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1. 序章
この度は、ANKOM FLEX 分析物抽出装置をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品がお客様のニ
ーズにお応えできるものと確信しております。
ANKOM FLEX 分析物抽出装置は、脂溶性ビタミン、コレステロール、粗脂肪、加水分解脂肪の測定を簡単に行いま
す。一度に最大4つのサンプルに対応し、約2～3時間で鹸化、固相抽出（SPE）、蒸発が自動的に終わります。こ
れにより技術者のばらつきを減らし、精度を向上させます。このマニュアルでは、正確な分析結果を出すための
詳細についてご説明いたします。
ANMOM社は、食品、飼料、バイオエネルギー、農業、環境産業などの分野で、世界中の研究室で使用されている機
器やサポート製品の設計、製造、販売を行っています。脂溶性ビタミン、コレステロール、食物繊維、洗剤繊維、
粗繊維、脂肪、消化率、微生物発酵（嫌気性または好気性）などを測定、またはモニタリングするための製品を
提供しています。
ANKOM社は、お客様のニーズを徹底的に理解し、製品設計を行い総合的な顧客満足度を追求しています。

備考: 本製品の操作を開始する前に、マニュアル全体の内容をご確認くださ
い。

2. 保証
ANKOM FLEX分析物抽出装置を購入日から1年間、製造上の欠陥や材質上の欠陥に対して保証します。この保証に
は、怠慢や誤用に起因する装置の損傷は含まれません。保証期間中、製造上の欠陥や材料の欠陥が原因で故障が発
生した場合は、ANKOM社の判断により、装置を無償で修理または交換いたします。ご要望に応じて延長保証も可
能です。

3. 連絡先
弊社はお客様にご満足いただけるように努力し、またお客様のご意見、ご提案を大切にしています。
お手持ちの装置に関するご質問やご提案は下記までご連絡ください。
三紳工業株式会社
TEL:045-531-7741 FAX:045-531-9345
メール：info@sanshinkogyo.co.jp

Rev 2/25/2021
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4.製品について
ANKOM FLEX分析物抽出装置は、脂溶性ビタミン、コレステロール、粗脂肪、加水分解（全）脂肪の測定、および
その他の可能な分析を簡素化します。この完全自動化システムは、これらの分析に関わるすべてのステップを1台
の装置で行います。一度に最大4つのサンプルに対応し、鹸化、固相抽出、溶媒の蒸発を自動的に行います。この
システムは、分析に必要な溶液（エタノール、ヘキサン、KOH、水などプログラム可能）の容器を4つ搭載してい
ます。

標準分析をサポートする FLEX は、技術の開発と、カスタマイズも可能です。分解容器は、サンプルを容
器で計量できるように設計されているので、搬送エラーをなくします。ろ過はユーザーの介入なしで行
われるので、研究者の労力が軽減されます。窒素大気とポジティブフロー、低温蒸発に敏感な分析対象
物を酸化から保護し、溶媒の蒸発を最適化します。排気システムに接続しているため、装置の下に排気
ラインを設置する必要がありません。分析が完了すると、分離された分析物はHPLCまたはGCによる再構
成と定量の準備が完了しています。装置が粗脂肪または加水分解脂肪抽出用に構成されている場合、分
離された脂肪は重量分析または脂肪酸プロファイル分析の準備が完了しています。サンプルサイズは、
脂肪と水分含有量に応じて最大10グラムまで対応可能です。 より大きな量を必要とする脂溶性ビタミン
サンプルは、装置の外で鹸化してから、抽出と蒸発のためにアリコートを導入することができます。

ヒューマン・マシ
ン・インターフェ
ース（HMI）タッ
チスクリーン

消化炉

消化器

SPEコラム

蒸発室
リザーボトル

丸底フラスコ
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4. 安全上の注意
高温の表面 - 運転中に消化オーブンを開けないでください。内部の表面
温度は 100°C (212°F)に達することがあります。この注意を厳守してくだ
さい。火傷の原因となることがあります。
危険な電圧 - 主電源キャビネットの背面を外した状態で機器を操作しな
いでください。操作中は高圧電流が発生しています。この注意を厳守し
てください。感電または感電の恐れがあります。
危険な材料 - この装置で使用するすべての材料は、SDS の警告および推
奨事項に従ってください。例：エタノール、ヘキサン、SPE 吸着剤。こ
の装置を操作する際には、ベントフードの要件に関する地元および連邦
政府の規制に従ってください。この注意を厳守してください。健康を害
する可能性があります。
警告：安全機能を無効にした場合や、弊社が指定していない方法で本装
置を使用すると保証が無効となり、重傷や死亡の危険性があります。こ
のシステムは、CE および CSA の適用規格を満たすように設計されていま
す。

本機の電源コードを電源に差し込む前に、電源スイッチを OFF の位置
にしてください。

Rev 2/25/2021
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5. 機器の設置
設置場所と動作環境
ANKOM






FLEX分析抽出装置を操作するには、以下の環境が必要となります。
電源:

100V−120V ~ 50/60Hz 15A
220V−240V ~ 50/60Hz 8A
排気システムへの接続
幅77.5 cm (30.5") x 高さ81.3 cm (32") x 奥行き45.7 cm (18")、重量54.4 kg (120 ポンド)を設置できる場所
5.5-6.9 bar (80-100 psi) の窒素供給および接続チューブ
周囲温度範囲 19°-30°C (66°-86°F)

開梱し使用場所に設置する
装置輸送用コンテナは、コンテナ本体を構成する上部、下部、スリーブの3つのダンボールで構成されています。
装置輸送用コンテナの上部とスリーブを取り外します。装置を輸送容器の底部から持ち上げて、水平面に置きます。
装置は窒素供給場所の近くにある事と、換気フード又は排気システムに排気ラインを接続できる場所に設置する必
要があります。機器に過度の衝撃、振動、汚れ、水分、油、その他の液体がかからないようにしてください。

アタッチメントやアクセサリーを開梱
出荷用コンテナの中には、アタッチメント、アクセサリー、ツールキットが入った段ボール箱が入っています。箱
を開けて、以下の項目があることを確認してください。ツールキットには、別の梱包リストが含まれています。
ポート付き消化容器 (4個入り)
part # FLEX55

丸底フラスコ (4個入り)
part # 9364

プラスチック製100mlの計量カップ
（4個入り）
part # 9483

容器底部部品
(4 個入り)
part # FLEX54

磁気クロススターバー
(4 個入り)
part # 9415

窒素供給管 黒色
(1 個入り)
part # 8216
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500ml溶液リザーバーボトル
(3個入)

2000ml溶液リザーバーボトル
(1 Qty)
part # 9365

廃棄物ボトルの組み立て
(1 Qty)
part # FLEX49

part # 5605

10フィートの排気管を含む
(2 Qty)
)

