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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検体を測定することにより測定データを取得する測定装置と、前記測定装置とネットワ
ークを介して接続され、前記測定装置によって取得された測定データを解析することによ
り前記検体に含まれる成分に係る情報を分析結果として取得するデータ処理装置と、を備
え、
　前記測定装置は、第１制御部と、検体の測定を実行するための測定機構部と、前記デー
タ処理装置との通信設定用の第１設定情報に基づいて前記データ処理装置と通信を行う第
１通信インタフェースと、を備え、
　前記データ処理装置は、第２制御部と、前記測定装置と通信を行うための第２通信イン
タフェースと、前記第２通信インタフェースの設定に使用される第２設定情報、前記測定
機構部の測定動作を制御するための制御プログラムおよび前記測定データを解析するため
の解析プログラムを記憶する記憶部と、を備えており、
　前記測定装置が起動されると、前記第１制御部は、通信設定用の第１設定情報を前記第
２制御部へ要求し、前記第２制御部から送信された前記第１設定情報を受信すると、受信
した前記第１設定情報に基づいて前記第１インタフェースの設定を行い、
　前記第２制御部は、前記第１設定情報の要求を受け付けると、前記記憶部に記憶された
前記第２設定情報に基づいて第１設定情報を生成し、前記第１設定情報を前記第１制御部
へ送信するとともに、
　前記第１制御部は、前記第２制御部へ前記制御プログラムを要求し、前記第２制御部か
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ら送信された前記制御プログラムを受信し、
　前記第２制御部は、前記制御プログラムの要求を受け付けると、前記記憶部に記憶され
た前記制御プログラムを前記第１制御部に送信するように構成されており、
　前記検体の分析を行う場合、前記第１制御部は、受信した前記制御プログラムを実行し
て前記測定機構部を制御することにより検体を測定し、取得した測定データを前記第２制
御部に送信し、
　前記第２制御部は、前記第１制御部から送信された前記測定データを受信すると、前記
記憶部に記憶された前記解析プログラムを実行して前記測定データを解析して分析結果を
取得するように構成されている分析システム。
【請求項２】
　前記第１設定情報は、前記第１通信インタフェース用のＩＰアドレスと、サブネットマ
スクと、前記第２通信インタフェースに設定されているＩＰアドレスとを含み、
前記第２設定情報は、前記第２通信インタフェースのＩＰアドレスとサブネットマスクと
を含み、
　前記第２制御部は、前記第２設定情報に含まれる前記第２通信インタフェースのＩＰア
ドレスに基づいて前記第１通信インタフェース用のＩＰアドレスを生成するように構成さ
れている請求項１に記載の分析システム。
【請求項３】
　前記記憶部は、前記特定情報とホストアドレスを対応づけて記憶しており、
　前記第１制御部は、前記第１設定情報を要求するときに前記測定装置を特定する特定情
報を前記第２制御部に送信し、
　前記第２制御部は、受信した前記特定情報に対応するホストアドレスを前記記憶部から
取得し、前記第２設定情報に含まれる前記第２通信インタフェースのＩＰアドレスに基づ
いてネットワークアドレスを生成し、前記生成されたネットワークアドレスと前記ホスト
アドレスを組み合わせて前記第１通信インタフェース用のＩＰアドレスを生成するように
構成されている請求項２に記載の分析システム。
【請求項４】
　前記第２制御部は、前記第２設定情報に含まれる前記第２通信インタフェースのＩＰア
ドレスとサブネットマスクとに基づいてネットワークアドレスを生成するように構成され
ている請求項３に記載の分析システム。
【請求項５】
　前記特定情報は、前記第１通信インタフェースのＭＡＣアドレスである請求項３又は４
に記載の分析システム。
【請求項６】
　前記データ処理装置はホストアドレスの入力を受け付ける入力部をさらに備え、
　前記第２制御部は、測定装置から特定情報を受信すると、受信した特定情報と前記入力
部に入力されたホストアドレスとを対応づけて前記記憶部に記憶させるように構成されて
いる請求項３乃至５のいずれかに記載の分析システム。
【請求項７】
　前記記憶部は、前記特定情報と、前記ホストアドレスと、前記制御プログラムの格納位
置情報と、を対応づけて記憶しており、
　前記第２制御部は、前記制御プログラムの要求を受け付けると、受診した特定情報に対
応する前記制御プログラムの格納位置情報に基づいて、前記記憶部に記憶された前記制御
プログラムを前記第１制御部に送信するように構成されている請求項３乃至６のいずれか
に記載の分析システム。
【請求項８】
　検体の測定を実行して測定データを取得するための測定機構部を備えた測定装置とネッ
トワークを介して接続され、前記測定データを解析することで前記検体に含まれる成分に
係る情報を分析結果として取得するサーバ装置であって、
　前記測定装置と通信を行うための通信インタフェースと、
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　前記通信インタフェースの設定に使用されるサーバ用設定情報、前記測定機構部の測定
動作を制御するための制御プログラムおよび前記測定データを解析するための解析プログ
ラムを記憶する記憶部と、
　制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記測定装置が起動された際に、前記測定装置の通信インタフェースの
設定に使用されるクライアント用設定情報の要求を前記測定装置から受け付けると、前記
記憶部に記憶された前記サーバ用設定情報に基づいてクライアント用設定情報を生成し、
生成されたクライアント用設定情報を前記測定装置へ送信するとともに、前記制御プログ
ラムの要求を前記測定装置から受け付けると、前記記憶部に記憶された前記制御プログラ
ムを前記測定装置に送信するように構成されており、
　前記制御プログラムを実行することにより取得された測定データを前記測定装置から受
信した場合、前記制御部は、前記記憶部に記憶された前記解析プログラムを実行して前記
測定データを解析して分析結果を取得するように構成されているサーバ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検体を分析するための分析システム及び当該分析システムに使用されるサー
バ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　血液分析装置、尿分析装置、便分析装置、粒子分析装置といった血液検体、尿検体、便
検体、又は粒子検体等の様々な性状についての項目を測定する測定装置が知られている。
この種の測定装置は、測定データを処理し、また測定結果、分析結果を管理することが必
要となるため、かかる用途に用いられるアプリケーションプログラムがインストールされ
たコンピュータによって構成されるデータ処理装置を測定装置とは別に設け、このデータ
処理装置に測定データの処理、並びに分析結果の表示及び管理を行わせる構成となってい
ることが多い（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このような測定装置には、血球計数装置、血液凝固測定装置、尿中有形成分分析装置、
尿定性分析装置、便分析装置、粒子分析装置等、多くの種類のものが存在し、また、検体
の種類、測定項目等が同じ測定装置の中にも、上位機種、中位機種、下位機種等の種類が
存在する。このため、夫々の測定装置の種類に応じた多くのアプリケーションプログラム
を開発する必要がある。
【０００４】
　そこで、例えば特許文献２には、複数種類の測定装置によって共用され、各測定装置の
測定データをそれぞれ処理することが可能なデータ処理装置が開示されている。この特許
文献２に開示されている分析システムでは、１つのデータ処理装置と複数の測定装置とが
ネットワークを介して接続され、測定装置の測定データをネットワーク経由でデータ処理
装置へ送信し、データ処理装置が各測定装置の測定データを処理する構成となっている。
【０００５】
　このように、複数の測定装置と１つのデータ処理装置とがネットワーク経由で相互に通
信する場合には、データ処理装置及び各測定装置にネットワークインタフェースカードを
設け、これらのネットワークインタフェースカードにＩＰアドレスを設定する必要がある
。このように同一のネットワークに接続された複数の装置にそれぞれＩＰアドレスを割り
当てる技術として、ＤＨＣＰが知られている。ネットワーク上の各装置にＤＨＣＰクライ
アント機能を設け、ＤＨＣＰサーバ装置をネットワーク上に設けることにより、各装置に
ＩＰアドレスを自動的に割り当てることが可能となる。また、特許文献３には、ネットワ
ークに接続された複数の分析装置上でＤＨＣＰクライアントを動作させ、ネットワークに
接続されたコンピュータ上でＤＨＣＰサーバを動作させることにより、各分析装置にＩＰ
アドレスを割り当てる分析装置管理システムが開示されている。
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【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２０２３４６号公報
【特許文献２】特開２００６－１９４７４４号公報
【特許文献３】特開２００６－１４８８１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述したような従来のＤＨＣＰを用いたシステムにあっては、ＤＨＣＰ
サーバとして機能する装置において、ＤＨＣＰサーバがＩＰアドレスを割り当てるために
必要な設定、例えば、ネットワークアドレスやサブネットマスクの設定をシステム管理者
やオペレータ等が行う必要がある。この設定時に、入力間違いが発生すると、正しいＩＰ
アドレスがＤＨＣＰクライアントに設定されず、各装置間の通信が行えなくなる。また、
分析システムにおいては、ＤＨＣＰに関する専門的な知識を有するシステム管理者やサー
ビスマンがＤＨＣＰサーバの設定を行うとは限らず、分析装置を操作するオペレータや検
査技師がこの設定作業を行わなければならないことがあり、このような場合には正しい設
定作業を行うことが困難となる。
【０００８】
　本発明は、ＤＨＣＰサーバのように煩雑な設定作業を必要とせず、ネットワーク上の測
定装置が備える通信インタフェースの設定を、測定装置から送信された測定データを解析
