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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量スペクトルのクワイエット領域に中心を置く同位体クラスターを生成するために２
つ以上の標識試薬を選択することと、
　該２つ以上の標識試薬で１つ以上の検体を標識して、１つ以上の被標識検体を形成する
ことと、
　サーベイ走査を実行することにより、該１つ以上の被標識検体または該被標識検体の１
つ以上の被標識フラグメントの質量を決定することと、
　前記被標識検体または被標識フラグメントのうちの１つを選択することと、
　前記選択された被標識検体または被標識フラグメントを解離エネルギーレベルに曝すこ
とにより、被標識検体または被標識フラグメントを解離することと、
　前記解離された被標識検体または被標識フラグメントの単一のエネルギー走査を実行す
ることと、
　前記解離された検体またはフラグメントの前記単一のエネルギー走査から単一のスペク
トルを受け取ることであって、前記単一のスペクトルは、前記選択された被標識検体また
は被標識フラグメントの１つ以上のレポーター・イオンおよび１つ以上の娘フラグメント
・イオンの強度ピークを含む、ことと
　を包含する、方法であって、該レポーター・イオンに関連したピークは、該スペクトル
の該クワイエット領域に位置し、
　該レポーター・イオンは、２つ以上の異なる同位体標識試薬に関連したオーバーラップ
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している同位体クラスターのたたみ込みスペクトルを生成する、
方法。
【請求項２】
　前記たたみ込みスペクトルを逆たたみ込みすることにより、前記たたみ込みスペクトル
中の各同位体クラスターに対する正規化ピーク強度を取得することをさらに包含する、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記たたみ込みスペクトル中の各同位体クラスターの前記正規化ピーク強度を比較する
ことによって、相異なる同位体標識試薬の各々の相対量を決定することをさらに包含する
、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記たたみ込みスペクトルを逆たたみ込みすることは、
　各レポーター・イオンの下位質量強度ピークに関連した全ての上側質量域娘フラグメン
ト・イオンの既知の強度寄与、および各レポーター・イオンの上位質量強度ピークに関連
した全ての下側質量域娘フラグメント・イオンの既知の強度寄与を除去することと、各リ
ポーター・イオンの主サマリー強度ピークの各々に関連した少なくとも１つの上側質量域
娘フラグメント・イオンの既知の強度寄与および少なくとも１つの下側質量域娘フラグメ
ント・イオンの既知の強度寄与を加えることとによって、前記たたみ込みスペクトルを逆
たたみ込みすることにより、前記たたみ込みスペクトル中の各同位体クラスターに対する
正規化ピーク強度を取得することを包含する、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記たたみ込みスペクトルを逆たたみ込みすることは、
　各同位体クラスターに関連した主サマリー同位体ピークを決定することと、
　個々の成分の同位体ピーク強度分布を用いて、前記主サマリー同位体ピーク、各同位体
クラスターに対する前記主サマリー同位体ピークに関連した１つ以上の上側質量域サイド
ピークおよび下側質領域サイドピークの各々の既知のピーク強度を決定することと、
　下位質量同位体ピークに関連した少なくとも１つの上側質量域成分の既知の強度寄与、
および上位質量同位体ピークに関連した少なくとも１つの下側質量域成分の既知の強度寄
与を除去することと、前記主サマリー同位体ピークの各々に関連した少なくとも１つの上
側質量域成分の既知の強度寄与および少なくとも１つの下側質量域成分の既知の強度寄与
を加えることとにより、各同位体クラスターに対する正規化ピーク強度を取得することと
　を包含する、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　質量スペクトルのクワイエット領域に中心を置く同位体クラスターを生成するために２
つ以上の標識試薬を選択することと、
　該２つ以上の標識試薬で１つ以上の検体を標識して、１つ以上の被標識検体を形成する
ことと、
　サーベイ走査を実行することにより、該１つ以上の被標識検体または該被標識検体の１
つ以上の被標識フラグメントの質量を決定することと、
　前記被標識検体または被標識フラグメントのうちの１つを選択することと、
　前記選択された被標識検体または被標識フラグメントを解離エネルギーレベルに曝すこ
とにより、被標識検体または被標識フラグメントを解離することと、
　前記解離された被標識検体または被標識フラグメントの単一のエネルギー走査を実行す
ることと、
　前記解離された検体またはフラグメントの前記単一のエネルギー走査から単一のスペク
トルを受け取ることであって、前記単一のスペクトルは、前記選択された被標識検体また
は被標識フラグメントの１つ以上のレポーター・イオンおよび１つ以上の娘フラグメント
・イオンの強度ピークを含む、ことと
　を包含する方法を実行するための複数の実行可能な命令を格納した機械可読媒体であっ
て、該レポーター・イオンに関連したピークは、該スペクトルの該クワイエット領域に位
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置し、
　該レポーター・イオンは、２つ以上の異なる同位体標識試薬に関連したオーバーラップ
している同位体クラスターのたたみ込みスペクトルを生成する、
機械可読媒体。
【請求項７】
　前記方法は、前記たたみ込みスペクトルを逆たたみ込みすることにより、前記たたみ込
みスペクトル中の各同位体クラスターに対する正規化ピーク強度を取得することをさらに
包含する、請求項６に記載の機械可読媒体。
【請求項８】
　前記方法は、前記たたみ込みスペクトル中の各同位体クラスターの前記正規化ピーク強
度を比較することによって、相異なる同位体標識試薬の各々の相対量を決定することをさ
らに包含する、請求項７に記載の機械可読媒体。
【請求項９】
　前記たたみ込みスペクトルを逆たたみ込みすることは、
　各レポーター・イオンの下位質量強度ピークに関連した全ての上側質量域娘フラグメン
ト・イオンの既知の強度寄与、および各レポーター・イオンの上位質量強度ピークに関連
した全ての下側質量域娘フラグメント・イオンの既知の強度寄与を除去することと、各リ
ポーター・イオンの主サマリー強度ピークの各々に関連した少なくとも１つの上側質量域
娘フラグメント・イオンの既知の強度寄与および少なくとも１つの下側質量域娘フラグメ
ント・イオンの既知の強度寄与を加えることとによって、前記たたみ込みスペクトルを逆
たたみ込みすることにより、前記たたみ込みスペクトル中の各同位体クラスターに対する
正規化ピーク強度を取得することを包含する、請求項７に記載の機械可読媒体。
【請求項１０】
　前記たたみ込みスペクトルを逆たたみ込みすることは、
　各同位体クラスターに関連した主サマリー同位体ピークを決定することと、
　個々の成分の同位体ピーク強度分布を用いて、前記主サマリー同位体ピーク、各同位体
クラスターに対する前記主サマリー同位体ピークに関連した１つ以上の上側質量域サイド
ピークおよび下側質領域サイドピークの各々の既知のピーク強度を決定することと、
　下位質量同位体ピークに関連した少なくとも１つの上側質量域成分の既知の強度寄与、
および上位質量同位体ピークに関連した少なくとも１つの下側質量域成分の既知の強度寄
与を除去することと、前記主サマリー同位体ピークの各々に関連した少なくとも１つの上
側質量域成分の既知の強度寄与および少なくとも１つの下側質量域成分の既知の強度寄与
を加えることとにより、各同位体クラスターに対する正規化ピーク強度を取得することと
　を包含する、請求項７に記載の機械可読媒体。
【請求項１１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと
　を備えているコンピュータシステムであって、
　前記メモリは、
　質量スペクトルのクワイエット領域に中心を置く同位体クラスターを生成するために２
つ以上の標識試薬を選択することと、
　該２つ以上の標識試薬で１つ以上の検体を標識して、１つ以上の被標識検体を形成する
ことと、
　サーベイ走査を実行することにより、該１つ以上の被標識検体または該被標識検体の１
つ以上の被標識フラグメントの質量を決定することと、
　前記被標識検体または被標識フラグメントのうちの１つを選択することと、
　前記選択された被標識検体または被標識フラグメントを解離エネルギーレベルに曝すこ
とにより、被標識検体または被標識フラグメントを解離することと、
　前記解離された被標識検体または被標識フラグメントの単一のエネルギー走査を実行す
ることと、
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　前記解離された検体またはフラグメントの前記単一のエネルギー走査から単一のスペク
トルを受け取ることであって、前記単一のスペクトルは、前記選択された被標識検体また
は被標識フラグメントの１つ以上のレポーター・イオンおよび１つ以上の娘フラグメント
・イオンの強度ピークを含む、ことと
　を包含する方法を実行するための複数の実行可能な命令を格納している、コンピュータ
システムであって、該レポーター・イオンに関連したピークは、該スペクトルの該クワイ
エット領域に位置し、
　該レポーター・イオンは、２つ以上の異なる同位体標識試薬に関連したオーバーラップ
している同位体クラスターのたたみ込みスペクトルを生成する、
システム。
【請求項１２】
　前記メモリは、
　一群のオーバーラップしている同位体クラスターのたたみ込みスペクトルとして前記単
一のスペクトルを受け取ることと、
　前記たたみ込みスペクトル中の複数の主サマリー同位体ピークの各々について、それぞ
れの主サマリー同位体ピークから少なくとも１つの下位質量同位体クラスターの上側質領
域サイドピークの既知の強度寄与および少なくとも１つの上位質量同位体クラスターの下
側質領域サイドピークの既知の強度寄与を減算し、前記同位体クラスターの少なくとも１
つの下側質領域サイドピークの既知の強度寄与および少なくとも１つの上側質量域サイド
ピークの既知の強度寄与を加えることによって、前記複数の主サマリー同位体ピークの各
々に対する前記たたみ込みスペクトル中の主サマリー同位体ピークに対する正規化ピーク
強度を決定することと、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を格納するこ
とであって、各正規化ピーク強度は、前記一群のオーバーラップしている同位体クラスタ
ーの異なる同位体クラスターを表す、ことと
　を包含する別の方法を実行するためのさらなる複数の実行可能な命令を有している、請
求項１１に記載のコンピュータシステム。
【請求項１３】
　前記プロセッサに結合された入力装置と、
　前記プロセッサに結合されたディスプレイ装置と
　をさらに備えている、請求項１１に記載のコンピュータシステム。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、少なくとも１つのマイクロプロセッサを備えている、請求項１１に
記載のコンピュータシステム。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、たたみ込みスペクトル生成源に直接結合されている、請求項１１に
記載のコンピュータシステム。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、ネットワークを介してたたみ込みスペクトル生成源に結合されてい
る、請求項１１に記載のコンピュータシステム。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、たたみ込みスペクトル生成源に含まれている、請求項１１に記載の
コンピュータシステム。
【請求項１８】
　単一スペクトル生成源と、
　前記単一スペクトル生成源に結合されたプロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと
　を備えている装置であって、
　前記メモリは、
　質量スペクトルのクワイエット領域に中心を置く同位体クラスターを生成するために２
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つ以上の標識試薬を選択することと、
　該２つ以上の標識試薬で１つ以上の検体を標識して、１つ以上の被標識検体を形成する
ことと、
　サーベイ走査を実行することにより、該１つ以上の被標識検体または該被標識検体の１
つ以上の被標識フラグメントの質量を決定することと、
　前記被標識検体または被標識フラグメントのうちの１つを選択することと、
　前記選択された被標識検体または被標識フラグメントを解離エネルギーレベルに曝すこ
とにより、被標識検体または被標識フラグメントを解離することと、
　前記解離された被標識検体または被標識フラグメントの単一のエネルギー走査を実行す
ることと、
　前記解離された検体またはフラグメントの前記単一のエネルギー走査から単一のスペク
トルを受け取ることであって、前記単一のスペクトルは、前記選択された被標識検体また
は被標識フラグメントの１つ以上のレポーター・イオンおよび１つ以上の娘フラグメント
・イオンの強度ピークを含む、ことと
　を包含する第１の方法を、前記単一スペクトル生成源を制御して実行するための第１の
複数の実行可能な命令を格納しており、
　前記メモリは、
　一群のオーバーラップしている同位体クラスターのたたみ込みスペクトルとして前記単
一のスペクトルを受け取ることと、
　前記たたみ込みスペクトル中の複数の主サマリー同位体ピークの各々について、それぞ
れの主サマリー同位体ピークから少なくとも１つの下位質量同位体クラスターの上側質領
域サイドピークの既知の強度寄与および少なくとも１つの上位質量同位体クラスターの下
側質領域サイドピークの既知の強度寄与を減算し、前記同位体クラスターの少なくとも１
つの下側質領域サイドピークの既知の強度寄与および少なくとも１つの上側質量域サイド
ピークの既知の強度寄与を加えることによって、前記複数の主サマリー同位体ピークの各
々に対する前記たたみ込みスペクトル中の主サマリー同位体ピークに対する正規化ピーク
強度を決定することと、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を格納するこ
とであって、各正規化ピーク強度は、前記一群のオーバーラップしている同位体クラスタ
ーの異なる同位体クラスターを表す、ことと
　を包含する第２の方法を実行するための第２の複数の実行可能な命令をさらに格納して
いる、装置であって、該レポーター・イオンに関連したピークは、該スペクトルの該クワ
イエット領域に位置し、
　該レポーター・イオンは、２つ以上の異なる同位体標識試薬に関連したオーバーラップ
している同位体クラスターのたたみ込みスペクトルを生成する、
装置。
【請求項１９】
　前記単一スペクトル生成源は、タンデム型質量分析計／質量分析計（ＭＳ／ＭＳ）を含
む、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記プロセッサに結合された入力装置と、
　前記プロセッサに結合されたディスプレイ装置と
　をさらに備えている、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記プロセッサは、少なくとも１つのマイクロプロセッサを備えている、請求項２０に
記載の装置。
【請求項２２】
　前記プロセッサは、たたみ込みスペクトル生成源に直接結合されている、請求項２１に
記載の装置。
【請求項２３】
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　前記プロセッサは、ネットワークを介してたたみ込みスペクトル生成源に結合されてい
る、請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記プロセッサは、たたみ込みスペクトル生成源に含まれている、請求項２１に記載の
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の参照）
　本出願は、２００３年１１月２６日出願の米国特許仮出願第６０／５２４，８４４号、
及び２００４年８月１２日出願の米国特許出願第１０／９１６，６２９号に対する優先権
を主張し、参考のためその開示内容を全体として本明細書に組み込む。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明の実施形態は、スペクトルデータの分析に関する。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　（序論）
　一部の実施形態において、本発明は、たたみ込みスペクトルを逆たたみ込み（例、正規
化）して、定性及び／又は定量分析に使用可能な正規化されたピーク強度値を得るための
方法及びシステムに関する。例えば、これらの正規化ピーク強度値を、定性及び／又は定
量測定のため検体をマークするのに用いる標識体（例、参考のため全体が本明細書に組み
込まれている米国特許出願番号１０／７６４，４５８号に記載されているような、同位体
濃縮標識体及び／又は標識用試薬）と関連付けることができる。たたみ込みスペクトルを
、定められたスペクトル領域で得られる複数成分スペクトルとすることができ、これには
、オーバーラップした同位体クラスターが含まれる。オーバーラップした同位体クラスタ
ーの質量分析によってたたみ込みスペクトルを取得することができ、各同位体クラスター
は、標識体、標識体の分画又は部分、及び／又は標識された検体を特定する。
【０００４】
　一部の実施形態において、質量分析計のような分析装置によって得られたアウトプット
