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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体検体に接触するイオン選択性電極の電圧値をもとに前記液体検体に含まれる電解質
の濃度を分析する分析装置において、
　前記電圧値を連続して測定する測定手段と、
　前記測定手段によって測定された前記電圧値の時間変化を示す波形と当該分析装置の異
常を特定するために用いられる参照情報とを記憶する記憶手段と、
　前記液体検体の分析結果を出力する出力手段と、
　前記記憶手段によって記憶される前記波形と前記参照情報とを前記出力手段に出力させ
る制御手段と、
　を備えたことを特徴とする分析装置。
【請求項２】
　前記記憶手段は、前記参照情報として当該分析装置を構成する各機構の動作タイミング
を示すタイムチャートを記憶し、
　前記制御手段は、前記出力手段に対し、前記記憶手段によって記憶されるタイムチャー
トのうち前記出力手段に出力させる前記波形の測定期間のタイムチャートを出力させるこ
とを特徴とする請求項１に記載の分析装置。
【請求項３】
　前記記憶手段は、前記参照情報として各液体検体の分析結果を記憶し、
　前記制御手段は、前記出力手段に対し、前記記憶手段によって記憶される分析結果のう
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ち前記出力手段に出力させる前記波形の測定期間に分析された前記液体検体の分析結果を
出力させることを特徴とする請求項１に記載の分析装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、所定期間ごとに前記記憶手段に記憶される前記波形を消去するととも
に前記記憶手段に対し新たな前記波形の記録を開始させることを特徴とする請求項１～３
のいずれか一つに記載の分析装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、キャリブレーション処理が行なわれるごとに前記記憶手段に記憶され
る前記波形を削除するとともに前記記憶手段に対し新たな前記波形の記録を開始させるこ
とを特徴とする請求項４に記載の分析装置。
【請求項６】
　前記波形の出力を指示する指示情報を入力する入力手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記入力手段によって前記指示情報が入力された場合に前記出力手段
に前記波形および前記参照情報を出力させることを特徴とする請求項１～５のいずれか一
つに記載の分析装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記液体検体の分析結果に異常が認められたときに前記波形および前
記参照情報を出力させることを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の分析装置
。
【請求項８】
　前記波形を構成する各電圧値から異常値を検出する検出手段をさらに備え、
　前記検出手段は、検証対象の電圧値と、前記検証対象の電圧値の測定時間よりも所定時
間前または所定時間後に測定された電圧値との差分値が所定の閾値を超えていた場合には
、前記検証対象の電圧値は異常値であると判断し、
　前記制御手段は、前記記憶手段に記憶される波形のうち前記検出手段によって異常値で
あると判断された電圧値を含む部分を前記出力手段に出力させることを特徴とする請求項
１～７のいずれか一つに記載の分析装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記出力手段に出力させる参照情報のうち前記検出手段によって異常
値であると判断された電圧値の測定時間に対応した部分を所定の出力方法で前記出力手段
に出力させることを特徴とする請求項８に記載の分析装置。
【請求項１０】
　前記検出手段による検出結果および各機構のタイムチャートを参照し、前記検出手段に
よって異常値であると判断された電圧値の測定時間に動作していた機構に動作異常が発生
したおそれがあると判断する異常特定手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記異常特定手段による判断結果を前記出力手段に出力させることを
特徴とする請求項８に記載の分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、液体検体に接触するイオン選択性電極と比較電極との電圧値をもとに前記
液体検体に含まれる電解質の濃度を分析する分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、尿や血液等の検体に含まれる電解質を分析する電解質分析装置として、イオン選
択性電極（Ion Selective Electrode）を用いて電解質の濃度を測定するものが知られて
いる（例えば、特許文献１参照）。このような電解質分析装置は、イオン選択性電極と比
較電極とを用い、検体を希釈液で希釈した希釈検体の起電力（イオン選択性電極で検出さ
れる電位と比較電極で検出される電位との電位差）を測定すると共に、標準液の起電力を
測定し、これら希釈検体と標準液の測定データから検体に含まれる電解質の濃度を測定し
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ている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－４５８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来の電解質分析装置は、電解質分析装置を構成する機構の異常に起因して
、イオン選択性電極や比較電極から出力される測定電圧値に電圧がパルス状に変化した突
発的に生ずるイレギュラーノイズを含むことがあった。このような突発的に生ずるイレギ
ュラーノイズを含むデータは、エラーとなってしまい、測定データとして使用することが
できなくなってしまう。このようなノイズは、異常が発生した機構を修理しない限り、再
度発生してしまうおそれが高い。このため、精度の高い分析結果を得るためには、異常が
発生した機構を特定して修理する必要がある。
【０００５】
　しかしながら、従来では、保守管理担当者は、ノイズの原因となる機構を特定するため
、異常が発生した状況と同じ状況となるまで分析装置そばで待機し、異常が発生した状況
と同じ状況となったときの電圧値を測定して異常解析を行なっていた。したがって、分析
装置において分析処理を行なうことができない待機時間が大きく発生するとともに、保守
管理担当者も異常発生時が再現されるまで長時間待機せざるを得ず保守管理担当者の作業
負担も大きなものとなっていた。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、保守管理担当者が簡易かつ短時間に異
常特定を行なうことができる分析装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、この発明にかかる分析装置は、液体検
体に接触するイオン選択性電極の電圧値をもとに前記液体検体に含まれる電解質の濃度を
分析する分析装置において、前記電圧値を連続して測定する測定手段と、前記測定手段に
よって測定された前記電圧値の時間変化を示す波形と当該分析装置の異常を特定するため
に用いられる参照情報とを記憶する記憶手段と、前記液体検体の分析結果を出力する出力
手段と、前記記憶手段によって記憶される前記波形と前記参照情報とを前記出力手段に出