FLEX サポートアイテム
分析には下記のサポートアイテムが必要です。別途購入可能です。
パッケージ化されたSPEカラム
part # FLEX-SPE

ビタミン＆コレステロール血管フィルター

part # FLEX-VF

ソルベント処理バッグ（オプション）
part # FLEX-SDB

Rev 2/25/2021
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接続
6.4.1. 廃棄物アセンブリ（部品）の接続 - 短い不透明なチューブを装置背面の排気管および廃棄物ポートに、
長い不透明な チューブをグローブベントポートに接続します。排気ラインを廃棄物アセンブリの排
気ラインの接続部分に接続します。排気ラインは排気システムへの排気が可能です。キャップを廃棄
物リザーバにねじ込みます。FLEX サービス手順 FLS001 を参照してください。

ベッセルベントと
廃棄物ポート
グローブベント

廃棄物貯蔵庫

排気管接続

排気管

6.4.2. 窒素供給 (N2 高圧 ) を接続する - 黒色の窒素供給チューブ ( 部品番号 8216) を高圧 (50psi 以上 ) の窒素
源に取り付け、黒色の窒素供給チューブを装置の背面の窒素供給ポートに押し込んで装置に取り付け
ます。FLEX サービス手順 FLS002 を参照してください。

窒素供給ポート
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6.4.3. リザーバーのドアを押して開けます。ソリューションリザーバボトルを正しい番号の位置に取り付け
ます。リザーバーボトルの色と番号を、各リザーバーキャップとチューブに合わせます。

4

1

3
2

電源オン
6.5.1. 電気コードを適切な電源に差し込みます。
6.5.2. FLEX をオンにするには、計器の側面にある電源ス イッチを反転させます。
赤色のライトは、オンであることを示します。

USBポート

イーサネット
ポート
電源スイッチ

電気コード
Rev 2/25/2021

pg. 13

Operator’s Manual
FLEX は電源を入れた後、セルフテスト
を実行までに約 3 分かかります。セル
フテストが終了しましたら、右記の画
面が表示されます。
圧力センサーが通らない場合は”OK”を
押して次のセクションに進み、窒素圧力
調整器を調整します。
他の部品がセルフテストに合格しない
場合は、弊社へご連絡ください。

窒素圧力の設定
窒素レベルが正しく設定されていることを確認するには、"DIAGNOSTICS "セクションを押し、"COMMAND CENTER "
に入ります。N2 高圧は 50-51 psi、N2 低圧は 2.2-2.5 psi の間でなければなりません。
N2 高圧が許容範囲内に収まらない場合は、N2 高圧レギュレーターの調整手順に従ってください。N2 低圧が許容範
囲内に収まらない場合は、N2 低圧レギュレータの調整手順に従ってください。

pg. 14
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１．N2
高圧レギュレータの調整
増やす方法
圧力調整器の灰色のダイヤルを引き下げてロックを解除
します。

a.

b.

圧力が HMI タッチスクリーン上の希望の範囲内で上昇す
るまで、ダイヤルを反時計回りに (右に) 回転させます。

c.

ダイヤルを所定の位置にロックするために押し上げま
す。

減らす方法
圧力調整器のダイヤルを引き下げてロックを解除しま
す。

a.

b.

圧力がHMIタッチスクリーン上の希望の範囲内で低下す
るまで、ダイヤルを時計回りに（左に）回転させます。

c.

ダイヤルを所定の位置にロックするために押し上げま
す。

6.6.1. N2 低圧レギュレータの調整
増やす方法
a.
ロックディスクを反時計回り（左）に回して
ロックを解除します。

ディスク
をロック
する

b.

圧力がHMIタッチスクリーン上の希望の範囲内で上
昇するまで、ダイヤルを時計回りに（右に）回転さ
せます。
ダイヤル

Rev 2/25/2021
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c.

コマンドセンター で ポンプ廃棄物 を開きま
す。

d.

容器の窒素を "ON "にして

e.

2秒ほど待ちます。

f.

ベッセルN2を "オフ "にする

g.

"ポンプ廃棄物 "を閉じます。

h.

ロックディスクを時計回り（右回り）に回して
ロックします。

i.

低圧が範囲内になったことを確認します。

N2 低圧がまだ範囲（2.2-2.5 psi）を下回っている場合は、ステップを繰り返して上昇させます。
減らす方法
a.
ロックディスクを反時計回り（左）に回してロックを解除します。
上のロックディスクの画像を参照してください。

b.

ダイヤルを反時計回りに1/4回転させます。

備考 : この段階の間は、ユーザーはHMIの
圧力変化を見る必要はありません

。

c.

コマンドセンター で ポンプ廃棄物 を開きます。

d.

容器の窒素を "ON "にして

e.

2秒ほど待ちます。

f.

ベッセルN2を "オフ "にする

g.

"ポンプ廃棄物 "を閉じます。

h.
i.

D
i
a
l

ロックディスクを時計回りに回して（右に回し
て）ロックします。
低圧が範囲内になったことを確認します。

N2 低圧がまだ範囲 (2.2-2.5 psi) を超えている場合は、ステップを繰り返して低下させます。

pg. 16
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窒素流量の設定
流量計の調整は、機器の初期設置時にのみ行う必要があり、定期的に調整する必要はありません。以下の手順に従
って、フローメーターのチェックと調整を行ってください。
フローメーターを確認する際には、丸底フラスコが蒸発室
に設置されていないことを確認してください。

6.7.1. ホーム画面から "DIAGNOSTICS "を押し、"COMMAND
CENTER "を押します。
6.7.2. N2 高圧値が 50-51 psi の範囲内であることを確認し
ます。この範囲外の場合は、「窒素圧力の設定」を
参照してください。
6.7.3. 計器のリザーバドアを開けます。
6.7.4. N2 グローブを "オン
"にする。

6.7.5. リザーバ領域の内側に位置する流量計のフロート（ボール）は、7.5～8.5sL/min
の間であることが望ましい。
6.7.6. フロートがこの範囲外になる場合は、コントロールノブを反時計回り（左）に回
して流量を増加させ、時計回り（右）に回して流量を減少させて、フローメータ
ーを調整します。これには数回の回転が必要な場合があります。
6.7.7. フロートを許容範囲内に調整したら、グローブＮ２を "ＯＦＦ "にします。

:

備考 この段階ではユーザーが丸底フラスコ内の蒸発性能がうまくいっ
ていない事を観察した場合にのみ、装置外で必要となります。

Rev 2/25/2021
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プライムリザーバーおよびポンプライン
リザーバとポンプラインは、(i)装置を最初に使用する前に、(ii)装置を2週間以上使用していないときにプライミン
グする必要があります。ラインプライム法を実行する際には、手袋と安全眼鏡を着用してください。
すべてのラインにプライムをかけるには、以下の手順を実行します。
6.8.1. 溶液リザーバーボトルの充填
各溶液リザーバーに適切な試薬を充填します。試薬
は、ユーザーがその後に実行する予定のメソッドの
試薬と一致していなければなりません。付録 A - 試薬
を参照してください。
溶媒の中にはベントしてはいけないものもあるの
で、それぞれの溶液の正しいリザーバーの位置を使
用する必要があります。
リザーバボトルの充填方法の詳細については、
ANKOM の Web サ イ ト に あ る FLEX サ ー ビ ス 手 順
FLS005 を参照してください。

6.8.2. 消化容器組立
ラインプライム法を実施する際には、以下の部品が必要です。消化容器（ポートの有無にかかわら
ず）、容器フィルター、容器底部アセンブリ。

6.8.2.1. 分析に適したフィルターを選択します。フィルターは、
ユーザーがその後に実行するメソッドのフィルターと一
致している必要があります。ビタミンフィルターはビタ
ミンとコレステロールの分析法に、脂肪フィルターは総
脂肪と粗脂肪の分析法に使用します。フィルターを（ど
ちらか一方を上にして）容器底部にセットします。この
とき、フィルターが下まで押し込まれていることを確認
してください。
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6.8.2.2. 消化容器の底部外縁を水で濡らす。シ
ールに悪影響を与えるので、他の溶液
を使用しないでください

6.8.2.3. 消化用容器を容器底部アセンブリに
わずかにねじって挿入する。

重要:

消化器が均等にしっか
りと座ることを確認し、ガラス
が容器底部のアセンブリのすべ
ての方法で下にあることを確認
してください。消化液が漏れる
可能性があります。

6.8.3. 負荷方法ラインプライム
ホーム画面から：
6.8.3.1. “METHODS”を押します。
6.8.3.2.“MISCELLANEOUS”のカテゴリを選択します。
6.8.3.3. “Line Prime”法を選択します。
6.8.3.4.画面には、稼働の開始に必要なステップが表
示されます。最初のステップである "1.Enter
sample name（サンプル名の入力） "を押します。

Rev 2/25/2021
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6.8.3.5.4 つのポジションすべてのサンプル名を”Prime”
に入力します。

6.8.3.6. "SAVE "を押す。

備考: すべてのサンプル名が入力され
る前に "SAVE "を押した場合は、ホーム
画面に戻り、Load Method の手順を繰
り返します。
6.8.4. 消化器の設置
6.8.4.1. 消化炉の扉を引っ張って開ける。
6.8.4.2. ベッセルトップが開いていることを確認
する。開いていない場合は "Vessel Top "
トグルを押してopenの位置にする。

6.8.4.3. 消化器をガイドにスライドさせ、白いベッセルベースにセットして装置に取り付けます。ポー
ト付き消化器を使用している場合は、ポートが前方を向いていることを確認してください。

6.8.4.4. ベッセルトップスのトグルを押してベッセルトップを閉じる。ベッセルトップスが下降し、消
化容器を密閉するのが分かります。
6.8.4.5.
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6.8.5. 消化用オーブンのドアを手動で閉じる
6.8.6. SPE カラムの設置
6.8.6.1. 列の内側にあるすべての出荷用梱包材を必ず取り除いてください。
6.8.6.2. 各カラムを装置に取り付ける前に、カラムトップの内側を濡らしたペーパータオル（水）で拭
いて吸着剤の粉塵を除去します。
6.8.6.3. SPE カラムの上部を装置のカラム・トップ・アダプタの上に置き、SPE カラムを取り付ける。カ
ラムを上に押し上げ、カラムの底部をガイドに当たるまで奥まで導いて、装置のカラム・ボト
ム・アダプタにセットします。各カラムを時計回りに1/4回転（左に）回します。

カラムトップアダプタ

カラムガイド
カラムボトムアダプタ

6.8.6.4. すべてのSPEカラムがインストールされたら、"YES "を押す。

6.8.7. 丸底フラスコの設置
6.8.7.1. 蒸発室のドアを手動で開けま
す。
6.8.7.2. 各黒色のリリースリングを時
計回り（右回り）に回し、完
全に締まるまで回します。
6.8.7.3. ガラス製丸底フラスコを、丸
底フラスコアダプタの上に、
それぞれをしっかりと密閉 す
るまで押し込んで取り付けま
す。
丸底フラスコアダプター

Rev 2/25/2021
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6.8.7.4. 蒸発室のドアを手動で閉じます。
6.8.7.5. ”YES”を押し、4 つの丸底フラスコがすべて正しく取り付けられていることを確認します。
6.8.8. ソリューションのリザーバーが満杯であることを確認する
6.8.8.1.

各溶液リザーバーが適切な薬品で満たされていることを確認します。(付録 A - 試薬参照)

6.8.8.2.

各リザーバキャップがしっかりと閉まっていることを確認してください。

6.8.8.3.

すべてのリザーバーが満杯になったら、"YES "を押します。

6.8.9. スタートラインプライム
セットアップが完了したら、"START RUN "を押し
てください。
ラインプライム法は7～10分で完了します。

6.8.10. エンドオブライン プライム
6.8.10.1.

黒色のリリースリングを反時計回りに回して（左に）、丸底フラスコを外します。

6.8.10.2.

丸底フラスコを取り外します。ラインプライム法の間は清潔な状態で、次の分析に使用で
きます。

6.8.10.3.

その後、消化容器を取り外して洗浄します。FLEX サービス手順 FLS011 をご参照ください。

備考

:

使用後は容器底部を徹底的に洗浄することが非常に重要です。最後のすすぎ液には、エタノールやア
セトンではなく、水を使用してください。分解容器を長時間（一晩など）組み立てたままにしないでくださ
い。分解容器を長時間組み立てたままにしておくと、容器底部アセンブリのOリングが変形し、今後使用時
の完全性が損なわれる可能性があります。

6.8.10.4. SPE カラムを除去する。SPE カラムはラインプライム法の間は清浄せずにそのまま、次の分
析に使用できます。

6.8.10.5. 消化炉のスプレーノズルと容器のベ
ースを水で濡らしたタオルで拭いて
ください。

6.8.10.6.
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6. HMIナビゲーション
ANKOM FLEX 分析物抽出装置には、ユーザーがカスタマイズやメソッド作成のための無制限のオプションを使用で
きる画期的なソフトウェアが搭載されています。HMIはユーザーのことを考えて作成されており、事前にプログラ
ムされたメソッド、カスタムメソッド機能、リアルタイムの進行状況の追跡、ダウンロード可能なアッセイレポー
ト、診断センターへのアクセス、およびトラブルシューティングとメンテナンスのための情報を提供します。