するためのデータ処理装置を用いて行うことが可能であり、かつ測定装置の制御プログラ
ムの管理を、データ処理装置を用いて行うことが可能な分析システム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】
【０００９】
　本発明に係る分析システムは、
　検体を測定することにより測定データを取得する測定装置と、前記測定装置とネットワ
ークを介して接続され、前記測定装置によって取得された測定データを解析することによ
り前記検体に含まれる成分に係る情報を分析結果として取得するデータ処理装置と、を備
え、
　前記測定装置は、第１制御部と、検体の測定を実行するための測定機構部と、前記デー
タ処理装置との通信設定用の第１設定情報に基づいて前記データ処理装置と通信を行う第
１通信インタフェースと、を備え、
　前記データ処理装置は、第２制御部と、前記測定装置と通信を行うための第２通信イン
タフェースと、前記第２通信インタフェースの設定に使用される第２設定情報、前記測定
機構部の測定動作を制御するための制御プログラムおよび前記測定データを解析するため
の解析プログラムを記憶する記憶部と、を備えており、
　前記測定装置が起動されると、前記第１制御部は、通信設定用の第１設定情報を前記第
２制御部へ要求し、前記第２制御部から送信された前記第１設定情報を受信すると、受信
した前記第１設定情報に基づいて前記第１インタフェースの設定を行い、
　前記第２制御部は、前記第１設定情報の要求を受け付けると、前記記憶部に記憶された
前記第２設定情報に基づいて第１設定情報を生成し、前記第１設定情報を前記第１制御部
へ送信するとともに、
　前記第１制御部は、前記第２制御部へ前記制御プログラムを要求し、前記第２制御部か
ら送信された前記制御プログラムを受信し、
　前記第２制御部は、前記制御プログラムの要求を受け付けると、前記記憶部に記憶され
た前記制御プログラムを前記第１制御部に送信するように構成されており、
　前記検体の分析を行う場合、前記第１制御部は、受信した前記制御プログラムを実行し
て前記測定機構部を制御することにより検体を測定し、取得した測定データを前記第２制
御部に送信し、
　前記第２制御部は、前記第１制御部から送信された前記測定データを受信すると、前記
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記憶部に記憶された前記解析プログラムを実行して前記測定データを解析して分析結果を
取得するように構成されていることを特徴とする。
【００１０】
　このようにすることにより、第２通信インタフェースの第２設定情報に基づいて、第１
通信インタフェース用の第１設定情報を生成するため、ＤＨＣＰに関する設定作業に比べ
て、データ処理装置における第２設定情報の提供機能に関するシステム管理者やオペレー
タ等の設定者の設定作業に要する手間を大幅に削減することができる。
　また、このようにすることにより、測定装置の記憶部に制御プログラムをインストール
する必要がなく、測定装置の制御プログラムの管理を、データ処理装置を用いて行うこと
が可能となる。例えば、複数の測定装置をデータ処理装置にネットワークを介して接続し
た場合には、各測定装置がそれぞれの記憶部に制御プログラムをインストールする必要が
なく、各測定装置の制御プログラムをデータ処理装置によって一括管理することが可能と
なる。
【００１１】
　上記発明においては、前記第１設定情報は、前記第１通信インタフェース用のＩＰアド
レスと、サブネットマスクと、前記第２通信インタフェースに設定されているＩＰアドレ
スとを含み、前記第２設定情報は、前記第２通信インタフェースのＩＰアドレスとサブネ
ットマスクとを含み、前記第２制御部は、前記第２設定情報に含まれる前記第２通信イン
タフェースのＩＰアドレスに基づいて前記第１通信インタフェース用のＩＰアドレスを生
成するように構成されていることが好ましい。
　また、この場合においては、前記記憶部は、前記特定情報とホストアドレスを対応づけ
て記憶しており、前記第１制御部は、前記第１設定情報を要求するときに前記測定装置を
特定する特定情報を前記第２制御部に送信し、前記第２制御部は、受信した前記特定情報
に対応するホストアドレスを前記記憶部から取得し、前記第２設定情報に含まれる前記第
２通信インタフェースのＩＰアドレスに基づいてネットワークアドレスを生成し、前記生
成されたネットワークアドレスと前記ホストアドレスを組み合わせて前記第１通信インタ
フェース用のＩＰアドレスを生成するように構成されていることが好ましい。
　また、この場合においては、前記第２制御部は、前記第２設定情報に含まれる前記第２
通信インタフェースのＩＰアドレスとサブネットマスクとに基づいてネットワークアドレ
スを生成するように構成されていることが好ましい。
【００１２】
　上記発明においては、前記データ処理装置はホストアドレスの入力を受け付ける入力部
をさらに備え、前記第２制御部は、測定装置から特定情報を受信すると、受信した特定情
報と前記入力部に入力されたホストアドレスとを対応づけて前記記憶部に記憶させるよう
に構成されていることが好ましい。これにより、システム管理者やオペレータ等の設定者
は、データ処理部に特定情報とこれに対応するホストアドレスを設定するという簡易な作
業により、データ処理装置のサーバ機能の設定を行うことができる。
【００１３】
　また、上記発明においては、前記記憶部は、前記特定情報と、前記ホストアドレスと、
前記制御プログラムの格納位置情報と、を対応づけて記憶しており、前記第２制御部は、
前記制御プログラムの要求を受け付けると、受診した特定情報に対応する前記制御プログ
ラムの格納位置情報に基づいて、前記記憶部に記憶された前記制御プログラムを前記第１
制御部に送信するように構成されていることが好ましい。
【００１４】
　本発明に係るサーバ装置は、
　検体を測定を実行して測定データを取得するための測定機構部を備えた測定装置とネッ
トワークを介して接続され、前記測定データを解析することで前記検体に含まれる成分に
係る情報を分析結果として取得するサーバ装置であって、
　前記測定装置と通信を行うための通信インタフェースと、
　前記通信インタフェースの設定に使用されるサーバ用設定情報、前記測定機構部の測定
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動作を制御するための制御プログラムおよび前記測定データを解析するための解析プログ
ラムを記憶する記憶部と、
　制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記測定装置が起動された際に、前記測定装置の通信インタフェースの
設定に使用されるクライアント用設定情報の要求を前記測定装置から受け付けると、前記
記憶部に記憶された前記サーバ用設定情報に基づいてクライアント用設定情報を生成し、
生成されたクライアント用設定情報を前記測定装置へ送信するとともに、前記制御プログ
ラムの要求を前記測定装置から受け付けると、前記記憶部に記憶された前記制御プログラ
ムを前記測定装置に送信するように構成されており、
　前記制御プログラムを実行することにより取得された測定データを前記測定装置から受
信した場合、前記制御部は、前記記憶部に記憶された前記解析プログラムを実行して前記
測定データを解析して分析結果を取得するように構成されていることを特徴とする。
【００１５】
　このようにすることにより、サーバ装置の通信インタフェースのサーバ用設定情報に基
づいて、測定装置の通信インタフェース用のクライアント設定情報を生成するため、ＤＨ
ＣＰに関する設定作業に比べて、サーバ装置におけるクライアント用設定情報の提供機能
に関するシステム管理者やオペレータ等の設定者の設定作業に要する手間を大幅に削減す
ることができる。
　また、このようにすることにより、測定装置の記憶部に制御プログラムをインストール
する必要がなく、測定装置の制御プログラムの管理を、データ処理装置を用いて行うこと
が可能となる。例えば、複数の測定装置をデータ処理装置にネットワークを介して接続し
た場合には、各測定装置がそれぞれの記憶部に制御プログラムをインストールする必要が
なく、各測定装置の制御プログラムをデータ処理装置によって一括管理することが可能と
なる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る分析システムによれば、データ処理装置（サーバ装置）の通信インタフェ
ースの設定情報に基づいて、測定装置の通信インタフェース用の設定情報を生成するため
、システム管理者やオペレータ等の設定者が、サーバ装置におけるＤＨＣＰに関する煩雑
な設定作業を行う必要がなく、かつ測定装置の制御プログラムの管理を、データ処理装置
を用いて行うことが可能である等本発明は優れた効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態に係る分析システム及びサーバ装置について、図面を参照し
ながら具体的に説明する。
＜分析システムの構成＞
　図１は、本発明の実施形態による分析システム１００の全体構成を示した模式図である
。図２は、図１に示した分析システム１００の遺伝子増幅測定装置の全体構成を示した斜
視図であり、図３は、図２の平面概略図である。図４は、遺伝子増幅測定装置の構成を示
すブロック図である。本実施形態による遺伝子増幅分析システム１００は、癌手術での切
除組織（リンパ節）における癌転移診断を支援するシステムであり、切除組織内に存在す
る癌由来の標的遺伝子（ｍＲＮＡ）をＬＡＭＰ（Ｌｏｏｐ－Ｍｅｄｉａｔｅｄ　Ｉｓｏｔ
ｈｅｒｍａｌ　Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ，栄研化学）法を用いて増幅させ、増幅に伴
い発生するピロリン酸マグネシウムによる白濁を比濁法により測定することによって標的
遺伝子が所定量以上存在するか否かを判定するシステムである。なお、ＬＡＭＰ法の詳細
は、米国特許第６４１０２７８号公報に開示されている。
【００１８】
　図１に示すように、本実施の形態に係る分析システム１００は、遺伝子増幅測定装置１
０１，１０２と、遺伝子増幅測定装置１０１，１０２で共通に用いられるデータ処理装置
１０３とを主要な構成要素として構成されている。遺伝子増幅測定装置１０１，１０２及
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びデータ処理装置１０３は、例えば、病院または病理検査施設等の医療機関や大学等の研
究機関の施設内に設けられている。また、遺伝子増幅測定装置１０１，１０２及びデータ
