
はじめに
ご利用のシステムのlpとして、pCfbuをお選びいただきありがとうございます。液体クロマ
トグラフィー飛行時間型質量分析機能を提供するpCfbu uRMMo nqlcとpCfbu uRMM_ nqlc
システム、および pCfbu qriple nuadqj TRMM iCJjpLjpシステム EnqoAm® oeadyFをサポー
トする pCfbu lp OKMソフトウェアをお届けします。pCfbu lp OKMを使用すると、ユーザー
は、Analyst®

ソフトウェアバージョンNKSKO以降またはAnalyst® qcソフトウェアバージョン
NKTKN以降を操作するトリプル四重極nqoAm®

およびqripleqlc®
システムから取得したデータ

を処理することもできます。

本ドキュメントでは、ソフトウェアの機能について説明しています。ソフトウェアをご利用

になる際の参照用として、このリリースノートを常にお手元に保管してください。

バージョンOKMの新機能
本項では、pCfbu lp OKMの強化と修正について説明します。過去にリリースされたpCfbu lp
の強化と修正については、該当するバージョンのソフトウェアに付属する『リリースノート』

を参照してください。

バージョンOKMの新機能
測定機能

• pCfbu qriple nuadqj TRMMシステムのサポート J nqoAm®
準備完了：

• jp jethodワークスペースの新しいトリプル四重極および線形イオントラップ（ifq）
スキャンタイプ

• 化合物の定量・定性確認のための情報依存取得（faA）サポート

• 実験のループとスケジューリングのサポート

• jp jethodワークスペースでのイオン化スケジューリングのサポート
この機能を使用すると、汚染のリスクを低減することにより、質量分析装置のダウン

タイムを短縮できます。この機能を有効にすると、ppr~y volt~geまたはkebulizer
currentは、指定された期間のみ、メソッドで指定された値に設定されます。
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• Scheduled jojqj
アルゴリズムのサポートの強化

高度な機能がScheduled jojqj
アルゴリズムに追加されました。

• 測定メソッドのトランジションごとに取得ウィンドウを構成する機能。ユーザーは、
広いiCピークを持つ化合物や保持時間に大きなばらつきがある化合物のために、個々
のウィンドウを調整して、実験の保持時間のロバスト性を向上させることができます。

• 分析対象物の複数のトランジションを一次または二次としてラベル付けする機能。一
次トランジションは測定ウィンドウ全体を通してモニタリングされる一方、二次トラ

ンジションは、一次トランジションがトリガーしきい値に達した後にのみモニタリン

グされます。

• 二次トランジションをトリガーするための動的バックグラウンド減算（a_p）のサポー
ト。

• 各トランジションに必要な滞留時間を指定する機能。

• 処理メソッドからインポートしてjp jethodの保持時間を更新する機能

• ライブラリから質量表にトランジションをインポートする機能。

• jojインデックス、joj同時実行性、予測サイクル時間、および時間に対してプロッ
トされた滞留時間を示すインタラクティブな要約プロット。

• 自動化合物最適化ツール：

• jp jethodワークスペースでのフローインジェクション分析（cfA）を使用した化合物
最適化のサポート

• jpP
メソッドの最適化のサポート

• 質量分析の自動チューニング：

• jp quneワークスペースでトリプル四重極と ifqスキャンタイプを調整する機能

• 検出器電圧を最適化する機能

• _atchワークスペースの改善：

• _atchワークスペースで最大QIMMMの成分濃度をサポートするようにタブレイアウトを
改善

• メソッドの移行：

• pCfbu lpで使用するためにAnalyst®
ソフトウェア取得方法からjpパラメータを変換す

る機能

• 定量モードでAnalyst®
ソフトウェアのpCfbu TRMMシステムデータを処理する能力

• ルーティング分析の決定ルール：

• 指定された分析結果の修正措置を定義するための、_atchワークスペースでの決定ルー
ルのサポート。この機能を使用すると、サンプルのバッチを取得しているときに、サ

ンプルの提出をリアルタイムで決定できます。
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• iCサポート：

• phimadzu iCJQMモジュールのサポート

• phimadzu jikrosポンプのサポート
サポートされているモジュールの完全なリストについては、『Software fnstallation duide』
を参照してください。

• チューニング中の統合シリンジポンプの自動停止と開始。

処理機能

• 計算列で使用するための新しいdbqpqAq関数
この関数を使用して、選択した統計列（平均、標準偏差、およびパーセントCs）をoesults
qableに表示できます。

• ユーザーは、複数の事前定義済みまたはカスタムのフラグ設定ルールに基づいて結果を評
価する複合フラグ設定ルールを作成できます。結合ルールは、ルールで指定された結果値

を含む列としてoesults qableに追加されます。

• 信号対雑音比（pLk）を計算するための新しいオプション：

• ピーク間：ソフトウェアは、指定されたバックグラウンド領域の最高と最低のノイズ
値を差し引くことによってノイズを計算します。信号対雑音比は、検出されたピーク

高さをこのノイズ値で割った比率です。

• 標準偏差：ソフトウェアは、指定されたバックグラウンド領域のデータポイントの標
準偏差としてノイズを計算します。信号対雑音比は、検出されたピーク高さをこのノ

イズ値で割った比率です。

バージョンOKMの解決済みの問題
An~lyticsワークスペース

• Analyticsワークスペースのx保持時間zウィンドウが正しくありませんでした。EjnJSOORF

• 統計ペインでは、カットアンドペースト機能は機能しませんでした。EjnJSPOPF

• oesults qableで、fndex列を非表示にできるようになり、エクスポート時に抑制されるよ
うになりました。

• 新しい権限であるCre~te reports in ~ll form~tsは、レポート出力を制御します。この権
限を持つユーザーは、サポートされているすべての形式でレポートを出力できます。この

権限を持たないユーザーは、mac形式にのみ出力できます。

• ライブラリの結果と一致したサンプルについて、異なる一致が選択された場合、iibr~ry
Confidenceフラグは更新されませんでした。E_iqJONSNF
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• ユーザーがfniti~te qr~nsfer to t~tson ifjpをクリックすると、Analyst®
ソフトウェアが

開きました。この問題は、Analyst®
ソフトウェアが混合モード用に構成されていて、

Analyst® Administrator Consoleが使用されていた場合に発生しました。E_iqJONSOF

• rsLaAaデータを含むデータファイルの場合、データファイルの最初の実験にrsLaAa圧
力トレースが含まれていると、データファイルを処理方法で使用できませんでした。
EjnJTTMQF

B~tchワークスペース

• バッチでiCメソッドを変更した場合、新しいiCメソッドからの値では注入量が更新され
ませんでした。注入量の値を削除してから、新しいiCメソッドを再度選択してください。
ElkvuJOVSSF

データ収集パネル

• データ収集パネルに表示されるタイトルから一部の情報が欠落していました。
EapJPNPQLlkvuJSONVF

rser j~n~gementワークスペース

• 権限Cre~te report to mac onlyが正しく機能していませんでした。これを選択した場合、
ユーザーはすべての形式でレポートを作成することができます。これが選択されていない

場合、ユーザーはレポートを生成することができませんでした。この権限はCre~tereports
in ~ll form~tsに置き換えられました。E_iqJNVNPF

iibr~ryワークスペース

• ユーザーがiibraryワークスペースを開こうとしたときに、ClearCoreOエラーが発生しまし
た。ElkvuJSOQQF

jp quneワークスペース

• 測定メソッドが開いている時、サンプルがキューで待機中、および取得中でも装置の設定
を復元できました。EACnJPOTQF

デバイス

• 統合されていないバルブとの通信が断続的に失敗し、障害が発生しました。E_iqJNTMPF

インストール

• pCfbu lpは、サンプルがnueueワークスペースで待機中または取得中にアンインストー
ルされる可能性があります。E_iqJNPQNF

• コンピュータ名がユーザー名と同じ場合、pCfbu lpのインストール失敗しました。
E_iqJNNQOF
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使用上の注意と既知の問題

使用上の注意

• tindows rpdateを実行する場合、ソフトウェアの機能に影響を与える可能性があるため、
ユーザーはオプションの更新プログラムをインストールしないでください。必要な更新だ

けをインストールしてください。システムでデータを取得しない時に更新をインストール

するように、スケジュールを設定してください。

• デフォルトプロジェクトの読み取り権限を持っていない場合、pCfbu lpを開こうとする
とエラーが発生する可能性があります。ElkvuJPNPNF

• 多数のワークスペースが開いている場合や、多数の移行が処理されている場合は、システ
ム動作が遅くなる場合があります。ElkvuJOPONF

• pCfbu lpの前バージョンで作成されたバッチを開く場合、fnjection solumeフィールド
は自動入力されません。バッチ内の各iC jethodフィールドをクリックしてください。
ElkvuJOVSTF

• バッチが開始されると、pCfbu lpはtindows rpdates、tindows aefenderウィルスス
キャン（tindows NM）およびpymantec bndpointウィルススキャン（tindows T）のイン
ストールを停止します。データを収集しない時に更新やウィルスのスキャニングを実施す

るように、スケジュールを設定してください。

• パフォーマンスの問題やデータの破損を防止するため、サンプル取得中にはデフラグや
ディスククリーンアップなど、コンピュータのメンテナンス手順を実行しないでくださ

い。

• ネットワーク取得中にClearCoreOが中断されると、中断時に取得中のサンプルの一部のサ
ンプルデータは、データファイルに書き込まれません。ローカル取得中にサービスが中断

された場合、サンプルデータの一部がデータファイルに書き込まれますが、破損として

マークされます。ClearCoreOサービスが中断された場合、自動トリガー処理と決定ルール
処理も失敗します。

• 次の方法により、ユーザーはネットワークリソースを取得しながら、bxplorerワークスペー
スでデータをリアルタイムで表示できます。

• pCfbu lpウィンドウ下部のaata Acquisitionパネルを開きます。

• nueueワークスペースで、取得中のサンプルをダブルクリックして開きます。
EapJNUTP F

注：サンプルがbxplorerワークスペースで開いたままの場合は、サンプルがネットワー
クリソースに移動した後に、「cile not found」というメッセージが表示されます。

• データファイルはpCfbu lpOKMで作成され、pCfbu lpバージョンNKPKN以前で取得された
データファイルに追加することはできません。EapJNVPNF
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• _atchワークスペースでサンプルの新しい結果ファイルを指定する場合、ユーザーは処理
方法も指定する必要があります。処理メソッドが指定されていない場合、nueueワークス
ペースのmrocessing jethod列にはGbmbedded jethodGが含まれ、自動処理は失敗しま
す。ElkvuJQUSQF

• Analystデータパスで結果ファイルを指定する場合、サブフォルダを作成できません。既
存のフォルダを選択する必要があります。ElkvuJQVSOF

• ユーザーがbxplorerワークスペースにアクセスする権限を持っていない場合、ユーザーは
nueueワークスペースからキャリブレーションレポートを開くことができません。
ElkvuJPQMNF

• jultinuantqj
ソフトウェアファイル（qmethod、qsession、およびcset）は、pCfbu lpの

pCfbu lpワークスペースで開けることも使用することもできません。ただし、テキスト
ファイルにエクスポートされたjultinuantqj

ソフトウェアメソッドは、Analyticsワークス
ペースにインポートできます。

• ソフトウェアは、コンポーネントのイオン比を計算するのに、選択された回帰パラメータ
（面積または高さ）を使用しません。ソフトウェアは、oesults qableの最初のコンポーネ
ントに対して定義された回帰パラメータを使用して、oesults qableのすべてのコンポーネ
ントのイオン比を計算します。EjnJRRQSF