・データからたたみ込みスペクトルを編成することができる。逆たたみ込みされたスペク
トルに加えて、各同位体クラスターに対する比率情報を提供することができる。ここで、
比率情報とは、各同位体クラスターに対応するピークの相対的な強度をいうものとする。
たたみ込みスペクトル及び比率情報を与えられれば、各同位体クラスターに対応する主ピ
ークと、一つ以上の上側質量域及び一つ以上の下側質量域のサイドピークとのピーク強度
を決定することが可能である。また、定性及び定量分析目的のため、同位体クラスター全
体から得られる正規化ピーク強度をクラスターごとに決定することも可能である。同位体
クラスターに対する正規化ピーク強度が決定可能であり、同位体クラスターは特定な標識
体、標識体の分画又は部分、及び／又は標識された検体を特定することができるので、正
規化ピーク強度を、分析装置によって分析される一つ以上のサンプル中の標識体及び／又
は検体双方の定性及び／又は定量測定に使うことができる。
【０００５】
　本発明の一部の実施形態において、たたみ込みスペクトルは、同重体及び／又は異性体
の標識試薬の解離による同位体クラスターの生成が可能な対象スペクトル領域を規定する
。同重体及び／又は異性体の標識試薬の解離は、標識体及び／又は標識された検体を解離
エネルギーレベルに曝す（例、衝突誘発解離（ＣＩＤ））ことによって生じさせることが
できる。各同位体クラスターの正規化ピーク強度を、同位体クラスターを生成する標識体
の存在及び／又は量と関連付けることができ、次にそれを検体の存在及び／又は量と関連
付けることができる。たたみ込みスペクトルを構成する種々の同位体クラスターを、各種
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の標識体又は各種の標識された検体にそれぞれ帰属させることができる。標識体及び／又
は標識された検体を、同一のサンプルから又は異なるサンプルから採取することができる
。一部の実施形態において、標識された検体を含む２つ以上のサンプルが混合され、各サ
ンプルは、一組の同位体標識試薬のうちの相異なる同位体標識試薬で標識されている。こ
のように、一つ以上のサンプル中の一つ以上の検体の定性及び／又は定量分析において、
たたみ込みスペクトルの解析を使うことができる。一部の実施形態において、分析装置で
の同一のエネルギー走査により、標識試薬のレポーター・イオン及び娘（ｄａｕｇｈｔｅ
ｒ）フラグメント・イオンを生成することができる。このことにより、同一エネルギー走
査によって、２つ以上のサンプルの混合形成による分析混合サンプル中にある娘フラグメ
ント・イオンを生成した検体の測定のほかその検体の相対値及び／又は絶対値定量測定を
行うことができる。
【０００６】
　さまざまな方法で、たたみ込みスペクトルを逆たたみ込みするプロセスを進めることが
できる。例えば、たたみ込みスペクトルを、複数の同位体クラスターの一つの同位体クラ
スターを各々が構成する波動関数の和と見なすことができる。また、たたみ込みスペクト
ルを複数の同位体クラスターの和とし、各々の同位体クラスターを、所定のピーク強度を
それぞれ持つ複数ピークを表す波動関数として定義することもできる。たたみ込みスペク
トルを逆たたみ込みする方法のいかんにかかわらず、解析を、たたみ込みスペクトル中の
各同位体クラスターに対するアウトプット・ピーク強度データ（例、サマリー（ｓｕｍｍ
ａｒｙ）・ピーク強度データ）から始まり、各同位体クラスターに関連するピーク強度の
加算、包含又は結合、及び、各同位体クラスターに関連しないピーク強度の減算又は除去
にいたるプロセスと見ることができる。一部の実施形態において、当業者がよく知ってい
るブラインド・デコンボリューション又はパラメータフリー手法によって、隣接同位体ク
ラスターのピークからの寄与の除去及び主サマリー・ピークのサイドピークの補償を行う
ことができる。このように、各同位体クラスターに対する正規化ピーク強度を決定するこ
とができる。結果として、たたみ込みスペクトルの分析に基づいて各同位体クラスターに
対し単一の定量値を割り当てることが可能である。
【０００７】
　波動関数を用いて分析を行う場合、サマリー・ピーク強度から正規化ピーク強度への移
行には、波動関数の解析によるピーク強度の同時加算及び減算が可能となる。これらの計
算のため、サマリー・ピーク強度を、同位体クラスター全体を規定する波動関数と見なす
ことができる。他の方法で分析を実施する場合は、サマリー・ピーク強度をアウトプット
・ピーク強度と見ることができる。この場合、個別的にピーク強度の加算及び減算を行い
、ピーク強度を所定の同位体クラスターに関連付けてこれにより同位体クラスターに対す
る正規化ピーク強度の決定へと進めるように、仮ピーク強度を割り当てることができる。
【０００８】
　本発明の一部の実施形態によって、同位体クラスターを生成できる標識試薬として使わ
れる化合物を、質量スペクトル全域中の「クワイエットゾーン」に集めることができる。
例えば、「クワイエットゾーン」を、ペプチドのような多数の検体についての強度情報を
測定し、その結果を集約し、集約結果から「クワイエットゾーン」を判断することによっ
て決定することができる。「クワイエットゾーン」は、選択した検体に対する集約結果の
中で、質量情報がほとんどあるいはまったく観察されない領域である。標識試薬及び同位
体濃縮プロセス（又は濃縮出発物質を用いる合成方法）の賢明な選択に基づいて、同位体
クラスターの分析を「クワイエットゾーン」に導くことによって、定量分析の精度を阻害
することの多いバックグラウンドノイズを最小化することができる。また、試薬から生成
される娘フラグメント・イオンを「クワイエットゾーン」に集中するように標識試薬を選
択することは、分析装置によるエネルギー走査単一回でのレポーター及び娘フラグメント
・イオンの収集の助力となる、というのは、検体に関連するフラグメント（すなわち、娘
フラグメント・イオン）と標識試薬に関連するフラグメント（すなわち、レポーター・イ
オン）との間のオーバーラップがほとんどあるいはまったくないからである。
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　本発明は、さらに、以下の手段を提供する。
（項目１）
　オーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ込みスペクトルを受信する工
程と、
　複数の主サマリー同位体ピークの各々について主サマリー同位体ピークを決定し、決定
した各主サマリー同位体ピークに対して、少なくとも一つの下位質量同位体クラスター上
側質量域サイドピークと、少なくとも一つの上位質量同位体クラスター下側質量域サイド
ピークとの既知強度寄与を、前記それぞれの主サマリー同位体ピークから差し引き、前記
同位体クラスターの少なくとも一つの下側質量域サイドピーク及び少なくとも一つの上側
質量域サイドピークの既知強度寄与を前記それぞれの主サマリー同位体ピークに加えるこ
とによって、前記たたみ込みスペクトル中の各同位体クラスターに対する正規化ピーク強
度を決定する工程と、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を保存し、各
正規化ピーク強度は、オーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位体クラ
スターを表すものとする工程と
　を包含する、方法。
（項目２）
　項目１の前記方法であって、オーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ
込みスペクトルを受信する工程は、
　前記たたみ込みスペクトルについての強度情報を受信する工程を包含し、前記たたみ込
みスペクトル強度情報は、前記群の各同位体クラスターに対する比率情報を包含するサマ
リー・ピーク強度を含むものとする、方法。
（項目３）
　項目１の前記であって、
　前記群の各同位体クラスターの少なくとも３つのピークについてのピーク強度比率情報
を受信する工程をさらに包含する、方法。
（項目４）
　項目３の前記方法であって、各同位体クラスターの前記少なくとも３つのピークについ
ての比率情報を受信する工程は、
　前記群の各同位体クラスターに対する、少なくとも一つの下側質量域サイドピーク、主
サマリー同位体ピーク及び少なくとも一つの上側質量域サイドピークについてのピーク強
度比率情報を受信する工程を包含する、方法。
（項目５）
　項目１の前記方法であって、オーバーラップした同位体クラスターの前記群の各々に対
し、前記たたみ込みスペクトル中の主サマリー同位体ピークを決定する工程は、
　選択した関数を用いて前記たたみ込みスペクトルを所定のピーク形状に当てはめる工程
を包含する、方法。
（項目６）
　項目５の前記方法であって、選択した関数を用いて前記たたみ込みスペクトルを所定の
ピーク形状に当てはめる工程は、
　　クレニガー関数、
　　ガウス関数、
　　ローレンツ関数、及び
　　ディラック・デルタ関数
　のうちの一つを用いて前記たたみ込みスペクトルを当てはめる工程を包含する、
　方法。
（項目７）
　項目５の前記方法であって、
　前記オーバーラップした同位体クラスターの各々を、前記選択した関数及び相関係数を
用いて前記所定のピーク形状に当てはめる工程をさらに包含する、方法。
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（項目８）
　項目１の前記方法であって、
　前記主サマリー同位体ピークの各々に対するサマリー・ピーク強度を決定する工程をさ
らに包含する、方法。
（項目９）
　項目８の前記方法であって、前記主サマリー同位体ピークの各々に対する前記サマリー
ピーク強度を決定する工程は、
　前記主サマリー同位体ピークの各々の質量中心の最大高さを決定する工程を包含する、
　方法。
（項目１０）
　項目８の前記方法であって、前記主サマリー同位体ピークの各々に対する前記サマリー
ピーク強度を決定する工程は、
　前記主サマリー同位体ピークの各々の下の面積を決定する工程を包含する、
　方法。
（項目１１）
　項目１０の前記方法であって、前記主サマリー同位体ピークの各々の下の面積を決定す
る工程は、
　前記サマリー・ピークの計算された幅の間にある前記主サマリー同位体ピークの各々の
下の前記面積を決定する工程を包含する、
　方法。
（項目１２）
　項目１１の前記方法であって、前記サマリー同位体ピークの前記計算された幅は、前記
サマリー同位体ピークの前記高さが半分の箇所で計算される、方法。
（項目１３）
　項目１の前記方法であって、各同位体クラスターに対する正規化ピーク強度を決定する
工程は、決定される各主サマリー同位体ピークに対して、
　少なくとも前記一つ下位の質量のオーバーラップ同位体クラスターの上側質量域サイド
ピークの前記既知強度と、少なくとも前記一つ上位の質量のオーバーラップ同位体クラス
ターの下側質量域サイドピークの前記既知強度とを、前記主サマリー同位体ピークの前記
強度から差し引いて仮ピーク強度を求める工程と、
　前記主サマリー同位体ピークに関連する前記同位体クラスターの少なくとも一つの下側
質量域サイドピークの既知強度及び前記主サマリー同位体ピークに関連する前記同位体ク
ラスターの少なくとも一つの上側質量域サイドピークの既知強度を、前記仮結果に加えて
前記主サマリー同位体ピークの前記正規化ピーク強度を得る工程とを包含する、
　方法。
（項目１４）
　項目１３の前記方法であって、前記差し引く工程は、
　オーバーラップしている少なくとも前記一つ下位の質量の同位体クラスターの上側質量
域サイドピークのピーク高さと、オーバーラップしている少なくとも前記一つ上位の質量
の同位体クラスターの下側質量域サイドピークのピーク高さとを、前記主サマリー同位体
ピークのピーク高さから差し引いて仮ピーク高さを求める工程を包含する、
　方法。
（項目１５）
　項目１３の前記方法であって、前記加える工程は、
　前記主サマリー同位体ピークに関連する前記同位体クラスターの少なくとも前記下側質
量域サイドピークのピーク高さ及び前記主サマリー同位体ピークに関連する前記同位体ク
ラスターの少なくとも前記上側質量域サイドピークのピーク高さを、前記仮ピーク高さに
加えて前記主サマリー同位体ピークの正規化ピーク高さを得る工程を包含する、
　方法。
（項目１６）
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　項目１３の前記方法であって、前記差し引く工程は、
　オーバーラップしている少なくとも前記一つ下位の質量の同位体クラスターの上側質量
域サイドピークのピーク面積と、オーバーラップしている少なくとも前記一つ上位の質量
の同位体クラスターの下側質量域サイドピークのピーク面積とを、前記主サマリー同位体
ピークのピーク面積から差し引いて仮ピーク面積を求める工程を包含する、
　方法。
（項目１７）
　項目１３の前記方法であって、前記加える工程は、
　前記主サマリー同位体ピークに関連する前記同位体クラスターの少なくとも前記下側質
量域サイドピークのピーク面積及び前記主サマリー同位体ピークに関連する前記同位体ク
ラスターの少なくとも前記上側質量域サイドピークのピーク面積を前記仮ピーク面積に加
えて、前記主サマリー同位体ピークの正規化ピーク面積を得る工程を包含する、
　方法。
（項目１８）
　項目１３の前記方法であって、前記差し引く工程及び前記加える工程は、選択されたア
ルゴリズムに従って実施される、方法。
（項目１９）
　項目１８の前記方法であって、前記選択されたアルゴリズムは、
　ガウス－ニュートン・アルゴリズム、
　シンプレックス・アルゴリズム
　ジェネリック・アルゴリズム、
　ＬＵ分解、及び
　ＳＶ分解のうちの一つを含む、
　方法。
（項目２０）
　項目１３の前記方法であって、前記加える工程は前記差し引く工程の前に実行される、
方法。
（項目２１）
　下記の方法を実施するための複数の実行可能命令を格納している機械可読媒体であって
、該方法が、
　オーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ込みスペクトルを受信する工
程と、
　複数の主サマリー同位体ピークの各々について主サマリー同位体ピークを決定し、決定
した各主サマリー同位体ピークに対して、少なくとも一つの下位質量同位体クラスター上
側質量域サイドピークと、少なくとも一つの上位質量同位体クラスター下側質量域サイド
ピークとの既知強度寄与を、前記それぞれの主サマリー同位体ピークから差し引き、前記
同位体クラスターの少なくとも一つの下側質量域サイドピーク及び少なくとも一つの上側
質量域サイドピークの既知強度寄与を前記それぞれの主サマリー同位体ピークに加えるこ
とによって、前記たたみ込みスペクトル中の各同位体クラスターに対する正規化ピーク強
度を決定する工程と、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を保存し、各
正規化ピーク強度は、オーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位体クラ
スターを表すものとする工程とを包含する
　媒体。
（項目２２）
　項目２１の前記機械可読媒体であって、オーバーラップした同位体クラスターの群に対
するたたみ込みスペクトルを受信する工程は、
　前記たたみ込みスペクトルについての強度情報を受信する工程を包含し、前記たたみ込
みスペクトル強度情報は、オーバーラップした各同位体クラスターに対する個別の強度情
報を包含するサマリー強度を含むものとする、
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　媒体。
（項目２３）
　項目２２の前記機械可読媒体であって、
　前記群の各同位体クラスターの少なくとも３つのピークについての個別ピーク強度比率
情報を受信する工程をさらに包含する、媒体。
（項目２４）
　項目２３の前記機械可読媒体であって、各同位体クラスターの前記少なくとも３つのピ
ークについての比率情報を受信する工程は、
　オーバーラップした各同位体クラスターに対する、下側質量域サイドピークと主サマリ
ー同位体ピークと上側質量域サイドピークとについてのピーク強度比率情報を受信する工
程を包含する、
　媒体。
（項目２５）
　項目２１の前記機械可読媒体であって、オーバーラップした同位体クラスターの前記群
の各々に対し、前記たたみ込みスペクトル中の主サマリー同位体ピークを決定する工程は
、
　選択した関数を用いて前記たたみ込みスペクトルを所定のピーク形状に当てはめる工程
を包含する、
　媒体。
（項目２６）
　項目２５の前記機械可読媒体であって、選択した関数を用いて前記たたみ込みスペクト
ルを所定のピーク形状に当てはめる工程は、
　　クレニガー関数、
　　ガウス関数、
　　ローレンツ関数、及び
　　ディラック・デルタ関数
　の一つを用いて前記たたみ込みスペクトルを当てはめる工程とする、
　媒体。
（項目２７）
　項目２５の前記機械可読媒体であって、
　前記オーバーラップした同位体クラスターの各々を、前記選択した関数及び相関係数を
用いて前記所定のピーク形状に当てはめる工程をさらに包含する、媒体。
（項目２８）
　項目２１の前記機械可読媒体であって、
　前記主サマリー同位体ピークの各々に対するサマリー・ピーク強度を決定する工程をさ
らに包含する、媒体。
（項目２９）
　項目２８の前記機械可読媒体であって、前記主サマリー同位体ピークの各々に対する前
記サマリー・ピーク強度を決定する工程は、
　前記主サマリー同位体ピークの各々の質量中心の最大高さを決定する工程を包含する、
　媒体。
（項目３０）
　項目２８の前記機械可読媒体であって、前記サマリー同位体ピークの各々に対するサマ
リー・ピーク強度を決定する工程は、
　前記主サマリー同位体ピークの各々の下の面積を決定する工程を包含する、
　媒体。
（項目３１）
　項目３０の前記機械可読媒体であって、前記主サマリー同位体ピークの各々の下の面積
を決定する工程は、
　前記サマリー同位体ピークの計算された幅の間にある前記主サマリー同位体ピークの各



