。分取と分画
の波長を変更するか、UVベースライン補正オプションを有効に
します（Spektra ソフトウェアライセンスのあるシステムの場合
のみ）。

 » UV ランプに不具合がある。Biotage® 1-Point Support™ へお問い
合わせください。

 » UVベースライン補正でベースラインのドリフトが解消されない。	
グラジエントは処理中にユーザーによって変更されます。グラジエン
トが元の境界を超えて変更された場合は、標準的な UV ベースライ
ン補正（開始時から終了時の混合液 A/B）ではカバーされません。
システム設定で完全な UV ベースライン補正（start mix to 100% B）
に変更します（24 ページを参照）。

 » UVベースライン補正の使用時にピークが欠落する。UVベースライン
補正オプションが有効で、広範囲の波長で吸光度の高い溶媒（アセト
ンやトルエン）を使用している時に、想定するピークが見られない
場合は、UV ベースライン補正を使用せずに処理を実行してみてくだ
さい。

検出器の検出限界による非線形挙動

遅延が想定よりも長くなるのは（1CVではなく約2CV）、シリカとの相互作用
で、強溶媒がカラム上で選択的に保持されていることが原因と考えられます

トラブルシューティング
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 » UVゼロ設定中の UV検出器エラー。このトラブルは以下の原因が
考えられます。

 » フローセルが汚染されている。フローセルを洗浄します（30 ページ
を参照）。

 » 溶媒の吸光度が高い。吸光度の低い溶媒を選択します。

 » フローセル内にサンプルがある。システムをフラッシングして
（20 ページを参照）、処理を再度実行してみます。

 » UV 検出器を再校正する必要があります（30 ページを参照）。

漏れの検出
「漏出」（32 ページ）を参照してください。

過圧の検出
沈殿物やチューブのねじれによる詰まり

警告

 » チューブの交換はシステムの電源を切ってから行ってください。Biotage 社が供給する、
Selekt Enkel システム専用のチューブのみを使用してください。

1. 圧力が大気圧まで下がったら（現在の圧力はソフトウェアの左上に
表示されています）、システムをシャットダウンします（15 ページ
を参照）。
注記： 圧力が数分以内に大気圧に達しない場合は、以下 「停電また
は過圧によるシャットダウン後の再起動」 に記載のとおりに圧力を
解放します。

2. チューブがねじれている場合は、まっすぐに戻すか、チューブを交換
します。交換には、Biotage 社が提供する Selekt Enkel システム
専用設計のチューブと同等のチューブのみを使用してください。

3. 沈殿物がないか、すべてのチューブを目視で確認します。もしあれば、
チューブを取り外して洗浄します。

4. 沈殿物がないか、フローセルを目視で確認します。もしあれば、フロー
セルを洗浄します（30 ページを参照）。

5. システムの電源を入れます。
精製またはフラッシングの流速が速すぎる

1. フラッシング中に過圧が発生した場合は、パージをフラッシュ /パージ
ビューで押します。圧力が大気圧まで下がったら（現在の圧力はソフ
トウェアの左上に表示されています）、低流速で新たにフラッシングを 
開始します。

2. 処理中に過圧が発生した場合は、流速を落として処理を再開します。
システムは、圧力が許容レベルまで下がってから、低流速での処理を
開始します。

停電または過圧によるシャットダウン後の再起動

警告

 » 固着した逆止弁を解放する際は、少量の溶媒が飛散する危険があります。

1. システムに付属している Torx 50 ドライバーを使用して、CV OUT 弁の
1 つから逆止弁キャップを慎重に取り外し、圧力を解放します（図 69 を
参照）。

2. 圧力が大気圧まで下がったら（現在の圧力はソフトウェアの左上に
表示されています）、逆止弁キャップを締めます。

図 69. CV OUT 弁の 1 つから逆止弁キャップを取り外します。

ポンプに関するトラブル
注記： DCM のような揮発性の高い（蒸気圧の高い）溶媒を使用する場
合は、リザーバーの位置を高くすることを強く推奨します。溶媒混合の
精度を高めるために、すべての溶媒は同じ高さに置いてください。また、
最大吸引速度を落とし（「溶媒の管理」（22 ページ）を参照）、可能で
あれば、周囲温度を下げることを強く推奨します。溶媒ごとの蒸気圧
については、「溶媒仕様」（38 ページ）を参照してください。

 » 溶媒供給時に気泡がカラムインレットチューブ内を流れ続けている
場合は、以下の原因が考えられます。

 » ラインに溶媒がほぼない、あるいはまったくない。溶媒リザーバーを
補充し、使用する溶媒インレットラインがすべて溶媒に浸かっている
ことを確認します（「溶媒インレットのプライミング」（6 ページ）
を参照）。

 » 緩んでいる溶媒インレットラインがある。フィッティングを確認
し、必要に応じて締め直します。

 » 詰まっている溶媒インレットフィルターがある。溶媒インレットフィ
ルターを超音波洗浄するか、交換します（34 ページを参照）。
粒子を含まない溶媒が必要なこと、溶媒の再循環は推奨されな
いことに注意してください。

