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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分析対象試料のクロマトグラムを表示する表示方法であって、
　複数の測定対象成分のそれぞれに割り当てられている優先順位に基づいて、前記分析対
象試料に含まれる優先順位が最も高い測定対象成分を特定し、特定した測定対象成分のピ
ークが他ピークより優先的に表示されるように前記分析対象試料のクロマトグラムの表示
形態を決定するステップと、
  この決定された表示形態で前記分析対象試料のクロマトグラムを表示するステップと、
を有することを特徴とするクロマトグラムの表示方法。
【請求項２】
　分析対象試料のクロマトグラムを複数の領域に分けて表示する表示方法において、
　前記複数の領域の表示形態を決定するステップであって、複数の測定対象成分のそれぞ
れに割り当てられている優先順位に基づき、前記複数の領域の中の少なくとも１領域につ
いて、当該１領域中にピークが位置する、前記分析対象試料に含まれる優先順位が最も高
い測定対象成分を特定し、特定した測定対象成分のピークが他ピークより優先的に表示さ
れるように前記１領域の表示形態を決定するステップと、
  前記分析対象試料のクロマトグラムの各領域を、各領域について決定された表示形態で
同時に表示するステップと、
を有することを特徴とするクロマトグラムの表示方法。
【請求項３】
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　分析対象試料のクロマトグラムを表示する表示方法であって、
　複数の測定対象成分の優先順位に基づいて、前記分析対象試料に含まれる優先順位が最
も高い測定対象成分を特定し、特定した測定対象成分のピークが他ピークより優先的に表
示されるように、当該ピークを含む、前記分析対象試料のクロマトグラムの領域の表示形
態を決定するステップと、
  前記領域が、前記領域について決定された前記表示形態で示された、前記分析対象試料
のクロマトグラムを表示するステップと、
を有することを特徴とするクロマトグラムの表示方法。
【請求項４】
  表示形態を決定する前記ステップは、
  優先順位が最も高い測定対象成分のピークの高さが、当該測定対象成分の、全ての測定
対象成分または複数の特定測定対象成分に対する割合を示すように表示形態決定対象領域
の表示形態を決定する
ことを特徴とする請求項２または請求項３に記載のクロマトグラムの表示方法。
【請求項５】
　分析対象試料のクロマトグラムを、ＨｂＡ１ｃのピークが表示されるＨｂＡ１ｃ領域と
ＨｂＡ０のピーク及びバリアントＨｂのピークが表示されるＨｂＡ０領域とに分けて表示
する表示方法において、
　前記ＨｂＡ１ｃ領域の表示形態及び前記ＨｂＡ０領域の表示形態を決定するステップで
あって、ＨｂＡ０の優先順位とバリアントＨｂの優先順位とに基づいて、ＨｂＡ０及びバ
リアントＨｂの中から、前記分析対象試料に含まれる優先順位がより高い成分を特定し、
特定した成分のピークが他ピークより優先的に表示されるように前記ＨｂＡ０領域の表示
形態を決定するステップと、
  前記分析対象試料のクロマトグラムのＨｂＡ１ｃ領域とＨｂＡ０領域とを、各領域につ
いて決定された表示形態で同時に表示するステップと、
を有することを特徴とするクロマトグラムの表示方法。
【請求項６】
  ＨｂＡ０領域の表示形態を決定する前記ステップは、前記特定した成分のピークの高さ
が、当該成分の、全てのヘモグロビンまたは特定のヘモグロビン類に対する割合を示すよ
うに、前記ＨｂＡ０領域の表示形態を決定することを特徴とする請求項５に記載のクロマ
トグラムの表示方法。
【請求項７】
　分析対象試料のクロマトグラムを表示する表示装置であって、
　複数の測定対象成分のそれぞれに割り当てられている優先順位に基づいて、前記分析対
象試料に含まれる優先順位が最も高い測定対象成分を特定し、特定した測定対象成分のピ
ークが他ピークより優先的に表示されるように前記分析対象試料のクロマトグラムの表示
形態を決定し、この決定された表示形態で前記分析対象試料のクロマトグラムを表示する
ことを特徴とするクロマトグラムの表示装置。
【請求項８】
　分析対象試料のクロマトグラムを複数の領域に分けて表示する表示装置であって、
　前記複数の領域の表示形態を決定するときに、複数の測定対象成分の優先順位に基づい
て、前記複数の領域の中の少なくとも１領域について、当該１領域中にピークが位置する
、前記分析対象試料に含まれる優先順位が最も高い測定対象成分を特定し、特定した測定
対象成分のピークが他ピークより優先的に表示されるように前記１領域の表示形態を決定
し、前記分析対象試料のクロマトグラムの各領域を、各領域について決定された表示形態
で同時に表示することを特徴とするクロマトグラムの表示装置。
【請求項９】
  前記１領域の表示形態を、前記特定したピークの高さが、当該測定対象成分の、全ての
測定対象成分または複数の特定測定対象成分に対する割合を示すように、決定することを
特徴とする請求項８に記載のクロマトグラムの表示装置。
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【請求項１０】
　分析対象試料のクロマトグラムを、ＨｂＡ１ｃのピークが表示されるＨｂＡ１ｃ領域と
ＨｂＡ０のピーク及びバリアントＨｂのピークが表示されるＨｂＡ０領域とに分けて表示
する表示装置であって、
　前記ＨｂＡ１ｃ領域の表示形態を決定すると共に、ＨｂＡ０の優先順位とバリアントＨ
ｂの優先順位とに基づいて、ＨｂＡ０及びバリアントＨｂの中から、前記分析対象試料に
含まれる優先順位がより高い成分を特定し、特定した成分のピークが他ピークより優先的
に表示されるように前記ＨｂＡ０領域の表示形態を決定し、前記分析対象試料のクロマト
グラムのＨｂＡ１ｃ領域とＨｂＡ０領域とを、各領域について決定された表示形態で同時
に表示することを特徴とするクロマトグラムの表示装置。
【請求項１１】
  前記ＨｂＡ０領域の表示形態を、前記特定した成分のピークの高さが、当該成分の、全
てのヘモグロビンまたは特定のヘモグロビン類に対する割合を示すように、決定すること
を特徴とする請求項１０に記載のクロマトグラムの表示装置。
【請求項１２】
　分析対象試料のクロマトグラムをコンピュータに表示させる表示プログラムであって、
　コンピュータに、
　複数の測定対象成分のそれぞれに割り当てられている優先順位に基づいて、前記分析対
象試料に含まれる優先順位が最も高い測定対象成分を特定し、特定した測定対象成分のピ
ークが他ピークより優先的に表示されるように前記分析対象試料のクロマトグラムの表示
形態を決定するステップと、
  この決定された表示形態で前記分析対象試料のクロマトグラムを表示するステップと、
を実行させることを特徴とするクロマトグラムの表示プログラム。
【請求項１３】
　分析対象試料のクロマトグラムを複数の領域に分けてコンピュータに表示させる表示プ
ログラムであって、
　コンピュータに、
　前記複数の領域の表示形態を決定するステップであって、複数の測定対象成分のそれぞ
れに割り当てられている優先順位に基づき、前記複数の領域の中の少なくとも１領域につ
いて、当該１領域中にピークが位置する、前記分析対象試料に含まれる優先順位が最も高
い測定対象成分を特定し、特定した測定対象成分のピークが他ピークより優先的に表示さ
れるように前記１領域の表示形態を決定するステップと、
  前記分析対象試料のクロマトグラムの各領域を、各領域について決定された表示形態で
同時に表示するステップと、
を実行させることを特徴とするクロマトグラムの表示プログラム。
【請求項１４】
  前記１領域の表示形態を決定するステップは、前記１領域の表示形態を、前記特定され
た測定対象成分のピークの高さが、当該測定対象成分の、全ての測定対象成分または複数
の特定測定対象成分に対する割合を示すように、決定することを特徴とする請求項１３に