ホーム画面
ホーム画面では、ナビゲーションに使用する全てのセクションを見ることができます。ユーザーは青い六角形のい
ずれかを押すことでセクションに入ることができます。画面のどこからでも、ホーム画面に戻るには、緑の
"ANKOM 六角形 "を押します。ホーム画面の右側にあるバーは、消化管にアクセスするためのトグル "Vessel Tops "
を開いたり、SPEカラムにアクセスするためのトグル "Column Lock "を開いたりすることができる。画面右下にある
"Lock Hexagon "は、ユーザーが装置を安全にシャットダウンすることを可能にします。
ホーム画面のセクションには、以下のようなも
のがあります。







方法
診断
記録と更新
トレーニングとメンテナンス
ANKOM製品
弊社について

Rev 2/25/2021
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メソッド(Diagnostics)
メソッドセクションでは、あらかじめプログラムされたメソッドを選択したり、カスタムメソッドを作成するこ
とができます。

色あせた六角形は、利用不可
な方法を表しています。

メソッドの利用可能性は、購入したFLEXパッケージによって異なります。オプションは以下のものがあります。

ビタミンA、E、D (Vitamin A, E, D)
このフォルダには、ユーザーが実行できるようにあらかじめプログラムされたビタミンメソッドが含まれてい
ます。例えば、メソッド”VitAED 75C 45m”は、以下のような公式ビタミンメソッドの組み合わせに基づいてい
ます。EN-12823-1、EN-12822、およびAOAC 2011.07などの公式ビタミンメソッドの組み合わせに基づいています。

総脂肪 (Total Fat)
このフォルダには、ユーザーが実行できるプログラム済みの脂肪メソッドが含まれています。メソッドには、
総脂肪 (加水分解) および粗脂肪オプションが含まれます。

その他(Miscellaneous)
このフォルダには、コレステロールや優先ラインメソッドなど、ユーザーが実行可能な他のプログラムメソッ
ドが含まれています。

カスタム (Custom)
このオプションを使用すると、ユーザーはカスタムメソッドを作成することができます。カスタムメソッドは、
消化時間/温度、溶液送達、混合、蒸発などのモジュール機能のシーケンスを構築することで作成されます。こ
のセクションは、メソッド開発や研究のための貴重なツールとなります。

ラストラン (Last Run)
このオプションを使用すると、最後に実行されたメソッドを選択することができます。これにより、定期的に
実行されるメソッドに簡単にアクセスできるようになります。
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診断(Diagnostics)
診断セクションには、ソリューションのデリバリーキャリブレーション、コマンドセンター、および設定オプシ
ョンが表示されます。

ソリューションデリバリーキャリブレーション (Solution Delivery Calibration)
この画面では、新しい薬液を追加した場合や、ユーザーが溶液の供給が正確かどうかを確認する場合に行う必
要があります。マニュアルの QC & キャリブレーションのセクションを参照してください。
コマンドセンター(Command Center)
この画面には2つの情報が含まれています。画面上部には装置の動的な状態が表示されます：リアルタイムの温
度と圧力です。画面の下半分には、装置の機能を制御するトグルが表示されます。これらは診断目的によって
切り替えることができます。

Rev 2/25/2021
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設定(Settings)
このオプションには、シリアル番号、ソフトウェアバージョン、Wi-Fi ネットワーク、システム構成、工場出荷
時設定などの基本情報が含まれます。
Information
この画面では、機器のシリアル番号と現在
のソフトウェアのバージョンが表示されま
す。
Wi-Fi
将来のアップグレードで機能します。
システム構成 (System Configurations)
この画面では、データロギング頻度、日付/
時刻、診断機能、エキスパートモード、言
語オプション、モジュールと障害の設定な
どの設定が含まれています。システム構成
を変更するには、管理者パスワードを
ANKOM に連絡してください。
工場出荷時設定 (Factory Settings)
このセクションは、ANKOMが使用するためパスワードで保護されています。

pg. 26

Rev 2/25/2021

Operator’s Manual
記録と更新 (Records and Updates)
記録と更新画面には、レポートと生データが保存され、ユーザーは新しいソフトウェアの更新をインストールする
ことができます。

記録 (Records)
この画面では、さまざまなレポートとログが保存されます。レポートは、画面上に表示され、USBフラッシュドライブ経由
でエクスポート可能な短いサマリーです。ログは生データファイルで、エクセルや他のスプレッドシートプログラムにエク
スポートして表示することができます。

備考

:

FLEX からファイルをエクスポートするには、USB フラッシュドライブにラベルの付いたフォルダが含ま
れている必要があります。

アッセイレポート＆ログ (Assay Reports & Logs)
この画面では、装置上で行われたすべてのアッセイのレポートとログが含まれています。
校正報告書 (Calibration Reports)
この画面では、装置上で行われたすべての溶液送達校正のレポートが含まれています。
診断結果の記録 (Diagnostic Logs)
この画面では、診断セクションのコマンドセンターを介して生成されたログが含まれています。HMI ナビゲーション - 診
断セクションを参照してください。
障害報告書 (Fault Reports)
この画面では、アッセイ中に発生したすべてのフォルトのレポートが含まれています。
グローバルログ (Global Logs)
この画面には、グローバルフォルト、アッセイの開始/停止時間、構成設定の変更、サービスイベント、キャリブレーシ
ョンイベント、アップデートがインストールされた時期などの情報の日々のログが含まれています。

サービス報告 (Service Reports)
この画面には、本機で行われたすべてのサービスのレポートが含まれています。このセクションは、ユーザ
ーまたはサービス技術者によって入力されます。

Rev 2/25/2021
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更新情報 (Updates)
この画面では 、ソフトウェアやメソッ ドを更新することができ ます。マニュアルの “ Uploading a New
Method”(新しいメソッドのアップロード)をご参照ください。

:

備考 ソフトウェア・アップデート後、モジュールとフォルトの構成設定は工場出荷時のデフォルト設定にリセ
ットされます。これらの設定はすべての機器に最適化されていますが、まれにソフトウェア・アップデート後に
再適用しなければならない特定の構成設定の調整をANKOMが推奨する場合があります。手順については、弊社に
お問い合わせください。

トレーニングおよびメンテナンス(Training and Maintenance)
この画面では、トレーニングとメンテナンスをサポートする資料や情
報を提供します。資料には、ビデオチュートリアル、サービス手順、
分析手順、SDS文書などがあります。これらのファイルは、新しいソフ
トウェアのバージョンごとに継続更新されます。
ユーザーが必要とする情報がこのセクションで入手できない場合は、
アンコムのウェブサイト（www.ankom.com）を参照してください。