 » 吸引ストローク中の溶媒キャビテーションまたは脱気。考えられ
る解決策： 1. 溶媒リザーバーを持ち上げます。2. 周囲温度を下げ
ます。3. 溶媒インレットフィルターを超音波洗浄するか、交換し
ます（34 ページを参照）。4. 使用する溶媒の最大吸引速度を
落とします（「溶媒の管理」（22 ページ）を参照）。
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 » 流量が少なかったり、安定しなかったり、周期的な検出器信号が重なっ
ていたりする場合は、以下の原因が考えられます。

 » プライミングされていない溶媒インレットがある。指定のポンプ
性能を得るために、両方の溶媒インレットをプライミングしてく
ださい（6 ページを参照）。

 » 適切に機能していないポンプ逆止弁がある。メタノールなどの溶媒 
でフラッシングして（20 ページを参照）、チューブやフィッティン 
グに漏れがないか 確 認します（「漏出」（32 ページ）を参照 ）。 
これでも解決しない場合は、31 ページに従って逆止弁を解放
します。

 » 吸引ストローク中の溶媒キャビテーションまたは脱気。考えられ
る解決策： 1. 溶媒リザーバーを持ち上げます。2. 周囲温度を下げ
ます。3. 溶媒インレットフィルターを超音波洗浄するか、交換し
ます（34 ページを参照）。4. 使用する溶媒の最大吸引速度を
落とします（「溶媒の管理」（22 ページ）を参照）。

 » ポンプが溶媒を供給しない。このトラブルは以下の原因が考えられ
ます。

 » リザーバーに溶媒が入っていないか、量が不十分。溶媒リザー
バーを補充し、使用する溶媒インレットラインが両方とも溶媒に
浸かっていることを確認します（「溶媒インレットのプライミング」

（6 ページ）を参照）。

 » 固着したポンプ逆止弁。メタノールなどの溶媒でフラッシングします
（20 ページを参照）。これでも解決しない場合は、31 ページ 

に従って逆止弁を解放します。

 » 溶媒ラインの詰まり。溶媒インレットフィルターを超音波洗浄する
か、交換します（34 ページを参照）。ねじれているチューブを 
まっすぐに戻すか、交換します。これでも解決しない場合は、メタ
ノールまたはイソプロパノールを使用して低流速でシステム全体を
フラッシングします（20 ページを参照）。

 » 漏出。チューブやフィッティングに漏れがないか確認します（「漏出」
（32 ページ）を参照）。

QR リーダーに関するトラブル 
タッ チスクリーン の下 に あ る QR リー ダー が 点 灯し な い 場 合 は、
Biotage® 1-Point Support™ へお問い合わせください。

Biotage® 1-Point Support™ へのお問い合わせ。
トラブルシューティング中にサポートが必要な場合、またはトラブルが
解決しない場合は、Biotage

®

 1-Point Support
™

 へお問い合わせくだ
さい。お問い合わせ先については、本書の巻末または当社ウェブサイト

（www.biotage.co.jp）をご覧ください。
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溶媒仕様

溶媒仕様

警告

 » 多くの溶媒は人体や環境に有害であると考えられているため、使用する際には適切な安全対策を講じてください。これらの溶媒の安全な使用、取り扱い、輸送、保管、廃棄については、
安全データシート（SDS）およびその他の適用される規則に従ってください。

Solvent CAS No. Strength1,2 Selectivity Class3 UV Cutoff 
(nm)

Vapor Pressure at 
20°C (psi)

Vapor Pressure at 
20°C (mbar)

Acetone 67-64-1 0.56 6 (VIa) 330 3.6 247.4
Acetonitrile 75-05-8 0.65 6 (VIb) 190 1.4 93.6
Cyclohexane 110-82-7 0.04 0 210 1.5 103.4
Dichloromethane (DCM) 75-09-2 0.42 5 (V) 235 6.9 475.3
Ethanol 64-17-5 0.88 2 (II) 210 1.3 90.0
Ethyl acetate 141-78-6 0.58 6 (VIa) 255 1.4 98.3
n-Heptane 142-82-5 0.01 0 210 0.7 47.4
n-Hexane 110-54-3 0.01 0 210 2.3 161.6
Methanol 67-56-1 0.95 2 (II) 210 1.9 129.7
2-Propanol (IPA, 
isopropanol)

67-63-0 0.82 2 (II) 210 0.6 44.0

Tetrahydrofuran 109-99-9 0.57 3 (III) 220 2.5 172.4
Toluene 108-88-3 0.29 7 (VII) 286 0.4 29.1
Water 7732-18-5 1.00* 0 190 0.3 23.4

表 1. Solvent specifications.
1 Neue U. D. HPLC Columns Theory, Technology, and Practice, Wiley-VCH (1997).
2 Dean J. A. Lange’ s Handbook of Chemistry, 15th edition, McGraw-Hill (1999).
3 Snyder L. R. and Kirkland J. J. Introduction to Modern Liquid Chromatography, Wiley (1979).
* 逆相クロマトグラフィーで水を使用する場合、強度は 0 です。
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一般情報