力させる制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　また、この発明にかかる分析装置は、前記記憶手段は、前記参照情報として当該分析装
置を構成する各機構の動作タイミングを示すタイムチャートを記憶し、前記制御手段は、
前記出力手段に対し、前記記憶手段によって記憶されるタイムチャートのうち前記出力手
段に出力させる前記波形の測定期間のタイムチャートを出力させることを特徴とする。
【０００９】
　また、この発明にかかる分析装置は、前記記憶手段は、前記参照情報として各液体検体
の分析結果を記憶し、前記制御手段は、前記出力手段に対し、前記記憶手段によって記憶
される分析結果のうち前記出力手段に出力させる前記波形の測定期間に分析された前記液
体検体の分析結果を出力させることを特徴とする。
【００１０】
　また、この発明にかかる分析装置は、前記制御手段は、所定期間ごとに前記記憶手段に
記憶される前記波形を消去するとともに前記記憶手段に対し新たな前記波形の記録を開始
させることを特徴とする。
【００１１】
　また、この発明にかかる分析装置は、前記制御手段は、キャリブレーション処理が行な
われるごとに前記記憶手段に記憶される前記波形を削除するとともに前記記憶手段に対し
新たな前記波形の記録を開始させることを特徴とする。
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【００１２】
　また、この発明にかかる分析装置は、前記波形の出力を指示する指示情報を入力する入
力手段をさらに備え、前記制御手段は、前記入力手段によって前記指示情報が入力された
場合に前記出力手段に前記波形および前記参照情報を出力させることを特徴とする。
【００１３】
　また、この発明にかかる分析装置は、前記制御手段は、前記液体検体の分析結果に異常
が認められたときに前記波形および前記参照情報を出力させることを特徴とする。
【００１４】
　また、この発明にかかる分析装置は、前記波形を構成する各電圧値から異常値を検出す
る検出手段をさらに備え、前記判定手段は、検証対象の電圧値と、前記検証対象の電圧値
の測定時間よりも所定時間前または所定時間後に測定された電圧値との差分値が所定の閾
値を超えていた場合には、前記検証対象の電圧値は異常値であると判断し、前記制御手段
は、前記記憶手段に記憶される波形のうち前記検出手段によって異常値であると判断され
た電圧値を含む部分を前記出力手段に出力させることを特徴とする。
【００１５】
　また、この発明にかかる分析装置は、前記制御手段は、前記出力手段に出力させる参照
情報のうち前記検出手段によって異常値であると判断された電圧値の測定時間に対応した
部分を所定の出力方法で前記出力手段に出力させることを特徴とする。
【００１６】
　また、この発明にかかる分析装置は、前記検出手段による検出結果および各機構のタイ
ムチャートを参照し、前記検出手段によって異常値であると判断された電圧値の測定時間
に動作していた機構に動作異常が発生したおそれがあると判断する異常特定手段をさらに
備え、前記制御手段は、前記異常特定手段による判断結果を前記出力手段に出力させるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、液体検体に接触するイオン選択性電極の電圧値の時間変化を示す波形
と当該分析装置の異常を特定するために用いる参照情報とを記憶し、この波形と参照情報
とを出力させるため、保守管理担当者は、異常が発生した状況と同じ状況となるまで待機
する必要がなく、出力された波形と参照情報とを用いて簡易かつ短時間に異常特定を行な
うことが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、この発明の実施の形態１である分析装置について、尿や血液な
どの液体検体に含まれる電解質の濃度を分析する分析装置を例に説明する。なお、この実
施の形態１によりこの発明が限定されるものではない。また、図面の記載において、同一
部分には同一の符号を付している。
【００１９】
（実施の形態１）
　まず、実施の形態１について説明する。図１は、本実施の形態１にかかる分析装置の構
成を示す模式図である。図２は、図１に示す分析装置の制御部の構成を示すブロック図で
ある。実施の形態１にかかる分析装置１は、図１に示すように、検体供給部１ａ、標準液
供給部１０、希釈液供給部２０、測定部３０及び制御部４０を備えている。
【００２０】
　検体供給部１ａは、検体容器２に保持された尿や血液などの検体を配管３によって移送
し、予め設定した量を検体分注ノズル４から希釈槽３１に分注する。標準液供給部１０は
、標準液容器１１内の標準液を配管１２によって分注ノズル１６から希釈槽３１に分注す
る。標準液供給部１０においては、標準液容器１１と分注ノズル１６との間の配管１２に
電磁弁１３、ペリスタポンプ１４及び電磁弁１５が設けられている。標準液容器１１には
、標準液容器１１内の標準液の残量を検出する残量センサ１１ａが設けられており、残量
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センサ１１ａによる検出結果は、制御部４０に出力される。
【００２１】
　希釈液供給部２０は、希釈液容器２１内の希釈液を配管２２によって分注ノズル２６か
ら希釈槽３１に分注する。希釈液供給部２０においては、希釈液容器２１と分注ノズル２
６との間の配管２２に電磁弁２３、シリンジポンプ２４及び電磁弁２５が設けられている
。希釈槽３１に分注された検体と希釈液等の液体は、攪拌棒３８によって均一に攪拌され
る。なお、希釈液容器２１には、希釈液容器２１内の希釈液の残量を検出する残量センサ
２０ａが設けられており、残量センサ２０ａによる検出結果は、制御部４０に出力される
。
【００２２】
　測定部３０は、希釈槽３１に接続した配管３２に、液体の電圧値を測定する測定セル３
３が設けられている。この測定セル３３には、標準液と希釈検体とが交互に流れ込む。こ
のため、測定セル３３は、標準液における電圧値と希釈検体における電圧値とを交互に測
定することとなる。この測定セル３３は、測定タイミングのみに電圧値を測定するのでは
なく、連続して電圧値を測定し、測定した電圧値を順次出力する。測定セル３３には、比
較電極液容器３５から比較電極液を導入する配管３６が下部に接続される。この配管３６
には電磁弁３７が設けられている。ここで、測定セル３３は、測定対象の電解質毎に検体
に接触するように設けられた複数のイオン選択性電極を有し、測定セル３３には、例えば
、ナトリウム（Ｎａ），カリウム（Ｋ），塩素（Ｃｌ）のイオン濃度を測定する３種類の
イオン選択性電極と比較電極が収容されている。ここで、３種類のイオン選択性電極と比
較電極においては、各イオン選択性電極による測定と、比較電極による測定とが交互に実
行される。なお、比較電極液容器３５には、比較電極液容器３５内の比較電極液の残量を
検出する残量センサ３５ａが設けられており、残量センサ３５ａによる検出結果は、制御
部４０に出力される。
【００２３】
　測定セル３３には、排水タンクに接続する配管３９ａが接続されており、この配管３９
ａには、排出弁３９および検液吸引ポンプ３４が設けられている。測定セル３３において
測定が終了した検液である検体または比較電極液は、検液吸引ポンプ３４によって測定セ
ル３３から排水タンクに送出される。
【００２４】
　制御部４０は、分析装置を構成する各部の動作を制御するとともに、測定セル３３から
出力される各イオン濃度に関するデータを処理し、電解質の濃度を演算して分析する。制
御部４０は、図１に示すように、入力部５１、出力部５３および記憶部５４と接続する。
【００２５】
　入力部５１は、キーボード、マウス等を用いて構成され、検体の分析に必要な諸情報や
分析動作の指示情報等を外部から取得する。出力部５３は、プリンタ、スピーカー等を用