記載のクロマトグラムの表示プログラム。
【請求項１５】
　分析対象試料のクロマトグラムを、ＨｂＡ１ｃのピークが表示されるＨｂＡ１ｃ領域と
ＨｂＡ０のピーク及びバリアントＨｂのピークが表示されるＨｂＡ０領域とに分けてコン
ピュータに表示させる表示プログラムであって、
　コンピュータに、
　前記ＨｂＡ１ｃ領域の表示形態及び前記ＨｂＡ０領域の表示形態を決定するステップで
あって、ＨｂＡ０の優先順位とバリアントＨｂの優先順位とに基づいて、ＨｂＡ０及びバ
リアントＨｂの中から、前記分析対象試料に含まれる優先順位がより高い成分を特定し、
特定した成分のピークが他ピークより優先的に表示されるように前記ＨｂＡ０領域の表示
形態を決定するステップと、
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前記分析対象試料のクロマトグラムのＨｂＡ１ｃ領域とＨｂＡ０領域とを、各領域につい
て決定された表示形態で同時に表示するステップと、
を実行させることを特徴とするクロマトグラムの表示プログラム。
【請求項１６】
  前記ＨｂＡ０領域の表示形態を決定するステップは、前記ＨｂＡ０領域の表示形態を、
前記特定した成分のピークの高さが、当該成分の、全てのヘモグロビンまたは特定のヘモ
グロビン類に対する割合を示すように、決定することを特徴とする請求項１５に記載のク
ロマトグラムの表示プログラム。
【請求項１７】
  請求項１２～１６のいずれか１項に記載のクロマトグラムの表示プログラムを記録した
コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クロマトグラムを表示する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　糖尿病の検査等に用いられるヘモグロビンＡ１ｃ（以下「ＨｂＡ１ｃ」という）を測定
するための専用の高性能液体クロマトグラフィー（以下「ＨＰＬＣ」という）装置では、
必要とされる目的分画はＨｂＡ１ｃ分画であり、表示に際してＨｂＡ１ｃのピーク高さに
応じた表示ゲインが設定される。ここで、ＨｂＡ１ｃを測定する際には、後半にヘモグロ
ビンＡ０（以下「ＨｂＡ０」という）と呼ばれるヘモグロビンが溶出する。ＨｂＡ０はＨ
ｂＡ１ｃのピークの約１００倍のピーク高さを有するため、ＨｂＡ０が表示される領域に
ＨｂＡ１ｃが表示される領域と同様にＨｂＡ１ｃのピーク高さに応じた表示ゲインが決定
されている場合には、ＨｂＡ０のピークの頂部側の表示が頭打ちになる。
【０００３】
　一方、ヘモグロビンＳ、ヘモグロビンＣ、ヘモグロビンＥ等のバリアントヘモグロビン
（以下「バリアントＨｂ」という）を含む検体では、ＨｂＡ０のピークの前後にバリアン
トＨｂのピークが溶出する。このようなバリアントＨｂは、測定対象であるＨｂＡ１ｃの
値に負誤差を与えるため、バリアントＨｂの有無や値が重要な意味を持つ。したがって、
バリアントＨｂを含む検体を測定する場合には、時間軸の途中で表示領域を２分割して表
示ゲインを切り替え、バリアントＨｂやＨｂＡ０のピークが全て表示されるようにしたい
。
【０００４】
　そこで、ＨｂＡ０のピークの前後にバリアントＨｂのピークが存在するか否かに基づき
、ＨｂＡ１ｃが表示されるＨｂＡ１ｃ領域とＨｂＡ０が表示されるＨｂＡ０領域との間の
時間軸上の位置でクロマトグラムの表示ゲインを変更して表示するか否かを切り替える技
術が開示されている（例えば特許文献１参照）。
【０００５】
　特許文献１の技術によれば、測定結果に応じた最適な表示ゲインを自動的に設定できる
。すなわち、測定結果に応じて、表示ゲインの変更が必要であれば表示ゲインを途中で変
更し、表示ゲインの変更が必要でなければ測定対象のＨｂＡ１ｃのピーク高さに応じた表
示ゲインを維持する。したがって、必要最小限の情報をオペレータに提供できることから
、オペレータは不必要な情報から解放され、最小限の情報判断により正しい結論を導き出
すことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－９０２４２号公報
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【特許文献２】特開平１０－３００７４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、バリアントＨｂを表示可能なＨｂＡ０領域において、表示されるバリアントＨ
ｂとＨｂＡ０のうち、最も重要度の高い測定対象成分のピークが見づらい場合があるし、
また、クロマトグラムの見た目のバランスが悪くなる場合がある。具体的には、例えば、
バリアントＨｂのうちヘモグロビンＳをＨｂＡ０よりも優先的に把握したい場合には、Ｈ
ｂＡ０領域はヘモグロビンＳのピークに応じて表示されるようにしたい。また、例えば、
バリアントＨｂのうちヘモグロビンＣのピークに応じて表示されるとクロマトグラムの見
た目のバランスが悪くなる場合に、ＨｂＡ０領域においてヘモグロビンＣのピークはＨｂ
Ａ０のピークに付随的に表示されるようにしたい。このように、重要度やクロマトグラム
の見た目のバランス等を考慮してより優先的に表示することが要求される測定対象成分の
ピークがより把握し易く表示されるように、ＨｂＡ０領域の表示ゲインを変更したいとい
う要望があった。また、バリアントＨｂに限らず、検出されるあらゆる成分について、状
況に応じて各ピークに優先順位をつけ、優先順位の高いものから、より見やすくなるよう
にクロマトグラムを表示させたい場合がある。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたもので、本発明の目的は、より優先的に表示するこ
とが要求される測定対象成分のピークをより把握し易く表示する技術を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明にあっては、以下の構成を採用する。すなわち、本発明は、
　複数の測定対象成分のクロマトグラムを表示する表示方法であって、
　表示される複数の測定対象成分の優先順位に基づいて、表示される複数の測定対象成分
のピークのうち、優先順位がより高い測定対象成分のピークがより優先的に表示されるよ
うにクロマトグラムの表示形態を決定するステップと、
　この決定された表示形態でクロマトグラムを表示するステップと、
を有することを特徴とするクロマトグラムの表示方法である。
【００１０】
　本発明によると、表示される複数の測定対象成分の優先順位に基づいて、表示される複
数の測定対象成分のうち、優先順位のより高い測定対象成分のピークがより把握し易く表
示されるように表示形態が決定されるので、より優先的に表示することが要求される測定
対象成分のピークをより良く表示することができる。すなわち、このような特徴により、
例えば、オペレータは、より関心のある測定対象成分に関して、一見してピークの大きさ
等を把握できる。ここで、オペレータとは、クロマトグラムの形状等から分析結果を判断
する者をいう。また、例えば、より優先的に表示することが要求される測定対象成分のピ
ークをピークトップまで表示できる。なお、本方法は、或る検体（複数の測定対象成分を
含む物質）のクロマトグラムを初めて表示する際に使用できるものであるが、クロマトグ
ラムの初回表示時にのみ使用できるものではない。例えば、或る検体の、通常のクロマト
グラムの表示結果に基づき各測定対象成分の優先順位を決定してから、本方法を使用して
、より優先的に表示することが要求される測定対象成分のピークがより把握し易く表示さ
れたクロマトグラムを得ることも出来る。
【００１１】
　尚、本発明において、"測定対象成分"とは、クロマトグラムにピークが現れる成分を意
味し、ユーザが意識的に測定を意図する対象成分のみならず、ユーザーが測定を意図して
いないにも関わらずクロマトグラムにピークとして現われる成分も含む。また、本発明に
おける“表示される複数の測定対象成分の優先順位に基づいて、表示される複数の測定対