• ターゲットを絞らないワークフローの場合、oesults qablesはNRMIMMM行に制限する必要が
あります。oesults qablesがこのサイズを超えると、pCfbu lpのパフォーマンスが大幅
に低下します。

• Automeak統合アルゴリズムを使用する場合、ユーザーは特定のoesults qable内のコンポー
ネントのコンテキストで計算されたすべてのパラメータを考慮する必要があります。ソフ

トウェアは各コンポーネントのAutomeakモデルを作成し、このモデルはコンポーネント
のすべてのサンプルに使用されます。Automeak Asymmetryの計算パラメータは、コンポー
ネントのAutomeakモデルのスキューに対する特定のスキューの比率を示します。E_iqJOMPMF

• 現在の監査マップテンプレートがワークステーションに適用されていても、Apply to
torkst~tionボタンがオンになりません。どの監査マップテンプレートが現在ワークス
テーションに適用されているかを判断するには、Audit qrailワークスペースを開きます。
ElkvuJPQMMF
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一般的な問題

注問題

この問題は、jicrosoft umpビューアがコンピュー
タにインストールされていない場合に発生します。

ビューアはpCfbu lpインストールパッケージに
含まれています。インストールするには、次の手

順に従います。

NK 管理者としてコマンドプロンプトを実行しま
す。

aK tindowsタスクバーのqype here to se~rch
フィールドにcmdと入力します。

bK Comm~nd mromptを右クリックし、oun
~s ~dministr~torをクリックします。

OK x管理者：コマンドプロンプトzウィンドウで、
次のコマンドを入力し、bnterを押します。
dism Lonline Lnorest~rt L~dd-p~ck~ge
Lp~ck~gep~thW"CWymrogr~m
cilesypCfbuypCfbu
lpyjicrosoft-tindows-ups-ups-siewer-lpt-
m~ck~ge~PNbfPURS~dPS4ePR~~mdS4~~Kc~b"

注：コマンド全体をN行で入力します。

umpビューアがインストールされると、進捗
バーバーが表示されます。

PK インストールが完了したら、コマンドプロンプ
トウィンドウを閉じます。

ガイド付きjojを使用して、jp qune
ワークスペース、チューニング中、また

はjp jethodワークスペースで作成さ
れたレポート（xps）ファイルを開くこ
とはできません。tindowsは、このタイ
プのファイルを開くことができないと報

告しています。

再度pCfbu lpを開きます。英語以外の言語に設定されたコンピュー

タにpCfbu lpをインストールすると、
最初にpCfbu lpを開く時にエラーが表
示される。E_iqJUVOF
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機器に関する問題

注問題

カラムオーブンのtAfq qfjbが手動でMに設定され
ている場合は、システムを平衡化し、カラムオー

ブンが設定温度に達してからNM～NR分待ってから
サンプルを提出するようにしてください。または、

tAfq qfjbをNからNMまでの任意の整数に等しい
値に設定してから、iCメソッドでt~it for
temper~ture equilibr~tion before runを選択しま
す。このオプションを選択すると、カラムオーブ

ンが設定温度に達した後、ソフトウェアはtAfq
qfjbで指定された時間待機してから注入を開始し
ます。

カラムが設定温度に達する前に注入を開

始する。

ハイスループット設定は現在サポートされていま

せん。

Agilent iC：Autosamplerでハイスルー
プット設定がサポートされない。
EACnJROVF

サンプルの提出前に従属機器をオフにした場合、

iCシステムの状態はcaultにならなければいけない
ものの、実際にはスタンバイ状態になります。ユー

ザーがバッチをキューに再度送信しようとすると、

最初のサンプルは送信されますが、iCシステムが
cault状態になるため送信はただちに失敗し、測定
も失敗します。この問題が発生した場合は、コン

ピュータを再起動して、ソフトウェアを再度開き

ます。

phimadzu iCWデバイスが回復している
ときに誤ったデバイスステータスが表示

される。EACnJNQNMF

iCがcault状態にあるときにairect Control用機器を
開いてCle~r brrorをクリックすると、機器は回復
しますが、ソフトウェアの状態はまだ障害と表示

されます。このエラーをクリアするには、状態パ

ネルのpt~ndbyをクリックします。

phimadzu iC：airect Controlを通じて
エラーを回復しても、機器の信号灯が

cault状態から更新されない。
EACnJNQOMF

システムを正しく機能させるには、機器の電源を

オフまたはオンにして、有効な機器リストの内容

と一致させます。

Agilent iC：電源をオンにして接続した
機器が、有効な機器のリストにある機器

と一致しない場合、iCメソッドが正し
く実行されない。（ACnJNTNSLOMSO）

バッチの予測される長さが、予測よりも長い可能

性があります。問題の発生を回避するには、NOKR
ez未満のサンプリングレートを使用してください。

phimadzu iC：phimadzu maAを使用し
た長いバッチ（サンプリングレートNOKR
ez以上）の実行中に、パフォーマンス
の問題が発生する。EACnJOMPTF
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注問題

これは、iCメソッドのrs検出器セクションで極性
が負に設定されている場合に発生します。問題の

発生を回避するには、極性フィールドで正の設定

を選択してください。

phimadzu iC：Oつのrsチャンネルを使
用する取得の実行中、反転したrsデー
タが取得される。EACnJOMQOF

圧力降下は、注入ループが流路に切り替えられた

ときに発生します。圧力はR秒ごとにサンプリング
されるため、注入ループが切り替わるたびに圧力

降下が表示されない場合があります。この問題に

よる性能への影響はありません。

いくつかのサンプルを処理した後、圧力

グラフは、元の圧力に戻る前に、圧力が

一時的にゼロに低下することを示してい

ます。EACnJOMQPF

この問題が発生した場合は、pt~ndbyをクリック
して機器を回復してください。

Agilent iC：平衡化の最中にサンプルを
中断すると、Agilent iCがcault状態に移
行することがある。EACnJONQOF

この問題が発生した場合は、pt~ndbyをクリック
してiCをoeady状態に戻してください。

Agilent iC：従属機器が障害から復旧し
oeady状態になった後も、Agilent iCで
cault状態が表示される。EACnJONQQF

この問題を回避するには、iCメソッド時間のptop
qimeフィールドの値が、iCメソッドを実行しなけ
ればならない最長時間になっていることを確認し

てください。

iCメソッドで、iCポンプまたはカラム
のオーブン温度表のグラジエントテーブ

ルの時間がjp jethodの時間よりも長
い場合、jp jethodの時間が終了する
とiC機器の実行が停止する。
（ACnJONSTLOMUU）

問題の発生を回避するには、maA機器に正しいパ
ラメータが使用されていることを確認してくださ

い。

phimadzuおよびbxioniC iC：iCメソッ
ドへのアクセス方法によって、maAの
デフォルトパラメータが異なる。
EACnJONTSF

これはAgilent iCの問題です。この問題を回避する
には、手動で流量を入力し、コンマを小数点記号

として使用してください。

Agilent iC：iCグラジエントグリッドの
流量をコピーすると、小数点記号として

のコンマが無視される。EACnJONVNF

この問題を回避するには、機器の障害をクリアし、

Agilent機器を一度無効化してから再度有効化しま
す。

Agilent iC：機器が有効化の最中にcault
状態になっても、そのcault状態が正し
く反映されない。EACnJONVRF

いくつかのケースで、機器が手動で追加される際

に、qest device機能が動作しません。この問題を
回避するには、Autoconfigを使用して機器を追加
します。

いくつかのケースで、機器が手動で追加

できない。EACnJPMNQF
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注問題

pCfbu qriple nuadqj TRMMシステム J nqoAm®
準

備完了は、較正可能なデリバリーシステムとコン

タクトクロージャーオプションをサポートしてい

ません。

ユーザーは、サポートされていない機器

とオプションを構成できる。E_iqJNTQMF

取得中にbthernetケーブルを取り外した場合は、取
得が停止され、システムはcault状態になります。
bthernetケーブルを再接続してから、別の取得を実
行しようとすると、取得が完了して、リアルタイ

ム表示の更新が止まりますが、システムはoun状
態のままになります。これが発生した場合は、機

器のプロファイルを再度有効化してください。

取得中にjp通信の切断から回復した
後、システムがoun状態のままになる。
EjpCpJQPOF

この問題が発生した場合は、airect Controlでpt~rt
をクリックして、Capの状態をcaultからounning
に変更し、Capのcault状態をオフにします。

Capなどの機器に障害が発生しても、
右状態パネルのpt~ndbyボタンがアク
ティブにならないため、ユーザーがエ

ラーをクリアできなくなる。
EjpCpJNPNQF

質量分析装置がoeadyまたはfdleの状態になった
ら、再度デバイスを起動します。

質量分析装置が有効化に失敗した場合、

または障害状態のときに有効化された場

合、質量分析装置の質量モードは表示さ

れない。EjpCpJOMSRF

pCfbu lp NKTをインストールした後、ClearCoreO
サービスを停止し、pCfbu lp OKMインストール
パッケージのfnstallフォルダからC HH再配布可能
Evc_redisGKexeファイルをインストールします。

pCfbu lp OKMからpCfbu lp NKTにダウ
ングレードした後、ユーザーは装置ワー

クスペースでuRMM nqlcシステムを構
成できない。EjpCpJOOUSF

この問題は、tindowsのリージョン設定がbnglish
Ernited pt~tesF以外の形式に設定されている場合
に発生します。このエラーを回避するには、

『Software fnstallation duide』の指示に従って
tindowsを構成します。

iCシステムのaevice aetailsダイアログ
に情報がない。ElkJOMSVF
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注問題

この問題は、次のオプションのいずれか、両方が

選択されている場合にサンプルバイアルが欠損し

ている場合に発生します。
• ff ~ s~mple is missingI then proceed to the

next s~mplenueue pettingsページ。

• fgnore missing vesselairect Controlダイアロ
グ。

これらのオプションのどちらも選択されていない

場合、システムはcault状態になり、サンプルは失
敗します。

このエラーを回避するには、これらの両方のオプ

ションをクリアしてから、すべてのバイアルが存

在することを確認します。

Agilent iC：サンプルバイアルが欠損し
ている場合、システムは欠損しているバ

イアルを認識できず、空気を注入する。
ElkvuJQUQVF

ApexおよびAll in meakスペクトルモードはサポー
トされていません。別のモードを使用してくださ

い。

Agilent iC：Agilent dTNON_ NOSM fnfinity
ff ciaスペクトルモジュールからのリア
ルタイムaAaデータは、spectrumモー
ドがApexまたはAll in meakに設定されて
いる場合は記録されない。

ElkvuJQVVUF。

信号A励起がゼロオーダーに設定されている場合、
mjqゲインをS以下に設定します。

Agilent iC：信号A励起がゼロオーダー
に設定され、光電子増倍管（mjq）ゲ
インがSより大きい値に設定されている
場合、Agilent dTNON_ NOSM fnfinity ff
ciaスペクトルモジュールが使用されて
いるとき、システムは読み込み中または

平衡状態のままである。ElkvuJQVVVF

該当なしユーザーがiC jethodワークスペースで
cNを押すと、pCfbu lpヘルプシステム
とiCシステムのヘルプの両方が開く。
ElkvuJTNQVF
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注問題