いて構成され、検体の分析結果を含む諸情報を出力する。出力部５３は、ディスプレイパ
ネル等で構成される表示部５２を有する。
【００２６】
　記憶部５４は、情報を磁気的に記憶するハードディスクを用いて構成され、検体の分析
結果等を含む諸情報を記憶する。記憶部５４は、分析装置１の異常を特定するために用い
られる参照情報を記憶する。記憶部５４は、分析装置１を構成する各機構の動作タイミン
グを示すタイムチャート、各検体の分析結果を記憶する。記憶部５４は、ＣＤ－ＲＯＭ、
ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＰＣカード等の記憶媒体に記憶された情報を読み取ることができる補助
記憶装置を備えてもよい。
【００２７】
　制御部４０は、図２に示すように、プリアンプ４１～４４、Ａ／Ｄコンバータ４５、処
理制御部４６及び通信インタフェース４７を有している。プリアンプ４１～４４は、測定
セル３３を構成する３種類のイオン選択性電極と比較電極のそれぞれから出力される出力
信号（電圧値）を個々に増幅してＡ／Ｄコンバータ４５へ出力する。Ａ／Ｄコンバータ４
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５は、プリアンプ４１～４４のそれぞれから出力されるアナログデータを受信し、デジタ
ルデータに変換する。測定部３０は連続して電圧値を測定するため、Ａ／Ｄコンバータ４
５からは、デジタルデータに変換された測定部３０による電圧値が順次出力される。
【００２８】
　処理制御部４６は、データ処理部４６ａ、演算部４６ｂ、メモリ４６ｃ及び分析装置１
を構成する上述の各機構の動作を制御する動作制御部４６ｄを有しており、演算処理装置
（ＣＰＵ）が使用される。データ処理部４６ａは、Ａ／Ｄコンバータ４５からＮａ，Ｋ，
Ｃｌそれぞれのイオン濃度ごとに出力される複数のデジタルデータを測定時間順に対応づ
けて演算部４６ｂへ出力する。演算部４６ｂは、入力された測定データである電圧値をも
とに、予めＮａ，Ｋ，Ｃｌそれぞれのイオン濃度ごとに測定した検量線を用いて検体に含
まれる電解質の濃度を演算する。検体における電解質の濃度Ｃｘは、標準液濃度をＣｍと
し、標準液における電圧値と希釈検体における電圧値との差分値を電圧値Ｅとし、キャリ
ブレーション処理によって求められるスロープ値をＳｐとした場合、以下の（１）式によ
って求められる。
Ｃｘ＝Ｃｍ×１０（Ｅ／Ｓｐ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
演算部４６ｂは、（１）式を用いて演算した濃度値を出力する。また、演算部４６ｂは、
演算した濃度値が正常範囲を超えた異常値である場合には、異常がある旨を付して濃度値
を出力する。
【００２９】
　メモリ４６ｃは、検量線を記憶する。また、メモリ４６ｃは、測定セル３３によって測
定された各電圧値および検体に含まれる電解質濃度の演算結果等を一時的に記憶する。メ
モリ４６ｃに記憶された情報は、図１に示す記憶部５４に出力され、記憶部５４によって
記憶される。記憶部５４は、測定部３０によって連続して測定された電圧値を該電圧値の
測定時間に対応づけて記憶する。記憶部５４は、各電圧値を、測定部３０によって測定さ
れた電圧値の時間変化を示す波形の形で記憶する。記憶部５４と制御部４０との間は、連
続して測定された各電圧値を送受信するため数百ｋｂｐｓ以上の通信手段によって接続さ
れている。
【００３０】
　通信インタフェース４７は、この分析装置１を他の分析装置に接続し、或いはオンライ
ンネットワークを介してこの分析装置１をメーカーのホストコンピュータに接続してデー
タ等を送受信するインタフェースである。
【００３１】
　以上のように構成される分析装置１においては、検体に接触するイオン選択性電極の電
圧値の時間変化を示す波形と当該分析装置の異常を特定するために用いられる参照情報と
を記憶し、この波形と参照情報とを出力することによって、保守管理担当者による分析装
置１の異常特定処理を支援している。
【００３２】
　ここで、図３を参照して、図１に示す分析装置１におけるイオン選択性電極の電圧値の
時間変化を示す波形を出力するまでの処理動作について説明する。まず、分析装置１が立
ち上がり、分析装置１の各機構の動作がスタートし（ステップＳ２）、分析処理が開始さ
れた後、制御部４０における動作制御部４６ｄは、記憶部５４に記憶されたイオン選択性
電極の電圧値の時間変化を示す電圧波形の書き替えタイミングであるか否かを判断する（
ステップＳ４）。
【００３３】
　たとえば、動作制御部４６ｄは、記憶部５４に記憶されている電圧波形の記録開始から
所定期間経過した場合には、電圧波形の書き替えタイミングであると判断する。この所定
期間は、記憶部５４の記憶容量に応じて設定され、記憶部５４が、電圧波形記憶用として
、２日分に相当する各電圧値の電圧波形を記憶できる容量を有する場合には、動作制御部
４６ｄは、記憶部５４に記憶されている電圧波形の記録開始から２日経過した場合には、
電圧波形の書き替えタイミングであると判断する。また、動作制御部４６ｄは、毎回キャ
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リブレーション処理が行なわれるごとに電圧波形の書き替えタイミングであると判断する
。キャリブレーション処理を行なうことによって、検量線が新しく設定され、各検体の濃
度値の演算のために使用される検量線が切り替わることから、動作制御部４６ｄは、検量
線の切り替えタイミングに合わせて、電圧波形の書替えを行なってもよい。また、動作制
御部４６ｄは、分析装置１のメンテナンス処理が行なわれるごとに電圧波形の書替えを行
なって、次のメンテナンス処理に要する電圧波形の記録を開始させてもよい。
【００３４】
　動作制御部４６ｄは、電圧波形の書き替えタイミングであると判断した場合（ステップ
Ｓ４：Ｙｅｓ）、記憶部５４に記憶されていた前電圧波形を消去し（ステップＳ６）、記
憶部５４に対し新たな電圧波形の記録を開始する（ステップＳ８）。一方、動作制御部４
６ｄは、電圧波形の書き替えタイミングでないと判断した場合（ステップＳ４：Ｎｏ）、
そのまま記憶部５４への電圧波形の記録を継続する（ステップＳ１０）。
【００３５】
　そして、動作制御部４６ｄは、演算部４６ｂから出力された分析データである濃度値に
異常があるか否かを判断する（ステップＳ１２）。動作制御部４６ｄは、演算部４６ｂか
ら出力された分析データである濃度値に異常があると判断した場合（ステップＳ１２：Ｙ
ｅｓ）、分析データである濃度値に異常がある旨を報知する警告を出力部５３に出力させ
る（ステップＳ１４）。
【００３６】
　次いで、動作制御部４６ｄは、演算部４６ｂから出力された分析データである濃度値に
異常がないと判断した場合（ステップＳ１２：Ｎｏ）、または、警告出力処理（ステップ
Ｓ１４）が終了した場合、記憶部５４に記憶される電圧波形の出力指示があるか否かを判
断する（ステップＳ１８）。具体的には、たとえば表示部５２に表示されたメニュー一覧
に設けられた電圧波形表示メニューが分析装置１の操作者によるマウスまたはキーボード
の操作によって選択された場合に、入力部５１から電圧波形の出力を指示する指示情報が
入力される。また、警告出力処理（ステップＳ１４）において、表示部５２から出力され
た警告メニューに設けられた電圧波形選択欄が分析装置１の操作者によるマウスまたはキ
ーボードの操作によって選択された場合に、入力部５１から電圧波形の出力を指示する指
示情報が入力される。
【００３７】
　動作制御部４６ｄは、入力部５１によって電圧波形の出力を指示する指示情報が入力さ
れた場合に、電圧波形の出力指示があると判断し（ステップＳ１８：Ｙｅｓ）、出力部５