処理装置１０３は、互いにＴＣＰ／ＩＰによるデータ通信が可能であるように、Ethernet
（登録商標）方式のＬＡＮによって接続されている。本実施の形態においては、データ処
理装置１０３はＩＰアドレス等を含む通信用の設定情報を提供するサーバ装置として機能
し、遺伝子増幅測定装置１０１，１０２は、それぞれサーバ装置から前記設定情報の提供
を受け、提供された設定情報により通信インタフェースのＩＰアドレスやサブネットマス
ク等の設定を行うクライアント装置として機能する。
【００１９】
　まず、図１～図４を参照して、遺伝子増幅測定装置１０１の詳細について説明する。な
お、遺伝子増幅測定装置１０２の構成は、遺伝子増幅測定装置１０１の構成と同様である
のでその説明を省略する。遺伝子増幅測定装置１０１は、図２および図３に示すように、
分注部１０と、試料載置部２０と、チップセット部３０と、チップ廃棄部４０と、５つの
反応検出ブロック５０ａからなる反応部５０と、分注部１０をＸ１軸方向およびＹ１軸方
向に移送するための移送部６０とを含んでいる。また、図４に示すように、分注部１０と
、反応部５０と、移送部６０とは、制御部７０によって動作制御される。また、Ethernet
（登録商標）インタフェースである通信部８０が設けられており、この通信部８０によっ
てデータ処理装置１０３に対してデータの送受信が可能となっている。通信部８０にはＭ
ＡＣアドレスが割り当てられており、このＭＡＣアドレスは通信部８０に設けられたＲＯ
Ｍ（図示せず）に記憶されている。
【００２０】
　また、分注部１０は、図２および図３に示すように、移送部６０によりＸ１軸方向およ
びＹ１軸方向（水平方向）に移動されるアーム部１１と、アーム部１１に対してそれぞれ
独立してＺ１軸方向（垂直方向）に移動可能な２連（２本）のシリンジ部１２とを含んで
いる。そして、分注部１０は、試料載置部２０と反応部５０との間を移動するように構成
されている。また、図４に示すように、分注部１０は制御部７０に接続されており、制御
部７０によってシリンジ部１２のＺ１軸方向への移動及び分注動作（液体の吸引及び吐出
）が制御される。
【００２１】
　また、試料載置部２０には、図３に示すように、装置の手前から順番に、１０個のサン
プル容器セット孔２１ａ～２１ｊと、１つの酵素試薬容器セット孔２１ｋおよび１つのプ
ライマー試薬容器セット孔２１ｌとが設けられている。また、１０個のサンプル容器セッ
ト孔２１ａ～２１ｊは、５行２列に配列するように設けられている。そして、サンプル容
器セット孔２１ｃおよび２１ｄと、サンプル容器セット孔２１ｅおよび２１ｆと、サンプ
ル容器セット孔２１ｇおよび２１ｈと、サンプル容器セット孔２１ｉおよび２１ｊとは、
それぞれ、装置の奥側から順に、サンプルセット位置１、サンプルセット位置２、サンプ
ルセット位置３およびサンプルセット位置４に設けられている。
【００２２】
　また、サンプル容器セット孔２１ａには、増幅するべき遺伝子が正常に増幅することを
確認するための陽性コントロールが収容された容器２４が載置されるとともに、サンプル
容器セット孔２１ｂには、増幅するべきでない遺伝子が正常に増幅しないことを確認する
ための陰性コントロールを収容した容器２５がセットされている。
【００２３】
　また、酵素試薬容器セット孔２１ｋおよびプライマー試薬容器セット孔２１ｌには、そ
れぞれ、サイトケラチン１９（ＣＫ１９）の酵素試薬が収容された酵素試薬容器２６と、
ＣＫ１９のプライマー試薬が収容されたプライマー試薬容器２７とがセットされている。
【００２４】
　また、図３に示すように、チップセット部３０には、３６本のピペットチップ３１を収
納可能な収納孔３２ａを有する２つのラック３２がそれぞれ着脱可能に嵌め込まれている
。また、チップセット部３０には、２つの取り外しボタン３３が設けられている。この取
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り外しボタン３３を押すことにより、ラック３２が取り外し可能な状態になる。
【００２５】
　また、図３に示すように、チップ廃棄部４０には、使用済みのピペットチップ３１を廃
棄するための２つのチップ廃棄孔４０ａが設けられている。また、チップ廃棄孔４０ａに
連続するように、チップ廃棄孔４０ａよりも細い幅の溝部４０ｂが設けられている。
【００２６】
　また、反応部５０の各反応検出ブロック５０ａは、図２および図３に示すように、反応
部５１と、２つの濁度検出部５２と、蓋閉機構部５３（図３参照）とから構成されている
。各反応検出ブロック５０ａに設けられる反応部５１には、図３に示すように、検出セル
５４をセットするための２つの検出セルセット孔５１ａが設けられている。各反応検出ブ
ロック５０ａは、装置の奥側から順に、セルセット位置１、セルセット位置２、セルセッ
ト位置３、セルセット位置４およびセルセット位置５に配置されている。
【００２７】
　また、濁度検出部５２は、図３に示すように、反応部５１の一方の側面側に配置された
基板５５ａに取り付けられた４６５ｎｍの波長を有する青色ＬＥＤからなるＬＥＤ光源部
５２ａと、反応部５１の他方の側面側に配置された基板５５ｂに取り付けられたフォトダ
イオード受光部５２ｂとによって構成されている。各反応検出ブロック５０ａには、１つ
のＬＥＤ光源部５２ａと１つのフォトダイオード受光部５２ｂとからなる１組の濁度検出
部５２が２組ずつ配置されている。したがって、５つの反応検出ブロック５０ａには、合
計１０組のＬＥＤ光源部５２ａおよびフォトダイオード受光部５２ｂからなる濁度検出部
５２が配置されている。ＬＥＤ光源部５２ａおよびそれに対応するフォトダイオード受光
部５２ｂは、ＬＥＤ光源部５２ａから検出セル５４の下部に約１ｍｍの直径の光を照射し
てフォトダイオード受光部５２ｂによってその光を受光可能なように配置されている。こ
のフォトダイオード受光部５２ｂが受光する光の強度によって、検出セル５４の有無を検
出するとともに、検出セル５４のセル部５４ａの内部に収容された液の濁度を後述するパ
ーソナルコンピュータ１０２の表示部９０でモニタリングすることが可能になる。具体的
には、検出セル５４が検出セルセット孔５１ａにセットされると、検出セル５４がＬＥＤ
光源部５２ａとフォトダイオード受光部５２ｂとの間に配置されるので、フォトダイオー
ド受光部５２ｂが受光する光が検出セル５４がセットされていない場合に比べて弱くなる
。これによって検出セル５４がセットされたことを検知することが可能となる。
【００２８】
　また、検出セル５４は、サンプル試料および希釈試料を収容するため２つのセル部５４
ａと、２つのセル部５４ａを塞ぐ２つの蓋部５４ｂとを有している。
【００２９】
　このような反応部５０には、各検出セル５４を所定の温度に調製するためにヒータが設
けられている（図示せず）。図４に示すように、各濁度検出部５２、蓋閉機構部５３、及
び反応部５１は制御部７０に接続されており、濁度検出部５２に設けられたＬＥＤ光源部
５２ａ及びフォトダイオード受光部５２ｂ、蓋閉機構部５３、並びに反応部５１に設けら
れたヒータの動作が制御部７０によって制御される。
【００３０】
　また、移送部６０は、図２および図３に示すように、分注部１０をＹ１軸方向に移送す
るための直動ガイド６１およびボールネジ６２と、ボールネジ６２を駆動するためのステ
ッピングモータ６３と、分注部１０をＸ１軸方向に移送するための直動ガイド６４および
ボールネジ６５と、ボールネジ６５を駆動するためのステッピングモータ６６とを含んで
いる。なお、分注部１０のＸ１軸方向およびＹ１軸方向への移送は、ステッピングモータ
６３および６６により、それぞれ、ボールネジ６２および６５を回転させることにより行
う。移送部６０は制御部７０に接続されており、制御部７０により移送部６０の動作が制
御されるようになっている（図４）。
【００３１】
　また、制御部７０は、ＣＰＵ７１と、可搬型のフラッシュメモリカード７２ａを挿入可
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能なメモリカードスロット７２と、ＲＯＭ７３とＲＡＭ７４とを備えている（図４参照）
。フラッシュメモリカード７２ａ内には、オペレーティングシステム（Ｌｉｎｕｘ）７５
と、データ処理装置１０３と通信を行ってＩＰアドレスを取得するためのＩＰアドレス割
当クライアントプログラム７６ａと、上述したような測定機構を制御するための制御プロ
グラムを取得するためのネットワークディスククライアントプログラム７６ｂが格納され
ている。制御部７０は、ＣＰＵ７１が制御プログラムを実行することにより、後述するよ
うな動作を実行する。
【００３２】
　次に、データ処理装置１０３の構成について説明する。図５は、本発明の実施の形態に
係るデータ処理装置の構成を示すブロック図である。データ処理装置１０３は、本体１３
１と、画像表示部１３２と、入力部１３３とから主として構成されたコンピュータ１０３
ａによって構成されている。本体１３１は、ＣＰＵ１３１ａと、ＲＯＭ１３１ｂと、ＲＡ
Ｍ１３１ｃと、ハードディスク１３１ｄと、読出装置１３１ｅと、入出力インタフェース
１３１ｆと、通信インタフェース１３１ｇと、画像出力インタフェース１３１ｈとから主
として構成されており、ＣＰＵ１３１ａ、ＲＯＭ１３１ｂ、ＲＡＭ１３１ｃ、ハードディ
スク１３１ｄ、読出装置１３１ｅ、入出力インタフェース１３１ｆ、通信インタフェース
１３１ｇ、および画像出力インタフェース１３１ｈは、バス１３１ｉによって接続されて
いる。
【００３３】
　ＣＰＵ１３１ａは、ＲＯＭ１３１ｂに記憶されているコンピュータプログラムおよびＲ
ＡＭ１３１ｃにロードされたコンピュータプログラムを実行することが可能である。そし
て、後述するようなアプリケーションプログラム１３４ａを当該ＣＰＵ１３１ａが実行す
ることにより、コンピュータ３ａがデータ処理装置（サーバ装置）３として機能する。
【００３４】
　ＲＯＭ１３１ｂは、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ等によって構
成されており、ＣＰＵ１３１ａに実行されるコンピュータプログラムおよびこれに用いる
データ等が記録されている。
【００３５】
　ＲＡＭ１３１ｃは、ＳＲＡＭまたはＤＲＡＭ等によって構成されている。ＲＡＭ１３１
ｃは、ＲＯＭ１３１ｂおよびハードディスク１３１ｄに記録されているコンピュータプロ
グラムの読み出しに用いられる。また、これらのコンピュータプログラムを実行するとき
に、ＣＰＵ１３１ａの作業領域として利用される。
【００３６】
　ハードディスク１３１ｄは、オペレーティングシステム、アプリケーションプログラム
１３４ａ、及びＩＰアドレス割当サーバプログラム１３４ｂ、アドレス登録サーバプログ