この問題は、ユーザーが測定用コンピュータから

ログオフせずにリモートデスクトップセッション

を切断して再接続した場合に発生します。この問

題を回避するには、次のいずれかの方法を使用し

ます。

• 測定用コンピュータからログオフしてから、再
度ログオンします。

• リモートデスクトップアプリケーションでフル
スクリーンモードを使用します。

• 測定用コンピュータの分解能を修正します。

• 測定用コンピュータで詳細なステータスを直接
表示します。

リモートデスクトップアプリケーション

を使用して測定用コンピュータにアクセ

スすると、次の問題が発生する可能性が

あります。

• iC jethodワークスペースでは、一
部のパラメータが表示されません。

• iCシステムの詳細ステータスダイア
ログで、一部のiCパラメータが表示
されない。

ElkvuJTNRPLlkvuJUMQULlkvuJUNURF

Autosamplerのキーパッドコントロールを使用する
か、これらの機能をiCメソッドに含めます。

phimadzu iCJQM：デバイスコントロー
ルダイアログのmurge、oinse、および
Coolerボタンがアクティブではない。
ElkvuJTTMOF

該当なしphimadzu kexera jikros iCポンプは、
最大圧力限界に達しても故障状態にはな

らない。ElkvuJTTVQF

次のサンプルの実行が開始されるのを待ってから、

詳細ステータスダイアログをもう一度開いてqime
を表示します。

ダイバータバルブの詳細ステータスダイ

アログで、システムが平衡状態および負

荷状態にあるときにqime値が正しくな
い。ElkvuJTUPNF

iCシステムのパフォーマンスは影響を受けません
が、ポンプはデータファイル、ログ、および監査

証跡で誤って識別されます。

phimadzu kexera jikros iCポンプは、
デバイス構成でiCJOMA_ポンプとして
誤って識別される。ElkvuJUMPMF

この構成で取得したデータをbxplorerワークスペー
スで処理する場合は、mrocess > lffset
Chrom~togr~mコマンドを使用して合計オフセッ
トをMKO分に設定します。

Agilent aAaがphimadzu iCスタックに
接続されている場合、aAaトレースと
jpトレースの間にMKO分の遅延がある。
ElkvuJUNOMF

Analyticsワークスペースにデータが正しく表示さ
れます。

デバイス構成にチャンネルモードでデー

タを取得するように構成された検出器が

含まれ、取得したデータに重複する波長

が含まれている場合、データ収集パネル

パネルとbxplorerワークスペースに表示
される波長データは正しくない。
ElkvuJUPUOF
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注問題

バッチを保存して再度開き、プレートレイアウト

ダイアログにプレート名を正しく表示します。

phimadzu iCJQM：プレートレイアウト
ダイアログで、ユーザーが複数のプレー

トでラックタイプを構成している場合、

プレートの構成を終了して次のプレート

を選択すると、構成されたプレートの名

前が<rn~ssigned>に変わる。
ElkvuJUQQNF

調整手順を開始する前に、シリンジポンプを手動

で開始します。

pCfbu lpは、チューニング中に外部シ
リンジポンプを自動的に開始および停止

しない。ElkvuJUQRVF
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取得における問題

注問題

この問題を回避するには、多数の化合物

（YRMM）を含むjp jethodを使用してデータ
を取得する場合は、アクティブなoesults
qableファイルをキューから開かないでくだ
さい。

取得中または処理中にアクティブなoesults
qableファイルが開かれた場合、サンプルの
自動トリガー処理が中断されることがありま

す。これは、jp jethodに大量の化合物が含
まれている場合、つまりRMM化合物以上の化
合物が含まれている場合にのみ発生します。

これが発生した場合、実装されている決定

ルールも中断される。ElkvuJUTPPF

問題を回避するには、macactoryオプション
ではなく、umpオプションを使用して印刷し
ます。

_atchおよびnueueワークスペースで、
macactoryオプションを使用するプリントア
ウトには以下の問題がある。

• macactoryで生成されたレポートに、メ
ソッド名、サンプル名、サンプルfa、バー
コードなどを示す数値が含まれていない

（その名前が番号である場合）。
ElkvuJOOPSF

• 他の地域の設定が使用されている日時は表
示されない。EACnJOTMMF

• macactoryを使用していくつかの孤立行だ
けを印刷する場合は、行インデックスがブ

ランクになる。EACnJOTMNF

• （uRMM nqlcシステム）バッチ作成時に
AutoJCalibrateオプションを選択すると、
キャリブレーションサンプル周波数、Cap
チャンネル、およびバイアル位置（キャリ

ブラント供給用にiCを選択した場合）の
値が欠落する。EACnJOUMQF

• pとmacactoryを横向きモードで使用した
レポートの印刷は予測どおりに機能します

が、macactoryを縦向きモードで使用する
と、最初のページの最後のO列が省略さ
れ、バッチが印刷される時間が切り捨てら

れる。EACnJNOTRF
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注問題

この問題が発生した場合は、ソフトウェアを

再起動します。

バッチワークスペースでは、メソッドが別の

プロジェクトからコピーされた場合、利用可

能な jpおよび iCメソッドのリストが不完
全になる。EACnJONOTF

この問題を回避するには、q~bキーを使用し
てセル間を移動しないでください。セルの内

容をすべて削除してから、再度a~t~ cileを入
力します。

a~t~ cileがセルの中央にあり、ユーザーが
phift H q~bを押して次のセルに移動すると、
エラーが表示され、バッチを送信できない。
EACnJONPRF

ptAqe®
およびjoj eoメソッドを使用した

手動での取得中は、ユーザーインターフェー

スでイオン源ガスおよび温度パラメータを編

集できます。ただし、ユーザーが行った変更

は質量分析装置に更新されず、変更はそのサ

ンプルのサンプル情報に記録されません。

（uRMM nqlcシステム）イオン源パラメー
タが質量分析装置に更新されない。
EACnJONTTF

この問題を回避し、エラーをクリアするに

は、airect Control機能を使用してシリンジを
起動します。

ptandbyを選択すると、earvardシリンジポン
プがcault状態になる。EACnJONVPF

この問題が発生した場合は、iCのエラーをク
リアしてから、機器を一度無効化してから再

度有効化します。

iCがcault状態になった後に、iCを有効化で
きない。EACnJOOMTF

この問題を回避するには、Autosamplerのqime
プログラムテーブルに注入イベントを追加し

ないでください。

phimadzu iCの使用時、Autosamplerのqime
プログラムテーブルに注入イベントがある

と、システムが注入を実行できない。
EACnJOOQOF

この問題が発生した場合は、機器を一度無効

化してから再度有効化して、pt~ndbyをク
リックします。

時折、質量分析装置がcault状態になり、シス
テムを復旧できなくなることがある。
EACnJOORMF

この問題が発生した場合は、必要に応じてパ

ラメータを更新してください。一部のパラ

メータは、新しいイオン源またはプローブに

必要でない場合、使用不可になります。

イオン源またはプローブが変更された後、jp
jethodワークスペースでオープンメソッドか
ら別のメソッドに切り替えるときに、ソフト

ウェアは必要なパラメータを保存しない。
EACnJOOSOF
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注問題

以下を実行すると、rfに表示された列の一部
がメソッドのプリントアウトに表示されませ

ん。

NK joj eoメソッドを作成する。

OK スキャンスケジュールを適用する。

PK 拡張パラメータを選択して表示する。

QK メソッドを保存してから印刷する。

この問題を回避するには、ietterサイズより
大きい用紙サイズを選択します。

rfに表示された列の一部が印刷されない。
EACnJOSNNF

この問題を回避するために、joj eoジェネ
レータを使ってパラメータランプの結果を確

認してください。aata Acquisitionパネルは使
用しないでください。

負極性でのjoj eo生成中にソフトウェアが
Cbパラメータを上げた場合、リアルタイム
のaata Acquisitionパネルにはスペクトルデー
タが表示されず、u軸スケールが正モードで
表示されない。EACnJOTOTF

次のいずれの方法でも問題を回避できます。

• jp jethodワークスペースで手動取得を完
了してから、キャリブレーションサンプル

なしでバッチを送信すると、サンプル間

キャリブレーションは予測どおり機能しま

す。バッチ内の最初のサンプルは、後続の

サンプルをキャリブレーションする参照リ

ストを生成するために使用されます。

• 手動取得中にキャリブレーションサンプル
を使用してバッチを送信すると、サンプル

間キャリブレーションは質量精度ドリフト

が観察されずに予測どおり機能します。

（uRMM nqlcシステム）手動チューニング
では、キャリブレーションサンプルなし（つ

まり、CapまたはiC自動キャリブレーショ
ンなし）でバッチを送信すると、手動のjp
jethod取得によるイオンが最初のサンプルと
バッチ内にある後続のすべてのサンプルのサ

ンプル間a_C参照リストとして使用される。
手動取得に使用したjp jethodとバッチで送
信したjp jethodの間で質量範囲、極性など
に不一致がある場合は、バッチ内にあるすべ

てのサンプルの質量精度ドリフトにより、サ

ンプル間キャリブレーションが失敗する。
EACnJOUPQF

pCfbu lpは、最大RMMのコンポーネントをサ
ポートします。RMMを超えるコンポーネント
をバッチに追加しても、エラーは報告されま

せん。しかし、バッチを閉じてから開いた際

にエラーメッセージが表示されます。

（uRMM nqlcシステム）RMMを超えるコン
ポーネントを用いてバッチを作成できる。
EACnJPMTPF

fメソッドを閉じてから再度開きます。ユーザーがjp jethodを開くと、mrintボタ
ンは使用できない。EACnJPPMNF
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注問題

測定メソッドからインポートされる情報は、

小数第O位までの質量精度で示されます。処
理メソッドの質量精度の計算に使用される式

では、小数第Q位までの結果が生成されます。
そのため、このOつのメソッドからは一貫性
のない結果が提示されることがあります。

測定メソッドおよび処理メソッドからのイン

ポート中に一貫性のない動作が発生し、その

ために信頼性の低い評価結果が生成される。
E_iqJOUQF

メソッドを保存してから閉じ、再び開きま

す。

（uRMM nqlcシステム）joj eoメソッド
で、jp jethodワークスペースでメソッド期
間が変更されると、保持時間を検証できな

い。E_iqJVSNF

バッチの安定性を高めるために、pignalモー
ドでaAaを使用します。

スペクトルモード内でのaAaでのデータ取得
時にバッチ実行が失敗した。E_iqJVTUF

この問題を回避するには、aAa取得の頻度を
下げるか、取得の完了後にデータを点検しま

す。

aAaパネルのリアルタイム更新が、メソッド
で選択された応答時間よりも遅いことがあ

る。（apJURP）

取得時の複雑なデータ処理中に、サンプルが

正常に取得されて、キューが次のサンプルに

移動しても、キュー内のサンプルが失敗とし

てマークされることがあります。これが発生

した場合、サンプルおよびデータファイルは

影響を受けておらず、探索や処理に使用でき

ます。キューのアイコンを更新するには、ソ

フトウェアを再起動します。

データが正常に取得されても、キューに含ま

れるサンプルが失敗とマークされることがあ

る。EapJNMNSF

取得の実行時や多数のbxperimentを含むデー
タの処理時には、このような遅延が見られる

場合があります。問題を回避するには、以下

のいずれかを実行します。

• 取得するbxperimentの数を減らします。

• oesults qableの作成に使用するbxperiment
の数を減らします。

• oesults qableの作成とデータの取得を同時
に行わないようにします。

oesults qableの作成中は、リアルタイムの更
新が遅れる場合がある。EapJNMQOF

問題を回避するには、bxplorerワークスペー
スを使用して取得後のデータを検査します。

リアルタイムのrsデータ収集中に、utCグ
ラフとqtCグラフの間でピークのラベル表示
が一致しない。EapJNOSOF

この問題が発生した場合は、ソフトウェアを

再起動します。

aata Acquisitionパネルに、以前取得したサ
ンプルが表示される。EapJNPUQF
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注問題