３に記憶部５４に記憶された電圧波形を出力させる電圧波形出力処理を行なう（ステップ
Ｓ２０）。この場合、動作制御部４６ｄは、出力部５３に対して、電圧波形とともに、分
析装置１の異常を特定するために用いる参照情報を出力させる。このように、動作制御部
４６ｄは、検体の分析結果に異常が認められた場合に、電圧波形および参照情報を出力部
５３に出力させる。この結果、分析装置１の保守管理担当者は、分析結果に異常が発生し
た場合、即時に、この異常に起因する分析装置１の異常部分を特定する異常解析を行なう
ことができる。また、動作制御部４６ｄは、入力部５１によって電圧波形の出力を指示す
る指示情報が入力された場合に、電圧波形および参照情報を出力部５３に出力させる。し
たがって、分析装置１の保守管理担当者は、メンテナンス時など異常解析のための情報を
必要としたときに、自由に電圧波形および参照情報を取得することができるため、円滑に
分析装置１の異常解析処理を行なうことができる。
【００３８】
　そして、動作制御部４６ｄは、電圧波形の出力指示がないと判断した場合（ステップＳ
１８：Ｎｏ）、または、電圧波形出力処理（ステップＳ２０）が終了した場合、分析処理
を終了するか否かを判断する（ステップＳ２２）。たとえば、分析データの異常を特定す
るため一旦分析処理の終了を指示する指示情報が入力部５１から入力された場合には、動
作制御部４６ｄは、分析処理を終了すると判断し（ステップＳ２２：Ｙｅｓ）、分析装置
１における分析処理を終了するとともに、記憶部５４への電圧波形の記録を中断する（ス
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テップＳ２４）。これに対し、分析処理の中断を指示する指示情報が入力部５１から入力
されなかった場合には、動作制御部４６ｄは、分析処理を終了しないと判断し（ステップ
Ｓ２２：Ｎｏ）、分析装置１における分析処理をそのまま継続するとともに、ステップＳ
４に進み、記憶部５４の電圧波形の書き替えタイミングであるか否かを判断する。
【００３９】
　ここで、図３に示すステップＳ２０の電圧波形出力処理において出力部５３から出力さ
れる電圧波形および参照情報を具体的に説明する。図４は、表示部５２の表示画面の一例
を示す図であって、参照情報として記憶部５４に記憶されたタイムチャートが出力された
場合を例示する図である。
【００４０】
　この場合、たとえば図４の電圧波形表示メニューＭ１に示すように、各イオン選択性電
極の電圧値の時間変化を示す波形ＬＫ，ＬＮａが表された波形図Ｗ１と、波形図Ｗ１上部
に記憶部５４に記憶された各機構のタイムチャートのうち波形図Ｗ１の波形測定期間のタ
イムチャート図Ｔ１とが表示される。なお、タイムチャート図Ｔ１は、各機構のタイムチ
ャートのうちの一部を示したものである。
【００４１】
　タイムチャート図Ｔ１の欄Ｒ１４には、標準液の送出を制御するペリスタポンプ１４の
動作状態を示すタイムチャートが示されており、欄Ｒ３８には、攪拌棒３８の回転動作状
態を示すタイムチャートが示されており、欄Ｒ３４には、検液吸引ポンプ３４の動作状態
を示すタイムチャートが示されている。測定セル３３の各イオン選択性電極の測定値は、
接触する液体のゆれなどに影響を受けるため、タイムチャート図Ｔ１には、希釈検体、希
釈検体の分析処理に使用する標準液、比較電極液の各液体の移動に関与する機構の各タイ
ムチャートが表示されている。
【００４２】
　そして、波形図Ｗ１には、イオン選択性電極のうち、カリウム（Ｋ）用の電極による測
定電圧値の波形ＬＫが示されており、ナトリウム（Ｎａ）用の電極による測定電圧値の波
形ＬＮａが示されている。なお、入力部５１の操作処理によって、各波形の拡大処理また
は縮小処理が可能である。
【００４３】
　そして、波形図Ｗ１の下部には、波形図Ｗ１およびタイムチャート図Ｔ１に示される波
形およびタイムチャートを変更可能であるスクロールバーＢ２が設けられている。分析装
置１の保守管理者は、このスクロールバーＢ２のスライダーＳ１を、マウスなどを操作し
左右に移動させることによって、所望の期間の波形図Ｗ１およびタイムチャート図Ｔ１に
示される波形およびタイムチャートを表示させることができる。なお、スクロールバーＢ
２の左方向にスライダーＳ１を移動させた場合、時間を遡って波形およびタイムチャート
を表示させることができ、スクロールバーＢ２の右方向にスライダーＳ１を移動させた場
合にはその逆となる。さらに、スクロールバーＢ２の下部には、記憶部５４に記憶された
波形の全測定期間に対応したタイムバーＢ１が設けられており、タイムバーＢ１には、実
際に波形図Ｗ１に示された波形の測定時間が、全測定期間のどこに位置するかを示すマー
カーＭａ１と実際の測定時刻とが表示される。
【００４４】
　この電圧波形表示メニューＭ１に例示するように、動作制御部４６ｄは、出力部５３に
対し、記憶部５４に記憶されるタイムチャートのうち出力部５３に出力させる電圧波形の
測定期間のタイムチャートを出力させる。分析装置１の保守管理者は、出力された電圧波
形表示メニューＭ１の波形図Ｗ１およびタイムチャート図Ｔ１を確認することによって、
この電圧波形に現れた異常ピークＰ１を認識することができるとともに、この異常ピーク
Ｐ１が現れたときにいずれの機構が動作していたかを把握することができ、この異常ピー
クＰ１が現れたときに動作していた機構に異常ピークＰ１発生の原因となる動作異常が起
こったおそれがあるものと判断できる。したがって、保守管理者は、この電圧波形表示メ
ニューＭ１を確認するだけで、異常ピークＰ１および異常ピークＰ１発生時に動作してい
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た機構を把握することができる。さらに、保守管理者は、波形図Ｗ１とタイムチャート図
Ｔ１とを同じ画面上で対比させた状態で確認することができるため、異常ピークＰ１が現
れたときに動作していた機構を正確に認識することができる。
【００４５】
　なお、図４においては、異常ピークＰ１がある波形ＬＫを例示したが、たとえばポンプ
の動作異常などによって配管自体が揺れてしまった場合には、異常がない場合にはほぼ平
らとなる各波形は、Ｎａ用の電極による測定電圧値の波形の場合には図５の波形ＬＮａ１
に示すように正の方向にノイズが生じ、Ｋ用の電極による測定電圧値の波形の場合には図
６の波形ＬＫ１に示すように正の方向にノイズが生じ、Ｃｌ用の電極による測定電圧値の
波形の場合には図７の波形ＬＣＬ１に示すように負の方向にノイズが生じる。
【００４６】
　また、図３に示すステップＳ２０の電圧波形出力処理において出力部５３から出力され
る参照情報は、図４に例示するタイムチャートのほか、実際の分析データであってもよい
。図８は、表示部５２の表示画面の一例を示す図であって、参照情報として記憶部５４に
記憶された分析データが出力された場合を例示する図である。
【００４７】
　この場合、たとえば図８のメニューＭ２に示すように、各測定タイミングにおいて各イ
オン選択性電極において実際に測定された電圧値が表示された電圧値一覧表Ｄｗ１と、電
圧値一覧表Ｄｗ１に示された電圧値の測定期間に分析された検体の分析データを示す分析
データ一覧表Ｄ１とが表示される。
【００４８】
　電圧値一覧表Ｄｗ１の右側には、電圧値一覧表Ｄｗ１に示される電圧値を変更可能であ
るスクロールバーが設けられており、このスクロールバーにより画面を上下に操作するこ
とによって、電圧値一覧表Ｄｗ１に表示される電圧値と、分析データ一覧表Ｄ１における
電圧値一覧表Ｄｗ１に表示された電圧値に対応する分析データとを、所望の期間のものに
変更できる。電圧値一覧表Ｄｗ１の左側の「Ｆｉｒｓｔ」欄には、実際の希釈検体の各電
