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LUNARISTM Analysis Suite 1.3 日本語簡易マニュアル 
 

注：この説明書は、英文添付文書の簡易訳です。製品に添付されている英文マニュアルも必ずご確認下さい。 
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 全体概要 

  
① LDF（USB 内）の情報を取り込み、LunarisTM Software を用いて LED を作成する。 
② アッセイを行い、LunarisTM Reader で蛍光値を測定。自動的に LRF が作成される。 
③ LunarisTM Software を用いて LED と LRF をマージすることで LSD（結果）が得られる。 
 

 LED ファイルの作成 

 LUNARISTM Decoding File (LDF)の準備 

 
↑BioChip（左）と LDF の入った USB（右） 

キット毎に LDF の入った USB が付属している。（4 BioChip のキットでもキットには USB は一つしか含まれません。1 つ

の USB に 4 つのファイルが保存されています） 

・USB を PC に差し込み、拡張子「.ldf」のファイルを取り込む。 
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 LUNARISTM Experiment Definitions (LED)の作成 

・アイコン をダブルクリックし、ソフトウェアを起動する。 

・Tools > Experiment Definition > From Start を選択し、LED を作成する。 

 
 

 BioChip フォーマットの選択 

・96 well BioChips を選択し、 をクリックする。 
※現在 32well BioChip は販売されておりません 

 
 

 BioChip（LDF 情報）の Load 
・「Load decoding files from disk…」をクリックし、PC に取り込んだ「.ldf」ファイルを読み

込む。 

 
 

クリック 
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 BioChip の配置設定 
・読み込んだ BioChip のシリアルナンバーを確認し、Readout するときのポジションと同様に

なるようにドラッグ＆ドロップで BioChip を配置する。 

 
 

・BioChip のポジションに問題がなければ右下の をクリックする。 

 
  

ドラッグ&ドロップ 
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・キットに付属の STANDARD VALUE CARD に記載の通りに各抗原の値を入力し、右下の

をクリックする。 

 
 

 Experiment Layout の設定 
・ウェルを選択し、右側の画面でウェルの情報を入力する。ウェルはクリック＆ドラッグで複数

同時に選択可能。 
項目 内容 

Standard with dilution series 予め用意された希釈系列から選択する場合 
Standard with given concentrations Standard の濃度を個別に設定する場合 
Blank ネガティブコントロール 
Control ポジティブコントロール。通常は Standard を希釈

して用いる。 
Sample サンプル 
Empty 空のウェルを指定。または既に入力したウェルの情

報をリセットする場合に用いる 
 
  

Standard Value Card に

記載の通りに各値を入力 
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I. Standard の設定 
・下記のように範囲を指定し、standard with dilution series を選択する。Standard 調製時の

希釈系列に合わせて適切な Dilution を選択する（例：2 倍希釈の場合 1：2 を選択）。 

 
 
II. Control の設定 
・下記のように範囲を指定し、Control を選択する。ラベル、及び希釈倍率（2 倍希釈の場合 2.0
と入力）を入力する。 

 
  

選択 

選択 
ラベルを入力 

希釈倍率を入力 

希釈倍率を選択 
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III. Blank の設定 
・下記のように範囲を指定し、Blank を選択する。 

 

 
IV. Sample の設定 
・下記のように範囲を指定し、Sample を選択する。サンプル名（ID）、及び希釈倍率（2 倍希

釈の場合 2.0 と入力）を入力する。 

 

  

選択 

選択 

サンプル名を入力

 

サンプルの希釈倍率を入力 
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・全てのサンプルの入力が終わったら右下の をクリックする。 

 

 

・右下の をクリックし、名前を付けて LED ファイルを保存する。 

 
 

                                                                                                                                           

◆ アッセイ 

・使用するキットに付属するハンドブックに記載のプロトコル通りに実験操作を行う。詳細はハン

ドブックを参照。 
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◆ 読み取り 

・LunarisTMReader 本体の電源を ON にして、LunarisTM Control Software を起動する。 
・本体のランプが点灯（緑）になるまで待つ。 
 LRF 保存先の指定 
・右下の をクリックし、「Device Configuration」からファイルの保存先を指定する。 
 読み取り開始 
・左下の Eject をクリックし、アッセイで準備した BioChip を BaseFrame ごとステージに置く。 
・Standard scan をクリックし、スキャンを開始する。 

 
 
・読み取りが開始される。 
・読み取りが完了すると指定のディレクトリに LRF が保存される。 

 
  

スキャン開始 

取り出し 
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 装置のシャットダウン 
・左下の Eject をクリックし BaseFrame を取り出した後、 Insert をクリックする。 
・LunarisTM Control Software を終了する。 
・LunarisTMReader 本体の電源を OFF にする。 
 