(12) JP 4662581 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

々の下の前記面積を決定する工程を包含する、
　媒体。
（項目３２）
　項目３１の前記機械可読媒体であって、前記サマリー同位体ピークの前記計算された幅
は、前記サマリー同位体ピークの前記高さが半分の箇所で計算される、媒体。
（項目３３）
　項目２１の前記機械可読媒体であって、各同位体クラスターに対する正規化ピーク強度
を決定する工程は、決定される各主サマリー同位体ピークに対して、
　前記一つ下位の質量のオーバーラップ同位体クラスターの上側質量域サイドピークの前
記既知強度と、前記一つ上位の質量のオーバーラップ同位体クラスターの下側質量域サイ
ドピークの前記既知強度とを、前記主サマリー同位体ピークの前記強度から差し引いて仮
ピーク強度を求める工程と、
　前記主サマリー同位体ピークに関連する前記同位体クラスターの少なくとも下側質量域
サイドピークの既知強度及び前記主サマリー同位体ピークに関連する前記同位体クラスタ
ーの上側質量域サイドピークの既知強度を、前記仮結果に加えて前記主サマリー同位体ピ
ークの前記正規化ピーク強度を得る工程を包含する、
　媒体。
（項目３４）
　項目３３の前記機械可読媒体であって、前記差し引く工程は、
　前記一つ下位の質量のオーバーラップ同位体クラスターの上側質量域サイドピークのピ
ーク高さと、前記一つ上位の質量のオーバーラップ同位体クラスターの下側質量域サイド
ピークのピーク高さとを、前記主サマリー同位体ピークのピーク高さから差し引いて仮ピ
ーク高さを求める工程を包含する、
　媒体。
（項目３５）
　項目３３の前記機械可読媒体であって、前記加える工程は、
　前記主サマリー同位体ピークに関連する前記同位体クラスターの少なくとも前記下側質
量域サイドピークのピーク高さ及び前記主サマリー同位体ピークに関連する前記同位体ク
ラスターの前記上側質量域サイドピークのピーク高さを、前記仮ピーク高さに加えて前記
主サマリー同位体ピークの正規化ピーク高さを得る工程を包含する、
　媒体。
（項目３６）
　項目３３の前記機械可読媒体であって、前記差し引く工程は、
　前記一つ下位の質量のオーバーラップ同位体クラスターの上側質量域サイドピークのピ
ーク面積と、前記一つ上位の質量のオーバーラップ同位体クラスターの下側質量域サイド
ピークのピーク面積とを、前記主サマリー同位体ピークのピーク面積から差し引いて仮ピ
ーク面積を求める工程を包含する、
　媒体。
（項目３７）
　項目３３の前記機械可読媒体であって、前記加える工程は、
　前記主サマリー同位体ピークに関連する前記同位体クラスターの少なくとも前記下側質
量域サイドピークのピーク面積及び前記主サマリー同位体ピークに関連する前記同位体ク
ラスターの前記上側質量域サイドピークのピーク面積を、前記仮ピーク面積に加えて前記
主サマリー同位体ピークの正規化ピーク面積を得る工程を包含する、
　媒体。
（項目３８）
　項目３３の前記機械可読媒体であって、前記差し引く工程及び前記加える工程は、選択
されたアルゴリズムに従って実施される、媒体。
（項目３９）
　項目３８の前記機械可読媒体であって、前記選択されたアルゴリズムは、
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　ガウス－ニュートン・アルゴリズム、
　シンプレックス・アルゴリズム
　ジェネリック・アルゴリズム、
　ＬＵ分解、及び
　ＳＶ分解
のうちの一つを含む、媒体。
（項目４０）
　項目３３の前記機械可読媒体であって、前記加える工程は前記差し引く工程の前に実行
される、媒体。
（項目４１）
　オーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ込みスペクトルを受信する工
程と、
　前記たたみ込みスペクトル中の複数の主サマリー同位体ピークから、前記群の各同位体
クラスターに対する主サマリー同位体ピークを決定する工程と、
　前記主サマリー同位体ピークの各々に対するサマリー強度を決定する工程と、
　より下位の質量同位体クラスターの上側質量域サイドピークのすべてと、より上位の質
量同位体クラスターの下側質量域サイドピークのすべてとの既知強度寄与を、前記主サマ
リー同位体ピークの前記サマリー強度から差し引き、前記主サマリー同位体ピークに対す
る前記オーバーラップした同位体クラスターの少なくとも一つの下側質量域サイドピーク
及び少なくとも一つの上側質量域サイドピークの既知強度寄与を、前記主サマリー同位体
ピークの前記サマリー強度に加えることによって、前記主サマリー同位体ピークの各々の
正規化ピーク強度を決定する工程と、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を保存し、各
正規化ピーク強度はオーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位体クラス
ターを表すものとする工程と
　を包含する、方法。
（項目４２）
　下記の方法を実施するための複数の実行可能命令を格納している機械可読の媒体であっ
て、該方法が、
　オーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ込みスペクトルを受信する工
程と、
　前記たたみ込みスペクトル中の複数の主サマリー同位体ピークから、前記群の各同位体
クラスターに対する主サマリー同位体ピークを決定する工程と、
　前記主サマリー同位体ピークの各々に対するサマリー強度を決定する工程と、
　より下位の質量同位体クラスターの上側質量域サイドピークのすべてと、より上位の質
量同位体クラスターの下側質量域サイドピークのすべてとの既知強度寄与を、前記主サマ
リー同位体ピークの前記サマリー強度から差し引き、前記主サマリー同位体ピークに対す
る前記オーバーラップした同位体クラスターの少なくとも一つの下側質量域サイドピーク
及び少なくとも一つの上側質量域サイドピークの既知強度寄与を、前記主サマリー同位体
ピークの前記サマリー強度に加えることによって、前記複数の主サマリー同位体ピークの
各々の正規化ピーク強度を決定する工程と、
　前記複数のサマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を保存し、各正
規化ピーク強度はオーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位体クラスタ
ーを表すものとする工程とを包含する
　媒体。
（項目４３）
　プロセッサと、
　前記プロセッサに連結された入力ポートであって、たたみ込みスペクトルデータを受信
する入力ポートと、
　前記入力ポート及び前記プロセッサに連結されたメモリであって、前記入力ポートから
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前記たたみ込みスペクトルデータを格納し、以下の方法を実施するための複数の実行可能
命令をさらに格納しているメモリと
　を含む、コンピュータシステムであって、該方法が、
　オーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ込みスペクトルを受信する工
程と、
　各主サマリー同位体ピークに対し、少なくとも一つの下位質量同位体クラスター上側質
量域サイドピークと、少なくとも一つの上位質量同位体クラスター下側質量域サイドピー
クとの既知強度寄与を、前記それぞれの主サマリー同位体ピークから差し引き、前記同位
体クラスターの少なくとも一つの下側質量域サイドピーク及び少なくとも一つの上側質量
域サイドピークの既知強度寄与を前記それぞれの主サマリー同位体ピークに加えることに
よって、前記たたみ込みスペクトル中の複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前
記たたみ込みスペクトル中の主サマリー同位体ピークの正規化ピーク強度を決定する工程
と、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を保存し、各
正規化ピーク強度はオーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位体クラス
ターを表すものとする工程とを包含する、
　コンピュータシステム。
（項目４４）
　たたみ込みスペクトル生成源と、
　前記たたみ込みスペクトル生成源に連結されたプロセッサであって、前記たたみ込みス
ペクトル生成源からたたみ込みスペクトルデータを受信するプロセッサと、
　前記プロセッサに連結されたメモリであって、入力ポートから前記たたみ込みスペクト
ルデータを格納し、以下の方法を実施するための複数の実行可能命令をさらに格納してい
るメモリと
　を含む、装置であって、該方法が、
　オーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ込みスペクトルを受信する工
程と、
　各主サマリー同位体ピークに対して、少なくとも一つの下位質量同位体クラスター上側
質量域サイドピークと、少なくとも一つの上位質量同位体クラスター下側質量域サイドピ
ークとの既知強度寄与を、前記それぞれの主サマリー同位体ピークから差し引き、前記同
位体クラスターの少なくとも一つの下側質量域サイドピーク及び少なくとも一つの上側質
量域サイドピークの既知強度寄与を前記それぞれの主サマリー同位体ピークに加えること
によって、前記たたみ込みスペクトル中の複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する
前記たたみ込みスペクトル中の主サマリー同位体ピークの正規化ピーク強度を決定する工
程と、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を保存し、各
正規化ピーク強度はオーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位体クラス
ターを表すものとする工程とを包含する、
　装置。
（項目４５）
　項目４４の前記装置であって、前記たたみ込みスペクトル生成源は、
　タンデム型質量分析計／質量分析計（ＭＳ／ＭＳ）を含む、装置。
（項目４６）
　プロセッサと、
　前記プロセッサに連結された入力ポートであって、たたみ込みスペクトルデータを受信
する入力ポートと、
　前記入力ポート及び前記プロセッサに連結されたメモリであって、前記メモリは前記入
力ポートから前記たたみ込みスペクトルデータを格納し、以下の方法を実施するための複
数の実行可能命令をさらに格納しているメモリと
　を含む、コンピュータシステムであって、該方法が、
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　オーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ込みスペクトルを受信する工
程と、
　オーバーラップした同位体クラスターの前記群の各々に対する前記たたみ込みスペクト
ル中の主サマリー同位体ピークを決定する工程と、
　前記主サマリー同位体ピークの各々に対するサマリー強度を決定する工程と、
　より下位の質量同位体クラスターの上側質量域サイドピークのすべてと、より上位の質
量同位体クラスターの下側質量域サイドピークのすべてとの既知強度寄与を、前記主サマ
リー同位体ピークの前記サマリー強度から差し引き、前記主サマリー同位体ピークに対す
る前記オーバーラップした同位体クラスターの少なくとも一つの下側質量域サイドピーク
及び少なくとも一つの上側質量域サイドピークの既知強度寄与を、前記主サマリー同位体
ピークの前記サマリー強度に加えることによって、前記主サマリー同位体ピークの各々の
正規化ピーク強度を決定する工程と、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を保存し、各
正規化ピーク強度はオーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位体クラス
ターを表すものとする工程とを包含する、
　コンピュータシステム。
（項目４７）
　たたみ込みスペクトル生成源と、
　前記たたみ込みスペクトル生成源に連結されたプロセッサであって、前記たたみ込みス
ペクトル生成源からたたみ込みスペクトルデータを受信するプロセッサと、
　前記プロセッサに連結されたメモリであって、入力ポートから前記たたみ込みスペクト
ルデータを格納し、以下の方法を実施するための複数の実行可能命令をさらに格納してい
るメモリと
　を含む、装置であって、該方法が、
　オーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ込みスペクトルを受信する工
程と、
　前記たたみ込みスペクトル中の複数の主サマリー同位体ピークから、各同位体クラスタ
ーに対する主サマリー同位体ピークを決定する工程と、
　前記主サマリー同位体ピークの各々に対するサマリー強度を決定する工程と、
　より下位の質量同位体クラスターの上側質量域サイドピークのすべてと、より上位の質
量同位体クラスターの下側質量域サイドピークのすべてとの既知強度寄与を、前記主サマ
リー同位体ピークの前記サマリー強度から差し引き、前記主サマリー同位体ピークに対す
る前記オーバーラップした同位体クラスターの少なくとも一つの下側質量域サイドピーク
及び少なくとも一つの上側質量域サイドピークの既知強度寄与を、前記主サマリー同位体
ピークの前記サマリー強度に加えることによって、前記主サマリー同位体ピークの各々の
正規化ピーク強度を決定する工程と、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を保存し、各
正規化ピーク強度はオーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位体クラス
ターを表すものとする工程とを包含する、
　装置。
（項目４８）
　項目４７の前記装置であって、前記たたみ込みスペクトル生成源は、
　タンデム型質量分析計／質量分析計（ＭＳ／ＭＳ）を含む、装置。
（項目４９）
　ピーク・データの様式を選択する工程と、
　ピーク形状関数を選択する工程と、
　オーバーラップした同位体クラスターの群に対する複数の主サマリー同位体ピークを含
む同位体クラスター分布を選定する工程と、
　前記ピーク形状関数を使い、前記クラスタの形状をベースライン・クラスター分布に当
てはめて前記同位体クラスター分布に対するクラスター形状を生成する工程と、
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　相関係数を選定する工程と、
　計算アルゴリズムを選択する工程と、
　前記計算アルゴリズム及び相関係数を使って、一つ下位の同位体クラスターの上側質量
域サイドピークが寄与する既知強度と、一つ上位の同位体クラスターの下側質量域サイド
ピークの既知強度とを各主サマリー同位体ピークのサマリー強度から差し引き、前記サマ
リー同位体ピークに対する下側質量域サイドピーク及び上側質量域サイドピークの既知強
度を、前記各種サマリー同位体ピークの前記サマリー強度に加えることによって、前記同
位体クラスター分布の各主サマリー同位体ピークに対する正規化ピーク強度を計算する工
程と、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度をアウトプッ
トし、各正規化ピーク強度はオーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位
体クラスターを表すものとする工程と
　を包含する、方法。
（項目５０）
　下記の方法を実施するための複数の実行可能命令を格納している機械可読の媒体であっ
て、該方法が、
　ピーク・データの様式を選択する工程と、
　ピーク形状関数を選択する工程と、
　オーバーラップした同位体クラスターの群に対する複数の主サマリー同位体ピークを含
む同位体クラスター分布を選定する工程と、
　前記ピーク形状関数を使い、前記クラスタ形状をベースライン・クラスター分布に当て
はめて前記同位体クラスター分布に対するクラスター形状を生成する工程と、
　相関係数を選定する工程と、
　計算アルゴリズムを選択する工程と、
　前記計算アルゴリズム及び相関係数を使って、一つ下位の同位体クラスターの上側質量
域サイドピークが寄与する既知強度と、一つ上位の同位体クラスターの下側質量域サイド
ピークの既知強度とを各主サマリー同位体ピークのサマリー強度から差し引き、前記同位
体クラスターに対する下側質量域サイドピーク及び上側質量域サイドピークの既知強度を
、前記各種サマリー同位体ピークの前記サマリー強度に加えることによって、前記同位体
クラスター分布の各主サマリー同位体ピークに対する正規化ピーク強度を計算する工程と
、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度をアウトプッ
トし、各正規化ピーク強度はオーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位
体クラスターを表すものとする工程とを包含する、
　媒体。
（項目５１）
　各々があるサマリー強度を持ち、各々が、オーバーラップした同位体クラスターの群の
一つに関連している、複数の主サマリー同位体ピークを包含するたたみ込みスペクトルを
受信する工程と、
　一つ下位の同位体ピークの上側質量域サイドピークによる既知強度寄与と、一つ上位の
同位体ピークの下側質量域サイドピークによる既知強度寄与とを前記主サマリー同位体ピ
ークの前記サマリー強度から差し引き、前記主サマリー同位体ピークに関連する前記一つ
のオーバーラップしたクラスターの下側質量域サイドピークの既知強度及び上側質量域サ
イドピークの既知強度を、前記各主サマリー同位体ピークの前記サマリー強度に加えるこ
とによって、前記たたみ込みスペクトル中の前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に
対する正規化ピーク強度を決定する工程と、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を保存し、各
正規化ピーク強度はオーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位体クラス
ターを表すものとする工程と
　を包含する、方法。
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（項目５２）
　下記の方法を実施するための複数の実行可能命令を格納している機械可読の媒体であっ
て、該方法が、
　各々があるサマリー強度を持ち、各々が、オーバーラップした同位体クラスターの群の
一つに関連している、複数の主サマリー同位体ピークを包含するたたみ込みスペクトルを
受信する工程と、
　一つ下位の同位体ピークの上側質量域サイドピークによる既知強度寄与と、一つ上位の
同位体ピークの下側質量域サイドピークによる既知強度寄与とを前記主サマリー同位体ピ
ークの前記サマリー強度から差し引き、前記サマリー同位体ピークに関連する前記一つの
オーバーラップしたクラスターの下側質量域サイドピークの既知強度及び上側質量域サイ
ドピークの既知強度を、前記各種サマリー同位体ピークの前記サマリー強度に加えること
によって、前記たたみ込みスペクトル中の前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対
する正規化ピーク強度を決定する工程と、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を保存し、各
正規化ピーク強度はオーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位体クラス
ターを表すものとする工程とを包含する、
　媒体。
（項目５３）
　各々があるサマリー強度を持ち、各々が、オーバーラップした同位体クラスターの群の
一つに関連している、複数の主サマリー同位体ピークを包含するたたみ込みスペクトルを
受信する工程と、
　より下位のすべての同位体ピークの上側質量域サイドピークに対する既知強度と、より
上位のすべての同位体ピークの下側質量域サイドピークに対する既知強度とを、前記主サ
マリー同位体ピークの前記サマリー強度から除去し、前記主サマリー同位体ピークに関連
する前記一つのオーバーラップしたクラスターの下側質量域サイドピークの既知強度及び
上側質量域サイドピークの既知強度を、前記各種サマリー同位体ピークの前記サマリー強
度に加えることによって、前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する正規化ピー
ク強度を決定する工程と、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を保存し、各
正規化ピーク強度はオーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位体クラス
ターを表すものとする工程と
　を包含する、方法。
（項目５４）
　下記の方法を実施するための複数の実行可能命令を格納している機械可読の媒体であっ
て、該方法が、
　各々があるサマリー強度を持ち、各々が、オーバーラップした同位体クラスターの群の
一つに関連している、複数の主サマリー同位体ピークを包含するたたみ込みスペクトルを
受信する工程と、
　より下位のすべての同位体ピークの上側質量域サイドピークに対する既知強度と、より
上位のすべての同位体ピークの下側質量域サイドピークに対する既知強度とを、前記主サ
マリー同位体ピークの前記サマリー強度から除去し、前記主サマリー同位体ピークに関連
する前記一つのオーバーラップしたクラスターの下側質量域サイドピークの既知強度及び
上側質量域サイドピークの既知強度を、前記各種サマリー同位体ピークの前記サマリー強
度に加えることによって、前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する正規化ピー
ク強度を決定する工程と、
　前記複数の主サマリー同位体ピークの各々に対する前記正規化ピーク強度を保存し、各
正規化ピーク強度はオーバーラップした同位体クラスターの前記群の個々の同位体クラス
ターを表するものとする工程とを包含する、
　媒体。
（項目５５）
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　複数の検体の各々を、複数の同位体標識試薬の相異なる一つで標識する工程と、
　前記複数の同位体標識試薬の各々に対する個々の成分の同位体ピーク強度分布を取得す
る工程と、
　前記標識された複数の検体を混合する工程と、
　前記混合した検体の分析からたたみ込みスペクトルを取得する工程であって、前記たた
み込みスペクトルはオーバーラップした同位体クラスターの群を含み、各同位体クラスタ
ーは、前記複数の検体の標識に用いた前記複数の同位体標識試薬各々の相異なる一つに関