圧値が示されており、右側の「Ｓｅｃｏｎｄ」欄には、標準液の各電圧値が示されている
。また、分析データ一覧表Ｄ１の行Ｒｄ１には、各分析データが正常または異常であるか
がそれぞれ示される。
【００４９】
　さらに、保守管理者は、電圧値一覧表Ｄｗ１の電圧値を波形図形式で確認したい場合に
は、マウスを操作することによって、メニューＭ２に設けられた選択欄Ｓ１上にカーソル
Ｃを移動させて、この選択欄Ｓ１を選択すればよい。この結果、図９に示すように、新た
に、図８の電圧値一覧表Ｄｗ１の各電圧値を波形化した各波形図が領域Ａ１に示されたメ
ニューＭ３が表示部５２の画面上に表示される。領域Ａ１の左側領域Ａ２には、実際の希
釈検体の各波形図が示されており、右側領域Ａ３には、標準液の各波形図が示されている
。なお、保守管理者は、マウスを操作して選択欄Ｓ２を選択することによって、表示メニ
ューを図８に示すメニューＭ２に戻すことができる。
【００５０】
　このメニューＭ２，Ｍ３に例示するように、動作制御部４６ｄは、出力部５３に対し、
記憶部５４に記憶される分析結果のうち出力部５３に出力させる電圧波形の測定期間に分
析された検体の分析結果を出力させる。分析装置１の保守管理者は、出力されたメニュー
Ｍ３の領域Ａ１における各波形図および分析データ一覧表Ｄ１を確認することによって、
この電圧波形に現れた異常ピークＰ２を認識することができるとともに、この異常ピーク
Ｐ２が現れたときに実際に分析された検体の分析データを把握することができ、この異常
ピークＰ２が現れたときに分析された分析データを詳細に確認することができる。したが
って、保守管理者は、このメニューＭ２，Ｍ３を確認するだけで、異常ピークＰ２および
異常ピークＰ２発生時に分析された検体の分析結果を正確に把握することができる。
【００５１】
　ここで、従来においては、保守管理担当者は、ノイズの原因となる機構を特定するため
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、異常が発生した状況と同じ状況となるまで分析装置そばで待機し、異常が発生した状況
と同じ状況となったときの電圧値を測定して異常解析を行なっていた。したがって、分析
装置において分析処理を行なうことができない待機時間が大きく発生するとともに、保守
管理担当者も異常発生時が再現されるまで長時間待機せざるを得ず保守管理担当者の作業
負担も大きなものとなっていた。
【００５２】
　これに対し、本実施の形態１にかかる分析装置１においては、液体検体に接触するイオ
ン選択性電極の電圧値の時間変化を示す波形と当該分析装置１の異常を特定するために用
いられる参照情報とを記憶し、この波形と参照情報とを出力させる。このため、分析装置
１によれば、保守管理担当者は、異常が発生した状況と同じ状況となるまで待機すること
なく簡易かつ短時間で波形を取得することができる。さらに、分析装置１によれば、波形
とともに当該分析装置１の異常を特定するために用いられる参照情報を出力するため、保
守管理担当者は、この出力された参照情報と波形とを対比させることによって、簡易かつ
短時間に異常特定を行なうことができる。
【００５３】
（実施の形態２）
　つぎに、実施の形態２について説明する。実施の形態２においては、測定セルによって
測定された電圧値の時間変化を示す波形を構成する各電圧値から異常値を検出したうえで
、この波形のうち異常値を含む部分を出力して、さらに保守管理担当者の異常特定処理に
対する作業負担を軽減する。
【００５４】
　図１０は、本実施の形態２にかかる分析装置の構成を示す模式図である。図１１は、図
１０に示す分析装置の制御部の構成を示すブロック図である。図１０に示すように、実施
の形態２にかかる分析装置２０１は、図１に示す制御部４０に代えて、制御部２４０を有
する。この制御部２４０は、図１に示す制御部４０と同様の機能を有するとともに、測定
セルによって測定された各電圧値が異常値であるか否かを判断する機能を有する。
【００５５】
　図１１に示すように、制御部２４０は、図２に示す制御部４０と比して、検出部２４６
ｅをさらに備えた処理制御部２４６を有する。検出部２４６ｅは、波形を構成する各電圧
値から異常値を検出する。検出部２４６ｅは、検証対象の電圧値と、この検証対象の電圧
値の測定時間よりも所定時間前または所定時間後に測定された電圧値との差分値が所定の
閾値を超えていた場合には、この検証対象の電圧値は異常値であると判断する。そして、
動作制御部４６ｄは、記憶部５４に記憶される波形のうち検出部２４６ｅによって異常値
であると判断された電圧値を含む部分を出力部５３に出力させる。さらに、動作制御部４
６ｄは、出力部５３に出力させる参照情報のうち検出部２４６ｅによって異常値であると
判断された電圧値の測定時間に対応した部分を所定の出力方法で出力部５３に出力させる
。
【００５６】
　つぎに、図１２を参照して、図１０に示す分析装置２０１におけるイオン選択性電極の
電圧値の時間変化を示す波形を出力するまでの処理動作について説明する。図１２に示す
ように、分析装置２０１は、図３に示すステップＳ２～ステップＳ１４と同様の処理手順
を行なって、分析装置動作スタート処理（ステップＳ２０２）、電圧波形書き替えタイミ
ング判断処理（ステップＳ２０４）、前電圧消去処理（ステップＳ２０６）、電圧波形記
録開始処理（ステップＳ２０８）、電圧波形記録継続処理（ステップＳ２１０）、分析デ
ータ異常有無判断処理（ステップＳ２１２）、警告出力処理（ステップＳ２１４）を行な
う。
【００５７】
　そして、検出部２４６ｅは、波形を構成する各電圧値から異常値を検出する異常値検出
処理を行なう（ステップＳ２１６）。そして、動作制御部４６ｄは、図３に示すステップ
Ｓ１８と同様に、記憶部５４に記憶される電圧波形の出力指示があるか否かを判断する（
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ステップＳ２１８）。動作制御部４６ｄは、入力部５１によって電圧波形の出力を指示す
る指示情報が入力された場合に、電圧波形の出力指示があると判断し（ステップＳ２１８
：Ｙｅｓ）、出力部５３に記憶部５４に記憶された電圧波形を出力させる電圧波形出力処
理を行なう（ステップＳ２２０）。この場合、動作制御部４６ｄは、記憶部５４に記憶さ
れる波形のうち検出部２４６ｅによって異常値であると判断された電圧値を含む部分を出
力部５３に出力させる。さらに、動作制御部４６ｄは、出力部５３に対して、電圧波形と
ともに、分析装置２の異常を特定するために用いる参照情報を出力させる。この場合、動
作制御部４６ｄは、各機構のタイムチャートのうち検出部２４６ｅによって異常値である
と判断された電圧値が測定された期間のタイムチャートを参照情報として出力させる。ま
たは、動作制御部４６ｄは、分析結果のうち検出部２４６ｅによって異常値であると判断
された電圧値が測定された期間に分析された検体の分析結果を参照情報として出力させる
。
【００５８】
　そして、動作制御部４６ｄは、図３に示すステップＳ２０およびステップＳ２４と同様
の処理手順を行なうことによって、分析処理終了判断処理（ステップＳ２２２）、電圧波
形記録中段処理（ステップＳ２２４）を行なう。
【００５９】
　つぎに、図１３を参照して、図１２に示す異常値検出処理について説明する。図１３に
示すように、検出部２４６ｅは、記憶部５４から、異常値検出対象である電圧波形を構成
する各電圧値を電圧波形データとして取得する（ステップＳ２３０）。次いで、検証対象
の電圧値を識別する識別番号ｍをｍ＝１とし（ステップＳ２３２）、初期化した後に、各
電圧値が異常値であるか否かを判断する。
【００６０】
　そして、検出部２４６ｅは、電圧波形データの中から検証対象の電圧値Ｅｍと、この電
圧値Ｅｍの測定時間よりも所定時間前に測定された電圧値Ｅｍ－１とを取得し、取得した