象成分のピークのうち、優先順位がより高い測定対象成分のピークがより優先的に表示さ
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れるようにクロマトグラムの表示形態を決定するステップ”（以下、決定ステップと表記
する）としては、具体的な処理内容の異なる様々なものを採用することが出来る。
【００１２】
　具体的には、決定ステップとして、優先順位が最も高い測定対象成分のピーク高さが、
その測定対象成分の全成分等に対する割合（成分比率）を示すように、クロマトグラムの
表示形態を決定するものを採用することが出来る。決定ステップとして、優先順位が高い
方の幾つかお測定対象成分のピーク近傍に、各測定対象成分に関する生データ（時間、面
積、面積の割合）や、重要な成分であることを示す記号が示されるように、クロマトグラ
ムの表示形態を決定するものを採用することも出来る。また、決定ステップとして、優先
順位が高い幾つかの測定対象成分のピークが、各測定対象成分の成分比率に応じた濃度／
色で示されるように、クロマトグラムの表示形態を決定するものを採用することが出来る
。さらに、決定ステップとして、各優先順位のピークが、各優先順位に応じた濃度／色で
示されるように、クロマトグラムの表示形態を決定するものを採用することが出来る。
【００１３】
　ここで、本発明のクロマトグラムの表示方法は、例えばマイクロプロセッサにより実行
される。また、本発明でいう表示とは、プリンタのように記録紙上にクロマトグラムを記
録したものでもよいし、ＣＲＴのように表示画面上にクロマトグラムを表示するものでも
よい。
【００１４】
　また、本発明の他の態様の、複数の測定対象成分を複数の領域に分けてクロマトグラム
を表示する表示方法は、
　少なくとも１領域の表示形態に関する、当該１領域中に表示される複数の測定対象成分
の優先順位に基づいて、表示される複数の測定対象成分のピークのうち、優先順位がより
高い測定対象成分のピークがより優先的に表示されるように前記１領域の表示形態を決定
するステップと、
　各領域について決定された表示形態で複数の領域を同時に表示するステップと、
を有する。
【００１５】
　本発明によると、１領域中に表示される複数の測定対象成分の優先順位に基づいて、表
示される複数の測定対象成分のピークのうち、優先順位のより高い測定対象成分のピーク
がより優先的に表示されるように１領域の表示形態が決定されるので、より優先的に表示
することが要求される測定対象成分のピークをより良く表示することができる。すなわち
、このような特徴により、例えば、オペレータは、より関心のある測定対象成分に関して
、一見してピークの大きさ等を把握できる。また、例えば、より優先的に表示することが
要求される測定対象成分のピークをピークトップまで表示できる。
【００１６】
　ここで、１領域とは、その中に複数の測定対象成分のピーク或いは分画を表示する領域
であり、クロマトグラムを時間軸の途中で２分割以上に分割した場合の１つの領域である
。１領域としては、例えば、ＨｂＡ１ｃとＨｂＡ０との間の時間軸の途中で領域を分けた
ときの、ＨｂＡ１ｃが表示されるＨｂＡ１ｃ領域や、ＨｂＡ０が表示されバリアントＨｂ
を表示可能なＨｂＡ０領域等が挙げられる。
【００１７】
　また、本発明のさらに他の態様の、複数の測定対象成分のクロマトグラムを表示する表
示方法は、
　表示される複数の測定対象成分の優先順位に基づいて、表示される複数の測定対象成分
のピークのうち、優先順位がより高い測定対象成分のピークがより優先的に表示されるよ
うに、当該優先順位がより高い測定対象成分のピークを含む領域の表示形態を決定するス
テップと、
　優先順位がより高い測定対象成分のピークを含む前記領域が、前記領域について決定さ
れた前記表示形態で示されたクロマトグラムを表示するステップと、
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を有する。
【００１８】
　尚、上記２態様の発明における表示形態を決定するステップとしては、優先順位がより
高い測定対象成分のピーク高さが、当該測定対象成分の、全ての測定対象成分または複数
の特定測定対象成分に対する割合を示すように表示形態決定対象領域の表示形態を決定す
るものを採用しておくことが出来る。
【００１９】
　そのようにしておくと、表示形態決定対象領域における、より優先的に表示される測定
対象成分のピークについての、全ての測定対象成分または複数の特定測定対象成分に対す
る割合を、直感的に分かるように表示することができる。したがって、オペレータは、表
示形態決定対象領域における、より関心のある測定対象成分の割合を一見で把握すること
ができる。
【００２０】
　また、本発明は、
　ＨｂＡ１ｃとＨｂＡ０との間で領域が分けられており、ＨｂＡ１ｃが表示されるＨｂＡ
１ｃ領域とＨｂＡ０が表示されバリアントＨｂを表示可能なＨｂＡ０領域とに分けてクロ
マトグラムを表示する表示方法であって、
　ＨｂＡ０領域の表示形態に関し、ＨｂＡ０領域中に表示されるＨｂＡ０とバリアントＨ
ｂとの優先順位に基づいて、表示されるＨｂＡ０とバリアントＨｂとのピークのうち、優
先順位がより高い成分のピークがより優先的に表示されるようにＨｂＡ０領域の表示形態
を決定するステップと、
　ＨｂＡ１ｃ領域とＨｂＡ０領域とについて夫々決定された表示形態でＨｂＡ１ｃ領域と
ＨｂＡ０領域とを同時に表示するステップと、
を有することを特徴とするクロマトグラムの表示方法である。
【００２１】
　本発明によると、ＨｂＡ０領域中に表示されるＨｂＡ０とバリアントＨｂとの優先順位
に基づいて、ＨｂＡ０領域中に表示されるＨｂＡ０とバリアントＨｂとのピークのうち、
優先順位のより高い成分のピークがより優先的に表示されるようにＨｂＡ０領域の表示形
態が決定されるので、より優先的に表示することが要求される成分のピークをより良く表
示することができる。すなわち、このような特徴により、例えば、オペレータは、ＨｂＡ
０とバリアントＨｂのうちより関心のある成分に関して、一見してピークの大きさ等を把
握できる。また、例えば、ＨｂＡ０とバリアントＨｂのうちより優先的に表示することが
要求される成分のピークをピークトップまで表示できる。
【００２２】
　ＨｂＡ０領域の表示形態を決定するステップでは、ＨｂＡ０領域の表示形態を、ＨｂＡ
０とバリアントＨｂとのうち、より優先的に表示される成分のピーク高さが、当該成分の
、全てのヘモグロビンまたは特定のヘモグロビン類に対する割合を示すように、決定する
ことができる。
【００２３】
　本発明によると、ＨｂＡ０領域における、ＨｂＡ０とバリアントＨｂとのうちより優先
的に表示される成分のピークについての、全てのヘモグロビンまたは特定のヘモグロビン
類に対する割合を、直感的に分かるように表示することができる。したがって、オペレー
タは、ＨｂＡ０領域における、より関心のある成分の割合を一見で把握することができる
。
【００２４】
　また、本発明は、
　複数の測定対象成分のクロマトグラムを表示する表示装置であって、
　表示される複数の測定対象成分の優先順位に基づいて、表示される複数の測定対象成分
のピークのうち、優先順位がより高い測定対象成分のピークがより優先的に表示されるよ
うにクロマトグラムの表示形態を決定し、この決定された表示形態でクロマトグラムを表
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示することを特徴とするクロマトグラムの表示装置である。
【００２５】
　ここで、本発明のクロマトグラムの表示装置は、少なくともマイクロプロセッサと表示
出力部とを備えるものである。ここで、表示出力部とは、プリンタのように記録紙上にク
ロマトグラムを記録させるものでもよいし、ＣＲＴのように表示画面上にクロマトグラム
を表示させるものでもよい。本発明のクロマトグラムの表示装置を適用する装置としては
、例えば、高性能液体クロマトグラフィー装置（ＨＰＬＣ装置）等が挙げられる。
【００２６】
　また、本発明は、