このソフトウェアバージョンでは、これらの

フィールドの定義は変更されています。再度

入力してください。

Agilent iC：pCfbu lp NKO以前で作成された
バッチを開くと、o~ck code、o~ck
position、ml~te codeなどのiC情報が失われ
る。EapJONUSF

この問題が発生した場合は、airect Controlダ
イアログでtash jodeオプションをオフに
します。

EuRMM nqlcシステムFソフトウェアが応答
しなくなった後も、Capは洗浄モードのま
まになる。EjpCpJSSSF

AmCfプローブの使用時には、イオン源ガスO
の設定が特定の値でなければならないという

ユーザーメッセージが表示されます。ユー

ザーメッセージに含まれるイオン源ガスOの
設定は無視してください。

ユーザーメッセージにイオン源ガスOの設定
が含まれている。EjpCpJVQPF

このエラーは、取得に影響は与えません。

メッセージをキャンセルすれば、取得は続行

されます。

プローブを切り替えると不正確なメッセージ

が表示される。EjpCpJVTOF

この問題を回避するには、qlc jp
bxperimentをjoj eoメソッドから削除しな
いでください。

（uRMM nqlcシステム）joj eoおよび
ptAqe®

メソッドまたはjoj eoおよびfaA
メソッドを使用してデータを取得していると

きに、qlc jp実験が削除されると、取得が
中止される。EjpCpJNMRVF

sjojトリガーでScheduled jojqj
アルゴリ

ズムを使用するfaAサーベイスキャンで包含
リストを使用しないでください。

sjojトリガーを使用してScheduled jojqj

アルゴリズムを使用するサーベイスキャンを

使用するfaAメソッドでは、fnclusion listは
使用されない。EjpCpJOOTMF

• ループされたScheduled jojqj
アルゴリ

ズムの実験でsjojトリガーをオフにしま
す。faA強度しきい値は、jojサーベイス
キャンの候補質量に適用されます。

• jojサーベイスキャンを変更して、代わ
りに Scheduled jojqj

を使用するように

し、目的の化合物の保持時間をMに設定し
ます。faA強度しきい値は、サーベイス
キャンの候補質量に適用されます。

jojサーベイスキャンを使用したfaA実験
が、sjojトリガーが適用されたScheduled
jojqj

アルゴリズムを使用する別の実験と

ループする場合、faA基準のfntensity
threshold exceedsフィールドで指定された
トリガーしきい値は、jojサーベイスキャ
ンの候補質量に適用されない。EjpCpJOOUPF

ユーザーインターフェースは更新されません

が、パラメータは正しいものが使用され、

ファイル情報にも反映されています。

（uRMM nqlcシステム）キャリブラントを
流す際、jp jethodワークスペースが更新さ
れず、正しい情報が表示されない。
ElkvuJNRRSF

orlJfasJMPJNUONJgAJkOMOM年U月NU L 4V

pCfbu lp OKMリリースノート



注問題

取得時にパラメータに勾配があると、リアル

タイムおよび取得後データが一致しません。

この問題を回避するには、分析に測定後デー

タを使用します。

データに勾配があると、取得終了前にリアル

タイムデータの更新が停止される。
ElkvuJNSUOF

問題を回避するには、faAを実行する前に、
doogle更新サービス（gupdateとgupdatem）
（システムにある場合）および、tindows
バックアップが無効になっていることを確認

します。

faA測定時に潜在的延長時間がランダムサイ
クルに追加される。ElkvuJNTSQF

mrint（印刷）ダイアログが開くまで約N分待
ちます。

jp jethodとiC jethodのワークスペース
で、mrintダイアログが開かない、または開く
のが遅い。ElkvuJPQNOF

列のサイズを変更するか、別のセルをクリッ

クします。

結果ファイルを指定すると、ユーザーイン

ターフェイスの問題が発生します。oesults
cileセルは正しく表示されない。ElkvuJQTVMF

バッチでは、oesults cileパスの長さをPMM文
字以下に制限します。

バッチ内のoesults cileに指定されたファイ
ルパスが長すぎる場合、自動処理が失敗す

る。ElkvuJQUOTF

このメッセージは、ログオンしたユーザーが

ネットワークリソースへの書き込みアクセス

権を持っていない場合にも表示されます。

ルートディレクトリが定義されているが、パ

スがOQT文字未満の場合、「パス名が長すぎ
ます」というメッセージが表示される。
ElkvuJQVUNF

バッチを編集して、影響を受ける行のoesults
cile列の内容を修正します。

_atchワークスペースに行を貼り付けるとき
に、コピーした行のoesults cileに値が含ま
れていない場合、貼り付けた行のoesultscile
列にjp jethodの名前が挿入される。
ElkvuJRMOVF
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注問題

この問題は、テキストエディタを使用してコ

ンマ（、）で区切られた列をcsvファイルの
行に追加し、コンマと列のテキストが他の行

に追加されない場合に発生します。

NK 質量表をcsvファイルにエクスポートしま
す。

OK エクスポートしたファイルをjicrosoft
bxcelで開きます。

PK 質量表を編集します。

QK 更新されたcsvファイルを保存します。

RK ファイルを再度インポートします。

jpjethodの質量表にcsvファイルをインポー
トする場合、インポートファイルの列数が質

量表の列数よりも多い場合、エラーメッセー

ジは表示されない。ElkvuJRONSF

質量表のコンテンツを削除するには、次のい

ずれかの方法を使用します。

• テキストを削除するには、B~cksp~ceキー
を使用します。

• セルをダブルクリックして編集モードに入
り、aeleteキーを使用します。

次に、必要に応じて新しいテキストを入力し

ます。

jp jethodワークスペースで、ユーザーが
jp jethodの質量表を編集しているときに、
aeleteキーが機能しない
ElkvuJRQSTLlkvuJTPUQF

不足しているコンポーネントを手動でバッチ

に追加します。

bxcelスプレッドシートなどのファイルから
行をコピーしてから、_atchワークスペース
のグリッドに貼り付けると、一部のコンポー

ネントがグリッドに追加されない。
ElkvuJSMSUF

この問題を回避するには、既存の行の上に貼

り付けるのではなく、空の行を挿入してその

中に新しい内容を貼り付けます。次に、既存

の行を削除します。

_atchワークスペースの既存の行に行を貼り
付けると、コンテンツが正しく貼り付けられ

ない。ElkvuJSMUPF

jp jethodのリストが空の場合は、破損した
メソッドを見つけて削除します。

Acquisition jethodsフォルダに破損したjp
jethodが含まれている場合、_atchワークス
ペースのjp jethod列で選択できるjp
jethodがない。ElkvuJSTVRF
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注問題

最初のサンプルが処理されると、結果ファイ

ルが作成され、mrocessing jethod列で指定
された処理方法が新しい結果ファイルに埋め

込まれます。したがって、再注入されたサン

プルに指定された埋め込み方法は、最初のサ

ンプルに指定された処理方法と同じです。

nueueワークスペースでは、決定ルール処理
の結果として再注入されたサンプルは、元の

サンプルに関連付けられた処理方法の名前で

はなく、mrocessing jethod列に
*bmbedded Method*と表示される。
ElkvuJSUVSF

コピーするセルの列を選択し、cill aownコ
マンドを使用します。行を選択しないでくだ

さい

ユーザーが質量表の行を選択してからcill
aownコマンドを使用すると、エラーが発生
します。ElkvuJTOORLlkvuJTQSNF

faAデータの取得中は、リモートデスクトッ
プを使用して測定用コンピュータを制御しな

いでください。

faAデータの取得中に測定用コンピュータが
tindowsリモートデスクトップで制御されて
いる場合、取得パフォーマンスが低下し、

データポイントが失われる可能性がある。
ElkvuJTQVNF

ayn~mic fill timeをオフにします。ifqメソッドの極性を変更すると、ayn~mic
fill timeがオンになります。ElkvuJTTQMF

Scheduled jojqj
アルゴリズムを使用する実

験で計算されたトランジションの滞留時間

は、正しい滞留時間から数ミリ秒異なりま

す。

Scheduled jojqj
を使用する実験を含むメ

ソッドで、ユーザーが極性を複数回変更する

と、滞留時間が正しく更新されない。
ElkvuJTUQNF

負極性でjpP
実験のAcOにデフォルト値を設

定した場合、デフォルト値は保存されませ

ん。

AcOのデフォルト値を負極性で保存するには、
最初に、負極性に必要なAcO値で正極性を構
成します。その後、負極性に変更し、デフォ

ルト値を保存します。

負極性のjpP
実験では、AcOのデフォルト値

は設定できない。ElkvuJUMQNF

必要な停止値に達したら、手動でランプを停

止します。

AcOランピングのpt~rt ~tフィールドとptop
~tフィールドにNM進値を指定することはでき
ない。ElkvuJUPNUF

Cb spre~dパラメータはboスキャンでは使用
されません。このフィールドに入力された値

は無視されます。

Cb spre~dフィールドは、boスキャンに対し
てアクティブである。ElkvuJUPOUF
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注問題

Scheduled jojqj
アルゴリズムを使用して

jpP
実験をトリガーするサーベイスキャン

は、ループfaAメソッドではサポートされて
いません。

サーベイスキャンでScheduled jojqj
が使用

されている場合、複数のfaA実験を使用して
jp jethodに第OレベルのfaA基準が追加され
ると、ソフトウェアは応答を停止する。
ElkvuJUPPPF

処理方法に適用されていない複合フラグ設定

ルールを選択した場合、決定ルールの処理は

キューで実行されません。

決定ルール設定ダイアログで、処理方法が選

択されている場合、cl~gging oulesフィール
ドのリストには、処理方法で定義されている

が適用されていない複合フラグ設定ルールが

含まれている場合があります。つまり、Apply
ouleチェックボックスは選択されていない。
ElkvuJUPROF

スキャン時間が長すぎると、Scheduled
jojqj

アルゴリズムを使用するjp jethodの
aur~tionが無効になる場合があります。メ
ソッドを保存しようとすると、エラーメッ

セージが表示され、aur~tionフィールドにエ
ラーアイコンが含まれます。有効なメソッド

の期間を指定し、期間を不正なメソッドの期

間に戻してからメソッドを保存すると、メ

ソッドは正常に保存されます。

メソッドを保存する前に、正しいメソッド期

間を決定してください。

Scheduled jojqj
アルゴリズムを使用する

jp jethodは、無効なメソッド期間で保存で
きる。ElkuvJUQQPF

faA実験を折りたたんで、faAメソッドを送信

し、次に をクリックすると、エラーダイア

ログが表示されます。lhをクリックして、
bxplorerワークスペースを開きます。

この問題を回避するには、faA実験を折りた
たまないでください。

jp jethodワークスペースでfaAデータを取
得しているときに、lpen d~t~ explor~tion
to view re~l-time d~t~（ ）をクリックす