電圧値Ｅｍと電圧値Ｅｍ－１との差分値を演算し、差分値の絶対値が所定の閾値Ｄよりも
大きいか否かを判断する。すなわち、検出部２４６ｅは、｜Ｅｍ－Ｅｍ－１｜＞Ｄである
か否かを判断する（ステップＳ２３４）。電圧値Ｅは、前述したように標準液における電
圧値と希釈検体における電圧値との差分値である。また、検出部２４６ｅは、電圧値Ｅｍ

の測定時間よりも１００ｍｓｅｃ前に測定された電圧値を電圧値Ｅｍ－１として取得する
。
【００６１】
　この所定の閾値Ｄは、たとえば、各電解質濃度Ｃｘの正常値に対するばらつき値に対応
した電圧値であり、上述した（１）式を利用して求められる。たとえば、Ｎａ用のイオン
選択性電極によって測定された場合を例にした場合について説明する。この場合、検体が
正常である場合には、Ｎａ濃度Ｃｘは、ほぼ１４０〔ｍｍｏｌ／リットル〕となる。そし
て、Ｎａ濃度ＣｘＮａは、１４０〔ｍｍｏｌ／リットル〕から±１．５〔ｍｍｏｌ／リッ
トル〕の誤差範囲内である場合、すなわち１４０〔ｍｍｏｌ／リットル〕±１．５〔ｍｍ
ｏｌ／リットル〕である場合には、正常であると判断されている。この場合、閾値ＤはＮ
ａ濃度ＣｘＮａの誤差範囲である１．５〔ｍｍｏｌ／リットル〕に対応した電圧値の値と
なり、（１）式を利用して求めることが可能である。また、Ｋ用のイオン選択性電極によ
って測定された場合においては、検体が正常である場合には、Ｋ濃度ＣｘＫは、４±０．
１〔ｍｍｏｌ／リットル〕である場合には、正常であると判断されている。この場合、閾
値ＤはＫ濃度ＣｘＫの誤差範囲である０．１〔ｍｍｏｌ／リットル〕に対応した電圧値の
値となり、（１）式を利用して求めることが可能である。また、Ｃｌ用のイオン選択性電
極によって測定された場合においては、検体が正常であるときには、Ｃｌ濃度ＣｘＣｌは
、１００±１．５〔ｍｍｏｌ／リットル〕である場合には、正常であると判断されている
。この場合、閾値ＤはＣｌ濃度ＣｘＣｌの誤差範囲である１．５〔ｍｍｏｌ／リットル〕
に対応した電圧値の値となり、（１）式を利用して求めることが可能である。
【００６２】
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　図１４に示すように、電圧波形が正常であってノイズが発生しない場合には、検証対象
である電圧値Ｅ１２であって時間ｔ１２に測定された標準液の電圧値と時間ｔ２２に測定
された検液の電圧値との差分である電圧値Ｅ１２と、時間ｔ１２よりも所定時間ｔａ前で
ある時間ｔ１１に測定された標準液の電圧値と時間ｔ２２よりも所定時間ｔａ前である時
間ｔ２１に測定された検液の電圧値との差分である電圧値Ｅ１１とは、ほぼ同値となる。
しかしながら、図１５に示すように、検証対象である電圧値Ｅ３２に対応する部分に電圧
波形にノイズが発生した場合には、検証対象である電圧値Ｅ３２であって時間ｔ３２に測
定された標準液の電圧値と時間ｔ４２に測定された検液の電圧値との差分である電圧値Ｅ
３２と、時間ｔ３２よりも所定時間ｔａ前である時間ｔ３１に測定された標準液の電圧値
と時間ｔ４２よりも所定時間ｔａ前である時間ｔ４１に測定された検液の電圧値との差分
である電圧値Ｅ３１とは、異なる値となる。そして、この電圧値Ｅ３１と電圧値Ｅ３２と
の差分値Ｔが、電解質濃度Ｃｘの誤差範囲に対応した電圧値Ｄよりも大きい場合には、時
間ｔ３１と時間ｔ３２との間、または、時間ｔ４１と時間ｔ４２との間において、突発的
な異常ピークが発生したものと考えられる。
【００６３】
　したがって、検出部２４６ｅは、｜Ｅｍ－Ｅｍ－１｜＞Ｄであると判断した場合（ステ
ップＳ２３４：Ｙｅｓ）、検証対象の電圧値Ｅｍは、電圧波形に現れた異常ピークに起因
した異常値であると判断する（ステップＳ２３６）。
【００６４】
　一方、検出部２４６ｅは、｜Ｅｍ－Ｅｍ－１｜＞Ｄでないと判断した場合（ステップＳ
２３４：Ｎｏ）、さらに、この検証対象の電圧値Ｅｍが正常であるか否かを確実に検証す
る。具体的には、検出部２４６ｅは、検証対象である電圧値Ｅｍの測定時間よりも所定時
間後に測定された電圧値Ｅｍ＋１を取得し、取得した電圧値Ｅｍと電圧値Ｅｍ＋１との差
分値を演算し、差分値の絶対値が所定の閾値Ｄよりも大きいか否かを判断する。すなわち
、検出部２４６ｅは、｜Ｅｍ－Ｅｍ＋１｜＞Ｄであるか否かを判断する（ステップＳ２３
８）。たとえば、検出部２４６ｅは、電圧値Ｅｍの測定時間よりも１００ｍｓｅｃ後に測
定された電圧値を電圧値Ｅｍ＋１として取得する。
【００６５】
　図１４に示すように、電圧波形が正常であってノイズが発生しない場合には、検証対象
である電圧値Ｅ１２と、時間ｔ１２よりも所定時間ｔｂ後である時間ｔ１３に測定された
標準液の電圧値と時間ｔ２２よりも所定時間ｔｂ後である時間ｔ２３に測定された検液の
電圧値との差分である電圧値Ｅ１３とは、ほぼ同値となる。しかしながら、図１５に示す
ように、電圧波形にノイズが発生した場合には、検証対象である電圧値Ｅ３２と、時間ｔ
３２よりも所定時間ｔｂ後である時間ｔ３３に測定された標準液の電圧値と時間ｔ４２よ
りも所定時間ｔｂ後である時間ｔ４３に測定された検液の電圧値との差分である電圧値Ｅ
３３とは、異なる値となる。そして、この電圧値Ｅ３２と電圧値Ｅ３３との差分値Ｔが、
電解質濃度Ｃｘの誤差範囲に対応した電圧値Ｄよりも大きい場合には、時間ｔ３２と時間
ｔ３３との間、または、時間ｔ４２と時間ｔ４３との間において、突発的な異常ピークが
発生したものと考えられる。
【００６６】
　したがって、検出部２４６ｅは、｜Ｅｍ－Ｅｍ＋１｜＞Ｄであると判断した場合（ステ
ップＳ２３８：Ｙｅｓ）、検証対象の電圧値Ｅｍは、電圧波形に現れた異常ピークに起因
した異常値であると判断する（ステップＳ２３６）。
【００６７】
　これに対し、検出部２４６ｅは、｜Ｅｍ－Ｅｍ＋１｜＞Ｄでないと判断した場合（ステ
ップＳ２３８：Ｎｏ）、検証対象の電圧値Ｅｍは、正常値であると判断する（ステップＳ
２４０）。
【００６８】
　そして、検出部２４６ｅは、検証対象であった電圧値が検証対象となる全電圧値の最後
となるか否かを判断するため、この電圧値の識別番号ｍと、識別番号ｍの最大値Ｎとを比
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較し、ｍ＝Ｎであるか否かを判断する（ステップＳ２４２）。検出部２４６ｅは、ｍ＝Ｎ
でないと判断した場合には（ステップＳ２４２：Ｎｏ）、識別番号ｍに１を加算してｍ＝
ｍ＋１とし（ステップＳ２４４）、ステップＳ２３４に戻って、次に検証対象となる電圧
値に対する異常の有無を判断する。これに対し、検出部２４６ｅは、ｍ＝Ｎであると判断
した場合（ステップＳ２４２：Ｙｅｓ）、検証した全電圧値に対する異常の有無の検出結
果を出力して（ステップＳ２４６）、異常波形検出処理を終了する。
【００６９】
　ここで、図１２に示すステップＳ２２０の電圧波形出力処理において出力部５３から出
力される電圧波形および参照情報を説明する。図１６は、表示部５２の表示画面の一例を
示す図であって、参照情報として記憶部５４に記憶されたタイムチャートが出力された場
合を例示する図である。図１６の電圧波形表示メニューＭ２１の波形図Ｗ１においては、
検出部２４６ｅによって異常値であると判断された電圧値を含む部分の波形が表示される
。さらに、波形図Ｗ１においては、表示された波形のうち異常ピークＰ１を含む部分Ａ２
１が、他の部分と異なる表示色で表示されている。そして、タイムチャート図Ｔ１におい
ては、波形図Ｗ１と同様に、検出部２４６ｅによって異常値であると判断された電圧値の
測定時間に対応した部分Ａ２１が、他の部分と異なる表示色で表示されている。
【００７０】
　また、分析装置２０１は、図１２に示すステップＳ２２０の電圧波形出力処理において