　複数の測定対象成分を複数の領域に分けてクロマトグラムを表示する表示装置であって
、
　少なくとも１領域の表示形態に関し、当該１領域中に表示される複数の測定対象成分の
優先順位に基づいて、表示される複数の測定対象成分のピークのうち、優先順位がより高
い測定対象成分のピークがより優先的に表示されるように前記１領域の表示形態を決定し
、各領域について決定された表示形態で複数の領域を同時に表示することを特徴とするク
ロマトグラムの表示装置である。
【００２７】
　前記１領域の表示形態を、優先順位がより高い測定対象成分のピーク高さが、当該測定
対象成分の、全ての測定対象成分または複数の特定測定対象成分に対する割合を示すよう
に、決定するとよい。
【００２８】
　また、本発明は、
　ＨｂＡ１ｃとＨｂＡ０との間で領域が分けられており、ＨｂＡ１ｃが表示されるＨｂＡ
１ｃ領域とＨｂＡ０が表示されバリアントＨｂを表示可能なＨｂＡ０領域とに分けてクロ
マトグラムを表示する表示装置であって、
　ＨｂＡ０領域の表示形態に関し、ＨｂＡ０領域中に表示されるＨｂＡ０とバリアントＨ
ｂとの優先順位に基づいて、表示されるＨｂＡ０とバリアントＨｂとのピークのうち、優
先順位がより高い成分のピークがより優先的に表示されるようにＨｂＡ０領域の表示形態
を決定し、ＨｂＡ１ｃ領域とＨｂＡ０領域とについて夫々決定された表示形態でＨｂＡ１
ｃ領域とＨｂＡ０領域とを同時に表示することを特徴とするクロマトグラムの表示装置で
ある。
【００２９】
　ＨｂＡ０領域の表示形態を、ＨｂＡ０とバリアントＨｂとのうち、より優先的に表示さ
れる成分のピーク高さが、当該成分の、全てのヘモグロビンまたは特定のヘモグロビン類
に対する割合を示すように、決定することができる。
【００３０】
　また、本発明は、
　複数の測定対象成分のクロマトグラムを表示させる表示プログラムであって、
　表示される複数の測定対象成分の優先順位に基づいて、表示される複数の測定対象成分
のピークのうち、優先順位がより高い測定対象成分のピークがより優先的に表示されるよ
うにクロマトグラムの表示形態を決定するステップと、
　この決定された表示形態でクロマトグラムを表示するステップと、
を実行させることを特徴とするクロマトグラムの表示プログラムである。
【００３１】
　本発明のクロマトグラムの表示プログラムによると、マイクロプロセッサを用いて、ク
ロマトグラムの表示形態を決定させる処理と、決定された表示形態でクロマトグラムをプ
リンタやＣＲＴ等の表示出力部において表示させる処理と、が実行される。
【００３２】
　また、本発明は、
　複数の測定対象成分を複数の領域に分けてクロマトグラムを表示させる表示プログラム
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であって、
　少なくとも１領域の表示形態に関し、当該１領域中に表示される複数の測定対象成分の
優先順位に基づいて、表示される複数の測定対象成分のピークのうち、優先順位がより高
い測定対象成分のピークがより優先的に表示されるように前記１領域の表示形態を決定す
るステップと、
　各領域について決定された表示形態で複数の領域を同時に表示するステップと、
を実行させることを特徴とするクロマトグラムの表示プログラムである。
【００３３】
　前記１領域の表示形態を決定するステップでは、前記１領域の表示形態を、優先順位が
より高い測定対象成分のピーク高さが、当該測定対象成分の、全ての測定対象成分または
複数の特定測定対象成分に対する割合を示すように、決定するとよい。
【００３４】
　また、本発明は、
　ＨｂＡ１ｃとＨｂＡ０との間で領域が分けられており、ＨｂＡ１ｃが表示されるＨｂＡ
１ｃ領域とＨｂＡ０が表示されバリアントＨｂを表示可能なＨｂＡ０領域とに分けてクロ
マトグラムを表示させる表示プログラムであって、
　ＨｂＡ０領域の表示形態に関し、ＨｂＡ０領域中に表示されるＨｂＡ０とバリアントＨ
ｂとの優先順位に基づいて、表示されるＨｂＡ０とバリアントＨｂとのピークのうち、優
先順位がより高い成分のピークがより優先的に表示されるようにＨｂＡ０領域の表示形態
を決定するステップと、
　ＨｂＡ１ｃ領域とＨｂＡ０領域とについて夫々決定された表示形態でＨｂＡ１ｃ領域と
ＨｂＡ０領域とを同時に表示するステップと、
を実行させることを特徴とするクロマトグラムの表示プログラムである。
【００３５】
　ＨｂＡ０領域の表示形態を決定するステップでは、ＨｂＡ０領域の表示形態を、ＨｂＡ
０とバリアントＨｂとのうち、より優先的に表示される成分のピーク高さが、当該成分の
、全てのヘモグロビンまたは特定のヘモグロビン類に対する割合を示すように、決定する
ことができる。
【００３６】
　また、本発明は、
　上記のクロマトグラムの表示プログラムを記録したことを特徴とする記録媒体である。
【００３７】
　ここで、本発明の記録媒体としては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、磁気ディスク、光磁気ディスク
、光ディスク、フラッシュメモリ等が挙げられる。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によると、より優先的に表示することが要求される測定対象成分のピークをより
把握し易く表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施例１に係るＨＰＬＣ装置の概略構成を示す図である。
【図２】実施例１に係るクロマトグラムの表示を示す図である。
【図３】実施例１に係るＨｂＡ０領域の表示ゲインを、ヘモグロビンＳの面積比率をＨｂ
Ａ０領域中のピーク高さの割合に変換して決定した状態を示す図である。
【図４】実施例１に係るクロマトグラムの表示例を示す図である。
【図５】実施例１に係るクロマトグラムの描画データ生成ルーチン１を示すフローチャー
トである。
【図６】実施例１の変形例に係るクロマトグラムの描画データ生成ルーチン２を示すフロ
ーチャートである。
【図７】本発明の実施例２に係るＨＰＬＣ装置の概略構成を示す図である。
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【図８】実施例２に係るＨＰＬＣ装置が表示する測定結果画面の一例の説明図である。
【図９】実施例２に係るＨＰＬＣ装置が表示する他の測定結果画面例の説明図である。
【図１０】実施例２に係るＨＰＬＣ装置が表示する優先順位設定画面の一例の説明図であ
る。
【図１１】優先順位の変更による測定結果画面の変化例の説明図である。
【図１２】優先順位の変更前後のクロマトグラムが表示される測定結果画面の一例の説明
図である。
【図１３】実施例２に係るＨＰＬＣ装置による印字結果の説明図である。
【図１４】実施例２に係るＨＰＬＣ装置による印字結果の説明図である。
【図１５】実施例２に係るＨＰＬＣ装置による印字結果の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下に本発明の具体的な実施例を説明する。
【００４１】
　＜実施例１＞
　（ＨＰＬＣ装置）
　図１は、本発明の実施例１に係るＨＰＬＣ装置（高性能液体クロマトグラフィー装置）
の概略構成を示す図である。ＨＰＬＣ装置が本発明のクロマトグラムの表示装置に対応す
る。図１に示すＨＰＬＣ装置１は、糖尿病の検査等に用いられるＨｂＡ１ｃを測定する装
置である。ＨＰＬＣ装置１は、溶離液槽２、脱気装置３、液送ポンプ６、サンプルインジ
ェクションバルブ７、分離カラム８、検出器９、制御部１０、及びプリンタ１５を備えて
いる。
【００４２】
　溶離液槽２は、移動相としての溶離液を貯留している。脱気装置３は、溶離液に混入し
た空気等を除去する。液送ポンプ６は、制御部１０により制御されて、溶離液を移送する
。サンプルインジェクションバルブ７は、制御部１０により制御されて、溶離液に血液検
体を注入する。分離カラム８は、血液検体を分離する。分離カラム８は、制御部１０によ
り制御される不図示の恒温槽に格納されている。検出器９は、吸光度検出器であり、分離