ラム１３４ｃ、及びディスクイメージ提供サーバプログラム１３４ｄ等、ＣＰＵ１３１ａ
に実行させるための種々のコンピュータプログラムおよび当該コンピュータプログラムの
実行に用いるデータがインストールされている。詳細は後述するが、アプリケーションプ
ログラム１３４ａは、遺伝子増幅測定装置から送信された測定データを受信して処理し、
測定結果又は分析結果を表示するためのコンピュータプログラムである。また、ＩＰアド
レス割当サーバプログラム１３４ｂは、通信ネットワークＮＷに接続された装置からのＩ
Ｐアドレス割当要求に応答してＩＰアドレスを割り当てるためのサーバプログラムである
。アドレス登録サーバプログラム１３４ｃは、通信ネットワークＮＷに接続された装置に
対して、ホストアドレスを登録するためのサーバプログラムである。このアドレス登録サ
ーバプログラム１３４ｃで登録されたホストアドレスから、ＩＰアドレス割当サーバプロ
グラム１３４ｂによってＩＰアドレスが生成され、そのＩＰアドレスが装置に割り当てら
れる。また、ディスクイメージ提供サーバプログラム１３４ｄは、通信ネットワークＮＷ
に接続された測定装置に、制御プログラムを提供するためのサーバプログラムである。
【００３７】
　読出装置１３１ｅは、フレキシブルディスクドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、または
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ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ等によって構成されており、可搬型記録媒体１３４に記録された
コンピュータプログラムまたはデータを読み出すことができる。また、可搬型記録媒体１
３４には、コンピュータを本発明に係る測定装置用データ処理装置として機能させるため
のアプリケーションプログラム１３４ａ、サーバ装置として機能させるためのサーバプロ
グラム１３４ｂ、１３４ｃ、及び１３４ｄが格納されており、コンピュータ３ａが当該可
搬型記録媒体１３４から本発明に係るアプリケーションプログラム１３４ａ、サーバプロ
グラム１３４ｂ、１３４ｃ、及び１３４ｄを読み出し、アプリケーションプログラム１３
４ａ、サーバプログラム１３４ｂ、１３４ｃ、及び１３４ｄをハードディスク１３１ｄに
インストールすることが可能である。
【００３８】
　なお、前記アプリケーションプログラム１３４ａ、サーバプログラム１３４ｂ、１３４
ｃ、及び１３４ｄは、可搬型記録媒体１３４によって提供されるのみならず、電気通信回
線（有線、無線を問わない）によってコンピュータ１０３ａと通信可能に接続された外部
の機器から前記電気通信回線を通じて提供することも可能である。例えば、前記サーバプ
ログラム１３４ｂがインターネット上のサーバコンピュータのハードディスク内に格納さ
れており、このサーバコンピュータにコンピュータ３ａがアクセスして、当該コンピュー
タプログラムをダウンロードし、これをハードディスク１３１ｄにインストールすること
も可能である。
【００３９】
　また、ハードディスク１３１ｄには、遺伝子増幅測定装置用のディスクイメージデータ
１３４ｐも記憶されている。このディスクイメージデータ１３４ｐは、前述したメモリカ
ード７２ａ内にインストールされたオペレーティングシステム７５が使用するファイルシ
ステムの構造にしたがって作成されたデータである。このディスクイメージデータ１３４
ｐには、遺伝子増幅測定装置用の制御プログラム１３４ｑと、ファイルシステムの管理情
報とが含まれている。そして、後述するように、遺伝子増幅測定装置とデータ処理装置１
０３とのＴＣＰ／ＩＰ接続が確立した後には、ディスクイメージ提供サーバプログラム１
３４ｄによってデータ処理装置１０３からディスクイメージデータ１３４ｐが遺伝子増幅
測定装置へ提供され、遺伝子増幅測定装置のＣＰＵ７１がソフトウェア的に記録媒体がマ
ウントされている状態をエミュレートして、あたかもその記録媒体をドライブに挿入して
アクセスしているかのように制御する。なお、本実施の形態においては、データ処理装置
１０３に接続されている装置が、同一構成の２つの遺伝子増幅測定装置１０１，１０２で
ある。このため、各遺伝子増幅測定装置１０１，１０２に異なる制御プログラムを提供す
る必要はなく、１つのディスクイメージデータ１３４ｐがそれぞれの遺伝子増幅測定装置
１０１，１０２に用いられる。よって、本実施の形態に係るデータ処理装置１０３におい
ては、１つのディスクイメージデータ１３４ｐのみをハードディスク１３１ｄ内に格納し
ている。
【００４０】
　また、ハードディスク１３１ｄには、アドレステーブル１３４ｔが格納されている。図
６は、アドレステーブル１３４ｔの構成を示す模式図である。このアドレステーブル１３
４ｔは、遺伝子増幅測定装置が備える通信部が有するＭＡＣアドレス１３４ｖと、その遺
伝子増幅測定装置用のＩＰアドレスのホストアドレス１３４ｗと、その遺伝子増幅測定装
置用のディスクイメージデータの格納位置情報１３４ｘとが対応付けられて記憶されてい
る。ＩＰアドレス割当クライアントプログラム７６ａによって遺伝子増幅測定装置がＭＡ
Ｃアドレスを送信することで、ＩＰアドレスの割当がデータ処理装置１０３に要求される
と、データ処理装置１０３は、ＩＰアドレス割当サーバプログラム１３４ｂによって、こ
のアドレステーブル１３４ｔを参照する。そして、データ処理装置１０３は、受信したＭ
ＡＣアドレスに対応するホストアドレスとディスクイメージデータの格納位置情報を取得
する。取得されたホストアドレスからＩＰアドレスが生成され、このＩＰアドレスは他の
設定用の情報（サブネットマスク等）と共に遺伝子増幅測定装置に提供され、これによっ
て遺伝子増幅測定装置の通信設定が行われる。また、データ処理装置１０３は、格納位置
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情報に示される位置に格納されたディスクイメージデータ１３４ｃを、ディスクイメージ
提供サーバプログラム１３４ｄによって、遺伝子増幅測定装置へ提供し、遺伝子増幅測定
装置用がネットワークディスククライアントプログラム７６ｂによって仮想ディスクをマ
ウントする。また、このアドレステーブル１３４ｔに、ＭＡＣアドレス、ホストアドレス
、及びディスクイメージデータの格納位置情報を登録するときには、アドレス登録サーバ
プログラム１３４ｃが使用される。前記アドレス登録サーバプログラム１３４ｃは、遺伝
子増幅測定装置からＭＡＣアドレスを受信したときに、このＭＡＣアドレスと、オペレー
タによって入力されたＩＰアドレスのホストアドレスと、同じくオペレータによって入力
されたディスクイメージデータの格納位置情報とをアドレステーブル１３４ｔに登録する
。
【００４１】
　また、ハードディスク１３１ｄには、例えば米マイクロソフト社が製造販売するWindow
s（登録商標）等のグラフィカルユーザインタフェース環境を提供するオペレーティング
システムがインストールされている。以下の説明においては、アプリケーションプログラ
ム１３４ａ及びサーバプログラム１３４ｂは当該オペレーティングシステム上で動作する
ものとしている。
【００４２】
　入出力インタフェース１３１ｆは、例えばUSB，IEEE1394，RS-232C等のシリアルインタ
フェース、SCSI，IDE，IEEE1284等のパラレルインタフェース、およびＤ／Ａ変換器、Ａ
／Ｄ変換器等からなるアナログインタフェース等から構成されている。入出力インタフェ
ース１３１ｆには、キーボードおよびマウスからなる入力部１３３が接続されており、ユ
ーザが当該入力部１３３を使用することにより、コンピュータ３ａにデータを入力するこ
とが可能である。
【００４３】
　通信インタフェース１３１ｇは、Ethernet（登録商標）インタフェースであり、データ
処理装置１０３は、当該通信インタフェース１３１ｇにより、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルを
使用して通信ネットワークＮＷに接続された遺伝子増幅測定装置１０１，１０２の夫々と
の間でデータの送受信が可能である。また、この通信インタフェース１３１ｇは、通信ネ
ットワークＮＷに接続された他の装置との間でＴＣＰ／ＩＰ通信を行うことが可能である
ように、ＩＰアドレス及びサブネットマスクが設定されている。この設定情報１３４ｚ、
すなわち、ＩＰアドレス及びサブネットマスクは、ハードディスク１３１ｄに記憶されて
いる。
【００４４】
　画像出力インタフェース１３１ｈは、ＬＣＤまたはＣＲＴ等で構成された画像表示部１
３２に接続されており、ＣＰＵ１３１ａから与えられた画像データに応じた映像信号を画
像表示部１３２に出力するようになっている。画像表示部１３２は、入力された映像信号
にしたがって、画像（画面）を表示する。
【００４５】
　＜分析システムの動作＞
　（ＩＰアドレス割当動作）
　次に、遺伝子増幅測定装置１０１が起動したときに、データ処理装置１０３がこの遺伝
子増幅測定装置１０１にＩＰアドレスを割り当てる動作について説明する。図７及び図８
は、ＩＰアドレス割り当て処理の流れを示すフローチャートである。まず、オペレータは
コンピュータ１０３ａを起動する。コンピュータ１０３ａは、オペレーティングシステム
を起動し（ステップＳ１）、アプリケーションプログラム１３４ａ、ＩＰアドレス割当サ
ーバプログラム１３４ｂ及びディスクイメージ提供サーバプログラム１３４ｄを起動する
（ステップＳ２）。これらのステップＳ１及びＳ２は、コンピュータ１０３ａの初期化動
作の中で実行される。
【００４６】
　オペレータは、コンピュータ１０３ａの初期化動作が完了した状態で、遺伝子増幅測定
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装置１０１を起動する。遺伝子増幅測定装置１０１は、オペレーティングシステム７５を
起動し（ステップＳ３）、ＩＰアドレス割当クライアントプログラム７６ａ及びネットワ
ークディスククライアントプログラム７６ｂを起動する（ステップＳ４）。次に、遺伝子
増幅測定装置１０１のＣＰＵ７１は、通信部８０からＭＡＣアドレスを取得し（ステップ
Ｓ５）、ＩＰアドレスの付与を要求する（ステップＳ６）。ステップＳ６の処理を具体的
に説明すると、ＣＰＵ７１は、通信部８０からブロードキャスト（同報通信）により通信
ネットワークＮＷ上の全装置へ読み出したＭＡＣアドレスを含むＩＰアドレス要求パケッ
トを送信する。このとき、ＣＰＵ７１は、特定のＵＤＰポートを使用してＩＰアドレス要
求パケットを所定時間間隔でブロードキャストする。