、波形図とともに参照情報として記憶部５４に記憶された分析結果が出力される場合には
、図１７のメニューＭ２２の電圧値一覧表Ｄｗ２を表示して、各電圧値ごとに、検出部２
４６ｅの異常判断結果を示す列Ｌｗ２を設け、検出部２４６ｅの異常判断結果を出力する
。そして、選択欄Ｓ１が選択された場合には、分析装置２０１は、図１８に示すメニュー
Ｍ３２を表示する。図１８のメニューＭ３２における領域Ａ１の各波形図においては、検
出部２４６ｅによって異常値であると判断された電圧値を含む部分の波形が表示されると
ともに、表示された波形のうち異常ピークＰ２を含む部分Ａ２２が、他の部分と異なる表
示色で表示されている。そして、分析結果一覧表Ｄ１は、波形図Ｗ１と同様に、検出部２
４６ｅによって異常値であると判断された電圧値の測定期間に分析された検体の分析結果
が表示されている。
【００７１】
　このように、分析装置２０１においては、測定セルによって測定された電圧値の時間変
化を示す波形を構成する各電圧値から異常値を検出したうえで、記憶部５４に記憶される
波形のうち異常値であると判断された電圧値を含む部分を出力している。このため、分析
装置２０１の保守管理担当者は、分析装置２０１から出力された波形を確認するだけで波
形に現れた異常部分を認識することができることから、波形のどこに異常部分があるかを
探索する必要がない。また、分析装置２０１においては、出力された波形のうち異常値を
含む部分が、他の部分と異なる出力方法で出力されるため、保守管理担当者は異常値を含
む部分を即時に認識することができる。そして、分析装置２０１においては、記憶部５４
に記憶された参照情報のうち、検出部２４６ｅによって異常値であると判断された電圧値
の測定時間に対応した部分が、他の部分とは異なる所定の出力方法で出力されるため、保
守管理担当者は、参照情報のうち波形の異常部に対応する部分を即時に認識することがで
きる。保守管理担当者は、このように即時に認識することができた波形の異常部分と該異
常部分に対応する参照情報とを対比させながら異常解析を行なうことができるため、分析
装置２０１の異常解析をさらに簡易かつ短時間で行なうことができる。
【００７２】
（実施の形態３）
　つぎに、実施の形態３について説明する。実施の形態３においては、測定セルによって
測定された電圧値の時間変化を示す波形を構成する各電圧値から異常値を検出したうえで
、この異常値が分析装置のいずれの機構に起因した異常であるかを特定し、保守管理担当
者の異常特定処理に関する作業負担をさらに軽減する。
【００７３】
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　図１９は、本実施の形態３にかかる分析装置の構成を示す模式図である。図２０は、図
１９に示す分析装置の制御部の構成を示すブロック図である。図１９に示すように、実施
の形態３にかかる分析装置３０１は、制御部４０に代えて、制御部３４０を有する。この
制御部３４０は、図１に示す制御部２４０と同様の機能を有するとともに、測定セルによ
って測定された各電圧値をそれぞれ異常値であるか否かを判断した上で、異常値があった
場合には、分析装置３０１の各機構のいずれの機構の動作異常に起因して異常値が発生し
たかを特定する。
【００７４】
　図２０に示すように、制御部３４０は、図１１に示す制御部２４０と比して、異常特定
部３４６ｆをさらに備えた処理制御部３４６を有する。異常特定部３４６ｆは、検出部２
４６ｅによる検出結果および各機構のタイムチャートを参照し、検出部２４６ｅによって
異常値であると判断された電圧値の測定時間に動作していた機構に動作異常が発生したお
それがあると判断する。動作制御部４６ｄは、異常特定部３４６ｆによる判断結果を出力
部５３に出力させる。
【００７５】
　つぎに、図２１を参照して、図１９に示す分析装置３０１における異常特定結果を出力
するまでの処理動作について説明する。図２１に示すように、分析装置３０１は、図３に
示すステップＳ２～ステップＳ１４と同様の処理手順を行なって、分析装置動作スタート
処理（ステップＳ３０２）、電圧波形書き替えタイミング判断処理（ステップＳ３０４）
、前電圧消去処理（ステップＳ３０６）、電圧波形記録開始処理（ステップＳ３０８）、
電圧波形記録継続処理（ステップＳ３１０）、分析データ異常有無判断処理（ステップＳ
３１２）、警告出力処理（ステップＳ３１４）を行なう。
【００７６】
　そして、分析装置３０１は、図１２に示すステップＳ２１６と同様の処理動作を行なっ
て、異常値検出処理を行なった後（ステップＳ３１６）、動作制御部４６ｄは、異常特定
指示があるか否かを判断する（ステップＳ３１８）。具体的には、たとえば表示部５２に
表示されたメニュー一覧に設けられた異常特定メニューが分析装置３０１の操作者による
マウスまたはキーボードの操作によって選択された場合に、入力部５１から異常特定を指
示する指示情報が入力される。また、警告出力処理（ステップＳ３１４）において、表示
部５２から出力された警告メニューに設けられた異常特定選択欄が分析装置３０１の操作
者によるマウスまたはキーボードの操作によって選択された場合に、入力部５１から電圧
波形の出力を指示する指示情報が入力される。
【００７７】
　動作制御部４６ｄは、入力部５１によって異常特定を指示する指示情報が入力された場
合に、異常特定指示があると判断し（ステップＳ３１８：Ｙｅｓ）、異常特定部３４６ｆ
は、分析装置３０１において動作異常が発生したおそれがあると判断する異常特定処理を
行なう（ステップＳ３２０）。異常特定処理を終了した後、または異常特定指示がなかっ
た場合（ステップＳ３１８：Ｎｏ）、動作制御部４６ｄは、図３に示すステップＳ２２お
よびステップＳ２４と同様の処理手順を行なうことによって、分析処理終了判断処理（ス
テップＳ３２２）、電圧波形記録中段処理（ステップＳ３２４）を行なう。
【００７８】
　つぎに、図２２を参照して、図２１に示す異常特定処理について説明する。図２２に示
すように、異常特定部３４６ｆは、検出部２４６ｅによる波形における異常値の検出結果
を取得する（ステップＳ３３２）。そして、異常特定部３４６ｆは、記憶部５４に記憶さ
れている各機構のタイムチャートを取得する（ステップＳ３３４）。
【００７９】
　異常特定部３４６ｆは、取得した異常値検出結果および各機構のタイムチャートを対比
させることによって、分析装置３０１の各機構の中から、検出部２４６ｅによって検出さ
れた異常値の測定期間中に動作していた機構を判断する（ステップＳ３３６）。検出部２
４６ｅによって検出された異常値の測定期間中に動作していた機構に動作異常が発生した
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ことによって、本来は揺れが発生しない検液に揺れなどが発生した結果、測定セル３３の
測定値に異常が発生したものと推測できる。
【００８０】
　たとえば、図２３の波形図Ｗ１に示すように、検出部２４６ｅが期間Ｔ２１に測定され
た電圧値に異常が発生したものと検出した場合には、異常特定部３４６ｆは、タイムチャ
ート図Ｔ１を参照し、この期間Ｔ２１に動作していた機構がいずれの機構であるかを判断
する。異常特定部３４６ｆは、タイムチャート図Ｔ１を参照することによって、矢印Ｙ３
１～Ｙ３３に示すように、この期間Ｔ２１において標準液の送出を制御するペリスタポン
プ１４、攪拌棒３８が動作していたことを判断する。図２３の場合には、期間Ｔ２１にお
いてペリスタポンプ１４および攪拌棒３８以外の他の機構は動作していなかったため、こ
のペリスタポンプ１４および攪拌棒３８の動作が、期間Ｔ２１における電圧値の異常発生
に起因するものと推測できる。したがって、異常特定部３４６ｆは、矢印Ｙ３５，Ｙ３６