連するものとする工程と、
　　各同位体クラスターに関連する主サマリー同位体ピークを決定する工程、
　　前記個々の成分の同位体ピーク強度分布を用いて、各同位体クラスターの前記主サマ
リー同位体ピークに関連する、前記主サマリー同位体ピークと一つ以上の上側質量域サイ
ドピーク及び下側質量域サイドピークとの各々に対する既知ピーク強度を決定する工程、
及び、
　　下位質量の同位体ピークに関連する少なくとも一つの上側質量域成分と、上位質量の
同位体ピークに関連する少なくとも一つの下側質量域成分との前記既知強度寄与を除去し
、各主サマリー同位体ピークに関連する少なくとも一つの上側質量域成分及び少なくとも
一つの下側質量域成分の前記既知強度寄与を加え、これにより各同位体クラスターに対す
る前記正規化ピーク強度を得る工程によって、
　前記たたみ込みスペクトルを逆たたみ込みする工程と、
　オプションとして、前記逆たたみ込みしたスペクトルをアウトプットする工程と
　を包含する、方法。
（項目５６）
　複数の検体の各々を、複数の同位体標識試薬の相異なる一つで標識する工程と、
　前記複数の同位体標識試薬の各々に対する個々の成分の同位体ピーク強度分布を取得す
る工程と、
　前記標識された複数の検体を混合する工程と、
　前記混合した検体の分析からたたみ込みスペクトルを取得する工程であって、前記たた
み込みスペクトルはオーバーラップした同位体クラスターの群を含み、各同位体クラスタ
ーは、前記複数の検体の標識に用いた前記複数の同位体標識試薬の各々の相異なる一つに
関連するものとする、工程と、
　各同位体クラスターと関連する主サマリー同位体ピークを決定する工程と、
　前記個々の成分の同位体ピーク強度分布を用いて、各同位体クラスターに対する前記主
サマリー同位体ピークに関連する、前記主サマリー同位体ピーク、及び前記一つ以上の上
側質量域サイドピーク及び下側質量域サイドピークの各々に対する既知ピーク強度を決定
する工程と、
　下位質量の同位体クラスターに関連するすぐ隣の上側質量域成分と上位質量の同位体ク
ラスターに関連するすぐ隣の下側質量域成分との既知強度寄与を除去し、各主サマリー同
位体ピークに関連する少なくとも一つの上側質量域成分及び少なくとも一つの下側質量域
成分の前記既知強度寄与を加え、これにより各同位体クラスターに対する前記正規化ピー
ク強度を得ることによって、前記たたみ込みスペクトルを逆たたみ込みする機械実行可能
ロジックを持つ工程と、
　オプションとして、前記逆たたみ込みスペクトルをアウトプットする前記機械実行可能
ロジックを持つ工程と
　を包含する、方法。
（項目５７）
　複数の検体の各々を、複数の同位体標識試薬の相異なる一つで標識する工程と、
　前記複数の同位体標識試薬の各々に対する個々の成分の同位体ピーク強度分布を取得す
る工程と、
　前記標識された複数の検体を混合する工程と、
　前記混合した検体の分析からたたみ込みスペクトルを取得する工程であって、前記たた
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み込みスペクトルはオーバーラップした同位体クラスターの群を含み、各同位体クラスタ
ーは、前記複数の検体の標識に用いた前記複数の同位体標識試薬の相異なる一つに関連す
るものとする工程と、
　各同位体クラスターと関連する主サマリー同位体ピークを決定する工程と、
　前記個々の成分の同位体ピーク強度分布を用いて、各同位体クラスターに対する前記主
サマリー同位体ピークに関連する、前記主サマリー同位体ピークと前記一つ以上の上側質
量域サイドピーク及び下側質量域サイドピークとの各々に対する既知ピーク強度を決定す
る工程と、
　下位質量の同位体ピークに関連するすべての上側質量域成分と、上位質量の同位体ピー
クに関連するすべての下側質量域成分との前記既知強度寄与を除去し、各主サマリー同位
体ピークに関連する少なくとも一つの上側質量域成分及び少なくとも一つの下側質量域成
分を加え、これにより各同位体クラスターに対する前記正規化ピーク強度を得ることによ
って、前記たたみ込みスペクトルを逆たたみ込みする工程と、
　オプションとして、前記逆たたみ込みしたスペクトルをアウトプットする工程と
　を包含する、方法。
（項目５８）
　複数の検体の各々を、複数の同位体標識試薬の相異なる一つで標識する工程と、
　前記複数の同位体標識試薬の各々に対する個々の成分の同位体ピーク強度分布を取得す
る工程と、
　前記標識された複数の検体を混合する工程と、
　前記混合した検体の前記分析からたたみ込みスペクトルを取得する工程であって、前記
たたみ込みスペクトルはオーバーラップした同位体クラスターの群を含み、各同位体クラ
スターは、前記複数の検体の標識に用いた前記複数の同位体標識試薬の各々の相異なる一
つに関連するものとする工程と、
　各同位体クラスターと関連する主サマリー同位体ピークを決定する工程と、
　前記個々の成分の同位体ピーク強度分布を用いて、各同位体クラスターに対する前記主
サマリー同位体ピークに関連する、前記主サマリー同位体ピーク、及び前記一つ以上の上
側質量域サイドピーク及び下側質量域サイドピークの各々に対する既知ピーク強度を決定
する工程と、
　より下位の同位体クラスターに関連するすべての上側質量域成分と、より上位の同位体
クラスターに関連するすべての下側質量域成分の既知強度とを除去し、各主サマリー同位
体ピークに関連する少なくとも一つの上側質量域成分及び少なくとも一つの下側質量域成
分の既知強度寄与を加え、これにより各同位体クラスターに対する正規化ピーク強度を得
ることによって、前記たたみ込みスペクトルを逆たたみ込みする機械実行可能ロジックを
持つ工程と、
　オプションとして、前記逆たたみ込みしたスペクトルをアウトプットする機械実行可能
ロジックを持つ工程と
　を包含する、方法。
（項目５９）
　複数の同位体標識試薬に関連しオーバーラップしている同位体クラスターの群に対する
たたみ込みスペクトルを受信する工程と、
　前記たたみ込みスペクトル中の前記同位体クラスターの各々の主サマリー同位体ピーク
及び前記主サマリー同位体ピークの各々に対するピーク強度を決定する工程と、
　オーバーラップした同位体クラスターの前記群からすべての主サマリー同位体ピークを
選定する工程と、
　一つ下位の同位体の上側質量域ピークの既知強度寄与と、一つ上位の同位体の下側質量
域ピークの既知強度寄与とを、各主サマリー同位体ピークの前記強度から同時に差し引く
工程と、
　各同位体クラスターの下側質量域サイドピーク及び上側質量域サイドピークの既知強度
寄与を、前記同位体クラスターの前記それぞれの主サマリー同位体ピークの前記強度に同
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時に加える工程と、
　オプションとして、前記同時実施の減算と加算との前記結果を保存する工程と
　を包含する、方法。
（項目６０）
　下記の方法を実施するための複数の実行可能命令を格納している機械可読媒体であって
、該方法が、
　複数の同位体標識試薬に関連しオーバーラップしている同位体クラスターの群に対する
たたみ込みスペクトルを受信する工程と、
　前記たたみ込みスペクトル中の前記同位体クラスターの各々の主サマリー同位体ピーク
及び前記主サマリー同位体ピークの各々に対するピーク強度を決定する工程と、
　オーバーラップした同位体クラスターの前記群からすべての主サマリー同位体ピークを
選定する工程と、
　一つ下位の同位体の上側質量域ピークの既知強度寄与と、一つ上位の同位体の下側質量
域ピークの既知強度寄与とを、各主サマリー同位体ピークの前記強度から同時に差し引く
工程と、
　各同位体クラスターの下側質量域サイドピーク及び上側質量域サイドピークの既知強度
寄与を、前記同位体クラスターの前記それぞれの主サマリー同位体ピークの前記強度に同
時に加える工程と、
　オプションとして、前記同時実施の減算と加算との前記結果を保存する工程とを包含す
る、
　媒体。
（項目６１）
　複数の同位体標識試薬に関連しオーバーラップしている同位体クラスターの群に対する
たたみ込みスペクトルを受信する工程と、
　前記たたみ込みスペクトル中の前記同位体クラスターの各々の主サマリー同位体ピーク
及び前記主サマリー同位体ピークの各々に対するピーク強度を決定する工程と、
　オーバーラップした同位体クラスターの前記群からすべての主サマリー同位体ピークを
選定する工程と、
　下位の同位体の上側質量域ピークすべての既知強度寄与と、上位の同位体の下側質量域
ピークすべての既知強度寄与とを、各主サマリー同位体ピークの前記強度から同時に差し
引く工程と、
　各同位体クラスターのすべての下側質量域サイドピーク及び上側質量域サイドピークの
すべての既知強度寄与を、前記同位体クラスターの前記それぞれの主サマリー同位体ピー
クの前記強度に同時に加える工程と、
　オプションとして、前記同時実施の減算と加算との前記結果を保存する工程と
　を包含する、方法。
（項目６２）
　下記の方法を実施するための複数の実行可能命令を格納している機械可読媒体であって
、該方法が、
　複数の同位体標識試薬に関連しオーバーラップしている同位体クラスターの群に対する
たたみ込みスペクトルを受信する工程と、
　前記たたみ込みスペクトル中の前記同位体クラスターの各々の主サマリー同位体ピーク
及び前記主サマリー同位体ピークの各々に対するピーク強度を決定する工程と、
　オーバーラップした同位体クラスターの前記群からすべてのサマリー同位体ピークを選
定する工程と、
　下位の同位体の上側質量域ピークすべての既知強度寄与と、上位の同位体すべての下側
質量域ピークの既知強度寄与とを、各主サマリー同位体ピークの前記強度から同時に差し
引く工程と、
　各同位体クラスターのすべての下側質量域サイドピーク及びすべての上側質量域サイド
ピークの既知強度寄与を、前記同位体クラスターの前記それぞれの主サマリー同位体ピー
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クの前記強度に同時に加える工程と、
　オプションとして、前記同時実施の減算と加算との前記結果を保存する工程とを包含す
る、
　媒体。
（項目６３）
　サーベイ走査を実施し、一つ以上の標識された検体、又は一つ以上のその標識されたフ
ラグメントを決定する工程と、
　前記標識された検体又は標識されたフラグメントを選定する工程と、
　前記選定された、標識された検体又は標識されたフラグメントを解離エネルギーレベル
に曝し、これにより、標識された検体又は標識されたフラグメントを解離する工程と、
　解離された被標識検体又は被標識フラグメントの単一のエネルギー走査を実施する工程
と、
　前記解離された検体又はフラグメントの前記単一のエネルギー走査から、単一のスペク
トルを採取し、前記単一のスペクトルは、前記選定された被標識検体又は被標識フラグメ
ントの一つ以上のレポーター・イオン及び一つ以上の娘フラグメント・イオンを含むもの
とする工程と
　を包含する、方法。
（項目６４）
　項目６３の前記方法であって、前記レポーター・イオンに関連する前記ピークは、前記
スペクトルのクワイエット・ゾーンに位置する、方法。
（項目６５）
　項目６３の前記方法であって、前記レポーター・イオンは、２つ以上の異なる同位体標
識試薬に関連しオーバーラップしている同位体クラスターのたたみ込みスペクトルを生成
する、方法。
（項目６６）
　項目６５の前記方法であって、
　前記たたみ込みスペクトルを逆たたみ込みして、前記たたみ込みスペクトル中の各同位
体クラスターに対する正規化ピーク強度を得る工程をさらに包含する、方法。
（項目６７）
　項目６６の前記方法であって、
　前記たたみ込みスペクトル中の各同位体クラスターの前記正規化ピーク強度を比較する
ことによって相異なる同位体標識試薬の各々の相対量を決定する工程をさらに包含する、
方法。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　（本発明のさまざまな実施形態の説明）
　本明細書の説明の目的のため、以下の定義を適用し、適当と認められるときには、単数
形で用いた用語が複数形を含むこともありその逆もあることとする。本明細書に参考とし
て組み込まれた各文書に下記の定義と一致しない定義があれば下記の定義を優先するもの
とする。
【００１０】
　本明細書で用いる「標識体（ｌａｂｅｌ）」とは、測定のため検体をマークするのに適
した「一部分（ｍｏｉｅｔｙ）」をいう。標識体という用語は、タグ、マーク、及び他の
同様な用語及び語句と同義である。例えば、標識された検体を、タグされた検体、又はマ
ークされた検体ということもできる。標識体は、溶液にして使うことができ、又は固体支
持材と結合して使うことができる。
【００１１】
　本明細書で用いる「同位体クラスター」とは、単一の化合物（例、標識体又は標識され
た検体）に関連する強度ピークの分類をいう。このような同位体クラスターを形成する化
合物では同位体濃縮をすることができる。同位体クラスターは、単一の主ピーク（すなわ
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ち主同位体ピーク）及び２つ以上のサイドピークを含むことができる。通常、サイドピー
クの強度は主同位体ピークのものよりも低く、主同位体ピークの上側質量域と下側質量域
との双方にある。主ピークとサイドピークとの間隔は、例えば１，２，３などの整数ダル
トン（「Ｄａ」）で測定できるが、この間隔を、例えば０．５，１．２などの非整数で測
定することもできる。例えば、主ピークはＸＤａにある同位体クラスターが、Ｘ＋１Ｄａ
にある上側質量域サイドピーク強度からの寄与、及びＸ－１Ｄａにある下側質量域サイド
ピーク強度からの寄与を含むことがある。
【００１２】
　本明細書で用いる「同位体濃縮」とは、一つ以上の高質量同位体（例、重水素、１３Ｃ
、１５Ｎ、１８Ｏ、３７Ｃｌ又は８１Ｂｒのような安定同位体）を合成的に濃縮した化合
物（例、標識体、標識試薬又は標識された娘フラグメント・イオン）をいう。「合成的に
濃縮」という表現は、自然に存在する同位体量を上回って高質量同位体を取り込むプロセ
スを用いることをいう。同位体濃縮は１００％効果的なわけでなく、濃縮状態の低い化合
物の不純物があることがあり、これらはより低い質量を持つことになる。同様に、過剰濃
縮（好ましくない濃縮）及び自然の同位体存在度が原因で、不純物の質量が大きすぎるこ
ともあり得る。このため、単一の同位体濃縮化合物（又はその一部）のサンプルが、これ
を質量分析計で分析すると、化合物の過半成分による主ピークに加えて少なくとも一つの
上側質量域のサイドピークと少なくとも一つの下側質量域のサイドピークの双方を持つ娘
フラグメント・イオンの同位体クラスターが化合物から生成してしまう。
【００１３】
　本明細書で用いる「自然の同位体存在度」とは、自然界における同位体の自然な分布に
基づいて化合物中に見出される一つ以上の同位体のレベル（分布）をいう。例えば、生き
ている植物から取得した自然な化合物は、通常、約０．６％の１３Ｃを包含することにな
る。
【００１４】
　同様に、本明細書で用いる「強度」とは、ピークの高さ又はその下の面積をいう。例え
ば、ピークを質量分析計で行った測定からのアウトプットデータ（例、質量対電荷比（ｍ
／ｚ））とすることができる。本発明の一部の実施形態によって、強度情報を、質量対電
荷比を表すサマリー・ピークの最大高さ又はサマリー・ピークの下の最大面積として表現
することができる。
【００１５】
　本明細書で用いる「たたみ込みスペクトル（ｃｏｎｖｏｌｕｔｅｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ
）」とは、分析装置からのアウトプットデータ又はその一部をいう。たたみ込みスペクト
ルは、一つ以上の異なる同位体クラスターによる強度を組み合わせることができる。すな
わち、たたみ込みスペクトルに、２つ以上のオーバーラップした同位体クラスターのピー
ク強度を組み合わせた結果を含めることができる。たたみ込みスペクトルに、他のスペク
トルデータを含めることもできるが、前記のように、これを「クワイエットゾーン」に存
在させるように選択することもできる。このように、たたみ込みスペクトルには分析装置
からの全アウトプットデータを含めることができ、あるいは、質量分析計のような分析装
置からアウトプットされてくる可能性のある他のスペクトルデータを除外して、オーバー
ラップした同位体クラスターのピーク強度に関連する選定された情報又はデータだけを含
めることもできる。たたみ込みスペクトルが、２つ以上の同位体クラスターの組み合わさ
った強度データ以外の情報を、対象スペクトル領域内のバックグラウンド・ノイズとして
包含する場合、適切な修正を行って、そういった寄与情報を排除することができる。
【００１６】
　本明細書で用いる「主サマリー同位体ピーク」とは、たたみ込みスペクトル中に観察さ
れる、同位体クラスターの主たるピークをいう。同位体クラスターの主ピークは同位体ク
ラスターの最大の強度を持つピークである。一部の実施形態において、「主サマリー同位
体ピーク」のピーク強度を、たたみ込みスペクトルから測定される同位体クラスターの主
ピークのアウトプット強度とすることができる。一部の実施形態においては、「主サマリ
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ー同位体ピーク」のピーク強度を、ある同位体クラスターに関連するすべての強度ピーク
の合算ピーク強度とすることができる。一部の実施形態において、「主サマリー同位体ピ
ーク」のピーク強度を、主ピーク及びその上側質量域及び下側質量域の一つ以上のサイド
ピークによって定まる同位体クラスターに対するアウトプット強度の波動関数とすること
ができる。
【００１７】
　本明細書で用いる「サマリー・ピーク強度」とは、たたみ込みスペクトルのアウトプッ
ト・ピーク強度データ中の単一のピークの強度をいうか、又は、単一の主ピークの強度に
、同位体クラスターの他の関連する一つ以上のサイドピークの強度を組み合わせたピーク
強度をいうこともある。サマリー・ピーク強度データは、アウトプット・ピーク強度デー
タである。
【００１８】
　本明細書で用いる「既知ピーク強度」とは、同位体クラスターに関連するピークについ
て知得された強度をいう。既知ピーク強度は、実験で測定したものとして知ることができ
、また、実験データの解析から計算したものとして知ることができる。例えば、既知ピー
ク強度は、主ピークのピーク強度のことも、上側質量域サイドピーク又は下側質量域サイ
ドピークのピーク強度のこともある。また、同位体クラスターが、モデル（比率について
の）、波動関数又はマトリクスで定義できる場合には、同位体クラスターに対する既知ピ
ーク強度を知ることができる。一部の実施形態において、同位体クラスターのピークにつ
いての相対比率情報から、実験的に既知ピーク強度データを求めることができる。一部の
実施形態において、ブラインド・デコンボリューションを使って既知ピーク強度データを
求めることができる。
【００１９】
　本明細書で用いる「仮（ｔｅｍｐｏｒａｒｙ）ピーク強度」とは、サマリー・ピーク強
度データから正規化ピーク強度を計算する際に使うことのできるピーク強度の一時的な割
り当て値をいう。各々の計算に対して複数の仮ピーク強度値を割り当てることができる。
【００２０】
　本明細書で用いる「正規化強度」又は「正規化ピーク強度」とは、同位体クラスターに
関連する単一の化合物の累算（例、主ピーク及びすべての関連サイドピーク）ピーク強度
をいう。例えば、主サマリー同位体ピークに対する正規化ピーク強度は、同位体クラスタ
ーに関連するピークの累算ピーク強度である。逆たたみ込みされたスペクトルにおいて、
化合物（レポーターに関連するフラグメント・イオン）により形成される一つの同位体ク
ラスターに対し、ＸＤａにある同位体クラスターの「正規化ピーク強度」を、主同位体ピ
ーク（例、ＸＤａに位置）の寄与強度にプラスして、一つ以上の下側質量域のサイドピー
ク（例、Ｘ－１Ｄａ、Ｘ－２Ｄａ、Ｘ－３Ｄａ等に位置）の寄与強度及び一つ以上の上側
質量域のサイドピーク（例、Ｘ＋１Ｄａ、Ｘ＋２Ｄａ、Ｘ＋３Ｄａ等に位置）の寄与強度
を包含し、他の化合物（別のレポーターに関連するフラグメント・イオン）のピーク強度
成分を除いた強度として定義することができる。
【００２１】
　各々の同位体クラスターは、主ピーク強度、及び、上側質量域サイドピーク強度と下側
質量域サイドピーク強度とを含むことができる。同位体クラスターの主同位体ピークは、
一つの質量値、例えば１１５Ｄａに中心を置き、サイドピーク強度は、一般に、主同位体
ピークの上と下とにある異なる質量値に中心を置くことになる。一部の実施形態において
、主ピークの質量より大きいか又は小さい一つ以上の質量単位の値の周辺に中心を置く２
つ以上のサイドピークがあり得る。例えば、一部の実施形態において、同位体クラスター
が１１５Ｄａ周辺に中心を置き、ピークの間が１ダルトンで、下側質量域サイドピークは
１１４Ｄａ、１１３Ｄａ、１１２Ｄａ等の周辺に中心を置き、上側質量域サイドピークは
１１６Ｄａ、１１７Ｄａ、１１８Ｄａ等の周辺に中心を置くことができる。当然、サイド
ピークが主ピークから次第に遠ざかるにつれて、各サイドピークの大きさは減り始め、つ
いにはゼロになることになる。従って、一部の実施形態において、わずかな強度（例、同
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位体クラスターの主ピーク強度の約０．１％から約０．５％より小さい）を持つサイドピ
ークは、それらピークの寄与強度を考慮するに値しないほど、小さな影響しか与えない。
当業者は、用途及び必要な精度の程度に応じて、上側質量域及び下側質量域に適用する細
かさの程度を判断することができる。
【００２２】
　一部の実施形態において、たたみ込みスペクトルにおける同位体クラスターの間の間隔
は不規則となり得、例えば、ある隣接同位体クラスターの主ピークの間は１Ｄａであり、
他の隣接同位体クラスターの主ピークの間は２Ｄａ以上である。間隔は、化合物を濃縮す
るために用いられた同位体に依存することになる（例、塩素（３４Ｄａ）は３５Ｄａ及び
３７Ｄａの同位体を持つ）。同位体クラスターの種類が何であっても、化合物の各ロット
に対する相対ピーク強度及びピーク質量を測定することができる。従って、同位体クラス
ターの実際的特性は、本発明の実施形態への制約とはならない、というのは、どのような
形状のクラスターを適応させることもできるからである、但し、同位体クラスターの主ピ
ークがその同位体クラスターの最低質量成分とならないことが予測できるというのが条件
である。
【００２３】
　図１は、２つの同位体を濃縮した化合物（例、標識体、標識体の区画又は部分、又は標
識された検体）の２つのオーバーラップした同位体クラスターの図を包含する。一つの化
合物に由来する同位体クラスターは図１中のカーブＢ（点線）として図示され、第二の化
合物に由来する同位体クラスターはカーブＣ（実線）として図示されている。図１のカー
ブＢ及びＣの値を下の表１に示し、図の一部の特質に関する情報を提示する。
【００２４】
【表１】