【００４７】
　データ処理部１０３のＣＰＵ１３１ａは、ＩＰアドレス要求パケットを受信したか否か
を判別する（ステップＳ７）。ＣＰＵ１３１ａは、ＩＰアドレス要求パケットを受信しな
い間は（ステップＳ７においてＮｏ）、再度ステップＳ７の処理を繰り返し、ＩＰアドレ
ス要求パケットを受信するまで待機する。ステップＳ７において、通信インタフェース１
３１ｇによってＩＰアドレス要求パケットを受信した場合は（ステップＳ７においてＹｅ
ｓ）、ＣＰＵ１３１ａは、アドレステーブル１３４ｔを参照して、受信したＭＡＣアドレ
スに対応するデータが登録されているか否かを判別する（ステップＳ８）。ステップＳ８
において、対応するデータが登録されている場合には（ステップＳ８においてＹｅｓ）、
ＣＰＵ１３１ａは、前記ＭＡＣアドレスに対応するホストアドレス及びディスクイメージ
データの格納位置情報を前記アドレステーブル１３４ｔから読み出す（ステップＳ９）。
アドレステーブル１３４ｔに図６に示すデータが登録されている場合において、ＭＡＣア
ドレス「×××××××」が受信されたとき、このＭＡＣアドレスに対応するデータがア
ドレステーブル１３４ｔに登録されている。したがってこの場合には、上記ＭＡＣアドレ
スに対応するホストアドレス「２５０」及び格納位置情報「C:¥user¥aaa.dsc」が読み出
される。一方、ステップＳ８において、受信したＭＡＣアドレスに対応するデータが登録
されていない場合には（ステップＳ８においてＮｏ）、所定のホストアドレス（例えば、
「２５３」）及び所定の格納位置情報（例えば、「C:¥Program files¥Sysmex¥NetDisk¥Im
ageFiles¥NetDiskImage.dsc」）を取得する（ステップＳ１０）。このホストアドレス及
び格納位置情報は、アドレステーブル１３４ｔに対応するＭＡＣアドレスがない場合に使
用され、ハードディスク１３１ｄの特定の位置に格納されている。
【００４８】
　次に、ＣＰＵ１３１ａは、ハードディスク１３１ｄから設定情報１３４ｚ、すなわち通
信インタフェース１３１ｇのＩＰアドレス及びサブネットマスクを読み出す（ステップＳ
１１）。そして、ＣＰＵ１３１ａは、取得したＩＰアドレスとサブネットマスクからネッ
トワークアドレスを生成する（ステップＳ１２）。図９は、ネットワークアドレスの生成
処理を説明する図である。例えば、取得したＩＰアドレスが「１９２．１６８．０．１」
であり、サブネットマスクが「２５５．２５５．２５５．０」であるとする。このサブネ
ットマスクによって、ネットワークアドレスはＩＰアドレスを構成するビット列の上位２
４ビットの部分であることが分かる。したがって、この場合のネットワークアドレス部は
、「１９２．１６８．０」となる。ＣＰＵ１３１ａは、このようにして得たネットワーク
アドレスと、ステップＳ９又はＳ１０にて得たホストアドレスとを組み合わせて、遺伝子
増幅測定装置のＩＰアドレスを生成する（ステップＳ１３）。図９を用いてこの処理につ
いて説明すると、ネットワークアドレス部「１９２．１６８．０」と、ホストアドレス部
「２５０」が組み合わされて、ＩＰアドレス「１９２．１６８．０．２５０」が生成され
る。そして、ＣＰＵ１３１ａは、このようにして取得したＩＰアドレス（クライアント用
ＩＰアドレス）と、ステップＳ１１で読み出したサブネットマスクと、ステップＳ１１に
よって取得した通信インタフェース１３１ｇのＩＰアドレス（サーバ用ＩＰアドレス）に
よってなるクライアント用設定情報を、遺伝子増幅測定装置１０１へ送信する（ステップ
Ｓ１４）。
【００４９】
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　遺伝子増幅測定装置１０１のＣＰＵ７１は、クライアント用設定情報を受信したか否か
を判別する（ステップＳ１５）。ＣＰＵ７１は、クライアント用設定情報を受信しない間
は（ステップＳ１５においてＮｏ）、ステップＳ１５の処理を繰り返し、クライアント用
設定情報を受信するまで待機する。ステップＳ１５において、通信部８０によってクライ
アント用設定情報を受信した場合は（ステップＳ１５においてＹｅｓ）、ＣＰＵ７１は、
受信したクライアント用設定情報によって通信設定を行う（ステップＳ１６）。つまり、
クライアント用設定情報のクライアント用ＩＰアドレスとサブネットマスクを、通信部８
０のＩＰアドレス及びサブネットマスクとして設定する。また、サーバ用ＩＰアドレスは
、送信先のＩＰアドレスとして使用される。そして、ＣＰＵ７１は、通信部８０によって
ＴＣＰ／ＩＰの接続要求を送信し、ＣＰＵ７１とＣＰＵ１３１ａとが接続ネゴシエーショ
ンを実施する（ステップＳ１７及びＳ１８）。
【００５０】
　遺伝子増幅測定装置１０１及びデータ処理装置１０３間のＴＣＰ／ＩＰ接続が確立した
後、遺伝子増幅測定装置１０１のＣＰＵ７１は、仮想ディスクをマウントする（ステップ
Ｓ１９）。この仮想ディスクとは、メモリ上に仮想的に作成されたファイルシステムのこ
とをいう。ステップＳ３～Ｓ６、ステップＳ１５～Ｓ１７及びステップＳ１９の処理は、
遺伝子増幅測定装置１０１の初期化動作の中で実行される。
【００５１】
　遺伝子増幅測定装置１０１は、上述の仮想ディスクを介して、データ処理装置１０３に
記憶されているディスクイメージデータ１３４ｐ中の制御プログラム１３４ｑに以下のよ
うにアクセスする。ＣＰＵ７１は、ディスクイメージデータの要求するための要求データ
を生成し（ステップＳ２０）、この要求データをデータ処理装置１０３へ送信する（ステ
ップＳ２１）。図１０は、ディスクイメージデータの要求データの構造を示す模式図であ
る。ディスクイメージデータの要求データ２００は、読み出しコマンド部２０１と、転送
開始セクタ番号２０２と、転送要求セクタ数２０３とを含んでいる。読み出しコマンド部
２０１は、このデータがディスクイメージデータの読み出しを指示するデータであること
を示す情報である。転送開始セクタ番号２０２は、ディスクイメージデータ１３４ｐのう
ち、読み出しを開始するセクタ番号を指定する情報である。転送要求セクタ数２０３は、
転送開始セクタ番号で指定されるセクタ番号から、読み出すセクタ数（データ量）を指定
する情報である。データ処理部１０３のＣＰＵ１３１ａは、ディスクイメージデータの要
求データを受信したか否かを判別する（ステップＳ２２）。ＣＰＵ１３１ａは、この要求
データを受信していない場合は（ステップＳ２２においてＮｏ）、ステップＳ？？へ処理
を進める。ステップＳ２２において、通信インタフェース１３１ｇによってディスクイメ
ージデータの要求データを受信した場合は（ステップＳ２２においてＹｅｓ）、ＣＰＵ１
３１ａは、ステップＳ１１にて読み出されたディスクイメージデータの格納位置情報によ
って示される位置のディスクイメージデータ１３４ｐから、その要求データで指定された
セクタ番号及びセクタ数のデータを読み出す（ステップＳ２３）。そして、ＣＰＵ１３１
ａは、応答データを生成し（ステップＳ２４）、この応答データを遺伝子増幅測定装置１
０１へ送信する（ステップＳ２５）。図１１は、ディスクイメージデータの応答データの
構造を示す模式図である。応答データ２１０は、読み出しコマンド部２１１と、転送開始
セクタ番号２１２と、転送要求セクタ数２１３と、転送データバッファ２１４とを含んで
いる。読み出しコマンド部２１１、転送開始セクタ番号２１２及び転送要求セクタ数２１
３は、それぞれ要求データ２００の読み出しコマンド部２０１と、転送開始セクタ番号２
０２と、転送要求セクタ数２０３と同じ内容のデータである。転送データバッファ２１４
には、ステップＳ２３で読み出されたデータが格納される。
【００５２】
　遺伝子増幅測定装置１０１のＣＰＵ７１は、応答データを受信したか否かを判別する（
ステップＳ２６）。ＣＰＵ７１は、応答データを受信しない間は（ステップＳ２６におい
てＮｏ）、ステップＳ２６の処理を繰り返し、応答データを受信するまで待機する。ステ
ップＳ２６において、通信部８０によって応答データを受信した場合は（ステップＳ２６
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においてＹｅｓ）、ＣＰＵ７１は、この応答データに含まれる転送データバッファ中のデ
ータを、ＲＡＭ７４内の仮想ディスクに格納する（ステップＳ２７）。このようにして、
ＣＰＵ７１が制御プログラム１３４ｑを実行し、その結果遺伝子増幅測定装置１０１の測
定動作が実行される（ステップＳ２８）。このとき、ＣＰＵ７１は、処理に応じて仮想デ
ィスク上の制御プログラム１３４ｑの中の必要な部分にアクセス要求を出すが、ＣＰＵ７
１（ディスクイメージ提供サーバプログラム１３４ｄ）によって、要求されたデータが仮
想ディスク中に存在するか否かが判別される（ステップＳ２９）。そして、仮想ディスク
中に存在しないデータにアクセスする必要が生じた場合には（ステップＳ２９においてＹ
ｅｓ）、処理をステップＳ２０へと戻し、ディスクイメージ提供サーバプログラム１３４
ｄによって必要なセクタのデータを要求する要求データが再度作成される。なお、遺伝子
増幅測定装置の測定動作の詳細については後述する。
【００５３】
　このようにして遺伝子増幅測定装置１０１によって測定動作が実行された結果、測定デ
ータが遺伝子増幅測定装置１０１からデータ処理装置１０３へ送信される。データ処理装
置１０３のＣＰＵ１３１ａは、測定データを受信したか否かを判別し（ステップＳ３０）
、測定データを受信した場合には（ステップＳ３０においてＹｅｓ）、測定データを解析
するデータ処理を実行し（ステップＳ３１）、分析結果を表示する（ステップＳ３２）。
そして、ＣＰＵ１３１ａは、オペレータからシャットダウンの指示を受け付けたか否かを
判別し（ステップＳ３３）、ステップＳ３３においてシャットダウンの指示を受け付けた
場合には（ステップＳ３３においてＹｅｓ）、アプリケーションプログラム１３４ａ、Ｉ
Ｐアドレス割当サーバプログラム１３４ｂ及びディスクイメージ提供サーバプログラム１
３４ｄ並びにオペレーティングシステムの終了を含むシャットダウン処理を実行し（ステ
ップＳ３４）、処理を終了する。一方、ステップＳ３３においてシャットダウンの指示を
受け付けていない場合には（ステップＳ３３においてＮｏ）、ＣＰＵ７１は、ステップＳ
２２へと処理を戻す。
【００５４】
　一方、ステップＳ２９において、仮想ディスク中に存在しないデータにアクセスする必
要が生じなかった場合には（ステップＳ２９においてＮｏ）、ＣＰＵ７１は、オペレータ
からシャットダウンの指示を受け付けたか否かを判別し（ステップＳ３５）、ステップＳ
３５においてシャットダウンの指示を受け付けた場合には（ステップＳ３５においてＹｅ