ANKOM製品 (ANKOM Products)
ANKOMの製品情報をご紹介します。
測定器には以下のようなものがあります。



ANKOM TDF 食物繊維測定器



ANKOM DELTA自動洗浄剤・粗繊維分析装置



ANKOM XT15 粗脂肪抽出器



DaisyII インキュベーター-インビトロインキュベーター



ANKOM RF ガス製造システム - ガス・発酵測定



ANKOM HCl 加水分解システム

弊社について (Who we are)
企業としてのANKOMテクノロジーをご紹介します。ANKOMのアメ
リカンストーリー、創業の経緯、企業価値についてご紹介しま
す。
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7. 分析開始
8.1

窒素圧力の確認

分析を開始する前に、N2 High と N2 Low の圧
力センサーが動作範囲内で読み取れること
を確認してください。
ホ ー ム 画 面 か ら "DIAGNOSTICS " を 押 し 、
"COMMAND CENTER "を押します。値は以下
の範囲内にしてください。
N2 高圧範囲。50-51 の psi
N2 低圧範囲：2.2-2.5 psi

:

備考 圧力が指定された範囲内に収まらない場合は、「窒素圧力の設定」を参照してください。

8.2

ソリューションリザーバーのボトルを充填する

各溶液のリザーバーに適切な試薬を充填してください。特定の溶液はベントまたはアンベントでなければならない
ため、各溶液の正しいリザーバーの位置を確認して使用してください。これは、ユーザーが選択した方法に応じて
自動的に設定されます。リザーバボトルの充填方法の詳細については、ANKOM ウェブサイトの FLEX サービス手順
FLS005 を参照してください。

Rev 2/25/2021
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8.3

消化器を組み立てる

ユーザーが消化容器を組み立てる前に、各部品が清潔に拭き取られていることを確認してください。1つの消化容
器は以下の部品で構成されています。分解容器（ポート付きまたはポートなし）、容器底部アセンブリ、容器フィ
ルター（脂肪分析用、またはビタミン・コレステロール分析用）、および磁気クロススターバー。1回の測定につ
き、1つの完全な分解容器が必要です。

8.3.1. 分析に適したフィルターを選択する。フィルターを（どちらか
一方を上にして）容器底部に設置する。フィルターが下まで押
し込まれていることを確認する。

:

備考 ビタミンフィルターがビタミンとコレステロールの測定に、脂肪フィルターが総脂肪と粗脂肪の測定に使用され
ていることを確認してください。誤ったフィルターを使用すると詰まります。

8.3.2. 消化容器の底部外縁を水で濡らす。シールに悪影
響を与えるので、他の溶液を使用しないでくださ
い。

8.3.3. 消化容器をわずかにねじって容器底部アセンブリ
に挿入する。

:

重要 消化液が漏れるので、ガラスが容器の
底部部品にしっかりとはまっていて、分解容器
が均等にしっかりと固定されている状態である
ことを確認してください。

8.3.4. 組み立てた消化容器に X 型磁気撹拌棒を入れる。
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8.4

荷重方式 (Load Method)

ホーム画面から
8.4.1. ”METHODS "を押します。
8.4.2. 希望する方法のカテゴリを選択します。
8.4.3. 方法を選択します。各方法の標準的な操作方法については、
ANKOMホームページを参照してください。

ANKOM FLEX 分析物抽出器を使用した分析オプション
メソッド名
ﾋﾞﾀﾐﾝAED 75C 45m

説明
75℃で45分間エタン化し、SPE（溶媒：n-ヘキサン）で抽出し、低温で
溶媒を蒸発させます。その後、分析物はクロマトグラフィー定量のた
めに再構成することができます。

総脂肪 3N HCI

試料を酸で加水分解し、水性部分をろ過して廃棄物とし、加水分解物
を溶媒で抽出し、SPEでろ過し、溶媒を蒸発させます。その後、単離
された脂肪を重力学的に定量することができます。

粗脂肪

サンプルを溶媒で抽出すること、溶媒抽出物をSPEでろ過すること、
および溶媒を蒸発させることを含みます。その後、単離された脂肪を
重力学的に定量することができます。

コレステロール

75℃で45分間エタノール鹸化し、SPE（溶媒：n-ヘキサン）で抽出、
低温で溶媒を蒸発させることができます。その後、分析物はクロマトグ
ラフィー定量のために再構成することができます。

備考:

消化パラメータの変更、溶媒の保存など、ベース法を若干調整することができま
す。詳しくは弊社にお問い合わせください。
.
8.4.4. 画面には、稼働の開始に必要なステップが表
示されます。最初のステップである "1. Enter
sample name (サンプル名の入力)"を押します。

Rev 2/25/2021
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8.4.5. 1 行目にサンプル名を入力します。ユーザーは
最大 4 つのサンプル名を入力することができま
す。ポジションをスキップせず、常に1行目の
ポジションから順番に入力してください。
容器の位置は、対応する行にサンプル名が入力
されている場合にのみ実行されます。ユーザー
が位置１と位置２を実行したい場合、サンプル
名は１行目と２行目にのみ入力して下さい。

8.4.6. "SAVE "を押す。

:

備考 もしすべてのサンプル名を入力する前に "SAVE "を押した場合は、ホーム画面に戻り、Load
Method の手順を繰り返してください。

8.5

サンプルの重量を量る
8.5.1. サンプルを消化容器で計量する。方法ごとよ
るサンプルサイズの詳細については、
ANKOM ウェブサイトのSOP を参照してくだ
さい。
オイルサンプルを計量する場合は、サービ
ス手順FLS007を参照してください。
8.5.2. 各消化容器に直接サンプルを計量する。指定
されたサンプルサイズを超えないようにする
ことが非常に重要です。サンプルサイズを超
えると、カラムがオーバーロードする可能性
があります。
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8.6

消化槽の設置
8.6.1. 消化炉の扉を引っ張って開ける。
8.6.2. ベ ッ セ ル ト ッ プ が 開 い て い る こ と を 確 認 す
る。開いていない場合は、"Vessel Top "のトグ
ルを押してオープンの位置にする。

8.6.3. 消化器をガイドにスライドさせ、白いベッセルベースにセットして装置に取り付けます。ポート付き
消化器を使用している場合は、ポートが前方を向いていることを確認してください。

8.6.4. ”Vessel Tops "トグルを押してベッセルトップを閉じる。ベッセルトップスが下降して消化容器を密閉
するのがわかる。
8.6.5. 4つの消化容器がすべて設置されたら"YES "を押します。
8.7

内部標準の追加
8.7.1. 内部標準器が必要な場合は、標準器
を容器のサイドポートから消化容器
に入れます。
8.7.2. 赤色のキャップをベッセルポートに
ねじ込む。締めますが、きつく締め
過ぎないように気を付けて下さい。

Rev 2/25/2021
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8.8

消化用オーブンのドアを手動で閉じる

8.9

SPEカラムの設置
8.9.1. 列の内側にある出荷用梱包材は必ずすべて取り除いてください。
8.9.2. 各カラムを装置に取り付ける前に、カラムトップの内側を濡らしたペーパータオル（水）で拭いて吸
着剤の粉塵を除去する。
8.9.3. SPE カラムの上部を装置のカラムトップアダプターの上に置き、SPE カラムを取り付ける。カラムを
上に押し上げ、カラムの底部をガイドに当たるまで奥までガイドし、装置のカラム・ボトム・アダプ
タにカラムをセットします。各カラムを時計回りに1/4回転（左に）回します。

カラムトップアダプタ

カラムガイド
カラムボトムアダプタ

8.9.4. すべてのSPEカラムがインストールされたら、"YES "を押してください。
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8.10

丸底フラスコを取り付ける
8.10.1.