これらは、同位体濃縮されているので、化合物のプライマリー質量（同位体クラスターの
主ピークで表される）は、非濃縮化合物の質量よりも大きい。しかしながら、同位体濃縮
は１００％効果的なわけでなく、濃縮程度の低い化合物の不純物があり、これらはより低
い質量を持つことになる。同様に、過剰濃縮（好ましくない濃縮）及び自然の同位体の存
在度が原因で、不純物の質量が大きすぎることもあり得る。このため、単一の化合物から
、説明したような、少なくとも一つの上側質量域サイドピーク及び少なくとも一つの下側
質量域サイドピークの双方が観察されるタイプの同位体クラスターが生成してしまう。従
って、このタイプの同位体クラスターは、同位体クラスターに関連するピークが化合物の
存在につながっているため、化合物を特徴付けることができ、このことは、当業者にとっ
て自明のはずである。また、同位体クラスターを特徴付けるさまざまなピークの強度は、
濃縮された化合物のロットごとに変化し、濃縮プロセスや自然の同位体の存在度から来る
化合物の濃縮状態に依存し得ることも自明であろう。従って、同位体クラスターを特徴付
けるピークの相対強度は、また、分析に使用された同位体濃縮化合物のロット又はサンプ
ルを示し、又はこれを同定することができる。例えば、同位体クラスターを生成する化合
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物を検体の標識に使用した場合、その同位体クラスターの検出を、特徴的ピーク・プロフ
ィール（例、比率情報）に基づいて、対象検体の存在及び／又は量と相関させることがで
きる。
【００２５】
　本発明の一部の実施形態は、分析装置での一回のエネルギー走査（例、「質量分析計／
質量分析計」（「ＭＳ／ＭＳ」）又は衝突誘発解離（「ＣＩＤ」）による走査）による単
一のスペクトルの中に、レポーター・イオン（検体の標識に使われて同位体クラスターを
生成する化合物のフラグメント・イオン）及び標識された検体（及びそのフラグメント）
の娘フラグメント・イオンを収集することを含む。一部の実施形態では、初回サーベイ走
査（例、質量分析計（「ＭＳ」）走査）の後この単一回走査を行うことができる。このよ
うにすれば、初回走査を使って、試験されるサンプル中に存在する所定の非標識検体又は
検体の標識フラグメントを識別することができる。検体及び標識試薬については、双方の
フラグメント・イオンを同一の走査で観測することができる。このとき、レポーター・イ
オンを生成するフラグメントを検体につなぐ結合と、一般的に解離して認識可能な娘フラ
グメント・イオンのスペクトルを生成する検体の一つ以上の結合との間では、結合力のバ
ランス（又は類似性）が取れている。単一走査を実施して、（同位体クラスターを生成す
る）レポーター・イオンと娘フラグメント・イオンとの双方を生成する場合、同位体クラ
スターをクワイエットゾーンに存在させれば、レポーター・イオンのどのような定量分析
も容易になる。
【００２６】
　これに対し、他のシステムでは、レポーター及び娘フラグメント・イオンを計量するた
めには２回のエネルギー走査（例えば、２回のＭＳ／ＭＳ又はＣＩＤスキャン）が必要と
なる。一つの走査では計量に使うレポーター・イオンを分析し、第二の走査では標識され
た検体の娘フラグメント・イオンを分析する。２つの走査が必要で、検体を認識可能な娘
フラグメント・イオンに解離するのに要するレベルよりも、より低い又はより高いエネル
ギーレベルで、レポーター・イオンを分離（解離、分断）する。さらに、他のシステムで
、レポーター・イオンが「クワイエットゾーン」に集められていない場合において、同位
体クラスターとオーバーラップする検体の娘フラグメント・イオンが生成される状況では
、単一走査におけるレポーター・イオン（すなわち、同位体クラスター）の計量は困難と
なろう。
【００２７】
　具体的には、初回ＭＳサーベイ走査の後、一部の既存システムでは、最初に低エネルギ
ーＭＳ／ＭＳ又はＣＩＤ走査を実施してレポーター・イオンを生成し、次にエネルギーレ
ベルを上げ、別の高エネルギーＭＳ／ＭＳ又はＣＩＤ走査を実施して検体をその娘フラグ
メント・イオンに解離しなければならない。しかしながら、これによって、レポーター・
イオンと、娘フラグメント・イオンとは、２つの別の走査スペクトルに収集されることに
なり、手間がかかる上、各々の検体の識別及び定量測定ごとに保管・処理しなければなら
ない余分な情報が生成される。
【００２８】
　図１及び関連する表１を参照すると、主サマリー同位体ピークを１１５Ｄａ及び１１６
Ｄａに持つ２つだけの異なる同位体クラスターを含む典型的なたたみ込みスペクトルにお
いて、主サマリー同位体ピーク（この例において、主サマリー同位体ピークはたたみ込み
スペクトルの特定質量におけるピークの強度を表す）は、それぞれ９．０及び７．２のサ
マリー・ピーク強度を有する。さらに、２つの主サマリー同位体ピークは、１１４Ｄａと
１１５Ｄａとにそれぞれ０．５及び０．３の強度の下側質量域サイドピークを、１１６Ｄ
ａと１１７Ｄａとにそれぞれ１．０及び０．６の強度の上側質量域サイドピークを有する
。各同位体クラスターの主ピークに関連するサイドピークの強度を組み合わせた（例、加
算した）ものから、他の同位体クラスターのサイドピークの寄与強度を除去（例、減算）
することによって、各々の主サマリー同位体ピークに対する正規化値を得ることができる
。この例においては、次の式を使って、たたみ込みスペクトルからＸＤａの同位体クラス
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ター強度（「ＩＸｍｐ」）を逆たたみ込みすることができる。
【００２９】