ると、エラーダイアログが表示される。
ElkvuJUQQSF

該当なし複数の実験を含むメソッドを印刷すると、最

初の実験のkebulizer currentのみが印刷され
る。ElkvuJUQSOF

該当なしpCfbu lpによって作成されたwiffファイルに
は、Analyst®

ソフトウェアによって作成され

たwiffファイルよりも詳細なjp jethod情報
が含まれていない。ElkvuJURQSF
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注問題

印刷前にmrint（印刷）ダイアログでドキュメ
ントの向きを横向きに変更します。

（uRMM nqlcシステム）Scheduled jojeo

メソッドが印刷される場合、レポートには質

量表のすべての列が含まれているわけではな

い。ElkvuJURSPF

Cbの正しい値が取得に使用されます。衝突エネルギー（Cb）パラメータの極性が、
負のfaA実験の極性で誤って表示される。
ElkvuJURSSF

lhをクリックします。前述のすべてのステップを順番に完了しな

かった場合、ステップR（衝突エネルギーの
最適化）中にエラーが表示される。
ElkvuJURSUF

次のオプションのいずれかを使用します。

• Alt+bscを押して、必要なダイアログが表
示されるまで、開いているダイアログを切

り替えます。

• Alt+c4を押して、基になるダイアログを閉
じ、フォーカスをEsFjoj mlotsダイアログ
に戻します。

• Alt+pp~ceを押して、基になるダイアログ
のコンテキストメニューを開きます。

EsFjoj mlotsダイアログが開いているとき
は、そのダイアログは他のすべてのダイアロ

グの前にあります。ダイアログが展開される

と、ユーザーはpave（保存）ダイアログなど
の他のダイアログを表示できなくなる可能性

がある。ElkvuJUSMNF

該当なし複数のトランジションの保持時間と滞留時間

が同じである場合、EsFjoj mlotsダイアログ
の滞留時間グラフのツールチップには最後の

トランジションのみが表示される。
ElkvuJUSONF

イオン化開始時間を長くして、接点閉信号を

送信し、サンプル注入を開始できるようにし

ます。

スケジュールされたイオン化機能が接点閉鎖

で構成されたデバイスで使用される場合、接

点閉鎖によって制御されるデバイスがサンプ

ルの注入を開始する前にイオン化が開始され

る可能性がある。ElkvuJUSOSF
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An~lyticsワークスペースの問題
注問題

このエラーは、プロジェクトのルートディレクト

リがAnalyst®
ソフトウェアのルートディレクトリと

して使用されている場合に発生します。Analyst®
ソ

フトウェアは、ルートディレクトリの

aefaultLmroject fnformationフォルダに次のファイル
をNつ以上作成します。
• mrojectpettingsKatd

• aefault Audit japKcam

• mrojectKatd

これらのファイルがmroject fnformationフォルダに
存在する場合は、削除します。

プロジェクトのルートディレクトリに

あるoesults qablesは開かない。

問題を回避するには、サポートされているテンプ

レートのNつを使用してください。デフォルトのテ
ンプレートを参照してください。

両方の画像要素を含むカスタムテンプ

レートとクエリを使用してcsvレポート
を作成した後は、oesults qableからレ
ポートを作成できない。E_iqJNRMTF

ターゲットを絞らないワークフローの場合、処理

を一度にOMサンプルに制限します。
ターゲットを絞っていないワークフロー

が使用されている場合、pCfbu lpは処
理中に応答を停止する。E_iqJOMSVF

個々のトランジションにはチャンネル名が付加さ

れ、合計されたチャンネルには「pum」が付加さ
れます。コンポーネント名がifjpの名前と一致し
ないため、ifjpへのインポートは失敗します。

pCfbu lpは、oesults qableで複数のイ
オンを合計するときにコンポーネント

の名前を変更する。E_iqJONTNF

pCfbu lpの処理方法でイオン合計パラメータを設
定します。

pCfbu lpにインポートされた
jultinuantqj

の定量メソッドでは、イ

オン累積パラメータは保持されない。
E_iqJONTOF

Analyst®
ソフトウェアのbxploreモードでデータを

開きます。

Analyst®
ソフトウェアデータでは、ifq

スキャンにおいてnP分解能が最大とし
て報告される。EapJOOOMF

csvレポートは、図が含まれない場合のみサポート
されます。

csvレポートは、グラフィックやロゴを
サポートしていない。EjnJNPSNF
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注問題

regression settingsフィールドは、選択したアルゴ
リズムと無関係ではありません。あるアルゴリズ

ムでregression settingsフィールドを変更すると、
他のアルゴリズムの対応するフィールドも変更さ

れます。問題を回避するには、アルゴリズムを切

り替える際に、アルゴリズムの必要に応じて

regression settingsを更新する必要があります。

プロジェクトのデフォルトページでNつ
のアルゴリズムのregression settingsを
変更すると、他のアルゴリズムの

regression settingsが更新される。
EjnJNPTSF

この問題を回避するには、ライブラリをインポー

トする前に、ライブラリに名前を割り当ててくだ

さい。

名前のないライブラリをインポートす

るとエラーが発生する。EjnJNPTVF

bxpected oqは、グループ内の各コンポーネント
について手動で変更できます。

グループに含まれる個々のコンポーネ

ントの予測保持時間（rpd~teoetention
qime機能がdroupに設定されている場
合）が変更可能で、その結果グループ

内の予測保持時間と保持時間ウィンド

ウが一致しなくなる。EjnJNRNNF

ソフトウェアではライブラリ検索とcormula cinder
のスコアに加え、質量誤差、アイソトープ、およ

び保持時間のスコアを使用して合計スコアが計算

されます。これらのスコアを含めない場合は、そ

れぞれの加重をゼロに設定してください。

ライブラリ検索とcormula cinderのスコ
アが両方ともゼロ、または存在しない

場合に、合計スコアがゼロ以外の値に

なる。EjnJNRQRF

問題の発生を回避するには、更新されたライブラ

リデータベースに基づいて手動で結果の再処理を

行ってください。

ライブラリをデータベースに追加また

はデータベースから削除しても、保存

したoesults qableが自動的に更新され
ない。EjnJNSUQF

この問題が発生した場合は、保持時間、ピーク品

質、および積分を確認し、化合物が陽性か否かを

確認してください。

ライブラリ検索で、低品質のスペクト

ルから予測よりも高い純度が報告され

る。（jnJNSTV、jnJNTTP）

現在、ライブラリ検索ではグローバル設定のみが

参照可能になっています。

化合物固有の判定基準を参照できない。
EjnJNUOOF

iibrarysiew mackage _uilder NKMで作成されたライ
センス化パッケージ用のライセンスは、手動で
CWymrogram
cilesypCfbuyiibrarysiewyiibrarysiewcrameworkyperver
にコピーする必要があります。

iibrarysiew mackage _uilderで作成され
たライセンス付きパッケージ用のライ

センスがCWymrogram cilesyA_
pCfbuyiibrarysiewybinに保存されてい
る。EjnJNUQTF
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注問題

これは問題ではなく、ソフトウェアは正常に動作

しています。単一のfaA bxperimentには単一の減
算されたスペクトルが表示されます。

ループbxperimentまたは複合bxperiment
使用時、二重で減算されたjpLjpスペ
クトルがmeak oeviewパネルに表示さ
れる。EjnJNUQUF

Automeak統合アルゴリズムを使用する既存の処理
方法を使用して、現在選択されているサンプルを

使用してモデルを作成するオプションでデータを

処理すると、oesults qableが正しく表示されます。
ただし、互換性のないコンポーネントは、埋め込

まれているメソッドに赤いエクスクラメーション

マークで示されます。この動作を回避するには、

互換性のないコンポーネントをメソッドから削除

するか、フラグメント質量の保持時間または

bxperiment内容を修正します。

処理メソッドがAutomeak統合アルゴリ
ズムを使用している場合、埋め込み処

理メソッド内の互換性のないコンポー

ネントが正しく処理されない。
EjnJNUTPF

累積積分アルゴリズムを使用する既存の処理メソッ

ドが使用され、そのメソッドがデータと完全に互

換性がない場合、ソフトウェアは応答を停止しま

す。この問題が発生した場合は、メソッドを編集

して互換性のないコンポーネントを削除してくだ

さい。

累積積分アルゴリズムを使用する処理

メソッドに互換性のないコンポーネン

トが含まれていると、ソフトウェアは

応答を停止する。EjnJNUUUF

レポートの作成には、ある程度時間がかかります。

macactoryの進行状況ウィンドウは常にバックグラ
ウンドで表示され、macの作成が進行中であるこ
とを示します。macactoryの進行状況ウィンドウを
表示させるために、pCfbu lpを含むすべてのウィ
ンドウを最小化できます。

mositive eit templateを使用してO RMM行
を超えるoesults qableから保護された
macレポートを作成するために
macactoryを使用すると、ソフトウェア
が応答しないように見える。EjnJNUVSF

この問題が発生する場合は、oesults qableのイン
デックスをクリックします。

meak oeviewペインが開いていると、
一部のクロマトグラムが表示されない。
EjnJOMTMF

この問題が発生する場合、画面内をクリックして、

ペインを更新します。

画面右上隅の青い uをクリックして
Analyticsワークスペースを閉じた後に、
ワークスペースと結果表を再度開くと、

pamplesペインとComponents and
droupペインが更新されない。
EjnJOMTQF

問題を回避するには、fp名を手動で選択するか、
fp列を個別に貼り付けます。

jethod bditorでfp名をコンポーネント
テーブルに貼り付けることができない。
EjnJONVPF
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注問題

oesults qableビューはカスタマイズできます。開
いているoesults qableで、jore > oesults q~bles
> aispl~y settingsをクリックし、kumber corm~t
フィールドをNN未満の値に設定します。値がNN以
上の場合は、結果の違いがわかります。

Cmrアーキテクチャの異なる別のコン
ピュータで生成されたAutomeakの結果
は、NN桁目に違いがある。EjnJOPNSF

同じコンピュータ上でデータを取得して処理中に

システムが応答を停止した場合は、Cドライブにあ
るyrpdateyiocalyqempファイルを削除します。

システムがデータを取得している間に、

ユーザーがデータを処理すると、大き

な一時ファイルが作成されることがあ

る。大きな一時ファイルは、システム

のパフォーマンスに影響を与える可能

性がある。EjnJOPUOF

qセッションファイルを別のフォルダに移動してか
ら、変更せずにoesults qableを開閉すると、変更
の保存を要求するプロンプトが表示されます。p~ve
またはC~ncelを選択できます。データ分析は影響
されません。

変更を加えていなくても、oesults qable
への変更の保存を要求するプロンプト

が表示される。EjnJOQMMF

問題を回避するには、以前のバージョンのpCfbu
lpで作成されたメソッドを開かなければなりませ
ん。エラーが修正されない場合は、処理時間が影

響を受けることもあります。

ユーザーは、無効な方法でデータを処

理し、oesults qableを作成することが
できる。EjnJOQPNF

pCfbu uRMM nqlcシステムからのnNデータが、
Analyticsワークスペースで処理できません。

ソフトウェアで、pCfbu uRMM nqlcシ
ステム用のnNスキャンからのデータの
定量的処理や定性的処理ができない。
EjnJOTVMF

ピーク形状が良くないrsLaAaLAaCデータに対し
ては、Automeak積分アルゴリズムを使用しないで
ください。

rs、aAa、AaCデータ上でAutomeak積
分アルゴリズムを使用した場合、処理

前にモデルが構築するのに長い時間が

かかる。EjnJQQONF

cilter _y clagの前に qext ciltersが選択された場
合、cilter _y clagフィルターは正しく適用されま
せん。必ずcilter _y clagフィルターを最初に選択
してください。

