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1. 製品の概要 

光路ふた 
ふたを開けて、測定部にPCR
チューブを挿入します。 

電源スイッチ 
本体の電源をON/OFFします。 

動作表示灯 
赤表示●：受信確認 
紫表示●：受電とBLE接続 

赤点滅☀：電池電圧低下（3.4V未満で点滅※） 

青点滅☀：測定中 

※電池の種類によっては、点滅する前に電源が入ら
なくなることがあります。  

正しい乾電池の入れ方 

①本体裏面にある電池ふた
を開けます。 

②電池ボックス内の写真に従
い、＋・－を正しく入れます。 
③電池ふたを閉めます。 

・PiCOSCOPE本体表面 

・PiCOSCOPE本体裏面 

ココにチューブを
挿入する 

電池ふた 

ふたを開けて電池を
入れてください。 

・PiCOSCOPE本体下部 USBインターフェースコネクタ（micro USB） 
USBケーブルを接続して、電池の代わりに電源
供給を行います。通信はできません。 

使用乾電池：単4アルカリ乾電池 

※付属の乾電池は動作確認用です。別途、乾電池をご購入
ください。 3 



1. 製品の概要 

・アプリ「PAS-110（for Smartphone）」をお手持ちのスマートフォンまたはタブレットに 
インストールして下さい。 

（※別紙アプリのダウンロード方法参照） 
・アプリ起動後、トップ画面が表示されます。 
・トップ画面には、以下のボタン、表示があります。 

（※スマートフォン上の画面） 
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2. Bluetooth接続の仕方 タップ 

接続手順 
 

1） PiCOSCOPEの電源を入れ 
  トップ画面の左上のボタンを 
  タップします。 
 

2） 図2-1：接続設定画面の下 
  部にある①デバイスキャン 
  ボタンをタップします。 
 

3） 接続可能な本体が表示されるので、 
  選択してください。 

※接続可能な本体が 
見つからなかった場合、 
「Device not found」と表示 
されます（図2-2）。再度本 
体の電源を入れ、デバイス 
スキャンボタンをタップしてください。 
 
※見つかった場合は 
Bluetooth Device Address 
が表示されます（図2-3）。 
 iOSの場合は「PAS-110」と表示 
される場合があります。 

4） Device Addressを選択 
  （図2-4）し、②接続ボタ 
  ンをタップして、接続を 
  開始します。 
 

5） 接続が完了後、トップ画面へと移行します。 
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3. 検量線の作成 

タップ 

検量線の作成の流れ 
 1） Baselineデータ測定 
 2） 既知濃度サンプルの測定 
 3） 検量線グラフの確認 

※ PCR チューブの連

結部を設置部の突
起部の間にくるよう
に設置してください。 

1） Baselineデータ測定 
 

1-1） PiCOSCOPEの電源を入れ、 
   トップ画面の右上のボタンを 
   タップします。 
 

1-2） Baselineとなる濃度のサンプ 
   ルを測定部にセットし、ふたを 

   閉めます。 
 

1-3） ①LED出力レベル設定 
   入力のボタンをタップして 
   ください。測定に使用する 
   光量の設定を行います。ド 
   ラムロール型の数字入力 
   画面（図3-2）が表示される 
   ので、設定したい光量の 
   数字を選択して、OKを 
   タップしてください。 
   (基本的に、LED出力レベ 
   ルは10％で設定し、場合 
   によっては出力レベルを 
   変更してください。) 
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1-4） ②Baseline測定データ 
   入力部をタップすると、 
   黒枠が表示されます 
   （P6 図3-3➡）。③測定ボ 
   タンをタップして、測定を 
   実行してください。 
   結果が黒枠内に表示さ 
   れます（図3-4）。 
 

1-5） 測定値は白抜きになり 
   （図3-4➡）、この白抜き 
   された数値が検量線グ 
   ラフに反映されます。 
 

1-6） ④RGB表示選択ボタンを 
   それぞれタップして、各Baselineデータが65535になってないかを確認してく 
   ださい。65535の値で測定データが飽和します。 
   ※飽和している場合、①LED出力レベルを下げて、再測定してください。変更 
     することで、データクリアの確認画面が表示されます。Yesを選択してください 
    （図3-5）。 