カラム８により分離された血液検体中の各種ヘモグロビンを検出し、検出出力を制御部１
０に送出する。制御部１０は、マイクロプロセッサ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、及び
入出力インターフェース１４を備えている。制御部１０は、ＨＰＬＣ装置１全体を制御す
る。プリンタ１５は、制御部１０からの描画データに基づいて記録紙上にクロマトグラム
を記録する。プリンタ１５が表示出力部に対応する。なお、プリンタ１５の代わりにＣＲ
Ｔを備えるものでもよい。マイクロプロセッサ１１は、ＲＯＭ１２に記憶されたプログラ
ムを実行することにより、液送ポンプ６、サンプルインジェクションバルブ７等を制御す
ると共に、検出器９からの検出出力に基づいてクロマトグラムの描画データを生成してプ
リンタ１５に出力する。ＲＯＭ１２は、各種ヘモグロビンを同定するためのデータやマイ
クロプロセッサ１１が実行すべきプログラム等を記憶している。ＲＡＭ１３は、検出器９
からの検出出力等を記憶する。入出力インターフェース１４は、入出力データのシリアル
－パラレル変換やＡ／Ｄ変換等を行う。
【００４３】
　このＨＰＬＣ装置１では、溶離液槽２の溶離液が液送ポンプ６により移送され、脱気装
置３によって脱気された後、サンプルインジェクションバルブ７に流入する。このサンプ
ルインジェクションバルブ７で溶離液中に血液検体が注入され、分離カラム８によって血
液検体中の各種ヘモグロビンが分離され、検出器９によって各種ヘモグロビンが検出され
て、その検出出力が制御部１０に送られる。検出出力は、ディジタルデータに変換され、
ＲＡＭ１３に格納される。そして、マイクロプロセッサ１１がＲＡＭ１３に格納されたデ
ータに応じてクロマトグラムの描画データを生成し、クロマトグラムの描画データがプリ
ンタ１５に出力されて記録紙上に表示（印字）される。
【００４４】
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　より具体的には、ＲＡＭ１３には、各時刻における検出器９の検出出力相当のディジタ
ルデータ（時系列的なディジタルデータ群）が格納される。プロセッサ１１は、そのＲＡ
Ｍ１３上のディジタルデータ群に基づき、各測定対象成分が溶出する時間域における検出
器９の検出出力の積分値（すなわち、各測定対象成分の相対量：以下、ピーク面積又は面
積と表記する）を求める。尚、この際、或る測定対象成分について求められたピーク面積
が、その測定対象成分について定められた閾値（又は全測定対象成分に共通の閾値）より
小さかった場合、当該ピーク面積を“ゼロ”とすること（当該測定対象成分のピークが見
出せなかったとみなすこと）が出来る。
【００４５】
　その後、プロセッサ１１は、求めた各測定対象成分のピーク面積に基づき、以下の手順
でクロマトグラムの描画データを生成し、生成した描画データをプリンタ１５に供給する
。
【００４６】
　（クロマトグラム）
　ＨＰＬＣ装置１は、図２に示すように、ＨｂＡ１ｃとＨｂＡ０との間（時間軸上の途中
）で領域を分け、前半のＨｂＡ１ｃが表示されるＨｂＡ１ｃ領域と、後半のＨｂＡ０が表
示されバリアントＨｂを表示可能なＨｂＡ０領域と、の２領域で表示ゲインを異ならせた
クロマトグラムを表示するものである。
【００４７】
　ここで、本実施例では、ＨｂＡ０領域の表示ゲインの決定の仕方に特徴がある。本実施
例では、オペレータが、ヘモグロビンＳ、ＨｂＡ０、ヘモグロビンＣの順に把握しやすい
よう優先的に表示させたい場合の例を示す。すなわち、本実施例では、ヘモグロビンＳ、
ＨｂＡ０、ヘモグロビンＣの順で優先順位が高いと予め設定した場合を示す。具体的には
、ＨｂＡ０領域中に表示される、最優先のヘモグロビンＳ、次に優先されるＨｂＡ０、最
後のヘモグロビンＣという優先順位に従って、血液検体から検出された優先順位の最も高
いＨｂＡ０とヘモグロビンＳとヘモグロビンＣとのうちいずれかの成分のピークに応じて
ＨｂＡ０領域の表示ゲインを決定する。前記優先順位の情報は、予めＲＯＭ等に記憶させ
ておく。なお、優先順位の情報は、予め記憶させるだけでなく、各種診断に応じて測定毎
にオペレータが設定するものでもよい。また、優先順位は、状況に応じて適宜決定でき、
例えば、測定対象成分の重要度にならうこともできるが、この重要度には限定されない。
本実施例において、例えば、血液検体からヘモグロビンＳのピークが検出された場合には
、ヘモグロビンＳのピークに応じてＨｂＡ０領域の表示ゲインを決定する。ヘモグロビン
Ｓのピークが検出されず、ＨｂＡ０のピークが検出された場合には、ＨｂＡ０のピークに
応じてＨｂＡ０領域の表示ゲインを決定する。さらに、ヘモグロビンＳのピークもＨｂＡ
０のピークも検出されず、ヘモグロビンＣのピークが検出された場合には、ヘモグロビン
Ｃのピークに応じてＨｂＡ０領域の表示ゲインを決定する。このように、優先順位の高い
測定対象成分がより優先的に表示されるように表示ゲインが決定される。
【００４８】
　また、ＨｂＡ０領域の表示ゲインを、全てのヘモグロビン（分画）が占める面積に対し
て、ＨｂＡ０とヘモグロビンＳとヘモグロビンＣとのうちより優先的に表示される成分（
分画）が占める面積の比率（面積比率）を、ＨｂＡ０領域中のピーク高さの割合に変換し
て、決定する。例えば、図３に示すように、ヘモグロビンＳが検出され、全てのヘモグロ
ビンが占める面積に対してヘモグロビンＳの占める面積の比率が３０％だった場合には、
この３０％の値をＨｂＡ０領域中のピーク高さの割合に変換して、ヘモグロビンＳのピー
ク高さがクロマトグラムの縦軸の表示最大値を１００％とした場合の３０％となるような
表示ゲインを決定する。なお、面積比率は、全てのヘモグロビンが占める面積に対するも
のだけでなく、特定のヘモグロビン類（複数の特定対象成分）が占める面積に対するもの
を用いて表示ゲインを決定してもよい。
【００４９】
　一方、ＨｂＡ１ｃ領域の表示ゲインを、特定のヘモグロビン類（複数の特定対象成分）
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であるヘモグロビンＡが占める面積に対して、検出されたＨｂＡ１ｃが占める面積の比率
に所定の係数を掛けた値を、ＨｂＡ１ｃ領域中のピーク高さの割合に変換して決定する。
例えば、ヘモグロビンＡが占める面積に対してＨｂＡ１ｃの占める面積の比率が６％だっ
た場合には、この６％に所定の係数である５を掛けた３０％の値をＨｂＡ１ｃ領域中のピ
ーク高さの割合に変換して、ＨｂＡ１ｃのピーク高さがクロマトグラムの縦軸の表示最大
値を１００％とした場合の３０％となるような表示ゲインを決定する。
【００５０】
　そして、ＨｂＡ１ｃ領域とＨｂＡ０領域とについて夫々決定された表示ゲインでＨｂＡ
１ｃ領域とＨｂＡ０領域とを同時に表示するクロマトグラムの描画データを生成し、描画
データがプリンタ１５に出力されて記録紙上に図４に示すようなクロマトグラムが表示さ
れる。このように、クロマトグラムは、前半のＨｂＡ１ｃ領域と後半のＨｂＡ０領域とで
表示ゲインを自動的に異ならせて作成される。このようなクロマトグラムの表示処理動作
は、マイクロプロセッサがＲＯＭに記憶されているクロマトグラムの表示プログラムを実
行することにより実現される。
【００５１】
　（クロマトグラムの描画データ生成ルーチン１）
　マイクロプロセッサ１１が行うクロマトグラムの描画データ生成ルーチン１について、
図５に示すフローチャートに基づいて説明する。図５は、本実施例に係るクロマトグラム
の描画データ生成ルーチン１を示すフローチャートである。本ルーチンは、血液検体の一
測定毎にマイクロプロセッサ１１によって実行される。なお、上記したように、本実施例
では、オペレータがよりよく把握したいヘモグロビンとして、ヘモグロビンＳ、ＨｂＡ０
、ヘモグロビンＣの順に優先順位が予めＲＯＭ等に記憶させてあり、この優先順位の情報
が本描画データ生成ルーチン１に反映されている。
【００５２】
　図５に示すルーチンが開始されると、Ｓ１０１では、ＨｂＡ１ｃ領域の表示ゲインを設