フィルタリングが不適切に適用され、

適切な行が表示されない。EjnJQUOPF

oesults qableを閉じてから再度開きます。oesults qableペインは、埋め込みの処
理メソッドが編集された後、読み取り

専用になる。EjnJRMUOF
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注問題

表に値を入力します。Concentration Acceptanceのrpper iimit
列の値、またはフラグ設定ルールのコ

ンポーネントタイプごとの値テーブル

をコピーしようとすると、エラーが発

生する。EjnJRRVVF

pLkを計算するには、bxplorerワークスペースで平
均m/zスペクトルを開き、手動で再構成を行い、
ターゲットピークのpLkを計算します。

注：この回避策には _iotool hitのライセンスが
必要です。

NK meak oeviewペインで平均スペクトルを選択し
ます。

OK lpen d~t~ explor~tion（ ）をクリックしま

す。

PK Bio qool hit > oeconstruct mroteinをクリッ
クし、分解能値を入力し、再構成パラメータを

指定して、再構成を実行します。

QK pLkを手動で計算します。ソフトウェアユーザー
ガイドの『グラフ選択情報の表示』を参照して

ください。

jass oeconstructionワークフローで
は、oesults qableに報告された信号対
雑音（pLk）値が、再構成されたピーク
に対して正しく計算されない。
EjnJTMTPF

pCfbu qriple nuadqj TRMM pystem – nqoAm®
準備

完了などの公称質量システムの場合、ufC幅
（ppm）はサポートされていません。rseufCwidth
EaaFK

処理方法のコンポーネントページのテー

ブル設定で、j~ss Ea~F ~nd tidth
EppmFを表示するように設定した場合に
エラーが表示される。EjnJTTMVF

bxplorerワークスペースでデータファイルを開きま
す。

ユーザーがmeak oeviewペインでlpen
d~t~ explor~tionをクリックして、
bxplorerワークスペースのrsデータを
含むデータファイルを表示すると、ufC
rsグラフは表示されない。EjnJTTOPF
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bxplorerワークスペースの問題
注問題

この問題が発生した場合は、次のいずれかの操作

を行います。

• まずutCを生成してから、aAa等高線パネルを
生成します。

• utCを生成する前に、等高線パネルの更新が完
了するまで待ちます。

faAHaAaデータファイルでaAaの等高
線図とutCを同時に生成しようとした
際に、pCfbu lpは応答を停止するか、
エラーを生成する。この問題が発生す

るのは、aAa等高線パネルの生成を開
始し、バックグラウンドで更新してい

るときに同時にutCにアクセスする場
合のみである。E_iqJQVUF

このエラーは、選択されたイオンの構造がcormula
cinderで予測されたもので、cormula cinder設定
ダイアログの元素組成タブの正イオンのリストに

含まれていない場合に発生します。たとえば、m/z
NMMQのイオンの場合、cormula cinderは（j H
keQ）Hに一致します。このイオンが検索する陽イ
オンのリストに含まれていない場合、一致するも

のが見つからないとエラーが発生します。

「要求されたアクションを完了できま

せんでした。データが完全であり、す

べてのフィールドに適切な値が含まれ

ていることを確認してください」とい

うエラーが数式ファインダーに表示さ

れる。E_iqJNQOPF

この問題を回避するには、以下の手順に従います。

• cile > phow ufCをクリックして、必要な実験の
ufCを生成します

• 取得後のufCL_mCを生成します。

• ufCペインを閉じて再度開きます。

取得中にユーザーがデータを検索する

と、以下の問題が発生する可能性があ

る。

• スケジュールされたスキャンのufC
および_mCが予定時間より前に生成
された場合は、リアルタイムデータ

が取得後のデータと一致しない。

（apJVMPLapJNMVO）

• bxplorerワークスペースでjove to
nextまたはjove to previousを使用
してjp実験を切り替え、リアルタイ
ムで生成された抽出イオンクロマト

グラム（ufC）またはベースピーク
クロマトグラム（_mC）を表示した
場合、ufC L _mCペインにはNつのポ
イントのみが表示される。
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注問題

この問題が起こり始めた場合は、取得が完了する

まで待ってから、データの探索を行ってください。

aata AcquisitionパネルのjpタブとaAa
タブに表示されるリアルタイムのデー

タスペクトルの更新は、bxplorerワーク
スペースよりも遅くなる場合がある。
EapJVPQF

jpおよびaAaaata Acquisitionパネル
とbxplorerワークスペースのリアルタイ
ムグラフの不一致は、iCメソッドの持
続時間がjp jethodよりも長い場合に
発生する。このシナリオでは、rs、
aAa、またはAaCチャンネルがiCメ
ソッド収集時間の終わりまで bxplorer
ワークスペースでリアルタイム更新さ

れ続けても、jp jethod持続時間の終
わりにjpおよびaAaaata Acquisitionパ
ネルの更新が停止する。EapJUROF

w軸（検出器の電圧）のラベルが不正確になってい
ます。問題を回避するには、aetector lptimization
oeportレポートまたはデータ収集パネルを使用し
て、検出器最適化プロセス中に取得されたデータ

を検査します。

bxplorerワークスペースで、aetector
lptimizationデータが正しく表示されな
い。EapJNMQQF

測定が完了するまで、ランプパラメータを含む測

定メソッドのデータを表示させないでください。

測定中にランプパラメータが付いた測

定メソッドからのデータが表示される

と、データが更新されなくなり、結果

のスペクトルが正しくなくなる。
EapJNVRVF

lhをクリックして、メッセージを認識します。サ
ンプルは通常どおり処理できます。

サンプルがjp jethodのワークスペー
スで初めて取得された時や、新しく取

得されたサンプルがbxplorerワークス
ペースで開かれた時に、「qhis sample
is corrupted」というメッセージが断続
的に表示される。EapJOOUNF
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注問題

以下の操作を行うと、エラーメッセージが表示さ

れます。

NK bxplorerワークスペースにある別のペインでO
つのファイルを開いて、各ファイルのufCグラ
フを生成する。

OK 単一ペインでufCグラフを結合する。

PK ufCペインで領域をハイライトし、ダブルクリッ
クしてスペクトルを生成する。

QK mrocess All lverlays\ダイアログが表示された
ら、All lverl~idをクリックしてから、lhをク
リックする。

スペクトルの代わりに、「fncorrect Argument
J invalid cycle range」というエラーメッセージ
が表示される。

問題を回避するには、グラフが重なっているより

狭い領域を選択します。

ufCのハイライト表示された領域からス
ペクトルを生成できない。ElkvuJNUUOF

この問題が発生した場合は、bxplorerワークスペー
スで処理が完了するのを待つか、データ収集中に

大量のデータを処理しないようにします。

bxplorerワークスペースで大量のデータ
または複数のデータファイルを処理す

ると、ユーザーインターフェースが応

答を停止し、サンプルキューが次のサ

ンプルに移動するまでに遅延が生じる

ことがある。（lkvuJOMQTLapJNSUU）

表示されている値は、ピークのセントロイドを表

すため、正確です。cill me~ksをクリックすると、
ピークがよく見えるようになります。ピークラベ

ルは、対象となるピークの位置に関わらずその最

高点に配置されるため、ラベルの位置が不正確な

ように見える場合がありますが、値は正確です。

この問題が起こる場合は、取得が完了するまで待っ

てから、データの探索を行ってください。

bxplorerワークスペースで、ufCトレー
スの番号ラベルがまぎらわしい。
EmsJNMMVF

この問題は、ワークフローに影響を及ぼしませんScheduled jojqj
データファイルを開

き、サンプルを選択してロードした後、

phow p~mple fnform~tionをクリック
すると、faA実験のサンプル情報が表示
されません。EmsJNPPMF
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jp quneワークスペース問題
注問題

マニュアルチューニング中は、最適化されたパラ

メータ値が保存されません。問題を回避するには、

マニュアルチューニングモードでチューニング手

順をすべて完了します。

マニュアルチューニング中、p~ve
pettingsをクリックしても最適化された
パラメータ値が装置定義ファイルに保

存されない。EACnJORNVF

この問題を回避するには、開始および停止質量を、

nNセンター質量の範囲をカバーするように設定し
ます。

nNの中心質量を選択しても、リアルタ
イムスペクトルの質量範囲が正しく更

新されない。EapJVNRF

該当なしユーザーが質量分析装置のチューニン

グを行い、新しい装置設定を保存した

後、以前に保存した装置設定を復元し

た場合、監査記録は不完全なものとな

る。ElkvuJUPVOF

レポーターの問題

注問題

このエラーは、qemplateContentControljanagerが
インストールされていないために発生します。次

の手順を実行します：
NK CWLmrogram cilesLA_

pciexLoeporterlfficeAddinsL
qemplateContentControljanagerに移動しま
す。

OK qempl~teContentControlj~n~gerKvstoをダブ
ルクリックします。

PK qemplateContentControljanagerがインストー
ルされている場合は、Closeをクリックします。
それ以外の場合は、fnst~llをクリックして、画
面の指示に従います。

ユーザーがレポートテンプレートを編

集しようとすると、jicrosoft lfficeド
キュメントのカスタマイズエラーが発

生する。
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ソフトウェアのインストールや有効化における問題