　ＩＸｍｐ＝ＳＩＸｍｐ－ＩＸ―１ｕｍｓｐ－ＩＸ＋１ｄｍｓｐ

　　　　＋ＩＸｄｍｓｐ＋ＩＸｕｍｓｐ、

ここで、ＳＩＸｍｐはＸＤａにおける主同位体ピークのサマリー強度；ＩＸ―１ｕｍｓｐ

は、下隣（Ｘ－１Ｄａ）の上側質量域サイドピークの強度であり、ＸＤａ周りに集中して
いると見られる；ＩＸ＋１ｄｍｓｐは、上隣（Ｘ＋１Ｄａ）の下側質量域サイドピークの
強度であり、これもＸＤａ周りに中心を置いていると見られる；ＩＸｄｍｓｐは、主同位
体ピーク（ＸＤａ）の下側質量域サイドピークの強度であり、Ｘ－１Ｄａ周りに中心を置
いていると見られる；ＩＸｕｍｓｐは、主同位体ピーク（ＸＤａ）の上側質量域サイドピ
ークの強度であり、Ｘ＋１Ｄａ周りに中心を置いていると見られる。
【００３０】
　　これにより、前記の２つの同位体クラスターの簡単な例では、各ピークの計量化主ピ
ーク強度を次のように求めることができる：Ｉ１１５＝９．０－０－０．３＋０．５＋１
．０＝１０．２、及びＩ１１６＝７．２－０－１．０＋０．３＋０．６＝７．１（表１参
照）。しかして、１１５Ｄａにおける同位体クラスターの正規化主ピーク強度は、１１６
Ｄａにおける同位体クラスターの計量化主ピーク強度よりも大きい。
【００３１】
　正規化ピーク強度を、時間経過による変化調査のようなさまざまな応用に使用すること
ができる。例えば、同位体タグ（例、１１５Ｄａのタグ及び１１６Ｄａのタグ）の各々を
、分析における２つの異なった時点を代表する２つの異なったサンプル各々の中の同一の
検体を標識するために使ったとすれば（例、ゼロ時間にＩ１１５、１時間後にＩ１１６）
、１１５Ｄａタグの強度が１１６Ｄａタグの強度より大きいことから、サンプル中の検体
の濃度は、時間とともに低減する、といった結論が得られるかもしれない。逆に、１１５
Ｄａタグの正規化ピーク強度が１１６Ｄａタグの計量主ピーク強度より小さいことがわか
れば、検体の濃度は時間とともに増大するとの結論を得ることができよう。このように、
たたみ込みスペクトルを逆たたみ込みすることによって定性的及び／又は定量的情報を取
得することができる。
【００３２】
　本発明の一部の実施形態によって、同位体で標識した化合物各々を、異なった検体と別
個に結合させ、標識されたこれら検体を組み合わせて解析し、たたみ込みスペクトルを取
得することができる。本実施形態において、各同位体クラスターについて取得した最終的
な計量強度を使って、組み合わせサンプル中の異なる検体各々の相対的又は絶対的存在度
を求めることができる。
【００３３】
　本発明の一部の実施形態によって、図１において、単独の実験から２つの同位体クラス
ターの比率情報を取得し、同位体クラスター中の各ピーク（例、下側質量域サイドピーク
、主ピーク、上側質量域サイドピーク）の相対的存在度を知ることができる。例えば、表
１において、１１５Ｄａ同位体クラスターについて、下側質量域サイドピークは正規化強
度全体の４．９％に寄与し、主ピークは８５．３％寄与、上側質量域サイドピークは９．
８％寄与していることが見て取れる。比率情報を、たたみ込みスペクトルとは別個に、及
び／又はこれに関連させて取得することができ、これを、たたみ込みスペクトルの逆たた
み込みに用いて、たたみ込みスペクトル中の各ピークの既知ピーク強度を測定することに
より正規化ピーク強度を得ることができる。
【００３４】
　例えば、表１において、たたみ込みスペクトルの１１４Ｄａにおけるピーク強度は０．
５である。このピークは、１１５Ｄａに中心を持つ同位体クラスターの４．９％を占める
下側質量域サイドピークを表している。１１５Ｄａに位置する同位体クラスターのピーク
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（同位体クラスターの主ピーク）が同位体クラスターの８５．３％となることが判明して
いるので、比率０．５／０．０４９＝ｘ／０．８５３を使って、主ピーク強度ｘを求める
ことができ、これにより８．７の値が求まる（表１参照）。同様に、１１６Ｄａに位置す
る同位体クラスターのピーク（同位体クラスターの上側質量域ピーク）が同位体クラスタ
ーの９．８％となることが判明しているので、比率０．５／０．０４９＝ｙ／０．０９８
を使って、上側質量域ピーク強度ｙを求めることができ、これにより１．０の値が求まる
（表１参照）。これらの既知ピーク強度に基づいて、１１５Ｄａに中心を持つ同位体クラ
スターの正規化ピーク強度を、０．５＋８．７＋１．０＝１０．２として計算することが
できる（表１）。
【００３５】
　この例の場合、１１５Ｄａに中心を持つ同位体クラスターのすべての既知ピーク強度と
ともに、２つの方法のいずれかによって、１１６Ｄａに中心を持つ同位体クラスターのす
べてのピークの既知ピーク強度を計算することができる。
【００３６】
　例えば、前記で用いた方法のように、比率情報を使うことができる。１１７Ｄａにおけ
る上側質量域の既知ピーク強度（０．６）は、同位体クラスターの８．５％なので、１１
６Ｄａ（同位体クラスターの主ピーク）における既知ピーク強度を、比率０．６／０．０
８５＝ｘ／０．８７３を使って、主ピーク強度ｘを求めることによって計算することがで
き、これにより６．２の値が求まる（表１参照）。同様に、１１５Ｄａにおけるピーク（
同位体クラスターの下側質量域サイドピーク）は、同位体クラスターの４．２％となるこ
とが判明しているので、１１６Ｄａ（同位体クラスターの主ピーク）における既知ピーク
強度を、比率０．６／０．０８５＝ｚ／０．０４２を使って、下側質量域サイドピーク強
度ｚを求めることができ、これにより０．３の値が求まる（表１参照）。これらの既知ピ
ーク強度に基づいて、１１６Ｄａに中心を持つ同位体クラスターについての正規化ピーク
強度を、０．３＋６．２＋０．６＝７．１として計算することができる（表１）。
【００３７】
　また、提示した例において、たたみ込みスペクトル及び１１５Ｄａに中心を持つ同位体
クラスターの既知ピーク強度を解析することによって、１１６Ｄａに中心を持つ同位体ク
ラスターのピークの既知ピーク強度についての情報を得ることができる。例えば、１１５
Ｄａにおけるたたみ込みスペクトルの強度（９．０）は、１１５Ｄａに中心を持つ同位体
クラスターの主ピークの強度（前記で８．７と計算）と、１１６Ｄａに中心を持つ同位体
クラスターの下側質量域サイドピークの寄与強度との合計強度なので、１１６Ｄａに中心
を持つ同位体クラスターの下側質量域サイドピークについての既知ピーク強度は、２つの
既知ピーク強度値の差、９．０－８．７＝０．３として簡単に計算することができる。同
様に、１１６Ｄａにおけるたたみ込みスペクトルの強度（７．２）は、１１６Ｄａに中心
を持つ同位体クラスターの主ピークの強度と、１１５Ｄａに中心を持つ同位体クラスター
の上側質量域サイドピークの寄与強度（前記で１．０と計算）との合計強度なので、１１
６Ｄａに中心を持つ同位体クラスターの主ピークについての既知ピーク強度は、２つの既
知ピーク強度値の差、７．２－１．０＝６．２として簡単に計算することができる（表１
）。
【００３８】
　計算の仕方はどうあれ、前記の情報から１１６Ｄａに中心を持つ同位体クラスターの正
規化ピーク強度を計算することができる。正規化ピーク強度は、０．３＋６．２＋０．６
＝７．１となろう（表１）。
【００３９】
　これにより、たたみ込みスペクトルと、同位体クラスターを規定するピークの相対強度
とが与えられれば、同位体クラスターの正規化ピーク強度を計算するための方法は多様で
数多くあることは明らかである。前記は、代表例であって、限定を意図したものではない
。このような計算はマシン（計算機又はコンピュータ）の支援を得ても、得なくても実施
することができる。このような計算は、正しい結果が得られるならばどのような順序で行
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うこともできる。
【００４０】
　本発明の一部の実施形態によって、次式により、同位体ピークを定義することができる
：

　Ｉ（ｍ）＝Ｉ０ｅｘｐ（－（ｍ－μ）２／σ２）

ここでｍは質量、Ｉは所定質量における強度、μはピーク位置パラメータ（質量中心）、
及びσはピーク幅のパラメータである。ピーク幅パラメータ（σ）は、ピークの高さが半
分の箇所のピーク幅として測定することができる。ピーク幅の実際の測定は、ピークの高
さ半分の箇所の幅を実測するか、あるいはたたみ込みスペクトルデータを所定の曲線タイ
プ、例えば、ガウス曲線に当てはめて反復計算をして実施する。
【００４１】
　本発明の一部の実施形態によって、同位体クラスターは、同位体ピークの和であって、
次の式により定義される：

　Ｉ（ｍ）＝Σｎ
ｉ＝０Ｉｉｅｘｐ（－（ｍ－μｉ）２／σｉ

２）

ここでｎは、逆たたみ込みスペクトルの計算の対象となるたたみ込みスペクトル中の同位
体ピークの数である。一般に、ｎは質量範囲に依存し、例えば、１００から１７００Ｄａ
の間の質量範囲に対してｎは２から６の範囲にある。一部の実施形態は、ｎが２から６を
上回るような異なる質量範囲を含み得る。
【００４２】
　本発明の一部の実施形態によって、たたみ込みスペクトルは、「濃度」に線形依存性を
持つ同位体クラスターの和として定義され、次式によって定義できる：

　Ｉ（ｍ）＝Σｌ
ｊ＝０ｃｊΣｎ

ｉ＝０Ｉｊｉｅｘｐ（－（ｍ－μｊｉ）２／σｊｉ
２）

ここでｌは、たたみ込まれた成分の数であり、ｃは個別成分の正規化濃度である。あらゆ
るｊに対して、同位体クラスター中の各所定質量における既知強度Ｉｊｉを用いて正規化
濃度ｃを求めることができる。判明している化学式に基づいた理論計算から、あるいは、
各個別成分ｊに対する同位体クラスターに関連する化合物の同位体存在度の過去の測定値
から強度を知ることができる。例えば、各化合物の同位体クラスターの組成を、各化合物
又はそのサンプルの個別質量分析によって測定することができる。測定したならば、その
情報をたたみ込みスペクトルデータと同時に、又は、たたみ込みスペクトルの前又は後に
提供することができる。さらに、既知強度情報を恒久的及び／又は一時的に保存しておき
、本発明実施形態において使用することができる。
【００４３】
　一般に、本発明の実施形態によって、計算手順に、メリット関数Ｆが最小の場合のすべ
ての濃度パラメータの計算を含めることができる、例えば：
　Ｆ（Ｉ実験－Ｉ（ｍ））⇒　ｍｉｎ

考えられる一部のメリット関数には、以下に限らないが、次式を含めることができる：
　χ２＝Σ（Ｉ実験－Ｉ（ｍ）２）⇒　ｍｉｎ、かつ
　｜χ｜＝Σ｜Ｉ実験－Ｉ（ｍ）｜⇒　ｍｉｎ

というわけで、これは、同位体クラスターに対する正規化ピーク強度を計算し、これによ
りたたみ込みスペクトルを逆たたみ込みするさらに別の方法である。
【００４４】
　本発明の他の一部の実施形態によって、ピークの正規化強度の数値を、線形代数、例え
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ば、ＡＸ＝Ｂを使って計算することができる、ここでＡは、各同位体タグの理論上の正規
化強度のマトリクス、Ｂはスペクトル中に観測されたアウトプットピーク強度のベクトル
、Ｘは相対的な計量値のベクトルである。例えば、Ａ、Ｂ及びＸを次のように表すことが
できる：
【００４５】
【表２】