定する。ＨｂＡ１ｃ領域の表示ゲインは、ヘモグロビンＡが占める面積に対してＨｂＡ１
ｃの占める面積の比率が６％だった場合には、この６％を５倍した３０％の値を、ＨｂＡ
１ｃ領域中のピーク高さの、クロマトグラムの縦軸の表示最大値を１００％とした場合の
割合に変換してＨｂＡ１ｃのピーク高さが３０％となるように設定される。
【００５３】
　Ｓ１０２では、血液検体からヘモグロビンＳのピークを検出したか否かを判別する。Ｓ
１０２においてヘモグロビンＳのピークを検出したと肯定判定された場合には、Ｓ１０３
へ移行する。Ｓ１０２においてヘモグロビンＳのピークを検出しないと否定判定された場
合には、Ｓ１０４へ移行する。
【００５４】
　Ｓ１０３では、ヘモグロビンＳのピークに応じてＨｂＡ０領域の表示ゲインを設定する
。ＨｂＡ０領域の表示ゲインは、全てのヘモグロビンが占める面積に対してヘモグロビン
Ｓの占める面積の比率が３０％だった場合には、この３０％の値を、ＨｂＡ０領域中のピ
ーク高さの、クロマトグラムの縦軸の表示最大値を１００％とした場合の割合に変換して
ヘモグロビンＳのピーク高さが３０％となるように設定される。
【００５５】
　Ｓ１０４では、血液検体からＨｂＡ０のピークを検出したか否かを判別する。Ｓ１０４
においてＨｂＡ０のピークを検出したと肯定判定された場合には、Ｓ１０５へ移行する。
Ｓ１０４においてＨｂＡ０のピークを検出しないと否定判定された場合には、Ｓ１０６へ
移行する。
【００５６】
　Ｓ１０５では、ＨｂＡ０のピークに応じてＨｂＡ０領域の表示ゲインを設定する。Ｈｂ
Ａ０領域の表示ゲインは、全てのヘモグロビンが占める面積に対してＨｂＡ０の占める面
積の比率が５０％だった場合には、この５０％の値を、ＨｂＡ０領域中のピーク高さの、
クロマトグラムの縦軸の表示最大値を１００％とした場合の割合に変換してＨｂＡ０のピ
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ーク高さが５０％となるように設定される。
【００５７】
　Ｓ１０６では、血液検体からヘモグロビンＣのピークを検出したか否かを判別する。Ｓ
１０６においてヘモグロビンＣのピークを検出したと肯定判定された場合には、Ｓ１０７
へ移行する。Ｓ１０６においてヘモグロビンＣのピークを検出しないと否定判定された場
合には、Ｓ１０８へ移行する。
【００５８】
　Ｓ１０７では、ヘモグロビンＣのピークに応じてＨｂＡ０領域の表示ゲインを設定する
。ＨｂＡ０領域の表示ゲインは、全てのヘモグロビンが占める面積に対してヘモグロビン
Ｃの占める面積の比率が２０％だった場合には、この２０％の値を、ＨｂＡ０領域中のピ
ーク高さの、クロマトグラムの縦軸の表示最大値を１００％とした場合の割合に変換して
ヘモグロビンＣのピーク高さが２０％となるように設定される。
【００５９】
　Ｓ１０８では、ＨｂＡ０領域の表示ゲインをデフォルト値に設定する。優先順位を付け
たヘモグロビンＳ、ＨｂＡ０、ヘモグロビンＣが検出されなかったので、ＨＰＬＣ装置に
おける標準の表示ゲインを設定する。デフォルト値は、予め設定されている。
【００６０】
　Ｓ１０９では、ＨｂＡ１ｃ領域とＨｂＡ０領域とについて夫々設定された表示ゲインで
ＨｂＡ１ｃ領域とＨｂＡ０領域とを同時に表示するクロマトグラムの描画データを生成す
る。生成されたクロマトグラムの描画データはプリンタ１５に出力され、記録紙上に図４
に示すようなクロマトグラムが表示される。なお、図４は、ヘモグロビンＳが検出された
場合のクロマトグラムを一例として挙げている。
【００６１】
　＜実施例１の変形例＞
　なお、上記実施例では、ヘモグロビンＳ、ＨｂＡ０、ヘモグロビンＣの順に優先順位が
高いものであった。これは、上記実施例が、バリアントＨｂのうちヘモグロビンＳが重要
である例であり、また、ヘモグロビンＣがクロマトグラムの見た目のバランスを悪くさせ
てしまうことを回避するためである。しかし、ヘモグロビンＣの重要度がＨｂＡ０よりも
高い場合がある。よって、ヘモグロビンＳ、ヘモグロビンＣ、ＨｂＡ０の順に優先順位が
高くなるように設定してもよい。図６は、本実施例に係るクロマトグラムの描画データ生
成ルーチン２を示すフローチャートである。本ルーチンでは、血液検体からＨｂＡ０のピ
ークを検出したか否かを判別するステップ（Ｓ２０６）よりも前に、血液検体からヘモグ
ロビンＣのピークを検出したか否かを判別するステップ（Ｓ２０４）が行われるようにし
ている。このように、優先順位が変更される場合には、表示される複数の測定対象成分の
優先順位に従う各測定対象成分のピークを検出したか否かを判別するステップの順序を変
更すればよい。また、上記実施例で挙げたヘモグロビンＳ、ＨｂＡ０、ヘモグロビンＣの
３つの成分だけの優先順位を設定するだけでなく、他の成分も含めた優先順位を設定する
こともできる。
【００６２】
　また、上記実施例では、ＨｂＡ０領域の表示ゲインの決定の仕方について説明した。し
かし、ＨｂＡ１ｃ領域や、他の領域、すなわち複数の測定対象成分を表示する１領域にお
いても、同様に表示ゲインを決定してもよい。例えば、ＨｂＡ１ｃ領域においては、Ｈｂ
Ａ１ｃの他に、図４に示すようにヘモグロビンＡ１ａｂ（ＨｂＡ１ａｂ）やヘモグロビン
Ｆ（ＨｂＦ）といった成分も含まれる。よって、これらの成分間で優先順位を設定して、
表示されるより優先順位の高い成分のピークに応じてＨｂＡ１ｃ領域の表示ゲインを決定
することもできる。同様に、所定の１領域においては、その領域に表示されるヘモグロビ
ンの成分に優先順位を設定して、表示されるヘモグロビンの成分のピークのうち、より優
先的に表示することが要求される成分のピークに応じて所定の１領域の表示ゲインを決定
することもできる。また、クロマトグラムの表示領域を複数に分割した領域とせず、１領
域とした場合にも、各種ヘモグロビンの成分に優先順位を設定して、表示されるより優先
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順位の高い成分のピークに応じて全体の表示ゲインを決定することもできる。さらに本発
明は、各種ヘモグロビンを測定するＨＰＬＣ装置の他に、各種測定対象成分のクロマトグ
ラムを表示する表示装置においても適用できる。
【００６３】
　＜実施例２＞
　以下、図７～図１５を用いて、本発明の実施例２に係るＨＰＬＣ装置１（以下、第２Ｈ
ＰＬＣ装置１とも表記する）の構成及び動作を、実施例１に係るＨＰＬＣ装置１（以下、
第１ＨＰＬＣ装置１とも表記する）と異なっている点を中心に説明する。
【００６４】
　《構成》
　図７に示してあるように、第２ＨＰＬＣ装置１は、基本的には、第１ＨＰＬＣ装置１（
図１参照）にタッチスクリーン１６を追加した装置である。ただし、第２ＨＰＬＣ装置１
内の制御部１０は、ＥＥＰＲＯＭ１７を備えている。また、第２ＨＰＬＣ装置１内の制御
部１０のＲＯＭ１２には、第１ＨＰＬＣ装置１内の制御部１０のＲＯＭ１２に記憶されて
いるプログラムとは内容の異なるプログラム（以下、第２プログラムと表記する）が記録
されている。
【００６５】
　《動作》
　第２ＨＰＬＣ装置１は、簡単に言ってしまえば、固有表示ゲイン領域の数及び各固有表
示ゲイン領域の範囲を設定（変更）できるように、且つ、各測定対象成分についての優先
順位を固有表示ゲイン領域毎に設定できるように、第１ＨＰＬＣ装置１を改良した装置で
ある。尚、固有表示ゲイン領域とは、表示ゲイン切替位置情報（詳細は後述）によりその
境界位置が規定される『最も高い優先度が割り当てられている測定対象成分のピークの高
さが当該測定対象成分の割合を示すことになるように表示ゲインが決定される領域（実施
例１における，ＨｂＡ１ｃ領域、ＨｂＡ０領域に相当する領域）』のことである。
【００６６】
　ＥＥＰＲＯＭ１７は、オペレータが設定したｎ（≧０）個の表示ゲイン切替位置情報、
オペレータが固有表示ゲイン領域別に設定した各種測定対象成分についての優先順位等を
記憶しておくための書き換え可能な不揮発性メモリである。第２ＨＰＬＣ装置１は、この