ｓ）、オペレーティングシステム７５、ＩＰアドレス割当クライアントプログラム７６ａ
及びネットワークディスククライアントプログラム７６ｂの終了を含むシャットダウン処
理を実行し（ステップＳ３６）、処理を終了する。一方、ステップＳ３５においてシャッ
トダウンの指示を受け付けていない場合には（ステップＳ３５においてＮｏ）、ＣＰＵ７
１は、ステップＳ２９へと処理を戻す。
【００５５】
　（遺伝子増幅装置の測定動作）
　次に、遺伝子増幅測定装置１０１の測定動作について説明する。まず、オペレータが、
図２および図３に示すように、予め切除組織を処理（ホモジナイズ、ろ過など）して作製
された可溶化抽出液（サンプル試料）が収容されたサンプル容器２２をサンプル容器セッ
ト孔２１ｃ、２１ｅ、２１ｇおよび２１ｉにセットする。そして、オペレータは、サンプ
ル容器２２に収容されるサンプル試料を１０倍に希釈した希釈試料を収容したサンプル容
器２３をサンプル容器セット孔２１ｄ、２１ｆ、２１ｈおよび２１ｊにセットする。また
、オペレータは、陽性コントロールが収容された容器２４および陰性コントロールが収容
された容器２５を、それぞれ、サンプル容器セット孔２１ａおよび２１ｂ（図３参照）に
セットする。続いて、オペレータは、酵素試薬容器セット孔２１ｋ（図３参照）およびプ
ライマー試薬容器セット孔２１ｌに、それぞれ、ＣＫ１９の酵素試薬が収容された酵素試
薬容器２６と、ＣＫ１９のプライマー試薬が収容されたプライマー試薬容器２７とをセッ
トする。また、オペレータは、チップセット部３０に、それぞれ３６本の使い捨て用のピ
ペットチップ３１が収納された２つのラック３２を設置する。
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【００５６】
　遺伝子増幅測定装置１０１の動作がスタートすると、まず、図２に示した移送部６０に
より分注機構部１０のアーム部１１が初期位置からチップセット部３０に移動された後、
チップセット部３０において、分注機構部１０の２つのシリンジ部１２が下方向に移動さ
れる。これにより、２つのシリンジ部１２のノズル部の先端が２つのピペットチップ３１
の上部開口部内に圧入されるので、２つのシリンジ部１２のノズル部の先端にピペットチ
ップ３１が自動的に装着される。そして、２つのシリンジ部１２が上方に移動された後、
分注機構部１０のアーム部１１は、ＣＫ１９のプライマー試薬が収容されたプライマー試
薬容器２７の上方に向かってＸ軸方向に移動される。そして、プライマー試薬容器２７の
上方に位置する一方のシリンジ部１２が下方向に移動されてプライマー試薬が吸引された
後、その一方のシリンジ部１２が上方向に移動される。その後、他方のシリンジ部１２が
同じプライマー試薬容器２７の上方に位置するように、移送部６０により分注機構部１０
のアーム部１１がＹ軸方向に移動される。そして、他方のシリンジ部１２が下方向に移動
されて同じプライマー試薬容器２７からプライマー試薬が吸引された後、その他方のシリ
ンジ部１２が上方向に移動される。このようにして、シリンジ部１２に装着される２つの
ピペットチップ３１によりプライマー試薬容器２７内のＣＫ１９のプライマー試薬が吸引
される。
【００５７】
　プライマー試薬の吸引後、２つのシリンジ部１２が上方に移動された後、分注機構部１
０のアーム部１１は、移送部６０により１つの反応検出ブロック５０ａの上方に移動され
る。そして、最も奥側の反応検出ブロック５０ａにおいて、２つのシリンジ部１２が下方
向に移動されることにより、２つのシリンジ部１２に装着された２つのピペットチップ３
１が、それぞれ、検出セル５４の２つのセル部５４ａ内に挿入される。そして、シリンジ
部１２を用いて、ＣＫ１９のプライマー試薬がそれぞれ２つのセル部５４ａに吐出される
。
【００５８】
　プライマー試薬の吐出後、２つのシリンジ部１２が上方に移動された後、分注機構部１
０のアーム部１１は、移送部６０によりチップ廃棄部４０の上方に向かってＸ軸方向に移
動される。そして、チップ廃棄部４０において、ピペットチップ３１の廃棄が行われる。
具体的には、２つのシリンジ部１２が下方向に移動されることにより、チップ廃棄部４０
の２つのチップ廃棄孔４０ａ（図３参照）内にピペットチップ３１が挿入される。この状
態で、分注機構部１０のアーム部１１が移送部６０によりＹ軸方向に移動されることによ
り、ピペットチップ３１が溝部４０ｂの下に移動される。そして、２つのシリンジ部１２
が上方向に移動されることにより、ピペットチップ３１の上面のつば部は、溝部４０ｂの
両側の下面に当接してその下面から下方向の力を受けるので、ピペットチップ３１が２つ
のシリンジ部１２のノズル部から自動的に脱離される。これにより、ピペットチップ３１
がチップ廃棄部４０に廃棄される。
【００５９】
　次に、分注機構部１０のアーム部１１が、再び、移送部６０によりチップセット部３０
に移動される。この後、チップセット部３０において、上記と同様の動作により、２つの
シリンジ部１２のノズル部の先端に、新しい２つのピペットチップ３１が自動的に装着さ
れる。そして、分注機構部１０のアーム部１１は、ＣＫ１９の酵素試薬が収容された酵素
試薬容器２６の上方に向かってＸ軸方向に移動される。そして、酵素試薬容器２６の上方
に位置する一方のシリンジ部１２が下方向に移動されて酵素試薬が吸引された後、その一
方のシリンジ部１２が上方向に移動される。その後、他方のシリンジ部１２が同じ酵素試
薬容器２６の上方に位置するように、移送部６０により分注機構部１０のアーム部１１が
Ｙ軸方向に移動される。そして、他方のシリンジ部１２が下方向に移動されて同じ酵素試
薬容器２６から酵素試薬が吸引された後、その他方のシリンジ部１２が上方向に移動され
る。このようにして、シリンジ部１２に装着される２つのピペットチップ３１により酵素
試薬容器２６内の酵素試薬が吸引される。
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【００６０】
　そして、分注機構部１０のアーム部１１は、前述したようにＣＫ１９のプライマー試薬
がセル部５４ａに吐出された反応検出ブロック５０ａの上方に移送部６０により移動され
る。その後、ＣＫ１９の酵素試薬が、検出セル５４の２つのセル部５４ａに吐出される。
そして、分注機構部１０のアーム部１１は、移送部６０によりチップ廃棄部４０の上方に
移動され、ピペットチップ３１の廃棄が行われる。
【００６１】
　次に、分注機構部１０のアーム部１１が、再び、移送部６０によりチップセット部３０
に移動された後、２つのシリンジ部１２のノズル部の先端に新しい２つのピペットチップ
３１が自動的に装着される。そして、分注機構部１０のアーム部１１は、サンプル試料セ
ット部２０にセットされたサンプル試料および希釈試料が収容されたサンプル容器２２お
よびサンプル容器２３の上方に向かってＸ軸方向に移動された後、上記プライマー試薬お
よび酵素試薬の吸引動作と同様の動作により、サンプル容器２２および２３内のサンプル
試料および希釈試料が同時に吸引される。この後、分注機構部１０のアーム部１１は、移
送部６０により最も奥側の反応検出ブロック５０ａの上方に移動された後、２つのシリン
ジ部１２が下方向に移動されて検出セル５４の２つのセル部５４ａに、それぞれ、サンプ
ル試料と希釈試料とが吐出される。なお、プライマー試薬、酵素試薬およびサンプル試料
（希釈試料）の分注時には、検出セル５４内の液温は、ヒータにより約２０℃に保持され
ている。この後、分注機構部１０のアーム部１１が、移送部６０によりチップ廃棄部４０
の上方に移動された後、ピペットチップ３１の廃棄が行われる。
【００６２】
　そして、上記のセル部５４ａ内へのプライマー試薬、酵素試薬、サンプル試料および希
釈試料の吐出が行われた後、検出セル５４の蓋部５４ｂの蓋閉め動作が行われる。この蓋
閉め動作が完了した後、ヒータにより検出セル５４内の液温を約２０℃から約６５℃に加
温することにより、ＬＡＭＰ（遺伝子増幅）反応により標的遺伝子（ｍＲＮＡ）を増幅す
る。そして、増幅に伴い生成されるピロリン酸マグネシウムによる白濁を比濁法により検
出する。具体的には、図３に示したＬＥＤ光源部５２ａが検出セル５４へ向けて光を照射
し、フォトダイオード受光部５２ｂによって検出セル５４から出射される光を受光する。
フォトダイオード受光部５２ｂによる受光量データが、測定データとしてデータ処理部１
０３へ送信される。
【００６３】
　この後、データ処理部１０３のＣＰＵ１０３ａによって測定データが処理される。ＣＰ
Ｕ１３１ａは、図１２に示すように、反応時間（ｍｉｎ）と濁度との関係を示したグラフ
１１３ａを表示部１４０のデータブラウザ画面に表示する。そして、ＣＰＵ１３１は、増
幅立ち上がり時間表示欄１１３ｂに、グラフ１１３ａの縦軸である濁度の０．１に対応す
る時間を表示する。そして、ＣＰＵ１３１は、濃度測定値表示欄１１３ｃに、立ち上がり
時間と検量線（図１３参照）とから算出されるサンプル試料の濃度を表示させる。
【００６４】
　上記のようにして、最も奥側に位置する反応検出ブロック５０ａでの標的遺伝子（ｍＲ
ＮＡ）の検出が行われるとともに、表示部１４０に測定結果が表示される。また、奥から
２番目～４番目の反応検出ブロック５０ａについても、順次、セルセット位置１の反応検
出ブロック５０ａでの標的遺伝子の検出動作と同様の動作が行われる。そして、奥から５
番目に位置する（セルセット位置５に位置する）反応検出ブロック５０ａにおいて、上記
したセルセット位置１の反応検出ブロック５０ａでの標的遺伝子の検出動作と同様に、サ
ンプル試料セット部２０のサンプル容器セット孔２１ａにセットされる容器２４内の陽性
コントロールと、サンプル容器セット孔２１ｂにセットされる容器２５内の陰性コントロ
ールとが測定されて、セルセット位置１～４の反応検出ブロック５０ａでの測定結果が正
常であったか否かが判断される。つまり、本実施形態では、最大４つのサンプル試料を一
括して測定するバッチ処理が行われた後に、精度管理試料（陽性コントロール、陰性コン
トロール）を測定することにより、バッチ処理内のサンプル試料の測定結果が正常であっ
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たか否かを判断する。
【００６５】
　（ＩＰアドレス登録動作）
　次に、遺伝子増幅測定装置１０１のＩＰアドレス及び制御プログラムの格納位置情報を
登録する動作について説明する。図１４及び図１５は、ＩＰアドレス登録処理の流れを示
すフローチャートである。ステップＳ１０１～ステップＳ１０２の処理は、ＩＰアドレス
割当処理におけるステップＳ１～Ｓ２の処理と同様であるのでその説明を省略する。オペ