2) 既知濃度サンプルの測定 

2-1） ①濃度単位入力部を 
   タップし、単位選択画 
   面（次頁図3-7）で濃度 
   単位を設定してください。 
 

2-2） ②既知濃度データ入力 
   部をタップして、既知の 
   濃度をそれぞれ入力し 
   てください。 
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横軸： 
  濃度 
縦軸： 
  吸光度 

3. 検量線の作成（続き） 

3） 検量線グラフの確認 
 
3-1） ⑥検量線グラフ表示ボタンをタップ 
   すると、図3-9の画面が移行し、グラ 
   フが表示されます。 
 

3-2） ①最小二乗法によるフィッティング 
   ボタンをタップすると、最小二乗法で 
   の近似直線が描かれます（図3-10）。 
   また②にR^2値も表示され、この値 
   から直線性の判断が可能です。 
 

3-3） ③RPG表示選択ボタンで、必要なグラフのみの表示が可能です。 
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2） 既知濃度サンプルの測定 
 
2-3） ③既知濃度測定データ 
   入力部をタップし、黒枠 
   表示にしてください。既 
   知濃度のサンプルを測 
   定部にセットします。 
 

2-4） ④測定開始ボタンを 
   タップして、測定を開始 
   します。測定結果が白 
   抜きで表示され、⑤吸光 
   度表示部に吸光度の 
   結果が表示されます。 
 

2-5） 測定が完了後、別の既知濃度 
   サンプルに入れ替え、2-3)から 
   必要な既知濃度のサンプルを 
   同様に測定してください。 
 

2-6） 全ての既知濃度のサンプル測 
   定を完了したら、⑥検量線グラ 
   フ表示ボタンをタップし、検量線 
   グラフを確認してください。白抜 
   き表示の数値（図3-8）が検量線 
   グラフに反映されます。必要ない 
   データは長押しすることで検量線 
   に反映させないことができます。 



4. サンプル測定 

1） トップ画面の左下のボタンを 
  タップします。 
 

2） 測定したいサンプルを測定部に 
  セットし、ふたを閉めます。 
 

3） ①Title入力部に測定名を入力し、 
  ②測定ボタンをタップして、測定を 
  開始します。測定後、濃度を計算・ 
  表示します。 
  ※測定レンジを超えた場合は、「Out of range」と表示されます。 
 

4） ③最小二乗法による測定結果表示切替ボタンで、最小二乗法による濃度計算 
  表示に切り替わります。 
 

5） ④検量線グラフ画面移行ボタンをタップすると、検量線グラフが確認できます。 
 

6） ⑤CSV出力ボタンをタップすると、測定データをCSVファイルへ出力することが 
  できます。保存したデータは測定履歴で確認することができます。 

タップ 
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4. サンプル測定 

7） ⑥単位選択部で「RGB」を選択する
と、RGBセンサのデータを表示すること
ができます（図4-2）。 
 

8） ⑦RGB切替ボタンで、R、G、Bのそ

れぞれの測定結果に切り替えることが
できます（図4-3）。 

5. 測定結果の確認 

タップ 

1） トップ画面の右下のボタン 
  をタップします。 
 

2） ①Title選択部をタップして 
  測定データを選択すると確 
  認ができます。 
 

3） ②単位選択部をタップし、 
  「RGB」を選択すると、RGB 
  センサのデータを表示する 
  ことができます（図5-2）。 
 

4） ③最小二乗法による測定 
  結果表示切替ボタンで、最 
  小二乗法による濃度計算 
  表示に切り替わります。 
 

5） ④RGB切替ボタンにて、 
  R、G、Bでの測定結果が 
  切り替えられます。 

10 



11 



日本ジェネティクス株式会社 
TEL 03-3813-0961 

製品・操作に関する問い合わせ 


