
自動分注ロボット OT-2

プロトコル作成について ～基礎編～



OT-2 使用の流れ

プロトコルを作成する

キャリブレーションを行う
チップのキャリブレーション
ラボウエアのキャリブレーション

プログラムの実行



プロトコルの作成

1. メーカーウェブよりダウンロード

2. Protocol  Designer

3. テキストベースでの作成



ダウンロードをするだけで使用できます。

目的に合ったプロトコルが無い可能性がある。
微調整を行う場合、テキスト形式のプロトコルに慣れている必要がある。

プロトコル作成1 メーカーウェブよりダウンロード

〇

×

https://protocols.opentrons.com/?_ga=2.153623544.1738976803.1588035606-1593436230.1569491884

https://protocols.opentrons.com/?_ga=2.153623544.1738976803.1588035606-1593436230.1569491884


プロトコル作成2 Protocol  Designerで作成

直感的な操作でプログラムを作成できます。

PCごとにユーザー登録が必要となります。
詳細な設定ができない場合があります。

〇

×



プロトコル作成2 Protocol  Designerで作成



プロトコルの作成3 テキストベース(Python)で作成

自由度の高いプログラムが作成できます。

作成のルールやコマンドを覚える（調べる）必要があります。

〇

×



プロトコルの作成3 テキストベース(Python)で作成

使用するソフトウエア

Ｓｕｂlime Text 3
https://www.sublimetext.com/

.pyの形式で保存できるテキストエディタであれば、他のソフトウエアでも使用できます。

Sublime Text3を使用される場合は、作成したプロトコルの保存は、
File > Save as…をクリックし、ファイルの種類はPythonを指定し
ファイル名の最後に.pyと入力して保存します。

https://www.sublimetext.com/


プロトコル作成3 テキストベースで作成

from opentrons import protocol_api

metadata = {
'protocolName': 'My Protocol',
'author': 'Name <email@address.com>',
'description': 'Simple protocol to get started using OT2',
'apiLevel': '2.0'

}

def run(protocol: protocol_api.ProtocolContext):

plate = protocol.load_labware('corning_96_wellplate_360ul_flat', '2')
tiprack = protocol.load_labware('opentrons_96_tiprack_300ul', '1')

left_pipette = protocol.load_instrument('p300_single', 'left', tip_racks=[tiprack])

left_pipette.pick_up_tip()
left_pipette.aspirate(100, plate['A1'])
left_pipette.dispense(100, plate['B2'])
left_pipette.drop_tip()



プロトコル作成3 テキストベースで作成

from opentrons import protocol_api

metadata = {
'protocolName': 'My Protocol',
'author': 'Name <email@address.com>',
'description': 'Simple protocol to get started using OT2',
'apiLevel': '2.0'

}

def run(protocol: protocol_api.ProtocolContext):

plate = protocol.load_labware('corning_96_wellplate_360ul_flat', '2')
tiprack = protocol.load_labware('opentrons_96_tiprack_300ul', '1')

left_pipette = protocol.load_instrument('p300_single', 'left', tip_racks=[tiprack])

left_pipette.pick_up_tip()
left_pipette.aspirate(100, plate['A1'])
left_pipette.dispense(100, plate['B2'])
left_pipette.drop_tip()  

タブ

タブ

タブ

タブ

タブ

タブ

タブ

タブ

タブ

タブ

タブ

ルール：
1つのグループはインデント（字下げ）を行う。
（Python）



プロトコル作成3 テキストベースで作成

from opentrons import protocol_api

metadata = {
'protocolName': 'My Protocol',
'author': 'Name <email@address.com>',
'description': 'Simple protocol to get started using OT2',
'apiLevel': '2.0'

}

def run(protocol: protocol_api.ProtocolContext):

plate = protocol.load_labware('corning_96_wellplate_360ul_flat', '2')
tiprack = protocol.load_labware('opentrons_96_tiprack_300ul', '1')

left_pipette = protocol.load_instrument('p300_single', 'left', tip_racks=[tiprack])

left_pipette.pick_up_tip()
left_pipette.aspirate(100, plate['A1'])
left_pipette.dispense(100, plate['B2'])
left_pipette.drop_tip()

使用するチップラック、チューブ、
プレートの定義

使用するピペットの定義

分注動作の定義

バージョン管理



metadata = {
'protocolName': 'My Protocol',
'author': 'Name <email@address.com>',
'description': 'Simple protocol to get started using OT2',
'apiLevel': '2.0'