注問題

sciexKcomLrequestJsupportに問い合わせます。ソフ
トウェアのインストールや削除は、必ず管理者が

実行する必要があります。

不正確なユーザーアカウントが使用さ

れている場合、pCfbu lpをインストー
ルできない。E_iqJPQMF

pCfbulpのインストールウィザードをOつ開いて、
O番目のインストールを続行しようとすると（Nつ
目を閉じたかどうかに関わらず）、インストール

が失敗する。この問題を回避するには、必ず

fnstallation tizardをNつだけ開いて、インストール
を続行してください。

fnstallation tizardの複数のインスタン
スが開いている場合、pCfbu lpをイン
ストールできない。E_iqJPQNF

pCfbu lpを閉じてから再度開き、それから
Chemppiderを再開します。

Chemppiderのライセンスが失効した
後、新しいライセンスをインストール

してChemppiderセッションを開始しよ
うとすると、Chemppiderのライセンス
がないという警告メッセージが表示さ

れる。E_iqJVURF

pCfbu lpをアンインストールできない場合は、
jicrosoft Kkbq OKMが起動しているか確認します。
詳細はjicrosoft eelpを参照してください。もう一
度やり直してください。

pCfbu lpをアンインストールできな
い。E_iqJNMOQF

pCfbu lp NKPインストールのバックアップがない
場合、

NK pCfbu lp OKMを削除します。

OK iibrarysiewqj crameworkを削除します。

PK CWymrogram aataypCfbuyフォルダの名前を変更
します。

QK CWymrogram cilesypCfbuyフォルダの名前を変更
します。

RK aWypCfbu lp aatayフォルダの名前を変更しま
す。

SK pCfbu lp NKPをインストールします。

pCfbu lpの再設定と、全メソッド、設定、ユー
ザーなどの再作成が必要です。

ソフトウェアがバージョンOKMからバー
ジョンNKPにダウングレードされると、
_atch、nueueおよびrserワークスペー
スは無くなる。ElcuJQUVF
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注問題

petupKexeを使ってpCfbu lp NKP以降を削除しよ
うとすると、tindowsのプログラムと機能から
pCfbu lpのエントリが削除されます。ただし、プ
ログラムは残っているため、開くことができます。

pCfbu lpを削除するには、pCfbu lpフォルダか
らpetupKexeを実行して、画面上の指示に従ってソ
フトウェアをインストールします。このプロセス

によりpCfbu lpのエントリが、tindowsのプログ
ラムと機能のリストに戻ります。プログラムと機

能のリストを使って、pCfbu lp NKP以降を削除し
ます。

petupKexeを使ってpCfbu lp NKP以降を
削除しようとしてもできない。
ElkvuJONOQF

この問題が発生した場合は、

NK iibrarysiewqj
ソフトウェアがインストールされ

ている場合は削除します。

OK iibrarysiewqjcrameworkがインストールされて
いる場合は削除します。

PK jicrosoft pni perver OMMUの全コンポーネント
を削除します。

QK コンピュータをシャットダウンしてから再起動
します。

RK pCfbu lpをインストールします。

インストールの問題が解決しない場合は、
CWymrogram cilesyjicrosoft pni
pervieryjppniNM_RMKpnibumobpp
yjppniyaAqA folderからiibrarysiewKmdfおよび
iibrarysiew_logKmdfファイルを削除する必要があ
る場合があります。

注：ライブラリはmdfファイルに保存されている
ため、これらのファイルを削除すると既存のライ

ブラリも削除されるため、再インストールが必要

となります。

pniサーバーの問題または
iibrarysiewqjcrameworkの問題が原因
で、pCfbu lpがインストールに失敗す
る場合がある。ElkvuJOVUTF

この問題が発生した場合は、インストールパッケー

ジにある
fnstallLkamQTOJh_QMRQRPMJxUSJxSQJAlllpJbkrKexe
を使用してインストールしてください。

Kkbq cramework QKx ElkvuJUMOUFがイ
ンストールされていないコンピュータ

にpCfbu lpをインストールすると、エ
ラーが表示される。
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jp ct rpd~terに関する問題
説明問題

質量分析装置のファームウェアを更新するには、

cirmwarerpdaterフォルダをaWyドライブにコピー
し、その場所からユーティリティを実行します。

jp ct rpdaterユーティリティがasa
から実行できない。E_iqJRVTF

デフォルトのテンプレート

その他の注意事項テンプレートの説明（レポートの作

成ダイアログに表示）

qempl~te（テン
プレート）

該当なし各サンプルについて、ファイル情

報、サンプル情報、分析試料oesults
qable、および全分析試料と内部標
準が重なったクロマトログラムで構

成されたセクションが表示されま

す。分析試料oesults qableは、
oesults qableで表示されているよう
に印刷されます。定性分析の信頼信

号灯は、すべて表の先頭に示されま

す。

All meaks nual
（すべてのピー

ク品質）

これは、クエリ

（AnalyteOMpercentKnuery）が添付
されたレポートテンプレートの例で

す。

各分析試料について、ファイル情

報、および各ブランク、標準、nC
とすべての不明サンプルのOM％に関
するufC表のあるセクションを示す
レポート。

Analyte OM
percent oeport
（OMパーセント
のレポートを分

析）

該当なし特定の分析対象物および関連する内

部標準のバッチ内のすべてのサンプ

ルのサンプル名、計算された濃度、

および外れ値を示す結果の表。

Analyte pummary
（分析試料概

要）

PR L 4VOMOM年U月orlJfasJMPJNUONJgAJk

pCfbu lp OKMリリースノート



その他の注意事項テンプレートの説明（レポートの作

成ダイアログに表示）

qempl~te（テン
プレート）

• x報告可能zチェックボックスがオ
フになっている標準は、データ

テーブルに報告されません。統計

は、報告可能ステータスの影響を

受けません。

• レポートには、rsed列のステー
タスに基づいて、Analyticsワーク
スペースのx検量線zペインに表示
および計算された回帰方程式とグ

ラフが表示されます。

分析試料のファイル情報、統計表

（標準）、分析試料の検量線をNペー
ジずつ表示したレポート。

Calibration Curve
（キャリブレー

ションカーブ）

• このレポートは、jass
oeconstructionワークフローに固
有のものです。

各サンプルのoesults qableエントリ
を示すレポート。oesults qableに表
示されているすべてのカラムがレ

ポートに表示されています。レポー

トには、各サンプルと分析試料につ

いてのufCクロマトグラフ、平均ス
ペクトル、再構成スペクトルも含ま

れています。

インタクト定量

すべてのピーク

とグラフ

• このレポートは、jass
oeconstructionワークフローに固
有のものです。

各分析試料のoesults qable項目、検
量線、統計データを表示したレポー

トです。oesults qableには、サンプ
ル名、サンプルタイプ、分析対象物

名、実際の濃度、面積、高さ、予測

されるjt、jt、jtデルタ、計
算された濃度、および精度が含まれ

ます。

インタクト定量

分析試料の概要

とキャリブレー

ションカーブ

• このレポートは、jass
oeconstructionワークフローに固
有のものです。

すべてのサンプルのoesults qableエ
ントリを示すレポート。oesults
qableには、サンプル名、サンプル
タイプ、分析対象物名、実際の濃

度、面積、高さ、予測されるjt、
jt、jtデルタ、計算された濃度、
精度、および精度判断が含まれま

す。

インタクト定量

サンプルの概要
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その他の注意事項テンプレートの説明（レポートの作

成ダイアログに表示）

qempl~te（テン
プレート）

• oeport~bleチェックボックスの
状態は、レポートの内容には影響

しません。チェックボックスがオ

フの場合でも、すべてのデータポ

イントが含まれます。

各分析試料について、ファイル情報

と分析試料のピーク面積のメトリッ

クプロットで構成されたセクション

が表示される安定したレポートで

す。

jetric mlot（メト
リックプロッ

ト）

該当なし各分析試料について、ファイル情

報、サンプルoesults qable、および
各サンプルのufC表を含むセクショ
ンを表示するレポートは、Uサンプ
ル未満の分析試料については、通

常、N分析試料につきOページを印刷
します。

jn Analyte
oeport N（jn分
析試料レポート

N）

• 不明なものだけが報告されます。各分析試料について、ファイル情

報、および各サンプルのufC表を含
むセクションを表示するレポート

は、Uサンプル未満の分析試料につ
いては、通常、N分析試料につきO
ページを印刷します。

jn Analyte
oeport O（jn分
析試料レポート

N）

• 不明なものだけが報告されます。各分析試料について、ファイル情報

および不明のサンプル概要表のある

セクションを示すレポート。

jn Analyte
oeport P（jn分
析試料レポート

N）

• 不明なものだけが報告されます。不明の各サンプルについて、ファイ

ル情報、サンプル情報、および結果

概要表のあるセクションを示すレ

ポート。この表は、ページあたりの

サンプル数を増やすためにO列で示
されています。

jn_Analyte
oeport
condensed table
（jn分析試料レ
ポート要約表）

• 不明なものだけが報告されます。各分析試料について、各サンプルの

ファイル情報、サンプルoesults
qable、および小さいクロマトグラ
ムのあるセクションを示すレポー

ト。

jn Analyte
oeport with
chromatograms
（クロマトグラ

ムのjn分析試料
レポート）
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その他の注意事項テンプレートの説明（レポートの作

成ダイアログに表示）

qempl~te（テン
プレート）

• レポートには、ヘッダー情報、ロ
ゴ、およびページ番号のみが表示

されます

該当なしjn _lank
qemplate（jnブ
ランクテンプ

レート）

• meptide nuantitationデータセッ
トで使用します。jultinuantqj

ソ

フトウェアのユーザーガイドのO
番目の例である絶対定量の例を参

照してください。

該当なしjn mep nuant

• oeport~bleチェックボックスを
オフにされている品質管理は、レ

ポートには含まれず、計算にも使

用されません。

ファイル情報、分析試料あたりのnC
概要表（OM％よりも高いCsのある
値がハイライトされます）、および

nC詳細oesults qable（UM～NOM％
精度を外れる値がハイライトされま

す）を示すレポート。

jn nC pummary
N with flags（フ
ラグ付きのjn
nCサマリーN）

該当なし各サンプルについて、ファイル情

報、サンプル情報、fp情報、分析試
料oesults qable、fpおよび各分析試
料を含むufC表のあるセクションを
示すレポート。通常、Uサンプル未
満の場合はサンプルごとにOページ
を印刷します。

jn pample
oeport N（jnサ
ンプルレポート

N）

• 不明なものだけが報告されます。不明なサンプルごとに、ファイル情

報、qfC、サンプルの詳細、分析試
料ufC、および結果を表形式で含む
セクションを示すレポート。Uサン
プル未満のサンプルでは、Nサンプ
ルにつき通常Oページの印刷となり
ます。

jn pample
oeport O（jnサ
ンプルレポート

O）

• 不明なものだけが報告されます。不明の各サンプルについて、ファイ

ル情報、サンプル情報、および結果

概要表のあるセクションを示すレ

ポート。

jn pample
oeport P（jnサ
ンプルレポート

P）
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その他の注意事項テンプレートの説明（レポートの作

成ダイアログに表示）

qempl~te（テン
プレート）

• 不明なものだけが報告されます。不明の各サンプルについて、ファイ

ル情報、サンプル情報、および結果

概要表のあるセクションを示すレ

ポート。この表は、ページあたりの

分析試料を増やすためにO列で示さ
れています。

jn pample
oeport
condensed table
（jnサンプルレ
ポート要約表）

• 不明なものだけが報告されます。各サンプルについて、各分析試料の

ファイル情報、サンプル情報、分析

試料oesults qable、および小さいク
ロマトグラムのあるセクションを示

すレポート。

jn pample
oeport with
chromatograms
（クロマトグラ

ムのjnサンプル
レポート）
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その他の注意事項テンプレートの説明（レポートの作

成ダイアログに表示）

qempl~te（テン
プレート）

• 関連するクエリファイルは、
pample oeport with Concentration
qhresholdKqueryです。

• コンポーネントには「Cmpd u
#」という名前を付ける必要があ
ります。ここで、uはAからcまで
の任意の文字で、#は任意の数値
です。

例：レポートでは、「Cmpd A
N」という名前のコンポーネント
が見出しCompound droup Aの
下に表示されます。「Cmpd _
N」という名前のコンポーネント
は、Compound droup Bの下に
表示されます。

• コンポーネントが同じグループに
ある場合、グループ内のアルファ

ベット順の最初のコンポーネント

のみがレポートに含まれます。

例N：「Cmpd _ OR」と「Cmpd
C N」の両方がグループ「drp」
に属している場合、「Cmpd C
N」はレポートに含まれません。

例O：「Cmpd A N」、「Cmpd A
O」、およびCmpd A P」がグルー
プに割り当てられていない場合、

「Cmpd A O」および「Cmpd A
P」はレポートに含まれません。

例P：「Cmpd A N」、「Cmpd A
O」、およびCmpd A P」がそれぞ
れグループN、O、およびPに割り
当てられている場合、Pつのコン
ポーネントすべてがレポートの見