ＥＥＰＲＯＭ１７に、例えば、ＨｂＡ１ｃ領域・ＨｂＡ０領域間の境界位置を示す表示ゲ
イン切替位置情報と、ＨｂＡ１ｃ領域にピークが現れる各種測定対象成分についての優先
順位と、ＨｂＡ０領域にピークが現れる各種測定対象成分についての優先順位とを記憶し
た状態で製造（出荷）される。
【００６７】
　第２ＨＰＬＣ装置１のマイクロプロセッサ１１（以下、単にプロセッサ１１と表記する
）は、第２ＨＰＬＣ装置１が起動されると、第２プログラムに従った動作を開始する。そ
して、プロセッサ１１は、まず、ＥＥＰＲＯＭ１７上の各表示ゲイン切替位置情報を現表
示ゲイン切替位置情報としてＲＡＭ１３上に読み出すと共に、ＥＥＰＲＯＭ１７上の各固
有表示ゲイン領域に関する各優先順位を各固有表示ゲイン領域に関する現優先順位として
ＲＡＭ１３上に読み出す処理を行う。
【００６８】
　その後、プロセッサ１１は、タッチスクリーン１６に所定の画面を表示してから、測定
開始指示等を受け付ける状態となる。
【００６９】
　プロセッサ１１は、測定開始指示を受け付けた場合には、まず、サンプルインジェクシ
ョンバルブ７等を制御する。次いで、プロセッサ１１は、その結果として検出器９から出
力される信号に基づき、既に説明したものと同手順で、各測定対象成分のピーク面積を算
出する。
【００７０】
　各測定対象成分のピーク面積を算出したプロセッサ１１は、測定結果表示処理を開始し
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て、まず、ＲＡＭ１３上のｎ個の現表示ゲイン切替位置情報のそれぞれを、２つの固有表
示ゲイン領域の境界位置を規定する情報として取り扱うことにより、“ｎ＋１”個の固有
表示ゲイン領域を特定する。次いで、プロセッサ１１は、各固有表示ゲイン領域について
、『各測定対象成分の優先順位としてＲＡＭ１３上の現優先順位を用い、優先順位が最も
高い測定対象成分のピークの高さが当該測定対象成分の割合を示すことになるように表示
ゲインを決定する処理』を、行う。すなわち、プロセッサ１１は、各固有表示ゲイン領域
について、上記したステップＳ１０３の処理等と同内容の処理を行う。
【００７１】
　そして、プロセッサ１１は、各固有表示ゲイン領域の表示ゲインが算出値となっている
クロマトグラムが示されている，図８や図９に示したような測定結果画面を、タッチスク
リーン１６上に表示する。なお、図８に示した測定結果画面は、２つの固有表示ゲイン領
域が設定されている（１つの表示ゲイン切替位置情報が設定されている）場合にタッチス
クリーン１６上に表示されるものである。また、図９に示した測定結果画面は、６つの固
有表示ゲイン領域が設定されている（５つの表示ゲイン切替位置情報が設定されている）
場合にタッチスクリーン１６上に表示されるものである。
【００７２】
　測定結果画面の表示を終えたプロセッサ１１は、タッチスクリーン１６に対する操作を
通じて、オペレータから、優先順位の変更指示、固有表示ゲイン領域の変更指示、印字指
示等を受け付ける状態となる。
【００７３】
　優先順位の変更指示を受け付けた場合、プロセッサ１１は、各測定対象成分についての
新優先順位をオペレータに設定させるための優先順位設定画面をタッチスクリーン１６上
に表示する。より具体的には、プロセッサ１１は、図１０に示したような、各測定対象成
分についての現優先順位が固有表示ゲイン領域別に示されている優先順位設定画面をタッ
チスクリーン１６上に表示する。なお、図１０に示した優先順位設定画面は、測定結果画
面が図８に示したものであった場合に表示されるものである。
【００７４】
　そして、プロセッサ１１は、オペレータが、優先順位設定画面を操作することにより、
幾つかの固有表示ゲイン領域に関する優先順位を変更してから変更完了を指示した場合に
は、まず、オペレータにより変更された／変更されなかった各優先順位を新優先順位とし
てＲＡＭ１２上に記憶する。次いで、プロセッサ１１は、各固有表示ゲイン領域について
、『各測定対象成分の優先順位としてＲＡＭ１３上の新優先順位を用い、優先順位が最も
高い測定対象成分のピークの高さが当該測定対象成分の割合を示すことになるように表示
ゲインを決定する処理』を、行う。そして、プロセッサ１１は、各固有表示ゲイン領域に
ついて決定した表示ゲインを、優先順位変更前の各表示ゲインを書き換えない形（優先順
位変更前の各表示ゲインをＲＡＭ１２上に残す形）、ＲＡＭ１２に記憶する。
【００７５】
　その後、プロセッサ１１は、各固有表示ゲイン領域の表示ゲインが算出値となっている
クロマトグラムが示されている測定結果画面をタッチスクリーン１６上に表示する。従っ
て、例えば、オペレータが、図１０に示した優先順位設定画面を操作することにより、ピ
ーク３（Ｆピーク）の優先順位を“１”（最も高い優先順位）に変更した場合、図１１に
模式的に示したように、測定結果画面の内容が変化することになる。
【００７６】
　測定結果画面を再表示したプロセッサ１１は、並列表示指示、並列印字指示、単独印字
指示、優先順位の再変更指示、優先順位の反映指示、固有表示ゲイン領域の変更指示等を
受け付ける状態となる。そして、プロセッサ１１は、並列表示指示を受け付けた場合には
、図１２に示したような測定結果画面をタッチスクリーン１６上に表示する。すなわち、
プロセッサ１１は、優先順位の変更前のクロマトグラムと優先順位の変更後のクロマトグ
ラムとが示された測定結果画面をタッチスクリーン１６上に表示する。
【００７７】
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　プロセッサ１１は、並列印字指示を受け付けた場合には、図１３に示したような印字結
果をプリンタ１５に印刷させるためのデータを生成してプリンタ１５に供給する。また、
プロセッサ１１は、単独印字指示を受け付けた場合には、図１４や図１５に示したような
印字結果をプリンタ１５に印刷させるためのデータを生成してプリンタ１５に供給する。
【００７８】
　プロセッサ１１は、優先順位の再変更指示を受け付けた場合には、現優先順位が示され
ている優先順位設定画面を再度タッチスクリーン１６上に表示して、オペレータにより優
先順位を変更し直されるのを待機する状態となる。
【００７９】
　また、プロセッサ１１は、優先順位の反映指示を受け付けた場合には、ＲＡＭ１２上の
各現優先順位をＲＡＭ１２上の対応する新優先順位に書き換えると共に、ＥＥＰＲＯＭ１
７上の各優先順位をＲＡＭ１２上の対応する新優先順位に書き換える処理を行う。すなわ
ち、プロセッサ１１は、その後（含む第２ＨＰＬＣ装置１の再起動後）のクロマトグラム
表示が、オペレータが今回変更した優先順位を用いて行われるようにするための処理を行
う。
【００８０】
　また、プロセッサ１１は、固有表示ゲイン領域の変更指示を受け付けた場合には、まず
、ゲイン切替位置の追加指示や削除指示を受け付けるための、既に設定されているゲイン
切替位置（各現ゲイン切替位置情報が示しているゲイン切替位置）が示されている画面を
タッチスクリーン１６上に表示する。そして、プロセッサ１１は、或るゲイン切替位置の
追加が指示された場合には、当該ゲイン切替位置を示すゲイン切替位置情報をＥＥＰＲＯ
Ｍ１７に記憶する。また、プロセッサ１１は、ゲイン切替位置の削除が指示された場合に
は、当該ゲイン切替位置に対応するゲイン切替位置情報をＥＥＰＲＯＭ１７上から消去す
る。
【００８１】
　プロセッサ１１は、上記のような処理を、所定の変更終了指示操作がなされるまで繰り
返す。そして、プロセッサ１１は、変更終了指示操作がなされた場合には、表示ゲイン切
替位置が実際に追加／削除されたか否かを判断し、表示ゲイン切替位置が実際に追加／削
除されていた場合には、優先順位初期化処理（詳細は後述）を行ってから、上記内容の測
定結果表示処理を再び開始する。
【００８２】
　要するに、プロセッサ１１は、固有表示ゲイン領域の数等が変更された場合（表示ゲイ
ン切替位置が実際に追加／削除されていた場合）、変更後の各固有表示ゲイン領域につい