◆ 評価 

・Application>Run new evaluation を選択する。 

 
 

・LED ファイル、LRF ファイルを指定し、右下の をクリックする。 

 
  

LUNARISTM Experiment Definitions: 
拡張子「.led」を指定する。 

LUNARISTM Reader Files： 
拡張子「.lrf」を指定する。 
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◆ レポート 

 Standard Curves 

・左側のアイコン一覧から を選択することで検量線の情報について確認することができる。 

 
① 検出限界（LOD：Limit of detection） 

抗原を検出できる最小量（値）。Blank の平均蛍光強度（MFI：Median fluorescence intensity）
と標準偏差（StdDev：Standard deviation）より算出される。 

② 定量下限（LLOQ：Lower limit of quantification） 
定量可能な最小量（値）。CV 値<20 かつ 70-130%のリカバリーを満たす standard のポイント

で定義される。 
③ 線形範囲（Linear range） 

MFI と濃度が線形相関にある範囲。 
④ 定量上限（ULOQ：Upper limit of quantification）  

定量可能な最大量（値）。CV 値<20 かつ 70-130%のリカバリーを満たす standard のポイント

で定義される。 
  

① ② ④ 
③ 

選択 
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 Assay QC 

・左側のアイコン一覧から を選択することでアッセイの妥当性について確認することができる。 

・注目すべき点がある場合は詳細が表示される。 

 

 
 Heatmaps 

・左側のアイコン一覧から を選択することで各ウェルの Heatmap が確認できる。 

・右上に表示されている Antigen を選択すると対応する左側に対応する Heatmap が表示される。 
・値（濃度）が高いほど明るい色で表示される。 

 
  

Antigen を選択すること

で、左側に対応する Heat 
map が表示される。 

MFI 濃度 レイアウト 

選択 

選択 
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 Controls 

・左側のアイコン一覧から を選択することで Control 指定したウェルの情報を確認できる。 

 青文字  ：信頼できる。 
 オレンジ色 ：MFI が回帰曲線から外れているため、濃度が計算できない（N/C と表示）。 
 赤色  ：リカバリーが 70~130%以内に収まっていない。 

 
 
 Samples 

・左側のアイコン一覧から を選択することで各サンプルの情報を確認できる。 

 
 

選択 

選択 
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 棒グラフ（Bar Plot）の作成 

・左側のアイコン一覧から をクリック後、右側のタブから「Group Samples」を選択する。 

 
 

・左上の をクリックし、グループを作成後、グループに加えたいサンプルを「ドラッ

グ＆ドロップ」する。 

 
  

選択 

ドラッグ&ドロップ 



RAXM-19-0832 
(19.11.06) 

- 15 - 

 
・グループ内にサンプルが入っていることを確認し、右側のタブから「Bar Plot」を選択する。 

 
 

・棒グラフ（Bar Plot）が生成される。 

 
  

選択 
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 箱ひげ図（Box Plot）の作成 

・左側のアイコン一覧から をクリック後、右側のタブから「Group Samples」を選択する。 

・左上の をクリックし、複数グループを作成後、各グループに加えたいサンプルを

「ドラッグ＆ドロップ」する。 

 
 

・各グループ内にサンプルが入っていることを確認し、右側のタブから「Box Plot」を選択する。 

 
  

ドラッグ&ドロップ 
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・箱ひげ図（Box Plot）が生成される。 

 
 

 レポートのエクスポート 
 XLS 形式 

・Export > XLS report を選択し、保存先を指定し保

存する。 
 PDF 形式 

・Export > Default PDF report を選択し、保存先を

指定し保存する。 
 XLS 及び PDF 形式 

・Export > All を選択し、保存先を指定し保存する。 
 
 

 LSD（結果）ファイルの保存、ロード 
 ファイルの保存 

・Application > Save evaluation を選択し、保存先を指定し保存

する。 
 ファイルのロード 

・Application > Load evaluation を選択し、読み込む「.lsd」ファ

イルを指定しファイルを開く。 
 

 ソフトウェアの終了 
・Application > Exit を選択して Lunaris Analysis Suite を終了する。 
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 その他 

 英語版完全マニュアル 
https://www.ayoxxa.com/sites/default/files/2019-
04/LUNARIS%28TM%29%20Analysis%20Suite%201.3%20Manual.pdf 

 
株式会社ベリタス 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目10-14 住友東新橋ビル3号館5階 

TEL 03-5776-0078 FAX 03-5776-0086 
技術的なお問い合わせは：TEL 03-5776-0040  E-mail Tech_support@veritastk.co.jp 
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