出しCompound droup Aの下に
表示されます。

不明の各サンプルについて、ファイ

ル情報、サンプル情報、および結果

の合計のあるセクションを示すレ

ポート。

jn pample
oeport with
Concentration
qhreshold（濃度
しきい値付きjn
サンプルレポー

ト）
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その他の注意事項テンプレートの説明（レポートの作

成ダイアログに表示）

qempl~te（テン
プレート）

該当なし不明の各サンプルについて、ファイ

ル情報、サンプル情報、結果概要表

を含むセクション、およびすべての

ufCのオーバーレイを示すレポー
ト。予測イオン比は、利用可能なす

べての標準を使って自動的に算出さ

れます。比率の値はoesults qable内
のカスタム列に置かれています。予

測のOM％を外れる値はいずれもフラ
グが立てられます。クオンティファ

イアの分析試料名は、ブランクス

ペースの後に数字のNで終わる必要
があります。比率を表すイオン分析

試料名は、ブランクスペースの後に

数字のO～Vで終わる必要がありま
す。

jn pample
oeport with joj
ratios O（joj比
率のjnサンプル
レポートO）

• 関連するクエリファイルは、
joj ratios brKqueryです。

不明の各サンプルについて、ファイ

ル情報、サンプル情報、および結果

概要表のあるセクションを示すレ

ポート。予測イオン比は、利用可能

なすべての標準を使って自動的に算

出されます。比率の値はoesults
qable内のカスタム列に置かれてい
ます。予測を外れる値はいずれもフ

ラグが立てられます（比率許容範囲

に関するbrガイドラインを使用）。
クオンティファイアの分析試料名

は、ブランクスペースの後に数字の

Nで終わる必要があります。比率を
表すイオン分析試料名は、ブランク

スペースの後に数字のO～Vで終わる
必要があります。

jn pample
oeport with joj
ratios br（joj
比率付きjnサン
プルレポート

br）
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その他の注意事項テンプレートの説明（レポートの作

成ダイアログに表示）

qempl~te（テン
プレート）

該当なし不明の各サンプルについて、ファイ

ル情報、サンプル情報、および結果

概要表のあるセクションを示すレ

ポート。予測イオン比は、利用可能

なすべての標準を使って自動的に算

出されます。比率の値はoesults
qable内のカスタム列に置かれてい
ます。予測のOM％を外れる値はいず
れもフラグが立てられます。クオン

ティファイアの分析試料名は、ブラ

ンクスペースの後に数字のNで終わ
る必要があります。比率を表すイオ

ン分析試料名は、ブランクスペース

の後に数字のO～Vで終わる必要があ
ります。

jn pample
oeport with joj
ratios（joj比率
付きサンプルレ

ポート）jn
bcA_ MP

• 関連するクエリファイルは、
joj ratiosKqueryです。

不明の各サンプルについて、ファイ

ル情報、サンプル情報、および結果

概要表のあるセクションを示すレ

ポート。予測イオン比は、利用可能

なすべての標準を使って自動的に算

出されます。比率の値はoesults
qable内のカスタム列に置かれてい
ます。予測のOM％を外れる値はいず
れもフラグが立てられます。クオン

ティファイアの分析試料名は、ブラ

ンクスペースの後に数字のNで終わ
る必要があります。比率を表すイオ

ン分析試料名は、ブランクスペース

の後に数字のO～Vで終わる必要があ
ります。

jn pample
oeport with joj
ratios（joj比率
付きjnサンプル
レポート）
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その他の注意事項テンプレートの説明（レポートの作

成ダイアログに表示）

qempl~te（テン
プレート）

• oeport~bleチェックボックスが
オフになっている標準および品質

管理は、レポートのそれぞれの要

約表に表示されず、統計計算にも

使用されません。

サンプルごとに、ファイル情報、標

準サマリーテーブル、nCサマリー
テーブル、ブランクoesults qableを
含むセクションを示すレポート。次

に、不明のサンプルごとに、ファイ

ル情報、サンプル情報、fp情報、分
析試料oesults qable、fpおよび各分
析試料を含むufCテーブルを含むセ
クション。通常、Uサンプル未満の
場合はサンプルごとにOページを印
刷します。

jn pample
oeport with
standardsI nCI
and blanks（標
準、nC、および
ブランクを含む

jnサンプルレ
ポート）

• このレポートは、qutorial aataset
eeavy iightデータセットでの使
用を目的としています。

jultinuantqj
ソフトウェアのユー

ザーガイドのO番目の例である相
対定量の例を参照してください。

該当なしjn qutorial
aataset eeavy
iight（jnチュー
トリアルデータ

セットヘビーラ

イト）

該当なし選択した各サンプルについて、ファ

イル情報、サンプル情報、および選

択した分析試料の分析試料oesults
qableで構成されたセクションを表
示するレポートです。分析試料

oesults qableは、oesults qableで表
示されているように印刷されます。

定性分析の信頼信号灯は、すべて表

の先頭に示されます。

mer pample
nuantJnual

• 行の非表示状態は、oeport~ble
チェックボックスの状態よりも優

先されます。oeport~bleチェッ
クボックスが選択されているが行

が非表示になっている場合、その

行は報告されません。

選択した各サンプルについて、ファ

イル情報、サンプル情報、および選

択した分析試料の分析試料oesults
qableで構成されたセクションを表
示するレポートです。分析試料

oesults qableは、oesults qableで表
示されているように印刷されます。

定性分析の信頼信号灯は、すべて表

の先頭に示されます。

mer pample
nuantJnual
sisible oows
rsing sisible
Analyte
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その他の注意事項テンプレートの説明（レポートの作

成ダイアログに表示）

qempl~te（テン
プレート）

• コンポーネントテーブルにrsコ
ンポーネントがある場合、rsト
レースはレポートのufCグラフの
下に報告されます。

注： rsコンポーネントの名前
がxcompound_nameuvzまたは
xuvzの形式の場合、uvサフィッ
クスはrs jp nualレポートに
関連付けられているため、rs
トレースはレポートされませ

ん。

• サンプルにnCのラベルが付いて
いて、サンプルがOつ以上ある場
合、平均、pqabs、およびBCs
が計算され、レポートの最後にあ

るnC要約表に含まれます。

• nC行のoeport~bleチェックボッ
クスがオフになっている場合、そ

の行はnCサマリーテーブルの計
算に使用されません。

tvpftvdテーブルを使用して各サ
ンプルのコンポーネントを示すレ

ポート。ufC、jp、およびjpLjp
が表示されます。エリアの統計要約

表は、レポートの最後に表示されま

す。

mer sample
nuantJnual with
statistics（サンプ
ルごとの統計量

を持つ

nuantJnual）

該当なし各分析試料について、ファイル情

報、oesults qable、キャリブレー
ションカーブ、および内部標準と各

分析試料のクロマトグラムで構成さ

れたセクションが表示されます。こ

のテンプレートは、グループが定義

されたoesults qableに適していま
す。

mer Analyte
nuantJnual

orlJfasJMPJNUONJgAJkOMOM年U月44 L 4V

pCfbu lp OKMリリースノート



その他の注意事項テンプレートの説明（レポートの作

成ダイアログに表示）

qempl~te（テン
プレート）

該当なし選択した各サンプルについて、ファ

イル情報、サンプル情報、選択した

分析試料の分析試料oesults qable、
すべての分析試料、内部標準、ufC
が重なったクロマトログラム、取得L
理論的jpスペクトル、選択した各
分析試料の取得LライブラリjpLjp
スペクトルで構成されたセクション

が表示されます。分析試料oesults
qableは、oesults qableで表示され
ているように印刷されます。定性分

析の信頼信号灯は、すべて表の先頭

に示されます。

mositive eits nual

• レポート形式にはCpsオプショ
ンを使用することをお勧めしま

す。

各サンプルについて、ファイル情

報、サンプル情報、および分析試料

oesults qableで構成されたセクショ
ンを表示するKacsvフォーマットの
レポートです。

nual Cps oeport

4R L 4VOMOM年U月orlJfasJMPJNUONJgAJk

pCfbu lp OKMリリースノート



その他の注意事項テンプレートの説明（レポートの作

成ダイアログに表示）

qempl~te（テン
プレート）

該当なし各サンプルについて、分析試料の要

約表のセクションを示すレポート。

このレポートテンプレートは、グ

ループが定義されたoesults qableに
適しています。

サンプルの概要

• rsjpデータは、質量分析装置
（jp）コンポーネントの命名規
則化合物1（任意の文字列）およ
び対応するrsコンポーネントの
化合物1uv（任意の文字列とuv）
を使用して処理する必要がありま

す。

• 質量誤差、フラグメント質量誤
差、oq信頼度、同位体信頼度、
およびライブラリ信頼度の信号の

みが表示されます。

• グラフテーブルが作成され、
ufC、jpNトレース、jpLjpト
レース、化合物Nのヘッダー情
報、および化合物Nuvのrsトレー
スなど、oesults qableの個々の
コンポーネントが表示されます。

図 Nを参照してください。

• 分析試料のグラフは、jp実験に
対してのみ繰り返され、rs実験
では繰り返されません。

• サンプルにnCのラベルが付いて
いて、サンプルがOつ以上ある場
合、平均、pqabs、およびBCs
が計算され、レポートの最後にあ

るnC要約表に含まれます。図 N
を参照してください。

• nC行のoeport~bleチェックボッ
クスがオフになっている場合、そ

の行はnCサマリーテーブルの計
算に使用されません。

各サンプルについて、そのサンプル

のコンポーネントとそれに対応する

rsコンポーネントをtvpftvdテー
ブルで示すレポートufC、jp、およ
びjpLjpがrsデータとともに表示
されますエリアの統計要約表は、レ

ポートの最後に表示されます。

rs jp nual
report（rs jp
nualレポート）
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図 Nグラフテーブル

図 O統計表

お問い合わせ先

お客様のトレーニング

• 北米：kAKCustomerqraining]sciexKcom

• ヨーロッパ：buropeKCustomerqraining]sciexKcom

• ヨーロッパおよび北米以外：sciexKcomLeducation

オンライン学習センター

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

いては、pCfbuウェブサイト EsciexKcomFを参照するか、以下の連絡先までお問い合わせく
ださい。

• sciexKcomLcontactJus

• sciexKcomLrequestJsupport

サイバーセキュリティ

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

マニュアル

このマニュアルの本バージョンは、以前のバージョンに優先します。

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

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

フトウェアインストールガイドを参照してください。

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

このマニュアルの最新バージョンはpCfbuのウェブサイト（sciexKcomLcustomerJdocuments）
で入手できます。

注：このマニュアルの無料印刷版を請求するには、sciexKcomLcontactJusに連絡してくださ
い。
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本書はpCfbu機器をご購入され、実際に使用されるお客様にむけてのものです。本書の著作権は保護
されています。本書および本書の一部分を複製することは、pCfbuが書面で合意した場合を除いて固
く禁止されています。

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

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

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

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

当とする根拠は文書中に規定されているとおりです。

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

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

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

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

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

す。

研究専用。診断手順には使用しないでください。

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

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

A_ pciex mteK itdK
_lkPPI @MQJMS jarsiling fndustrial bstate ooad P
toodlands Central fndustrial bstateI pingapore TPVORS
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