　マトリクスＡに見られるように、各々の質量タグに対するｗ，ｘ，ｙ及びｚの値は、ｗ
，ｘ，ｙ及びｚの値の少なくとも３つが０．０より大きければ加算して１．０（すなわち
、１００％）になることになる。ｗ，ｘ，ｙ及びｚの値を測定することができ、又は、各
種標識試薬の各々の理論的比率を、一般に、純粋な試薬強度の測定から導き出すことがで
きる。マトリクスＡを６×４のマトリクスで示しているが、試薬（例、ｗ，ｘ，ｙ及びｚ
）よりも多くのピーク（例、１１３Ｄａから１１８Ｄａ）があれば、任意のサイズのマト
リクスを使うことができる。例えば、５×５のような正方マトリクス、及び７×９のよう
な行よりも列の多いマトリクスも使うことができる。
【００４６】
　本発明のこの実施形態によれば、Ａは正方マトリクスでないので、ＡＸ＝Ｂを解くため
に次式を導くことができる。
１．　Ｔｒａｎｓｐｏｓｅ（Ａ）ＡＸ＝Ｔｒａｎｓｐｏｓｅ（Ａ）Ｂ
２．　Ｉｎｖｅｒｓｅ（Ｔｒａｎｓｐｏｓｅ（Ａ）Ａ）（Ｔｒａｎｓｐｏｓｅ（Ａ）Ａ）
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Ｘ＝Ｉｎｖｅｒｓｅ（Ｔｒａｎｓｐｏｓｅ（Ａ）Ａ）Ｔｒａｎｓｐｏｓｅ（Ａ）Ｂ
３．　Ｘ＝Ｉｎｖｅｒｓｅ（Ｔｒａｎｓｐｏｓｅ（Ａ）Ａ）Ｔｒａｎｓｐｏｓｅ（Ａ）Ｂ
任意の標準マトリクス・ライブラリー、例えば、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉ
ｔｙ　Ｐｒｅｓｓ発行のＮｕｍｅｒｉｃａｌ　Ｒｅｃｉｐｅｓ参考書及び／又はソフトウ
エアから入手できる妥当な標準マトリクス・ライブラリーを使って、前記の式に定義した
マトリクスの乗算、転置、逆変換コード計算を実施することができる。通常、これらの計
算は同時に、特異値分解（ＳＶＤ）アルゴリズムを使って実施することができ、これが最
もしっかりした解法を提供することができる
　というわけで、これは、同位体クラスターの正規化ピーク強度を計算するためのさらに
別の方法である。本発明によって、任意の妥当な方法を用いて、同位体クラスターの正規
化ピーク強度データを生成することができる。しかして、正規化ピーク強度データを生成
するために用いられる方法に制約はない。さらに、一部の実施形態において、同一の同位
体クラスターのピーク強度の解析、又は、異なる同位体クラスターのピーク強度の解析に
対し、２つ以上の異なった方法を適用することが可能である。
【００４７】
　図２は、たたみ込みスペクトル中の強度情報を逆たたみ込みするための方法実施形態の
流れ図である。図２によれば、オーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ
込みスペクトルを受信することができる（２１０）。たたみ込みスペクトル中の複数の主
サマリー同位体ピークの各々に対し、各主サマリー同位体ピークにより表されている同位
体クラスターに関連する種々のピーク強度を累算することによって、たたみ込みスペクト
ル中の主サマリー同位体ピークの正規化ピーク強度を決定することができる（２２０）。
【００４８】
　図２における本発明の一部の実施形態において、主サマリー同位体ピーク強度から、主
サマリー同位体ピークにより表される同位体クラスターと関連のない既知ピーク強度を差
し引き、主サマリー同位体ピークにより代表される同位体クラスターと関連している異な
る質量の既知ピーク強度をこれに加算することによって、累算を行うことができる。例え
ば、同位体クラスターの主サマリー同位体ピークと関連するピーク強度を選定し、他の同
位体クラスターと関連するサイドピークの既知ピーク強度をこの選定された主サマリー同
位体ピーク強度から差し引いて、仮ピーク強度を求めることができる。選定された主サマ
リー同位体ピークの少なくとも一つの上側質量域サイドピークの既知ピーク強度及び少な
くとも一つの下側質量域サイドピークの既知ピーク強度を仮ピーク強度に加え、これによ
り同位体クラスターに対する正規化ピーク強度を得ることができる。
【００４９】
　前記のピーク強度減算及びピーク強度加算の順序は、本発明の単なる例示であって、系
統的な順序を示すものと解すべきではない、というのは、最初に適切な強度を加算して仮
ピーク強度を求め、次に仮ピーク強度から適切な強度を差し引いても正しい結果が得られ
ることになるからである。処理の順序がどうあれ、後でのアウトプットのため結果を保存
及び／又は直ちにアウトプットし（２３０）、方法を終了することができる。
【００５０】
　図３は、それぞれが図４Ａから４Ｄに図示された、４つのオーバーラップする同位体ク
ラスターの群のピーク強度の和であるたたみ込みスペクトルをシミュレートしたものであ
る。図３は、図１と比べて、さらに複雑なたたみ込みスペクトルの例を示している。この
たたみ込みスペクトルを、本発明の実施形態を用いて逆たたみ込みすることができる。図
３において、たたみ込みスペクトル３１０は、４つ別個の主サマリー同位体ピークＡ，Ｂ
，Ｃ，Ｄを含み、それぞれ、約１１４、１１５、１１６及び１１７Ｄａの質量を持つこと
が見て取れる。たたみ込みスペクトル３１０は、４つの同位体濃縮された化合物すべてに
対し各同位体クラスターがすべて総和されることによって形成されている。たたみ込みス
ペクトル３１０は、４つ別個のサマリー同位体ピークＡ，Ｂ，Ｃ及びＤを含むものとして
示されているが、たたみ込みスペクトル・カーブには、２つ以上の別個の同位体ピークを
含めることができる。
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【００５１】
　図４Ａから４Ｄまでは、同位体濃縮された化合物の同位体クラスターを示す。図４Ａか
ら４Ｄまでは、図３に図示されたたたみ込みスペクトルを生成するために用いられた各同
位体クラスターである。図４Ａの同位体クラスターにおける主ピークは１１４Ｄａにある
ことが分かる。下側質量域サイドピークは１１３Ｄａに、上側質量域サイドピークは１１
５Ｄａにあるのが見て取れる。図４Ｂの同位体クラスターにおける主ピークは１１５Ｄａ
にあることが分かる。下側質量域サイドピークは１１４Ｄａに、上側質量域サイドピーク
は１１６Ｄａにあるのが見て取れる。図４Ｃの同位体クラスターにおける主ピークは１１
６Ｄａにあることが分かる。下側質量域サイドピークは１１５Ｄａに、上側質量域サイド
ピークは１１７Ｄａにあるのが見て取れる。図４Ｄの同位体クラスターにおける主ピーク
は１１７Ｄａにあることが分かる。下側質量域サイドピークは１１６Ｄａに、上側質量域
サイドピークは１１８Ｄａにあるのが見て取れる。図４Ａから４Ｄまで描かれたすべての
同位体クラスターにおいて、単一の上側質量域サイドピーク及び単一の上側質量域サイド
ピークがある。しかしながら、一部の実施形態において前述したように、２つ以上の上側
質量域サイドピーク及び／又は２つ以上の下側質量域サイドピークの寄与を検討すること
はそれだけの価値がある。
【００５２】
　図５は、たたみ込みスペクトル中の強度情報を逆たたみ込みするための方法実施形態の
流れ図である。本方法を使って、例えば、図１又は図３に示すオーバーラップした同位体
クラスターのたたみ込みスペクトルを逆たたみ込みすることができる。図５によって、オ
ーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ込みスペクトルを受信することが
でき（５０５）、たたみ込みスペクトル中のサマリー同位体ピークの主サマリー同位体ピ
ーク及びピーク強度を決定することができる（５１０）。オーバーラップした同位体クラ
スターの群から一つの主サマリー同位体ピークを選定することができる（５１５）。選定
したピークが、群中の主サマリー同位体ピークで最低の質量を持つものかどうかを決定す
ることができる（５２０）。例えば、１１４、１１５、１１６及び１１７Ｄａの質量を有
する主サマリー同位体ピークを持つ、４つのオーバーラップする同位体クラスターにおけ
る最低の質量は１１４Ｄａとなる（例、図３）。選定されたピークが最低の質量（例、１
１４Ｄａ）を持つ場合、一つ上位の同位体クラスター（主ピークが１１５Ｄａ）の下側質
量域サイドピーク（１１５Ｄａに位置）の既知強度を、選定した主サマリー同位体ピーク
強度から差し引いて（５２５）仮ピーク強度を求めることができる。選定された主サマリ
ー同位体ピークの下側質量域サイドピーク（１１３Ｄａに位置）の既知強度と、上側質量
域サイドピーク（１１５Ｄａに位置）の既知強度とを仮ピーク強度に加算して（５３０）
、これにより、たたみ込みスペクトルの最低質量同位体（又は同位体クラスター）に対す
る正規化ピーク強度を得ることができる。前記のピーク強度の減算（５２５）及びピーク
強度の加算（５３０）の順序は、本発明の単なる例示であって、系統的な順序を示すもの
と解すべきではない、というのは、最初に適切な強度を加算し（５３０）、次に、主サマ
リー同位体ピーク強度から適切な強度を差し引いても（５２５）正しい結果が得られるこ
とになるからである。処理の順序がどうあれ、後でのアウトプットのため結果を保存（５
３５）及び／又は直ちにアウトプットすることができる。
【００５３】
　選定されていない主サマリー同位体ピークがオーバーラップした同位体クラスターの群
の中にまだ残っているかどうかを決定する（５４０）ことができ、残っていない場合には
本方法を終了することができる。まだ選定されていないさらなる主サマリー同位体ピーク
が残っていると決定された（５４０）場合には、次の主サマリー同位体ピークが選定され
（５５０）、本方法は、選定された主サマリー同位体ピークが群中の主サマリー同位体ピ
ーク中で最低の同位体質量を有するかどうかの決定（５２０）に戻ることができる。前記
要素は、通常、１回しか実施する必要がない、というのは群の中には、最低質量の主サマ
リー同位体ピークが一つしかないからである。
【００５４】
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　図５において、選定された主サマリー同位体ピークが群の中の主サマリー同位体ピーク
の最低質量のものでないと決定（５２０）された場合、選択された主サマリー同位体ピー
クは群の中の主サマリー同位体ピークの最高質量のものかどうかを決定（５５５）するこ
とができる。選定された主サマリー同位体ピークが最高の質量を持つものでない場合、一
つ上位の同位体クラスターの下側質量域サイドピークの既知強度と、一つ下位の同位体ク
ラスターの上側質量域サイドピークの既知強度とを、選定された主サマリー同位体ピーク
強度から差し引いて（５６０）仮ピーク強度を求めることができる。選定された主サマリ
ー同位体ピークの下側質量域サイドピークの既知強度及び上側質量域サイドピークの既知
強度を仮ピーク強度に加え（５６５）、これにより、この同位体クラスターに対する正規
化ピーク強度を得ることができる。最低質量の主サマリー同位体ピークの場合と同様、前
記のピーク強度の減算（５６０）及びピーク強度の加算（５６５）の順序は本実施形態の
単なる例示であって、系統的な順序を示すものと解すべきではない、というのは、最初に
適切な強度を加算し（５６５）、次に主サマリー同位体ピークから適切な強度を差し引い
ても（５６０）正しい結果が得られることになるからである。処理の順序がどうあれ、後
でのアウトプットのため結果を保存（５３５）及び／又は直ちにアウトプットすることが
できる。
【００５５】
　図５によって、群の中に選定されていない主サマリー同位体ピークが残っているかどう
かを決定することができ（５４０）、残っていない場合には本方法を終了できる。まだ選
定されていないさらなる主サマリー同位体ピークが残っていると決定された（５４０）場
合には、次の主サマリー同位体ピークを選定することができ（５５０）、本方法は、選定
された主サマリー同位体ピークが群中の主サマリー同位体ピーク中で最低の同位体質量を
有するかどうかの決定（５２０）に戻ることができる。選定された主サマリー同位体ピー
クは、主サマリー同位体ピーク中の最低質量を持つものでもなく（５２０）最高質量を持
つものでもない（５５５）と決定された（５２０）場合には、本方法は、前記作業を継続
することができる。前記要素は、通常、中間の同位体クラスターの数によって一回以上実
施することができる。例えば、３つの同位体クラスターの群に対しては、一つだけの中間
同位体クラスターがあり、４つの同位体クラスターに対しては２つの中間同位体クラスタ
ーがある等のことになる。すなわち、中間同位体クラスターの数は群の中の同位体クラス
ターの合計数よりも２つ少ないことになる。
【００５６】
　図５によれば、選定された主サマリー同位体ピークは群の中で最低の質量を持つもので
ないと決定された（５２０）場合、選定された主サマリー同位体ピークは最高質量のもの
であるかどうかを決定する（５５５）ことができる。選定された主サマリー同位体ピーク
が最高の質量を持つ場合、一つ下位の同位体クラスターの上側質量域サイドピークの既知
強度を、選定された主サマリー同位体ピーク強度から差し引いて（５７０）仮ピーク強度
を求めることができる。選定された主サマリー同位体ピークの下側質量域サイドピークの
既知強度及び上側質量域サイドピークの既知強度を仮ピーク強度に加え（５７５）、これ
により、たたみ込みスペクトルの最高質量の主サマリー同位体ピークに対する正規化ピー
ク強度を得ることができる。最低及び中間質量の主サマリー同位体ピークの場合と同様、
前記のピーク強度の減算（５７０）及びピーク強度の加算（５７５）の順序は本実施形態
の単なる例示であって、系統的な順序を示すものと解すべきではない。というのは、最初
に適切な強度を加算し（５７５）、次に適切な強度を差し引いても（５７０）正しい結果
が得られることになるからである。処理の順序がどうあれ、後でのアウトプットのため結
果を保存（５３５）及び／又は直ちにアウトプットすることができる。
【００５７】
　図５の方法にれば、選定されていない主サマリー同位体ピークが群の中に残っているか
どうかを決定する（５４０）ことができ、残っていない場合には、本方法を終了すること
ができる。さらなる未選定の主サマリー同位体ピークが残っていると決定（５４０）され
た場合には、次の主サマリー同位体ピークを選定することができ（５５０）、本方法は、
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前記のように、選定された主サマリー同位体ピークが群中の主サマリー同位体ピーク中で
最低の同位体質量を有するかどうかの決定（５２０）及び処理の継続に戻ることができる
。
【００５８】
　図５に示された方法の前記の説明は、本発明の実施のために前記の順序が必要なことを
示していると解すべきではなく、単に、一つの可能な順序の例示である。前記に説明・記
載したように、実行の順序を、最低質量の主サマリー同位体ピークから最高の主サマリー
同位体ピークへの順とすることも、最高質量の主サマリー同位体ピークから最低の主サマ
リー同位体ピークへの順とすることも、あるいは、主サマリー同位体ピークの任意のラン
ダム順序とすることもできる。
【００５９】
　図６は、たたみ込みスペクトル中の強度情報を逆たたみ込みするための別の方法実施形
態の流れ図である。本方法を使って、例えば、図１又は図３に示すオーバーラップした同
位体クラスターのたたみ込みスペクトルを逆たたみ込みすることができる。図６において
、オーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ込みスペクトルを受信する（
６１０）ことができる。たたみ込みスペクトル中のサマリー同位体ピークの主サマリー同
位体ピーク及びピーク強度を決定することができ（６２０）、オーバーラップした同位体
クラスターの群から一つの主サマリー同位体ピークを選定する（６３０）ことができる。
【００６０】
　図５と違って、図６に示す実施形態においては、選定した主サマリー同位体ピークが、
最低、最高又は中間の質量を持つかどうかを決定する必要はない。一つ上位の同位体クラ
スターの下側質量域サイドピークの既知強度と、一つ下位の同位体クラスターの上側質量
域サイドピークの既知強度とを選択された主サマリー同位体ピークから差し引いて（６４
０）仮ピーク強度を求めることができる。選定された主サマリー同位体ピークの下側質量
域サイドピークの既知強度及び上側質量域サイドピークの既知強度を仮ピーク強度に加え
（６５０）、これにより、たたみ込みスペクトルの最高質量同位体クラスターに対する正
規化ピーク強度を得ることができる。図５における説明と同様に、図６における前記ピー
ク強度減算（６４０）及びピーク強度加算（６５０）の順序は、本発明の単なる例示であ
って、系統的な順序を示すものと解すべきではない、というのは、最初に適切な強度を加
算し（６５０）、次に適切な強度を差し引いても（６４０）正しい結果が得られることに
なるからである。処理の順序がどうあれ、後でのアウトプットのため結果を保存（６６０
）及び／又は直ちにアウトプットすることができる。
【００６１】
　図６において、群の中に選定されていない主サマリー同位体ピークが残っているかどう
かを決定することができ（６７０）、残っていない場合には本方法を終了できる。まだ選
定されていないさらなる主サマリー同位体ピークが残っていると決定された（６７０）場
合には、次の主サマリー同位体ピークを選定する（６８０）ことができ、方法は新しく選
定された（６８０）主サマリー同位体ピークに対する既知強度の減算（６４０）及び加算
（６５０）に戻ることができる。
【００６２】
　図７は、たたみ込みスペクトル中の強度情報を逆たたみ込みするためのさらに別の方法
実施形態の流れ図である。本方法を使って、例えば、図１又は図３に示すオーバーラップ
した同位体クラスターのたたみ込みスペクトルを逆たたみ込みすることができる。図７に
おいて、オーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ込みスペクトルを受信
する（７１０）ことができる。たたみ込みスペクトル中のサマリー同位体ピークの主サマ
リー同位体ピーク及びピーク強度を決定することができ（７２０）、群から一つの主サマ
リー同位体ピークを選定する（７３０）ことができる。図５と違って、図７に示す実施形
態においては、選定した主サマリー同位体ピークが、最低、最高又は中間の質量を持つか
どうかを決定する必要はない。上位の同位体クラスターの下側質量域サイドピークのすべ
ての既知強度と、下位の同位体クラスターの上側質量域サイドピークのすべての既知強度
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とを、選定された主サマリー同位体ピーク強度から差し引いて（７４０）、選定された主
サマリー同位体ピークに対する仮ピーク強度を求めることができる。選定された主サマリ
ー同位体ピークの下側質量域サイドピークの既知強度及び上側質量域サイドピークの既知
強度を仮ピーク強度に加え（７５０）、これにより、選定された主サマリー同位体ピーク
に関連する同位体クラスターに対する正規化ピーク強度を得ることができる。
【００６３】
　図５の場合と同様に、図７における前記ピーク強度減算（７４０）及びピーク強度加算
（７５０）の順序は、本発明の単なる例示であって、系統的な順序を示すものと解すべき
ではない、というのは、最初に適切な強度を加算し（７５０）、次に適切な強度を差し引
いても（７４０）正しい結果が得られることになるからである。処理の順序がどうあれ、
後でのアウトプットのため結果を保存（７６０）及び／又は直ちにアウトプットすること
ができる。
【００６４】
　図７において、群の中に選定されていない主サマリー同位体ピークが残っているかどう
かを決定することができ（７７０）、残っていない場合には本方法を終了できる。まだ選
定されていないさらなる主サマリー同位体ピークが残っていると決定された（７７０）場
合には、次の主サマリー同位体ピークを選定する（７８０）ことができ、方法は新しく選
定された（７８０）主サマリー同位体ピークに対する既知強度の減算（７４０）及び加算
（７５０）に戻ることができる。これはすべての主サマリー同位体ピークが処理されるま
で続けられ、終わった時点で本方法は終了する。
【００６５】
　図８は、たたみ込みスペクトル中の強度情報を逆たたみ込みするためのさらに別の方法
実施形態の流れ図であって、方法のステップの一部が「同時に」実行される。本方法を使
って、例えば、図１又は図３に示すオーバーラップした同位体クラスターのたたみ込みス
ペクトルを逆たたみ込みすることができる。図８において、オーバーラップした同位体ク
ラスターの群に対するたたみ込みスペクトルを受信する（８１０）ことができる。たたみ
込みスペクトル中のサマリー同位体ピークの主サマリー同位体ピーク及びピーク強度を決
定することができ（８２０）、群中のすべての主サマリー同位体ピークを選定する（８３
０）ことができる。図７と同様に、図８に示す実施形態においても、選定した主サマリー
同位体ピークが、最低、最高又は中間の質量を持つかどうかを決定する必要はない。選定
された主サマリー同位体ピーク強度の各々から、一つ上位の同位体クラスターの下側質量
域サイドピークの既知強度及び一つ下位の同位体クラスターの下側質量域サイドピークの
既知強度を同時に差し引いて（８４０）、各主サマリー同位体ピークに対する仮ピーク強
度を求めることができる。選定された主サマリー同位体ピークの各々の下側質量域サイド
ピークの既知強度及び上側質量域サイドピークの既知強度を、同時に、各仮ピーク強度の
それぞれに加え（８５０）、これにより、たたみ込みスペクトルの主サマリー同位体ピー
クの各々に関連する各同位体クラスターに対する正規化ピーク強度を得ることができる。
【００６６】
　図５の場合と同様に、図８における前記ピーク強度減算（８４０）及びピーク強度加算
（８５０）の順序は、本発明の単なる例示であって、系統的な順序を示すものと解すべき
ではない、というのは、最初にそれぞれ適切な強度を同時に加算し（８５０）、次に、そ
れぞれ適切な主サマリー同位体ピークからそれぞれ適切な強度を同時に差し引いても（８
４０）正しい結果が得られることになるからである。一部の実施形態において、すべての
加算及びすべての減算は同時に処理される（例、波動関数解析を行う場合）。処理の順序
がどうあれ、結果を後でアウトプットするために保存（８６０）及び／又は直ちにアウト
プットし、方法を終了することができる。本発明の一部の実施形態によって、マトリクス
構造、例えば４０×４０マトリクスを使って、減算（８４０）及び加算（８５０）を実施
し、結果を保存（８８０）することができる。
【００６７】
　図９は、たたみ込みスペクトル中の強度情報を同時に逆たたみ込みするためのさらに別
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の方法実施形態の流れ図である。本方法を使って、例えば、図１又は図３に示すオーバー
ラップした同位体クラスターのたたみ込みスペクトルを逆たたみ込みすることができる。
図９において、オーバーラップした同位体クラスターの群に対するたたみ込みスペクトル
を受信する（９１０）ことができる。たたみ込みスペクトル中のサマリー同位体ピークの
主サマリー同位体ピーク及びピーク強度を決定することができ（９２０）、群中のすべて
の主サマリー同位体ピークを選定する（９３０）ことができる。図７と同様に、図９に示
す実施形態においても、選定した主サマリー同位体ピークが、最低、最高又は中間の質量
を持つかどうかを決定する必要はない。選定された主サマリー同位体ピーク強度の各々か
ら、より上位の同位体クラスターの下側質量域サイドピークすべての既知強度と、より下
位の同位体クラスターの上側質量域サイドピークすべての既知強度とを同時に差し引いて
（９４０）、各主サマリー同位体ピークに対する仮ピーク強度を求めることができる。選
定された各主サマリー同位体ピークのすべての下側質量域サイドピークの既知強度及びす
べての上側質量域サイドピークの既知強度を、同時にそれぞれの仮ピーク強度に加え（９
５０）、これにより、たたみ込みスペクトルの各同位体クラスターに対する正規化ピーク
強度を得ることができる。
【００６８】
　図５の場合と同様に、図９における前記ピーク強度減算（９４０）及びピーク強度加算
（９５０）の順序は、本発明の単なる例示であって、系統的な順序を示すものと解すべき
ではない、というのは、最初にそれぞれ適切な強度を同時に加算し（９５０）、次にそれ
ぞれ適切な強度を同時に差し引いても（９４０）正しい結果が得られることになるからで
ある。一部の実施形態において、すべての加算及びすべての減算は同時に処理される（例
、波動関数解析を行う場合）。処理の順序がどうあれ、結果を後でアウトプットするため
に保存（９６０）及び／又は直ちにアウトプットし、方法を終了することができる。本発
明の一部の実施形態によって、マトリクス構造、例えば４０×４０マトリクスを使って、
減算（８４０）及び加算（８５０）を実施し、結果を保存（８８０）することができる。
【００６９】
　図１０は、波動関数解析に従った、たたみ込みスペクトル中の強度情報の逆たたみ込み
のための方法実施形態の最上位の流れ図である。本方法を使って、例えば、図１又は図３
に示すオーバーラップした同位体クラスターのたたみ込みスペクトルを逆たたみ込みする
ことができる。図１０において、例えば、一般に、ｘ，ｙプロット様式でｘ値は質量又は
質量対電荷比を表しｙ値は各ｘ値に対する強度を表すようなピーク・リスト又はアウトプ
ット・データを、入力する既知ピーク強度情報のデータ様式に選ぶ（１０１０）ことがで
きる。各同位体クラスターに対するピーク・リスト又はアウトプット・データの中に、例
えば、同位体クラスター中の各ピークの相対存在度に関する比率情報を含め、サンプル又
はその分留物の質量分析によって生成することができる。ピーク・リストを使って、たた
み込みスペクトルを生成することができる。「既知」ピーク・データ強度情報を解析する
ために用いるピーク形状関数を選択することができる（１０２０）。形状関数をクレニガ
ー関数、ガウス関数、ローレンツ関数又はディラックのデルタ関数とすることができる。
同位体クラスター分布のタイプを選んで（１０３０）、例えば、計算又は実験的に測定す
る「既知」同位体クラスター強度情報を表現することができる。当初の選択（１０１０）
、（１０２０）及び（１０３０）を、本方法における特定の順序を示していると解すべき
ではない、これらのは各々は、他の選択の前にでも同時にでも実施できる。インプット・
ピーク・データ、選択した（１０１０）ピーク・データ様式、選択した（１０２０）ピー
ク形状関数、及び選択した（１０３０）同位体クラスター分布を用いて、「既知」同位体
クラスター強度情報に対するベースライン・クラスター形状を生成することができる。相
関係数を選定し（１０５０）これを用いて、たたみ込みスペクトル中のサマリー・ピーク
のベースライン・クラスター形状に対する適合度の信頼水準を決定することができる。計
算アルゴリズムを選択し（１０６０）これを用いて、各サマリー・ピークに対する正規化
ピーク強度を計算することができる。例えば、計算アルゴリズムを、ガウス－ニュートン
・アルゴリズム、シンプレックス・アルゴリズム、ジェネリック・アルゴリズム、上下（
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ＬＵ）分解アルゴリズム及びＳＶＤアルゴリズムから選ぶ（１０６０）ことができる。選
択した（１０６０）計算アルゴリズム、選択した（１０５０）相関係数、及び「既知」同
位体クラスター強度情報に対して生成した（１０４０）ベースライン・クラスター形状を
使って、たたみ込みスペクトル中の各サマリー同位体ピークに対し正規化ピーク強度を計
算する（１０７０）ことができる。たたみ込みスペクトル中の各主サマリー同位体ピーク
に対し、正規化ピーク強度をアウトプットし（１０８０）、本方法を終了することができ
る。
【００７０】
　図１１は、本発明の実施形態の一部を実施することが可能なシステムのブロック図であ
る。図１１において、たたみ込みスペクトル生成源１１１０をコンピュータシステム１１
２０に結合することができる。たたみ込みスペクトル生成源１１１０に、以下に限りはし
ないが、例えば、質量分析計（ＭＳ）、ＭＳ／ＭＳ、４極子ＭＳ、及び、過去のＭＳ分析
からのデータファイルを含めることができる。コンピュータシステム１１２０に、ディス
プレイ１１２４に連結されたプロセシング・ユニット１１２２、及び入力装置１１２６、
例えばキーボードを含めることができる。他の入力装置１１２６には、以下に限らないが
、電子書き込みタブレット、マウス、音声作動入力装置等が含まれる。プロセシング・ユ
ニット１１２２に、メモリ及び大量記憶装置に連結されたプロセッサ、例えばマイクロプ
ロセッサ又はマルチプロセッサを含めることができる。以下には、プロセシング・ユニッ
ト１１２２の可能な構成を限定する意図はまったくないが、例えば、プロセッサにマイク
ロプロセッサを含めることができ、メモリにランダムアクセス・メモリ（ＲＡＭ）を含め
ることができ、大量記憶装置にハードディスク装置を含めることができる。コンピュータ
システム１１２０は、たたみ込みスペクトル生成源１１１０から、たたみ込みスペクトル
データ及び／又は「既知」同位体クラスター情報（例、比率情報）を受信することができ
、本発明の各種の実施形態に従って、「既知」同位体クラスター情報を用いてたたみ込み
スペクトルデータを逆たたみ込みすることができる。
【００７１】
　図１２は、本発明の実施形態の一部を実施することが可能な別のシステムのブロック図
である。図１２においては、図１１のたたみ込みスペクトル生成源１１１０とコンピュー
タシステム１１２０とを、ネットワーク１２１０を介して、例えば、通信ネットワーク、
インターネット、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）
及び無線ネットワークを介して結合することができる。図１２中のシステム、及び類似の
構成体の作動は、たたみ込みスペクトル生成源１１１０からコンピュータシステム１１２
０への情報の通信をネットワーク１２１０を通して行うことができるということを除き、
図１１のシステムと同様である。
【００７２】
　図１３は、本発明の実施形態の一部を実施することが可能なさらに別のシステムのブロ
ック図である。図１３において、例えば、ディスプレイ装置１３２２及び入力装置１３２
４を含む周辺サブシステム１３２０に結合可能なプロセシング・ユニット１３１０を、た
たみ込みスペクトル生成源１１１０に含めることができる。プロセシング・ユニット１３
１０を、図１１でプロセシング・ユニット１１１０について説明したように構成すること
ができる。図１３中のシステム及び類似の構成体の作動は、プロセシング・ユニット１３
１０がたたみ込みスペクトル生成源１１１０の中に配置されていることを除き、図１１の
システムと同様である。
【００７３】
　本発明の詳細を開示したが、これらについて、さまざまな変更、置き換え、及び改変が
可能なことを理解すべきである。さらに、特定の機能を制御するためのソフトウエア及び
ハードウエアについて説明しているが、このような機能は、技術的によく知られているよ
うに、ソフトウエア、ハードウエア、又はソフトウエアとハードウエアとの組み合わせの
いずれかを使って実行することができる。当業者は、他の実施例を容易に確かめることが
でき、後記の請求範囲に明示した本発明の精神及び範囲から逸脱することなく実施するこ



