
測定データで

データ処理をし

たい場合 

「測定のみ」の 

ソフトウエアです 

ALVO簡易操作ガイド 

測定のみの場合と、検量線を作成し濃度を自動計算させる場合では使い方が異なります。 

目的 ソフトウエア  

測定のみ Wallc 1420 Workstation 
測定後、WorkOutでのデータ

処理はできない 

測定データでデータ処理を

する 

 

Wallc 1420 Workstation 

WorkOut 
検量線を使って濃度を自動

計算する 



測定のみ （検量線を作成しない測定） 
  

       ALVOの基本画面 

フォルダを

開いていく 

① 
測定プロトコール

をクリックして反

転させる 

② 
右クリック 

③ 
start で 

測定開始 

④ 
測定結果が

追加されて

いく 



検量線を作成して、濃度を自動計算させる場合 

＜Work Out を使う＞ 
 

 基本画面（Wallac 1420 Manager ）は開いたままにしておく 

 Work Out を立ち上げる   

2-2-a) 
プレートレイアウトを変更して

から測定する場合 

2-2-b) 
プレートレイアウトを 

変更しないで測定する場合 

1) プロトコールファイルを選ぶ 



2-b) Run a protocol の場合 （プレートレイアウトを変更しない場合） 

測定開始 

2-a) Edit an exsisting protocol file  の場合 （プレートレイアウトを変更する場合） 

①  グループの選択 

②   1サンプルあたりの測定回数 （デュプリケートの場合は  ２ ） 

③   グループの開始番号 

④    ウェルの選択 

⑤     保存 

⑥     測定 

① 

② ③ 

④ 

⑤ 

⑥ 



検量線の表示 

3) データを持って帰る 

② 
持って帰る

データを選択 

③ 
右クリック 

& 
copy 

エクセルに貼

り付けること

ができる 

4) 検量線を表示させる 

① 

データを選択 
（生データおよび計算結果データは

別々のシートに保存されている） 



②コピー 

（Clip bord ） 

検量線を持って帰る 

①検量線グラフを

アクティブにする 

エクセルなどに貼り付

けることができる 

5) 結果をエクスポートする 

  結果のエクスポートでは、測定結果のサンプルごとの平均値や％CV値を得ることができます。 

 （個々のサンプルの測定結果を得ることはできません） 

   %CV :  SDをクループの平均値で割ったもの（グループ内のバラツキを比較する指標） 

  %CV= (SD/mean)*100 

エクスポート形式は

テキストになります 

エクスポートしたテキスト

ファイルはエクセルで開く

ことができます。 



Data processing 

with measurement 

data 

Measurement only 

ALVO Operations Guide 

Purpose Software  

Measurement only Wallc 1420 Workstation  

Measurement + data processing 
Wallc 1420 Workstation 

WorkOut 

Create standard curve with 

measurement data and 

determine concentrations 



Measurement only 
 *Create protocol file previously 

Open folder 

① 
Select your  

protocol file 

② 
Right-click 

③ 
start  

④ 
Result 



Data Processing with measurement data 
 *Create WorkOut Protocol File previously 
 Wallac 1420 Manager keep running 
 Work Out    

2-a) 
In case of changing plate well 

usage  

2-b) 

Without editing protocol file 
 

1) Select protocol file 



2-b) Run a protocol  

read 

2-a) Edit an existing protocol file   

①  Edit a protocol file 

② Save the protocol 

③ Run the protocol 

Fill in”2”  in case of duplicate 

measurement. 

Save a 

protocol 

Select a group 

type 

Save a 

protocol 



Standard 

3) Bring your data to your PC 

② 
Select data  

③ 
Right-click 

& 
copy 

Past data to 

EXCEL Sheet 

4) Display standard curve 

① 
Select a data sheet 

(Raw data and calculated data are 

saved in the individual sheet.) 



②copy 

（Clip board ） 

Copy standard curve to EXCEL sheet 

①Activate Standard 

curve window 

Paste  

5) Export file to TEXT format 

  

  

Export file to 

text format only 

Exported file can be opened by    

Excel. 

%CV  
%CV =(SD/Mean)*100 

(Index of dispersion) 

Mean value 

( Raw data  and 

calculated value) 