消耗品とアクセサリー
消耗品やアクセサリーは、必ず Biotage 社の純正品を使用してください。
消耗品やアクセサリーをご注文いただく場合は、本書の巻末の連絡先を
ご覧になるか、当社ウェブサイト（www.biotage.co.jp）からお問い合
わせください。

Part No. Description Qty

413214 Tube, Solvent Inlet S1 1

413215 Tube, Solvent Inlet S2 1

413216 Tube, Solvent Inlet S3 1

413217 Tube, Solvent Inlet S4 1

411851SP Waste Outlet Tube 1

416220SP Selekt Tube, Front Column Inlet 40 cm 1

416015SP Selekt Tube, Column Inlet 80 cm 1

416389SP Selekt Tube, Column Outlet 40 cm 1

ハードウェアアップグレードキット

Part No. Description Qty

417501SP Biotage® Selekt Enkel Network Upgrade Kit 1

417502SP Biotage® Selekt Enkel Extended Bed Upgrade Kit 1

417504SP Biotage® Selekt Enkel RFID Upgrade Kit 1

電源ケーブル

Part No. Description Qty

418362SP Mains China Cable 1

418361SP Mains India Cable 1

416406SP Mains Swiss Cable 1

416276SP Mains EU Cable 1

416277SP Mains UK Cable 1

416278SP Mains US Cable 1

詳細については、弊社のウェブサイト www.biotage.com をご覧く
ださい。

製造者
  Biotage Sweden AB

お問い合わせ
Biotage Sweden AB  
Box 8 
SE-751 03 Uppsala 
SWEDEN

訪問先住所： Vimpelgatan 5

Phone: +46 18 56 59 00 
Fax: +46 18 59 19 22  
E-mail: info@biotage.com 
Website: www.biotage.com

お近くの Biotage 社の代理店にお問い合わせください。お問い合わせ先
については、本書の巻末または当社ウェブサイト（www.biotage.com）を
ご覧ください。

ソフトウェア

Part No. Description Qty

SEL-SPK Biotage® Spektra Software Package 1

アクセサリー

Part No. Description Qty

417538SP Column Holder Sfär 5g/10g with O-ring 1

417539SP Column Holder Sfär 25g with O-ring 1

415343SP Column Holder Sfär 50/100g 1

415337SP Column Holder Sfär 200/350g 1

416047SP Selekt Fraction Collector Tray 1

416301SP 13 x 100 mm RFID Rack (holds 48 tubes) 3

416302SP 16 x 100 mm RFID Rack (holds 35 tubes) 3

416303SP 16 x 150 mm RFID Rack (holds 35 tubes) 3

416305SP 18 x 150 mm RFID Rack (holds 28 tubes) 3

416306SP 25 x 150 mm RFID Rack (holds 15 tubes) 3

416307SP 120 mL Flask RFID Rack (holds 6 flasks) 3

416230SP 240 mL Flask RFID Rack (holds 10 flasks) 1

416225SP 480 mL Flask RFID Rack (holds 8 flasks) 1

416321SP Biotage® Selekt Secondary Solvent Containment 
with Biotage® Solvent Detector

1

416410SP Biotage® Selekt Instrument Tray with Biotage® 
Solvent Detector

1

418405SP Biotage® Selekt Instrument Tray with Biotage® 
Solvent Detector, Extended Bed

1

417535SP Biotage® Selekt Solvent Detector Adapter Cable 
for three Biotage® Solvent Detector

1

417115SP Biotage® Safety Valve Kit 1

412422 Biotage® SNAP 750g/1500g Holder Assembly 1

412537 Male Luer Outlet Fitting for Biotage® SNAP 750g 
and 1500g

1

412358 Biotage® SNAP XL Fitting, Female Luer, Assembly 1

416331SP Flow Cell Selekt 1

415115SP Inlet Check Valve for Pump Version I 4

417440SP Inlet Check Valve for Pump Version II 4

413245SP Fraction Collector Needle 1

411916SP Fuse 4.0 TA/250 VAC, 5 x 20 mm 5

413008SP Four Solvent Inlet Lines and Filters (S1-S4) 1
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Main Office: +46 18 565900
Toll Free: +800 18 565710
FAX：+46 18 591922
Order Tel: +46 18 565710
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order@biotage.com
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北米・南米
Main Office: +1 704 654 4900
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効果的な化学プロセスを
実現する総合パートナー
 
Biotage 社は、ライフサイエンス分野の研究作業を 
容易にする機器やアクセサリーを世界中に提供して
います。業界に関する深い知識、学術機関との連携、
社内の研究開発チームにより、お客様の課題に最適
なソリューションをお届けします。当社は、お客様の 
個々のニーズに応えられる柔軟性と能力に誇りを持っ
ています。分析 化学、有 機 化学、プロセス化学、 
生体分子 化学において強力な基盤を持つ当社は、 
市場で最も幅広いソリューションを提供することがで
きます。

http://www.biotage.com/legal