蒸発室のドアを手動で開ける。

8.10.2. 各位置の大きな黒いリリースリン
グを時計回り（右回り）に回し、
完全に締まるまで回します。
8.10.3. ガラス製丸底フラスコを、蒸発室
の丸底フラスコアダプタの上に、
それぞれをしっかりと密閉される
まで押し込んで取り付ける。
8.10.4. 蒸発室のドアを手動で閉じる。
8.10.5. 4つの丸底フラスコがすべて正し
く取り付けられていることを確認
し“YES”を押します。

8.11

丸底フラスコアダプター

リリースリング

溶液の容器が満杯であることを確認する
8.11.1. 各溶液の容器が適切な薬品で満たされていることを確認する。(付録 A-試薬を参照)
8.11.2. 各容器のキャップがしっかりと閉まっていることを確認してください。
8.11.3. すべての容器が満杯になったら、"YES "を押します。

8.12

実行を開始する

セットアップが完了したら、"START RUN "を押してください。

Rev 2/25/2021
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8.13

進捗状況の推移

分析中ユーザーは進捗状況を追跡し、動的な状態を観察することができます。開始されると、ユーザーは以下の3
つの画面を切り替えて、次のような詳細を見ることができます：どの容器が充填されているか、排水が完了してい
るかどうか、どの容器が使用されているか、メソッドの現在のステップ。
回路図

進捗状況

温度グラフ

8.14

中止の実行

ユーザーが分析の継続を望まない場合は、"Abort Run "を押
してください。
画面が出てすぐに“Do you want to drain the content of
the vessels to waste?”（容器の内容物を廃棄物に排出し
ますか？）と聞きます。
 ユーザーは、内容物を器に入れたままにしたくない
場合、"Drain "を選択します。

ユーザーが容器内のコンテンツを保持したい場合
は、"Do NOT Drain "を選択します -CUSTOMモードが
有効になっている場合、もしくは、ANKOMからの
アドバイスがない限り、このオプションは使用しな
いでください。
中断されると、消化オーブンは安全な温度まで冷却されます。液体が入っている場合は、消化容器を取り外さない
でください。消化容器にはまだ液体が入っている可能性があるので、取り外す際には注意してください。消化器に
は排水口があるので装置から取り外せば液体を排出することができます。
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8.15 実行終了
分析の終了時には、分離された分析物を含む丸底フラスコは、定量分析のために除去する必要があります。
8.15.1. 大きな黒いリリースリングを反時計回り（左）に回して、丸底フラスコを外す。
8.15.2. 丸底フラスコを取り出し、直ちに各フラスコをアルミホイルで覆う。分析物の後処理には、様々
な処理が含まれます。詳細については、ANKOMのウェブサイトに掲載されている関連する標準操
作手順を参照してください。
8.15.3. 消化容器を取り外して清掃します。FLEX サービス手順 FLS011 を参照してください。

備考:

使用後は容器底部を徹底的に洗浄することが非常に重要です。最後のすすぎ液には、エタノールやア
セトンではなく、水を使用してください。分解容器を長時間（一晩など）組み立てたままにしないでくださ
い。分解容器を長時間組み立てたままにしておくと、容器底部アセンブリのOリングが変形し、将来の完全
性が損なわれる可能性があります。

8.15.4. SDS ガイドラインおよび内部 SOP に従って、SPE カラムを取り外し、廃棄する。
8.15.5. 消化炉スプレーノズル、容器ベース、および SPE カラムトップリングを、水で濡らした タオルで
拭きます。FLEX サービス手順 FLS011 を参照してください。

8.15.6. 廃ボトルリザーバー材料の廃棄。このリザーバーには、アッセイで使用されたすべての溶液の混
合物が含まれており、有機溶剤、強塩基、および酸が含まれている場合があります。SDS ガイドラ
インおよび内部 SOP に従って廃棄してください。
FLEX の電源を切る場合は、ホーム画面で右下の "
ロック六角 "を押し、"SHUT DOWN "を押してく
ださい。画面が黒くなったら、機器の左側にあ
る電源スイッチをオフにします。

備考: 電源スイッチを切る前に、上記のように
HMI タッチスクリーンをシャットダウンすること
をお勧めします。再起動する必要がある場合は、
電源を入れる前に 30 秒間待ってください。

本装置を使用した後、1 週間以上使用しない場合
は、適切な動作を確保するために液体ラインをきれいにしなければなりません。詳細については ankom.com にあ
る「装置の使用中止手順(Instrument Out of-use Procedure)」を参照してください。
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8. 調整方法
9.1 ホーム画面から "METHODS "を選択します。
9.2 希望する方法のカテゴリを選択します。例）"VITAMIN A, E, D "を選択します。
9.3 方法を選択します。画面右側に以前に使用した方法のリストが表示されます。例）"Vit AED 75C 45m"
9.4 “Adjust Method "を選択します。画面の右側には、方法の各モジュール（ステップ）のリストが表示されま
す。各モジュール（充填、加熱、冷却、混合、ドレンなど）を選択し、個々のパラメータを調整すること
ができます。

:

備考 メソッドの順序を変更したり、モジュールを削除したりすることはできません。完全にパーソナライズされたメソッドを作
成するためには、ユーザーはソフトウェアのカスタムセクションにアクセスするためにアップグレードする必要があります。

9.5 調整するモジュールを選択します。


充填モジュール - スライドバーを使用してボリュームを調整し、容器に入れる溶液を選択します。



MIX モジュール- ミキサーの速度を調整するには、キーパッドを使用してミックス速度をRPMに指定します。パラメータを保存す
るには "SET" を選択するか、変更を保存せずに終了するには後ろの矢印を選択します。



HEAT Vesselsモジュール- 鹸化の温度を調整するには、スライダーバーまたはプラスマイナスボタンを使用します。持続時間を
調整するには、現在の消化時間をタップし、キーパッドを使用して新しい消化時間を指定します。パラメータを保存するには
「SET」を選択するか、変更を保存せずに終了するには後ろの矢印を選択します。