に示すように、ペリスタポンプ１４、攪拌棒３８の動作に異常が発生したことによって、
波形図Ｗ１の期間Ｔ２１の電圧値に異常が生じたものと判断し、ペリスタポンプ１４、攪
拌棒３８に動作異常が発生したおそれがあると特定する。
【００８１】
　このように、異常特定部３４６ｆは、検出部２４６ｅによって検出された異常値の測定
期間中に動作していたこの機構に異常が発生したおそれがあると判断し（ステップＳ３３
８）、異常特定結果を出力する（ステップＳ３４０）。この場合、動作制御部４６ｄは、
異常特定部３４６ｆによる判定結果を出力部５３に出力させて、異常が発生したおそれが
ある機構を報知する。たとえば、動作制御部４６ｄは、図２４に示すように、ペリスタポ
ンプ１４、すなわち標準液供給用ポンプ、および、攪拌棒３８、すなわち攪拌機構に異常
が発生したおそれがある旨を示すエラーメッセージＭ３１を表示部５２に表示させる。こ
のエラーメッセージＭ３１を確認することによって、分析装置３０１の保守管理担当者は
、いずれの機構に異常があったかを自ら解析せずとも、分析装置３０１のいずれの機構に
異常が発生したおそれがあるかを把握することができる。
【００８２】
　このように、分析装置３０１においては、測定セルによって測定された電圧値の時間変
化を示す波形を構成する各電圧値から異常値を検出したうえで、この異常値が分析装置の
いずれの機構に起因した異常であるかを特定するため、保守管理担当者の異常特定処理に
関する作業負担をさらに軽減することができる。
【００８３】
　なお、上記実施の形態１～３で説明した分析装置１，２０１，３０１は、あらかじめ用
意されたプログラムをコンピュータシステムで実行することによって実現することができ
る。このコンピュータシステムは、所定の記録媒体に記録されたプログラムを読み出して
実行することで分析装置の処理動作を実現する。ここで、所定の記録媒体とは、フレキシ
ブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯディスク、ＤＶＤディスク、光磁気ディスク
、ＩＣカードなどの「可搬用の物理媒体」の他に、コンピュータシステムの内外に備えら
れるハードディスクドライブ（ＨＤＤ）などのように、プログラムの送信に際して短期に
プログラムを保持する「通信媒体」など、コンピュータシステムによって読み取り可能な
プログラムを記録する、あらゆる記録媒体を含むものである。また、このコンピュータシ
ステムは、ネットワーク回線を介して接続した管理サーバや他のコンピュータシステムか
らプログラムを取得し、取得したプログラムを実行することで分析装置の処理動作を実現
する。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】実施の形態１にかかる分析装置の構成を示す模式図である。
【図２】図１に示す分析装置の制御部の構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示す分析装置におけるイオン選択性電極の電圧値の時間変化を示す波形を
出力するまでの処理手順を示すフローチャートである。
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【図４】図１に示す表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図５】Ｎａ用のイオン選択性電極による測定電圧値の時間変化を例示する図である。
【図６】Ｋ用のイオン選択性電極による測定電圧値の時間変化を例示する図である。
【図７】Ｃｌ用のイオン選択性電極による測定電圧値の時間変化を例示する図である。
【図８】図１に示す表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図９】図１に示す表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図１０】実施の形態２にかかる分析装置の構成を示す模式図である。
【図１１】図１０に示す分析装置の制御部の構成を示すブロック図である。
【図１２】図１０に示す分析装置におけるイオン選択性電極の電圧値の時間変化を示す波
形を出力するまでの処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】図１２に示す異常値検出処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】図１３に示す異常値検出処理を説明する図である。
【図１５】図１３に示す異常値検出処理を説明する図である。
【図１６】図１０に示す表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図１７】図１０に示す表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図１８】図１０に示す表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図１９】実施の形態３にかかる分析装置の構成を示す模式図である。
【図２０】図１９に示す分析装置の制御部の構成を示すブロック図である。
【図２１】図１９に示す分析装置における異常特定処理を行なうまでの処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図２２】図２１に示す異常特定処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図２３】図２２に示す異常特定処理を説明する図である。
【図２４】図１９に示す表示部の表示画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００８５】
　１，２０１，３０１　分析装置
　１ａ　検体供給部
　２　検体容器
　３　配管
　４　検体分注ノズル
　１０　標準液供給部
　１１　標準液容器
　１１ａ，２０ａ，３５ａ　残量センサ
　１２　配管
　１３　電磁弁
　１４　ペリスタポンプ
　１５　電磁弁
　１６　分注ノズル
　２０　希釈液供給部
　２１　希釈液容器
　２２　配管
　２３　電磁弁
　２４　シリンジポンプ
　２５　電磁弁
　２６　分注ノズル
　３０　測定部
　３１　希釈槽
　３２　配管
　３３　測定セル
　３４　検液吸引ポンプ
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　３５　比較電極液容器
　３６　配管
　３７　電磁弁
　３８　攪拌棒
　３９　排出弁
　３９ａ　配管
　４０　制御部
　４１　プリアンプ
　４５　Ａ／Ｄコンバータ
　４６　処理制御部
　４６ａ　データ処理部
　４６ｂ　演算部
　４６ｃ　メモリ
　４６ｄ　動作制御部
　４７　通信インタフェース
　５１　入力部
　５２　表示部
　５３　出力部
　５４　記憶部
　２４０　制御部
　２４６　処理制御部
　２４６ｅ　検出部
　３４０　制御部
　３４６　処理制御部
　３４６ｆ　異常特定部
【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２３】 【図２４】
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              特開平０７－３３３１８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－０１５９５４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　　２７／４１６　　　
              Ｇ０１Ｎ　　２７／２６　　　　
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