て表示ゲインを決定し直して測定結果画面を再表示する。ただし、現優先順位を変更する
ことなく、固有表示ゲイン領域の数等を変更した場合、『同一の固有表示ゲイン領域内に
ピークが現れる２成分の現優先順位が共に“１”である』といったような状況（つまり、
最も優先順位が高い成分を特定できない状況）が発生し得ることになる。
【００８３】
　上記した優先順位初期化処理は、そのような状況が発生し得ないようにするための処理
である。この優先順位初期化処理を開始したプロセッサ１１は、まず、ＲＡＭ１３上のｎ
個の現表示ゲイン切替位置情報のそれぞれを、２つの固有表示ゲイン領域の境界位置を規
定する情報として取り扱うことにより、“ｎ＋１”個の固有表示ゲイン領域を特定する。
すなわち、プロセッサ１１は、オペレータにより新たに設定された“ｎ＋１”個の固有表
示ゲイン領域を特定する。
【００８４】
　次いで、プロセッサ１１は、固有表示ゲイン領域別に、その固有表示ゲイン領域内にピ
ークが現れ得る各成分のデフォルトの優先順位を特定する。ここで、デフォルトの優先順
位とは、検出器９により存在が検出され得る各成分について、値が重複しないように予め
定められている優先順位（本実施例では、第２プログラム中に設定されている数値情報）
のことである。
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【００８５】
　その後、プロセッサ１１は、特定したデフォルトの優先順位を、固有表示ゲイン領域別
に、“１”から始まる連続した整数値に変換する。次いで、プロセッサ１１は、ＥＥＰＲ
ＯＭ１７上の各固有表示ゲイン領域に関する優先順位群を、各固有表示ゲイン領域につい
ての変換結果に書き換えると共に、ＲＡＭ１２上の各固有表示ゲイン領域に関する優先順
位群を、各固有表示ゲイン領域についての変換結果に書き換える処理を行う。そして、プ
ロセッサ１１は、優先順位初期化処理を終了して、測定結果表示処理を開始する。
【００８６】
　また、プロセッサ１１は、表示ゲイン切替位置が実際に追加／削除されていなかった場
合には、優先順位初期化処理を行うことなく、ＲＡＭ１２上の各種情報（表示ゲイン、現
優先順位等）に基づき、タッチスクリーン１６上に優先順位の反映指示の受付前に表示し
ていた画面を再表示する。そして、プロセッサ１１は、優先順位の再変更指示、優先順位
の反映指示等を受け付ける状態に戻る。
【００８７】
　以上、説明したように、第２ＨＰＬＣ装置１（実施例２に係るＨＰＬＣ装置１）は、固
有表示ゲイン領域の数及び各固有表示ゲイン領域の範囲をオペレータが設定できるように
、且つ、各測定対象成分についての優先順位を固有表示ゲイン領域別にオペレータが設定
できるように、構成されている。従って、この第２ＨＰＬＣ装置１は、分析対象試料の種
類によらず、分析目的に合った形態のクロマトグラムを表示させること出来る装置となっ
ていると言うことが出来る。
【００８８】
　＜実施例１，２の変形例＞
　上記した第２ＨＰＬＣ装置１については、各種の変形を行うことが出来る。例えば、第
２ＨＰＬＣ装置１を、表示ゲイン切替位置情報及び優先順位を複数組設定できる装置に変
形することが出来る。また、第２ＨＰＬＣ装置１を、優先順位のみを変更（設定）できる
（固有表示ゲイン領域を変更できない）装置に変形することも出来る。
【００８９】
　各実施例に係るＨＰＬＣ装置１は、表示ゲインの調整により、優先順位がより高いピー
クがより優先的に表示されるクロマトグラム（優先順位が最も高い測定対象成分のピーク
高さが測定対象成分の成分を表しているクロマトグラム）を表示する装置であった。ただ
し、優先順位が高い方の幾つかの測定対象成分のピーク近傍に、各測定対象成分に関する
生データ（時間、面積、面積の割合）や、重要な成分であることを示す記号（優先順位自
体等）が示されるクロマトグラムであっても、優先順位がより高いピークがより優先的に
表示されるクロマトグラムとして機能する。また、優先順位が高い方の幾つかの測定対象
成分のピークが、各測定対象成分の成分比率に応じた濃度／色で示されるクロマトグラム
であっても、優先順位がより高いピークがより優先的に表示されるクロマトグラムとして
機能する。さらに、各優先順位のピークが各優先順位に応じた濃度／色で示されるクロマ
トグラムであっても、優先順位がより高いピークがより優先的に表示されるクロマトグラ
ムとして機能する。
【００９０】
　従って、各実施例に係るＨＰＬＣ装置１を、そのようなクロマトグラムを表示するもの
に変形することも出来る。
【００９１】
　＜その他＞
　本発明は、上述の実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内
において種々の変更を加えてもよい。また、上記実施例は、本発明に係るクロマトグラム
の表示装置だけでなく、クロマトグラムの表示方法やクロマトグラムの表示プログラムや
記録媒体の実施例をも兼ねるものである。
【００９２】
　以上、開示した技術に関し、更に以下の付記を開示する。
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（付記１）　クロマトグラフィーによる評価対象試料の測定結果に基づきクロマトグラム
を表示するクロマトグラム表示方法であって、
　前記測定結果に基づき、前記評価対象試料に含まれる各測定対象成分の相対量を特定す
る特定ステップと、
　前記特定ステップにより特定された各測定対象成分の相対量と、各測定対象成分に対し
て設定されている優先度とに基づき、最も高い優先度が割り当てられている測定対象成分
のピーク高さが当該測定対象成分の前記評価対象試料内での割合を示しているクロマトグ
ラムを表示するステップと、
を含むことを特徴とするクロマトグラムの表示方法。
【００９４】
（付記２）　クロマトグラフィーによる評価対象試料の測定結果に基づきクロマトグラム
を表示するクロマトグラム表示装置であって、
　前記測定結果に基づき、前記評価対象試料に含まれる各測定対象成分の相対量を特定す
る特定手段と、
　前記特定手段により特定された各測定対象成分の相対量と、各測定対象成分に対して設
定されている優先度とに基づき、最も高い優先度が割り当てられている測定対象成分のピ
ーク高さが当該測定対象成分の前記評価対象試料内での割合を示しているクロマトグラム
を表示する表示手段と、
を備えることを特徴とするクロマトグラム表示装置。
【００９５】
（付記３）　コンピュータに、
　前記測定結果に基づき、前記評価対象試料に含まれる各測定対象成分の相対量を特定す
る特定ステップと、
　前記特定ステップにより特定された各測定対象成分の相対量と、各測定対象成分に対し
て設定されている優先度とに基づき、最も高い優先度が割り当てられている測定対象成分
のピーク高さが当該測定対象成分の前記評価対象試料内での割合を示しているクロマトグ
ラムを表示する表示ステップと、
を実行させることを特徴とするプログラム。
【００９６】
（付記４）　コンピュータに
　前記測定結果に基づき、前記評価対象試料に含まれる各測定対象成分の相対量を特定す
る特定ステップと、
　前記特定ステップにより特定された各測定対象成分の相対量と、各測定対象成分に対し
て設定されている優先度とに基づき、最も高い優先度が割り当てられている測定対象成分
のピーク高さが当該測定対象成分の前記評価対象試料内での割合を示しているクロマトグ
ラムを表示する表示ステップと、
を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ可読媒体。
【符号の説明】
【００９７】
１：ＨＰＬＣ装置、２：溶離液槽、３：脱気装置、６：液送ポンプ、７：サンプルインジ
ェクションバルブ、８：分離カラム、９：検出器、１０：制御部、１１：マイクロプロセ
ッサ、１２：ＲＯＭ、１３：ＲＡＭ、１４：入出力インターフェース、１５：プリンタ、
１６：タッチスクリーン、１７：ＥＥＰＲＯＭ
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