レータは、データ処理装置１０３の入力部１３３を操作することによって、アドレス登録
サーバプログラム１３４ｃの起動を指示する。ＣＰＵ１３１ａは、アドレス登録サーバプ
ログラム１３４ｃの起動指示を受け付けたか否かを判別し（ステップＳ１０３）、起動指
示を受け付けた場合には（ステップＳ１０３においてＹｅｓ）、アドレス登録サーバプロ
グラム１３４ｃを起動する（ステップＳ１０４）。アドレス登録サーバプログラム１３４
ｃを起動すると、ＣＰＵ１３１ａは、アドレスリスト画面を表示する（ステップＳ１０５
）。ステップＳ１０３において、アドレス登録サーバプログラム１３４ｃの起動指示を受
け付けなかった場合には、ステップＳ１２１へ処理を進める。
【００６６】
　図１６は、アドレスリスト画面の一例を示す模式図である。アドレスリスト画面３０１
には、登録リスト表示領域３０２と、サーバＩＰアドレス表示領域３０３と、追加ボタン
３０４と、削除ボタン３０５と、クローズボタン３０６とが含まれている。登録リスト表
示領域３０２には、アドレステーブル１３４ｔに登録されているデータが表示される。登
録リスト表示領域３０２は、ＭＡＣアドレス表示領域３０２ａと、ホストアドレス表示領
域３０２ｂと、ディスクイメージ格納位置情報表示領域３０２ｃとが含まれている。ＭＡ
Ｃアドレス表示領域３０２ａには、データが登録されているクライアント装置のＭＡＣア
ドレスが表示される。ホストアドレス表示領域３０２ｂには、登録されたクライアント装
置用のホストアドレスが表示される。ディスクイメージデータ格納位置情報表示領域３０
２ｃには、登録されたクライアント装置用のディスクイメージデータの格納位置情報が表
示される。サーバＩＰアドレス表示領域３０３には、サーバのＩＰアドレスが表示される
。データ処理装置が通信インタフェースを複数有している場合には、そのうちの１つのＩ
Ｐアドレスが表示され、サーバＩＰアドレス表示領域３０３の右端に設けられているプル
ダウンボタンが選択されることにより、そのデータ処理装置が備える全ての通信インタフ
ェースのＩＰアドレスのリストが表示される。オペレータがこのリストから所望のＩＰア
ドレス（通信インタフェース）を選択することにより、クライアント装置との通信に使用
するＩＰアドレスが選択され、選択されたＩＰアドレスがサーバＩＰアドレス表示領域３
０３に表示される。
【００６７】
　追加ボタン３０４は、アドレステーブル１３４ｔに新規データを登録するときに使用さ
れる。この追加ボタン３０４の説明は後述する。削除ボタン３０５は、アドレステーブル
１３４ｔからデータを削除するときに使用される。オペレータは、登録リスト表示領域３
０２にリスト形式で表示されている登録データのうち、削除したいデータをマウスでクリ
ックする等して選択する。このように登録リスト表示領域３０２に表示されているデータ
の１つが選択されている状態で、削除ボタン３０５が選択されると、選択されたデータが
アドレステーブル１３４ｔから削除される。クローズボタン３０６は、アドレス登録サー
バプログラム１３４ｃを終了するために使用される。このボタン３０６を選択する操作が
行われると、アドレス登録サーバプログラム１３４ｃが終了する。
【００６８】
　オペレータが追加ボタン３０４を選択する操作を行うと、ＣＰＵ１３１ａに対してデー
タ追加ダイアログボックスの表示指示が与えられる。ＣＰＵ１３１ａは、データ追加ダイ
アログボックスの表示指示を受け付けたか否かを判別し（ステップＳ１０６）、表示指示
を受け付けた場合には（ステップＳ１０６においてＹｅｓ）、ＣＰＵ１３１ａは、データ
追加ダイアログボックスを表示する（ステップＳ１０７）。また、ステップＳ１０６にお
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いて、データ追加ダイアログボックスの表示指示を受け付けなかった場合には、ＣＰＵ１
３１ａは、ステップＳ１１９へ処理を移す。
【００６９】
　図１７は、データ追加ダイアログボックスの一例を示す模式図である。データ追加ダイ
アログボックス３１０は、ＭＡＣアドレス入力領域３１１と、ホストアドレス入力領域３
１２と、ディスクイメージ格納位置情報表示領域３１３と、オープンボタン３１４と、Ｏ
Ｋボタン３１５と、キャンセルボタン３１６とを含んでいる。ＭＡＣアドレス入力領域３
１１には、オペレータが入力部１３３を操作することによってＭＡＣアドレスを入力する
ことが可能となっている。アドレス登録サーバプログラム１３４ｃが起動された状態で、
通信ネットワークＮＷに接続された装置（クライアント装置）を起動すると、そのクライ
アント装置のＭＡＣアドレスが自動的にＭＡＣアドレス入力領域に表示される。これによ
り、オペレータのＭＡＣアドレスの入力の手間が省かれると共に、オペレータによるＭＡ
Ｃアドレスの入力間違いを防止することができる。ホストアドレス入力領域３１２には、
オペレータが入力部１３３を操作することによって所望のホストアドレスを入力すること
が可能となっている。オペレータは、この例においては、ホストアドレスとして１～２５
４の任意の数字を入力することが可能である。入力可能なアドレス長は、サーバ用のＩＰ
アドレスのホストアドレス長と同じとなる。例えば、サーバのＩＰアドレスのサブネット
マスクが、「２５５．２５５．０．０」の場合には、ホストアドレスは下位１６ビットと
なるため、入力可能なホストアドレスは、「０．１」～「２５５．２５４」となる。この
ようにオペレータがＩＰアドレスの全てを入力する必要がないので、オペレータによる入
力間違いを抑制することができる。
【００７０】
　オープンボタン３１４が選択されると、ディスクイメージを選択するための選択ダイア
ログボックスが表示される。この選択ダイアログボックスは、エクスプローラのようなフ
ァイル操作画面であり、選択されたフォルダの中のファイルが一覧表示されるようになっ
ている。オペレータが所望のファイルを選択することにより、そのファイルのファイルパ
スがディスクイメージ格納位置情報としてディスクイメージ格納位置情報表示領域３１３
に表示される。ＯＫボタン３１５は、このようにしてオペレータが入力した情報をアドレ
ステーブル１３４ｔに登録するためのボタンである。オペレータがこのボタンを選択する
ことによって、ＭＡＣアドレス入力領域３１１と、ホストアドレス入力領域３１２と、デ
ィスクイメージ格納位置情報表示領域３１３とに表示されたデータがアドレステーブル１
３４ｔに登録される。キャンセルボタン３１６は、入力されたＭＡＣアドレス、ホストア
ドレス及びディスクイメージ格納位置情報を無効とし、データ追加ダイアログボックスを
終了するためのボタンである。
【００７１】
　このようなデータ追加ダイアログボックスが表示されているときに、オペレータは、遺
伝子増幅測定装置１０１を起動する。遺伝子増幅測定装置１０１は、オペレーティングシ
ステム７５を起動し（ステップＳ１０８）、ＩＰアドレス割当クライアントプログラム７
６ａ及びネットワークディスククライアントプログラム７６ｂを起動する（ステップＳ１
０９）。次に、遺伝子増幅測定装置１０１のＣＰＵ７１は、通信部８０からＭＡＣアドレ
スを取得し（ステップＳ１１０）、このＭＡＣアドレスを含むパケットをブロードキャス
トする（ステップＳ１１１）。このステップＳ１１１の処理は、ＩＰアドレス割当処理に
おけるステップＳ６と同様の処理である。ステップＳ１１１の処理を実行した後、ＣＰＵ
７１は、処理をステップＳ１２０へと進める。
【００７２】
　データ処理部１０３のＣＰＵ１３１ａは、ＭＡＣアドレスを含むパケットを受信したか
否かを判別する（ステップＳ１１２）。ＣＰＵ１３１ａは、ＭＡＣアドレスを含むパケッ
トを受信しない間は（ステップＳ１１２においてＮｏ）、ステップＳ１１４へ処理を移す
。ステップＳ１１２において、通信インタフェース１３１ｇによってＭＡＣアドレスを含
むパケットを受信した場合は（ステップＳ１１２においてＹｅｓ）、ＣＰＵ１３１ａは、
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データ追加ダイアログボックス３１０のＭＡＣアドレス入力領域３１１に、受信したＭＡ
Ｃアドレスを表示する（ステップＳ１１３）。次に、ＣＰＵ１３１ａは、上記のようにし
てＭＡＣアドレス、ホストアドレス及びディスクイメージ格納位置情報の入力を受け付け
たか否かを判別し（ステップＳ１１４）、ステップＳ１１４においてＭＡＣアドレス、ホ
ストアドレス及びディスクイメージ格納位置情報の入力を受け付けた場合には、ＯＫボタ
ン３１５の選択を受け付けたか否か、すなわち、データの登録指示を受け付けたか否かを
判別する（ステップＳ１１５）。ステップＳ１１５において、データの登録指示を受け付
けた場合には、ＣＰＵ１３１ａは、データ追加ダイアログボックスに表示されたＭＡＣア
ドレス、ホストアドレス、及びディスクイメージ格納位置情報をアドレステーブル１３４
ｔに登録し（ステップＳ１１６）、データ追加ダイアログボックスを終了する（ステップ
Ｓ１１８）。ステップＳ１１４においてＭＡＣアドレス、ホストアドレス及びディスクイ
メージ格納位置情報の入力を受け付けていない場合（ステップＳ１１４においてＮｏ）、
又は、ステップＳ１１５において、データの登録指示を受け付けていない場合には（ステ
ップＳ１１５においてＮｏ）、ＣＰＵ１３１ａは、キャンセルボタンを受け付けたか否か
、すなわち、データ追加ダイアログボックスの終了指示を受け付けたか否かを判別する（
ステップＳ１１７）。データ追加ダイアログボックスの終了指示を受け付けた場合には（
ステップＳ１１７においてＹｅｓ）、ＣＰＵ１３１ａは、データ追加ダイアログボックス
を閉じ（ステップＳ１１８）、ステップＳ１１９へ処理を進める。したがって、キャンセ
ルボタンが押された場合には、データ追加ダイアログボックスに表示されていたデータが
破棄されて、データ追加ダイアログボックスが閉じられる。一方、ステップＳ１１７にお
いて、データ追加ダイアログボックスの終了指示を受け付けていない場合には（ステップ
Ｓ１１７においてＮｏ）、ステップＳ１１２へ処理を戻す。
【００７３】
　次に、ＣＰＵ１３１ａは、アドレスリスト画面３０１のクローズボタン３０６の選択を
受け付けたか否か、すなわち、アドレス登録サーバプログラム１３４ｃの終了指示を受け
付けたか否かを判別し（ステップＳ１１９）、アドレス登録サーバプログラム１３４ｃの
終了指示を受け付けた場合には（ステップＳ１１９においてＹｅｓ）、アドレス登録サー
バプログラム１３４ｃを終了する（ステップＳ１２０）。ステップＳ１１９において、ア
ドレス登録サーバプログラム１３４ｃの終了指示を受け付けなかった場合には（ステップ
