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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化して、第１のデジタル化信号を生
成するステップと、
　前記第１のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するステップと
、
　前記第１のデジタル化信号の前記二階微分または前記二階差分から１つまたはそれ以上
の第１のイオンの到着時間Ｔ1を決定するステップと、
　前記１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するステップと、
　前記イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化して、第２のデジタル化信号
を生成するステップと、
　前記第２のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するステップと
、
　前記第２のデジタル化信号の前記二階微分または前記二階差分から１つまたはそれ以上
の第２のイオンの到着時間Ｔ2を決定するステップと、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するステップと、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、前記１つまたは
それ以上の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる期間、時間ウィンドウまた
はメモリアレイ要素に含まれるか否かを決定するステップとを含む質量分析方法であって
、
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　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、前記１つまたは
それ以上の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる前記期間、時間ウィンドウ
またはメモリアレイ要素に含まれると決定される場合、前記方法は、（ｉ）前記１つまた
はそれ以上の第１のイオンＴ1と前記１つまたはそれ以上の第２のイオンＴ2との平均到着
時間Ｔ’を決定するステップ、および（ｉｉ）前記１つまたはそれ以上の第１のイオンＩ

1と前記１つまたはそれ以上の第２のイオンＩ2との合成強度Ｉ’を決定するステップをさ
らに含む、質量分析方法。
【請求項２】
　アナログ－デジタル変換器または過渡現象記録装置を使用して前記第１の信号および／
または前記第２の信号をデジタル化するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のデジタル化信号および／または前記第２のデジタル化信号を平滑化するステ
ップをさらに含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のデジタル化信号の前記二階微分から１つまたはそれ以上の第１のイオンの到
着時間Ｔ1を決定する前記ステップは、前記第１のデジタル化信号の前記二階微分の１つ
またはそれ以上のゼロ交差点を決定するステップを含む、請求項１～３のいずれかに記載
の方法。
【請求項５】
　前記第２のデジタル化信号の前記二階微分から１つまたはそれ以上の第２のイオンの到
着時間Ｔ2を決定する前記ステップは、前記第２のデジタル化信号の前記二階微分の１つ
またはそれ以上のゼロ交差点を決定するステップを含む、請求項１～４のいずれかに記載
の方法。
【請求項６】
　１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応する前記第１のデジタル化信号および
／または前記第２のデジタル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークの強度および
／またはモーメントを決定するステップをさらに含む、請求項１～５のいずれかに記載の
方法。
【請求項７】
　１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応する前記第１のデジタル化信号および
／または前記第２のデジタル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークの中心時間を
決定するステップをさらに含む、請求項１～６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応する前記第１のデジタル化信号および
／または前記第２のデジタル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークの平均または
代表時間を決定するステップをさらに含む、請求項１～７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記イオン検出器から出力される１つまたはそれ以上のさらなる信号をデジタル化して
、１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号を生成するステップと、
　前記１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定ま
たは取得するステップと、
　前記１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号の前記二階微分または前記二階差分
から１つまたはそれ以上のさらなるイオンの到着時間Ｔnを決定するステップと、
　前記１つまたはそれ以上のさらなるイオンの強度Ｉnを決定するステップと、
　前記１つまたはそれ以上のさらなるイオンの決定された到着時間Ｔnが、１つまたはそ
れ以上の別のイオンの決定された到着時間Ｔ0が含まれる期間、時間ウィンドウまたはメ
モリアレイ要素に含まれるか否かを決定するステップをさらに含み、
　前記１つまたはそれ以上のさらなるイオンの決定された到着時間Ｔnが、前記１つまた
はそれ以上の別のイオンの決定された到着時間Ｔ0が含まれる前記期間、時間ウィンドウ
またはメモリアレイ要素に含まれると決定される場合、前記方法は、（ｉ）前記１つまた
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はそれ以上のさらなるイオンＴnと前記１つまたはそれ以上の別のイオンＴ0との平均到着
時間Ｔn’を決定するステップ、および／または（ｉｉ）前記１つまたはそれ以上のさら
なるイオンＩnと前記１つまたはそれ以上の別のイオンＩ0との合成強度Ｉn’を決定する
ステップをさらに含む、請求項１～８のいずれかに記載の質量分析方法。
【請求項１０】
　イオン到着イベントに関係するピークの時間および強度に関係する前記第１のデジタル
化信号、第２のデジタル化信号および一つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号から
のデータを合成して、連続体時間または質量スペクトルを提供するステップをさらに含む
、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応する前記デジタル化信号に存在する１
つまたはそれ以上のピークの決定された時間もしくは平均時間および／または強度を記憶
するステップをさらに含む、請求項１～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化して、第１のデジタル化信号を生
成するように構成された手段と、
　前記第１のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するように構成
された手段と、
　前記第１のデジタル化信号の前記二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第
１のイオンの到着時間Ｔ1を決定するように構成された手段と、
　前記１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するように構成された手段と
、
　前記イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化して、第２のデジタル化信号
を生成するように構成された手段と、
　前記第２のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するように構成
された手段と、
　前記第２のデジタル化信号の前記二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第
２のイオンの到着時間Ｔ2を決定するように構成された手段と、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するように構成された手段と
、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、前記１つまたは
それ以上の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる期間、時間ウィンドウまた
はメモリアレイ要素に含まれるか否かを決定するように構成された手段とを含む装置であ
って、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、前記１つまたは
それ以上の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる前記期間、時間ウィンドウ
またはメモリアレイ要素に含まれると決定される場合、前記装置はさらに、（ｉ）前記１
つまたはそれ以上の第１のイオンＴ1と前記１つまたはそれ以上の第２のイオンＴ2との平
均到着時間Ｔ’を決定し、かつ（ｉｉ）前記１つまたはそれ以上の第１のイオンＩ1と前
記１つまたはそれ以上の第２のイオンＩ2との合成強度Ｉ’を決定する、装置。
【請求項１３】
　前記第１の信号および／または前記第２の信号をデジタル化するためのアナログ－デジ