}

この3行は記載しなくても動作します。
プロトコルのバージョン管理等が
必要な場合に使用します。

metadata = {'apiLevel': '2.0'}

apiLevel (API version)が重要になります。
API versinoによって対応するOT-2ソフトウエアが
異なります。
また、API versionによって実装される機能が異なる
ことがあります。
例）サーマルサイクラーは2.0以降で対応。

最新バージョンや各バージョンの情報は
https://docs.opentrons.com/v2/versioning.html#determining-what-version-is-available
をご覧ください。

API Version
Introduced In OT-2 
Software

1.0 3.0.0
2.0 3.14.0
2.1 3.15.2
2.2 3.16.0

タブ

タブ

タブ

タブ

プロトコル作成3 バージョン管理

https://docs.opentrons.com/v2/versioning.html#determining-what-version-is-available


プロトコル作成3
使用するチップラック、チューブ、プレートの定義①

plate    = protocol.load_labware('corning_96_wellplate_360ul_flat', '2')
tiprack = protocol.load_labware('opentrons_96_tiprack_300ul',        '1')

ルール
1.装着するピペットに適合するチップラックを必ず用意する。
2.設置場所は重複できない。
3.単語中にスペースは使用しない。 （Python）
4.任意の名前の1文字目に数字を用いない。 （Python）

任意の名前 = protocol.load_labware (‘OTO指定の名前’, ’設置場所’)

お好きな名前をつけます。

後のプログラムではこの
名前を使用します。

Opentrons社のウェブから
適切なものを選びます。

1～11の好きな
場所を選びます。

タブ

タブ

タブ



任意の名前 = protocol.load_labware (‘OTO指定の名前’, ’設置場所’)

プロトコル作成3
使用するチップラック、チューブ、プレートの定義②

Labware Library https://labware.opentrons.com/

例： corning_96_wellplate_360ul_flat
biorad_96_wellplate_200ul_pcr
opentrons_96_aluminumblock_generic_pcr_strip_200ul

タブ



left_pipette = protocol.load_instrument('p300_single', 'left', tip_racks=[tiprack])

使用するピペットの定義

任意の名前
= protocol.load_instrument(‘ピペットの種類’, ‘左右’, tip_racks=[チップラック名])

チップラックの定義で
指定した任意の名前を
記載します。

プロトコル作成3

ピペットを装着する
マウントを指定しま
す。
leftかrightで指定し
ます。

装着するピペットの
種類を指定します。

Pipette Type Model Name

P10 Single (1 - 10 µL) 'p10_single'

P10 Multi (1 - 10 µL) 'p10_multi'

P50 Single (5 - 50 µL) 'p50_single'

P50 Multi (5 - 50 µL) 'p50_multi'

P300 Single (30 - 300 µL) 'p300_single'

P300 Multi (30 - 300 µL) 'p300_multi'

P1000 Single (100 - 1000 µL) 'p1000_single'

P20 Single GEN2 (1 - 20 µL) 'p20_single_gen2'

P300 Single GEN2 (20 - 300 µL) 'p300_single_gen2'

P1000 Single GEN2 (100 - 1000 µL) 'p1000_single_gen2'

タブ

タブ



プロトコル作成3

left_pipette.pick_up_tip()
left_pipette.aspirate(100, plate['A1'])
left_pipette.dispense(100, plate['B2'])
left_pipette.drop_tip()  

分注動作の定義①

ピペット名.動作(‘容量’, ’場所’)

動かすピペットを
指定します。
ピペットの決定で
指定した名前を
使用します。

動きを指定します。
チップをつける：pick_up_tip
チップを捨てる：drop_tip
吸引：aspirate
排出：dispense 等

タブ

タブ

タブ

タブ

タブ

動作する場所:ラボウエア名.wells(“ウェル名”)



プロトコル作成3 分注動作の定義②

ピペット名.動作(‘容量’, ’場所’)

チップの装着

left_pipetteでプレートのA1から100ulを吸引

left_pipetteでプレートのB2へ100ulを排出

チップの取り外し

P10でプレート1のH1から10ulを吸引し、プレートのA3へ排出

left_pipette.pick_up_tip()

left_pipette.aspirate(100, plate['A1'])

left_pipette.dispense(100, plate['B2'])

left_pipette.drop_tip()  

タブ

タブ

タブ

タブ

left_pipette.transfer(100, plate[‘A1’], plate['B2'])タブ

最新情報、詳細情報は
https://docs.opentrons.com/v2/ をご確認ください。

https://docs.opentrons.com/v2/