DRAIN to column モジュール - カラムへのドレインを調整するには、カラムまたは廃棄物アイコンをタップしてドレインの方向を
指定します。 キーパッドを使用して、最大ドレイン時間を指定します。パラメータを保存するには”SET”を選択するか、変更を保
存せずに終了するには後ろの矢印を選択します。



COOL容器モジュール- オーブンの冷却温度を調整するには、スライダーバーまたはプラスとマイナスのボタンを使用します。
パラメータを保存するには "SET "を選択するか、変更を保存せずに終了するには後ろの矢印を選択します。



TIMER モジュール- キーパッドを使用してタイマーを指定します。パラメータを保存するには”SET”を選択するか、
変更を保存せずに終了するには後ろの矢印を選択します。
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9. カスタムメソッド
このセクションは、アップグレード可能な楽器を購入したユーザーのみが利用できます。メソッドの作成方法の詳
細については、ANKOMのウェブサイトを参照してください。カスタム機能では、既存のメソッドをカスタマイズ
したり、ゼロから新しいメソッドを作成したりすることができます。
ホーム画面から、新しいメソッドを構築します。
10.1 "METHODS "を選択します。
10.2 "CUSTOM" を選択します。
10.3 “New Method” "を選択します。
10.4 メソッドを構築するには、ユーザーは画面の右側の”Method Sequence”の下にあるモジュールをドラッグします。 各
モジュールは、ユーザーが希望する設定に調整することができます。
10.5 "SAVE METHOD "を押します。ユーザーはメソッド名を入力し、どのフォルダ
にメソッドを保存するかを選択します。

ユーザーは、モジュールをごみ箱
にドラッグして、メソッドシーケン
スから削除することができます。

ユーザーは、各モ
ジュールを任意の
設定に調整するこ
とができます。

ドラッグしてモジュール
を追加

モジュールの種類

Rev 2/25/2021
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10. 新しいメソッドのアップロード
ここでは、FLEXに新しいメソッドをアップロードする方法を説明します。
11.1 ホーム画面から“Records & Updates（記録と更
新）”の六角形を押します。
11.2 “Updates”の六角形を押します。
11.3 "Update Methods" を選択します。

11.4 新しいメソッドが入っているUSBドライブを機器の
側面にあるUSBポートに挿入します。
11.5 右記の画面が表示され、次に進むかどうかの確認
を求められます。YESの場合は "Continue "を押して
ください。

11.6 アップロードが完了すると、再起動を促す画面が
表示されます。"Restart "を押してください。画面
が黒くなり、再起動してホーム画面に戻ります。
これには数分かかる場合があります。
11.7 USB ドライブを機器側面の USB ポートから取り外し
ます。
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11. 故障
装置が正常に動作しない場合は、メッセージが出て警告します。故障は、分析が進行中であるかどうかに関わら
ず、いつでも発生する可能性があります。測定中でなくても障害が発生した場合は、画面上にアラートがポップア
ップ表示されます。ankom.com の「技術的な FAQ」セクションを参照するか、弊社にお問い合わせください。
もし内部で故障が発生した場合、複数の異なる結果が発生する可能性があります。


ユーザーに警告が出た場合、分析を続けます。ユーザーのアクションは必要ありません。




ユーザーに警告が表示された場合、ユーザーのアクションが必要です。画面の指示に従ってトラブルシュ
ー テ ィ ン グ を 行 い 、 "CONTINUE " を 押 し ま す 。 障 害 が 再 び 発 生 し た 場 合 は 、 www.ankom.com の
“Technical FAQs（技術的な FAQ）”セクションを参照するか、または弊社にお問い合わせください。

ユーザーに警告が出た場合、装置は安全上の理由から自動的に実行を中止します。ユーザーは、容器の内容物
を廃棄物として排出するかどうかを尋ねられます。www.ankom.com の「技術的な FAQ」のセクションを参照す
るか、弊社にお問い合わせください。
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12. 定期メンテナンス
ソリューションリザーバボトルとフィルターの点検と清掃
月に一度（使用状況によってはもっと頻繁に）、以下の手順で溶液リザーバーのボトルとフィルターを点検し、清
掃を行ってください。
13.1.1 沈殿物、粒子、異物がないか、ボトル、フィルター、内部チューブを点検する。
13.1.2. 速水流下でフィルターを洗浄します。必要に応じて交換してください。
13.1.3. ボトルを水で洗ってすすぎ、必要に応じて空気を乾燥させます。

消化炉のスプレーノズルの点検・清掃する
月に一度（使用状況によってはそれ以上の頻度で）、以下の手順でスプレーノズルの点検と清掃を行ってください。
13.2.1. 消化容器内の溶液添加中の噴霧能力を定期的に観察する。
13.2.2. 濡らした布またはペーパータオルで各ノズルを拭いてスプレーノズルを清掃します。

装置の表面を定期的に清掃する
13.3.1. こぼれた場合は、装置の表面を拭いてください。
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13. トラブルシューティングと交換部品
ANKOMテクノロジーのウェブサイトには、最新のトラブルシューティングや交換部品の情報が掲載されています。
操作についてご質問がある場合、または交換部品が必要な場合は、弊社へご連絡ください。
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14. 品質管理と校正
溶液供給キャリブレーション
溶液供給キャリブレーションの目的は、装置のポンプが正しい量の溶液を供給していることを確認することです。このキャリブ
レーションは、新しい薬液を追加したとき、またはユーザーが溶液の供給が正確であることを確認したい場合に行う必要があ
ります。実行する際には、手袋と安全眼鏡を着用してください。
15.1.1. 各溶液のリザーバーに、ボトルの容量の半分以上になるように適切な
試薬を充填してください。特定の溶液はベント（1 と 3）またはアンベント
（2 と 4）でなければならないので、各溶液の正しいリザーバーの位置を
必ず使用してください。充填するときは、すべてのリザーバーのキャップ
を閉めてください。リザーバボトルの充填方法の詳細については、Web
サイトの FLEX サービス手順 FLS005 を参照してください。

15.1.2.