(37) JP 4662581 B2 2011.3.30

10

20

30

とができる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】図１は、オーバーラップする２つの同位体クラスターの簡単なモデルの図である
。
【図２】図２は、たたみ込みスペクトル中の強度情報を逆たたみ込みするための方法の実
施形態の最上位流れ図である。
【図３】図３は、図４Ａ－４Ｄにそれぞれを示すオーバーラップする４つの同位体クラス
ターに対するシミュレートたたみ込みスペクトルの図である。
【図４Ａ】図４Ａは、波合成されて図３のたたみ込みスペクトルを形成できる同位体クラ
スターの例である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、波合成されて図３のたたみ込みスペクトルを形成できる同位体クラ
スターの例である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、波合成されて図３のたたみ込みスペクトルを形成できる同位体クラ
スターの例である。
【図４Ｄ】図４Ｄは、波合成されて図３のたたみ込みスペクトルを形成できる同位体クラ
スターの例である。
【図５】図５は、たたみ込みスペクトル中の強度情報を逆たたみ込みするための方法実施
形態の流れ図である。
【図６】図６は、たたみ込みスペクトル中の強度情報を逆たたみ込みするための別の方法
実施形態の流れ図である。
【図７】図７は、たたみ込みスペクトル中の強度情報を逆たたみ込みするためのさらに別
の方法実施形態の流れ図である。
【図８】図８は、たたみ込みスペクトル中の強度情報を同時逆たたみ込みするための方法
実施形態の流れ図である。
【図９】図９は、たたみ込みスペクトル中の強度情報を同時逆たたみ込みするためのさら
に別の方法実施形態の流れ図である。
【図１０】図１０は、たたみ込みスペクトル中の強度情報を逆たたみ込みするためのさら
に別の方法実施形態の最上位流れ図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施形態を実施できるシステムのブロック図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施形態を実施できる別のシステムのブロック図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施形態を実施できるさらに別のシステムのブロック図で
ある。
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【図４Ｂ】
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【図４Ｃ】
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【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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