Ｓ１１９においてＮｏ）、ＣＰＵ１３１ａは、ステップＳ１０６へ処理を戻す。
【００７４】
　　そして、ＣＰＵ１３１ａは、オペレータからシャットダウンの指示を受け付けたか否
かを判別し（ステップＳ１２１）、ステップＳ１２１においてシャットダウンの指示を受
け付けた場合には（ステップＳ１２１においてＹｅｓ）、アプリケーションプログラム１
３４ａ、ＩＰアドレス割当サーバプログラム１３４ｂ及びディスクイメージ提供サーバプ
ログラム１３４ｄ並びにオペレーティングシステムの終了を含むシャットダウン処理を実
行し（ステップＳ１２２）、処理を終了する。一方、ステップＳ１２１においてシャット
ダウンの指示を受け付けていない場合には（ステップＳ１２１においてＮｏ）、ＣＰＵ７
１は、ステップＳ１０３へ処理を戻す。
【００７５】
　一方、ＣＰＵ７１は、オペレータからシャットダウンの指示を受け付けたか否かを判別
し（ステップＳ１２３）、ステップＳ１２３においてシャットダウンの指示を受け付けた
場合には（ステップＳ１２３においてＹｅｓ）、オペレーティングシステム７５、ＩＰア
ドレス割当クライアントプログラム７６ａ及びネットワークディスククライアントプログ
ラム７６ｂの終了を含むシャットダウン処理を実行し（ステップＳ１２４）、処理を終了
する。一方、ステップＳ１２３においてシャットダウンの指示を受け付けていない場合に
は（ステップＳ１２３においてＮｏ）、ＣＰＵ７１は、ステップＳＳ１２３へと処理を戻
し、シャットダウンの指示を待機する。
【００７６】
　なお、本実施の形態においては、遺伝子増幅測定装置１０１のＩＰアドレスを割り当て
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る動作、及び遺伝子増幅測定装置１０１のホストアドレスを登録する動作について説明し
たが、遺伝子増幅測定装置１０２におけるＩＰアドレス割当動作及びホストアドレス登録
動作も同様である。また、データ処理装置１０３は、遺伝子増幅測定装置１０１にＩＰア
ドレスを割り当て、またディスクイメージデータ１３４ｐを提供している間に、遺伝子増
幅測定装置１０２にＩＰアドレスを割り当て、ディスクイメージデータ１３４ｐを提供す
ることも可能である。複数の遺伝子増幅測定装置１０１，１０２に同時に制御プログラム
１３４ｑを提供することができるため、各遺伝子増幅測定装置１０１，１０２制御プログ
ラム１３４ｑをインストールする必要がない。また、データ処理装置１０３のハードディ
スク１３１ｄにディスクイメージデータ１３４ｐを格納しているので、データ処理装置１
０３で一括して複数の遺伝子増幅測定装置１０１，１０２の制御プログラム１３４ｑを管
理することができ、制御プログラムの管理者の管理負担が軽減される。例えば、制御プロ
グラムがバージョンアップされた場合には、管理者はデータ処理装置１０３に記憶されて
いる制御プログラムを更新するだけでよく、複数の遺伝子増幅装置１０１，１０２のそれ
ぞれの制御プログラムを更新する作業を行う必要がなくなる。
【００７７】
　また、本実施の形態においては、遺伝子増幅測定装置１０１，１０２にＩＰアドレスを
割り当て、遺伝子増幅測定装置１０１，１０２に制御プログラムを提供し、遺伝子増幅測
定装置１０１，１０２のホストアドレスを登録する動作についてのみ説明したが、これに
限定されるものではなく、血球測定装置、免疫測定装置、血液凝固測定装置、粒子測定装
置等の他の測定装置に対してＩＰアドレスの割り当て、制御プログラムの提供、ホストア
ドレスの登録を実施してもよい。例えば、血球測定装置では、フローセルを備え、そのフ
ローセル中に血液と試薬とを混合した試料を流して試料流を形成し、この試料流に光を照
射し、試料流から散乱光、蛍光等を受光して光学的に血液試料を測定するものであっても
よい。この場合には、この血球測定装置を動作させるための制御プログラムをデータ処理
装置１０３のハードディスク１３１ｄに格納し、当該血球測定装置が有する通信部のＭＡ
Ｃアドレスと、当該血球測定装置用のホストアドレスと、前記制御プログラムの格納位置
情報をアドレステーブル１３４ｔに登録すればよい。また、測定装置のみならず、測定装
置と共に使用される検体処理装置に対するＩＰアドレスの割り当て、制御プログラムの提
供、ホストアドレスの登録を実施することも可能である。例えば、被験者の切除組織をホ
モジナイズ・濾過する処理を行う前処理装置に適用することもできる。この場合には、こ
の前処理装置を動作させるための制御プログラムをデータ処理装置１０３のハードディス
ク１３１ｄに格納し、当該前処理装置が有する通信部のＭＡＣアドレスと、当該前処理装
置用のホストアドレスと、前記制御プログラムの格納位置情報をアドレステーブル１３４
ｔに登録すればよい。このようにすることにより、複数種類の測定装置で１つのデータ処
理部を共用することができる。また、複数の装置（測定装置及び検体処理装置）それぞれ
の制御プログラムを１つのデータ処理装置で管理することができ、制御プログラムの管理
者の管理負担が軽減される。例えば、各制御プログラムがバージョンアップされた場合に
は、管理者はデータ処理装置１０３に記憶されている複数の制御プログラムをそれぞれ更
新するだけでよく、複数の装置それぞれにインストールされた制御プログラムを更新する
作業を行う必要がなくなる。
【００７８】
　また、本実施の形態においては、データ処理装置１０３がＩＰアドレス要求パケットを
受信したときに、通信インタフェース１３１ｇの設定情報であるＩＰアドレスとサブネッ
トマスクとを読み出し、これらのＩＰアドレス及びサブネットマスクからネットワークア
ドレスを生成する構成について述べたが、これに限定されるものではなく、ＩＰアドレス
のうちのネットワークアドレスを抽出するための上位ビット数を予め定めておき、ＩＰア
ドレス要求パケットを受信したときに、通信インタフェース１３１ｇの設定情報であるＩ
Ｐアドレスから前記上位ビット数分だけを抽出してネットワークアドレスを生成してもよ
い。
【００７９】
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　また、本実施の形態においては、遺伝子増幅測定装置用のＩＰアドレスのうち、ホスト
アドレスのみをアドレステーブル１３４ｔに保存する構成について述べたが、これに限定
されるものではなく、ＩＰアドレス登録処理において、データ処理装置１０３にＩＰアド
レス登録画面を表示させたときに、通信インタフェース１３１ｇの設定情報１３４ｚであ
るＩＰアドレスとサブネットマスクとをハードディスク１３１ｄから読み出し、このＩＰ
アドレスとサブネットマスクとからネットワークアドレスを生成し、生成したネットワー
クアドレスをＩＰアドレスの入力欄に表示し、残りのホストアドレスのみをオペレータに
入力させ、アドレステーブル１３４ｔにＩＰアドレスを登録する構成としてもよい。この
ようにすることにより、オペレータはＩＰアドレスのうちネットワークアドレスを入力す
る必要がないので、ＩＰアドレスの入力間違いを抑制することができる。また、アドレス
テーブル１３４ｔにＩＰアドレスが登録されているので、ＩＰアドレスの割り当てを行う
都度ＩＰアドレスを生成する必要がなく、アドレステーブル１３４ｔから該当するＩＰア
ドレスを読み出して、そのＩＰアドレスをクライアント装置に割り当てるだけでよく、処
理の効率化を図ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明に係る分析システム及びサーバ装置は、データ処理装置（サーバ装置）の通信イ
ンタフェースの設定情報に基づいて、測定装置の通信インタフェース用の設定情報を生成
するため、システム管理者やオペレータ等の設定者が、サーバ装置におけるＤＨＣＰに関
する煩雑な設定作業を行う必要がないという効果を奏し、検体を分析するための分析シス
テム及び当該分析システムに使用されるサーバ装置として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の実施形態による分析システムの全体構成を示した模式図である。
【図２】図１に示した分析システムの遺伝子増幅測定装置の全体構成を示した斜視図であ
る。
【図３】図１に示した分析システムの遺伝子増幅測定装置の全体構成を示した平面概略図
である。
【図４】遺伝子増幅測定装置の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態に係るデータ処理装置の構成を示すブロック図である。
【図６】アドレステーブルの構成を示す模式図である。
【図７】ＩＰアドレス割り当て処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】ＩＰアドレス割り当て処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】ネットワークアドレスの生成処理を説明する図である。
【図１０】ディスクイメージデータの要求データの構造を示す模式図である。
【図１１】ディスクイメージデータの応答データの構造を示す模式図である。
【図１２】データ処理装置の表示部に表示されるデータブラウザ画面を示した図である。
【図１３】データ処理装置の表示部に表示される検量線表示画面を示した図である。
【図１４】ＩＰアドレス登録処理の流れを示すフローチャートである。
【図１５】ＩＰアドレス登録処理の流れを示すフローチャートである。
【図１６】アドレスリスト画面の一例を示す模式図である。
【図１７】データ追加ダイアログボックスの一例を示す模式図である。
【符号の説明】
【００８２】
７１　ＣＰＵ
７４　ＲＡＭ
７６ａ　ＩＰアドレス割当クライアントプログラム
７６ｂ　ネットワークディスククライアントプログラム
８０　通信部
１００　分析システム
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１０１，１０２　遺伝子増幅測定装置
１０３　データ処理装置
１３１ａ　ＣＰＵ
１３１ｃ　ＲＡＭ
１３１ｄ　ハードディスク
１３１ｇ　通信インタフェース
１３４ａ　アプリケーションプログラム
１３４ｂ　ＩＰアドレス割当サーバプログラム
１３４ｃ　アドレス登録サーバプログラム
１３４ｄ　ディスクイメージ提供サーバプログラム
１３４ｐ　ディスクイメージデータ
１３４ｑ　制御プログラム
１３４ｔ　アドレステーブル
１３４ｖ　ＭＡＣアドレス
１３４ｗ　ホストアドレス
１３４ｘ　ディスクイメージデータの格納位置情報
１３４ｚ　設定情報（ＩＰアドレス、サブネットマスク）

【図１】 【図２】
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