ホーム画面から "DIAGNOSTICS "を押します。

15.1.3. “SOLUTION DELIVERY CALIBRATION”を
選択してください。以下の画面が表示されま
す。画面の指示に従ってください。
15.1.4. 1 つの新しい化学物質を校正する場合は、
その特定のリザーバーのみの校正手順に従
ってください。4 つのリザーバーすべてを校
正する場合は、以下に記載されている手順
に従ってください。開始するには、リザーバ 4
を選択します。
シーケンス。
1. リザーバー4-ヘキサン
2. リザーバー1 - EtOH
3. リザーバー3-H2O
4. リザーバー2-KOH
5. リザーバー3-H2O(KOHのラインをきれいにするために、このリザーバーは再び実行します。)
15.1.5. ソリューションのリストが画面の右側に表示されます。ユーザーは、選択したリザーバーにある溶液を選択し、
"Next "を押します。

:

備考 ユーザーは "NEW SOLUTION "を押して新しい溶液を追加することができます。安全確認のた
め、ユーザーは正確な沸点を入力する必要があります。これが完了したら、"Next "を押します。こ
の装置では、ジエチルエーテルまたはアセトンを実行することはできません。

pg. 44

Rev 2/25/2021

Operator’s Manual
15.1.6. 100 ml のプラスチック製校正カップ 4 個、1-4 のラベルを付けます。

15.1.7. プラスチック製の較正カップを消化容器ガイドに取り付け、カップのリップがガイドと同じ位置
にあり、注ぎ口が使用者の方を向いていることを確認してください。

消化管ガイド

15.1.8.

:

安全警告 下記が完全に完了する
まで”Star Test”を押さないで
ください。
テストを開始する前に、消化オーブン
のドアを閉じます。" Star Test "を押
してください。ラインの準備ができ
て、溶液が供給されます。テストで
は、各カップに10mlが順次ポンプで送
られます。

溶液供給のキャリブレーション中に発生する可能性のある障害は2つあります。
Empty Supply Line
この障害は、ほとんどの場合、空の容器が原因で発生しま
す。ユーザーは容器を補充して、”Continue”を押してく
ださい。
メッセージが表示され続ける場合は、回線の制限やシステ
ム内の漏水が原因である可能性があります。サポートが必
要な場合は、弊社までご連絡ください。
Full Supply Line
このメッセージは、溶液供給キャリブレーションの終了時に、ラインが適切にクリアされていな
い場合に発生する可能性があります。考えられる原因としては、ライン内に液体が残っている、
廃液容器がいっぱいになっている、または機械的な故障などが考えられます。弊社までご連絡く
ださい。
Rev 2/25/2021
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15.1.9. 消化炉のドアを開け、プラスチック
カップを取り外します。目盛り付きシ
リンダーを使用して、各プラスチック
カップに供給された量を測定し、HMI画
面上で10分の1に近い値を入力します。
HMI 画面で“Next（次へ）”を押さな
いでください。

0

15.1.10. 非常に重要：すべての容量は8.5～11.5mlですか？



Yesの場合 – “Next”を押してキャリブレーションを続行し、画面上のプロンプトに従います。
Noの場合 - 校正を中止し、”Solution Delivery Calibration（溶液供給校正）”を再度行ってください。
容量が再びこの範囲（8.5～11.5ml）から外れた場合は、校正を中止し弊社へご連絡ください。

15.1.11. 1 つの校正シリーズが終了しても、校
正精度に達していない場合は、右記
の画面が表示されます。
画面の手順に従ってキャリブレーシ
ョン手順を続行します。送付量が許
容範囲内に収まり、キャリブレーシ
ョンテストに合格するまで、キャリ
ブレーションプロセスを繰り返して
ください。
システムは精度を達成するために複
数回試みますが、システムが改善さ
れない場合は故障です。

15.1.12. 成功した場合、この画面が表示され
ます。その溶液のポンプ構成設定が
更新され、分析中に使用されます。
“OK "を押してください。
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15. 付録 A - 試薬
使用溶液：ビタミン・コレステロール分析
以下のガイドラインを参考に使用してください。
解決策

容器

溶液内容

作り方

有効期限

ストレージの必要条件

1. 緑

2% (w/v) エタノ
ール中の没食子
酸プロピル

没食子酸プロピル
8g±0.1gを500mlのフラス
コに計量。95%エタノー
ルで作ります。

毎日新しく作って
ください。

防化学線ガラス
ベントリザーバー
室温(15-25℃)

2. 黄色

12.7N KOH

KOH 500g + 水
500ml

必要に応じて補充
してください。2週
間ごとにボトルを
洗浄します。

未封入のリザーバー
室温（15-25℃）

水

3. 青

水

イオン交換水

必要に応じて補充
してください。2週
間ごとにボトルを
洗浄します。

ベント式リザーバー
室温（15-25℃）

ヘキサン

4. 赤

0.05g/L ヘキサン
中のBHT

0.05g ブチル化ヒド
ロキシトルエン
（BHT）＋1L ヘキ
サン

必要に応じて補充
してください。2週
間ごとにボトルを
洗浄します。

未封入のリザーバー
室温（15-25℃）

エタノール

12.7N KOH

使用溶液：脂肪分析
以下のガイドラインを参考に使用してください。
解決策

容器

溶液内容

作り方

有効期限

没食子酸プロピル8g±0.1g
を500mlのフラスコに計
量。95%エタノールで作
ります。

毎日新しく作って
下さい。

エタノール

1. 緑

2% (w/v) エタノ
ール中の没食子
酸プロピル

3N HCl

2. 黄

3N HCl

水

3. 青

水

イオン交換水

ヘキサン

4. 赤

0.05g/L ヘキサン
中のBHT

0.05g ブチル化ヒド
ロキシトルエン
（BHT）＋1L ヘキサ
ン

Rev 2/25/2021

ストレージの必要条件

防化学線ガラス
ベントリザーバー
室温(15-25℃)
未封入のリザーバー
室温（15-25℃）

必要に応じて補充し
てください。2週間
ごとにボトルを洗浄

ベント式リザーバー
室温（15-25℃）

します。
必要に応じて補充し
てください。2週間
ごとにボトルを洗浄
します。

未封入のリザーバー、
室温（15-25℃）
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Automation saves time and money
ANKOM Technology is an international company with products that include:

DELTA Automated Fiber Analyzer with Pump System
 Crude Fiber (AOCS Ba 6a-05), ADF, NDF determinations
 Automatically adds solutions and rinses
 Batch process - up to 24 samples at one time

XT15 Fat Extractor
 Official Method AOCS Am 5-04
 Fully automatic
 Solvent recovery at 97% or greater
 Batch process - up to 15 samples at one time

RF Gas Production System
 High sensitivity pressure measurement
 Applications include: Biomass-to-Energy analysis (e.g., Ethanol, methane, etc.),
Biodegradability, Ruminant Nutrition, Yeast Activity, Beer/Wine Fermentation,
Soil respiration, BOD, Human Digestion, etc.
 Wireless Computer control and data storage

Chemicals
 A wide variety of chemicals used for many different lab operations
 Pre-mixed solutions available

Please visit our web site at www.ankom.com for more information.

2052 O’Neil Rd, Macedon NY 14502
Telephone: (315) 986-8090
Fax: (315) 986-8091
www.ankom.com