タル変換器または過渡現象記録装置をさらに含む、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　請求項１２または１３に記載の装置と、
　（ｉ）飛行時間（「ＴＯＦ」）質量分析器；（ｉｉ）直交加速飛行時間（「ｏａＴＯＦ
」）質量分析器；および（ｉｉｉ）軸方向加速飛行時間質量分析器からなる群から選択さ
れる質量分析器とを含む、質量分析計。
【請求項１５】
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化して、第１のデジタル化信号を生
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成するステップと、
　前記第１のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するステップと
、
　前記第１のデジタル化信号の前記二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第
１のイオンの質量または質量電荷比ｍ1を決定するステップと、
　前記１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するステップと、
　前記イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化して、第２のデジタル化信号
を生成するステップと、
　前記第２のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するステップと
、
　前記第２のデジタル化信号の前記二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第
２のイオンの質量または質量電荷比ｍ2を決定するステップと、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するステップと、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、前
記１つまたはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる
質量ウィンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれるか否かを決定するステップとを
含む質量分析方法であって、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、前
記１つまたはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる
質量ウィンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれると決定される場合、前記方法は
、（ｉ）前記１つまたはそれ以上の第１のイオンｍ1と前記１つまたはそれ以上の第２の
イオンｍ2との平均質量または質量電荷比ｍ’を決定するステップ、および（ｉｉ）前記
１つまたはそれ以上の第１のイオンＩ1と前記１つまたはそれ以上の第２のイオンＩ2との
合成強度Ｉ’を決定するステップをさらに含む、質量分析方法。
【請求項１６】
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化して、第１のデジタル化信号を生
成するように構成された手段と、
　前記第１のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するように構成
された手段と、
　前記第１のデジタル化信号の前記二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第
１のイオンの質量または質量電荷比ｍ1を決定するように構成された手段と、
　前記１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するように構成された手段と
、
　前記イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化して、第２のデジタル化信号
を生成するように構成された手段と、
　前記第２のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するように構成
された手段と、
　前記第２のデジタル化信号の前記二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第
２のイオンの質量または質量電荷比ｍ2を決定するように構成された手段と、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するように構成された手段と
、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、前
記１つまたはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる
質量ウィンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれるか否かを決定するように構成さ
れた手段とを含む装置であって、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、前
記１つまたはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる
質量ウィンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれると決定される場合、前記装置は
さらに、（ｉ）前記１つまたはそれ以上の第１のイオンｍ1と前記１つまたはそれ以上の
第２のイオンｍ2との平均質量または質量電荷比ｍ’を決定し、かつ（ｉｉ）前記１つま
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たはそれ以上の第１のイオンＩ1と前記１つまたはそれ以上の第２のイオンＩ2との合成強
度Ｉ’を決定する、装置。
【請求項１７】
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化して、第１のデジタル化信号を生
成するステップと、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの到着時間Ｔ1を決定するステップと、
　前記１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するステップと、
　前記イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化して、第２のデジタル化信号
を生成するステップと、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの到着時間Ｔ2を決定するステップと、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するステップと、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、前記１つまたは
それ以上の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる期間、時間ウィンドウまた
はメモリアレイ要素に含まれるか否かを決定するステップとを含む質量分析方法であって
、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、前記１つまたは
それ以上の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる前記期間、時間ウィンドウ
またはメモリアレイ要素に含まれると決定される場合、前記方法は、（ｉ）前記１つまた
はそれ以上の第１のイオンＴ1と前記１つまたはそれ以上の第２のイオンＴ2との平均到着
時間Ｔ’を決定するステップ、および（ｉｉ）前記１つまたはそれ以上の第１のイオンＩ

1と前記１つまたはそれ以上の第２のイオンＩ2との合成強度Ｉ’を決定するステップをさ
らに含む、質量分析方法。
【請求項１８】
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化して、第１のデジタル化信号を生
成するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの到着時間Ｔ1を決定するように構成された手段と
、
　前記１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するように構成された手段と
、
　前記イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化して、第２のデジタル化信号
を生成するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの到着時間Ｔ2を決定するように構成された手段と
、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するように構成された手段と
、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、前記１つまたは
それ以上の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる期間、時間ウィンドウまた
はメモリアレイ要素に含まれるか否かを決定するように構成された手段とを含む装置であ
って、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、前記１つまたは
それ以上の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる前記期間、時間ウィンドウ
またはメモリアレイ要素に含まれると決定される場合、前記装置はさらに、（ｉ）前記１
つまたはそれ以上の第１のイオンＴ1と前記１つまたはそれ以上の第２のイオンＴ2との平
均到着時間Ｔ’を決定し、かつ（ｉｉ）前記１つまたはそれ以上の第１のイオンＩ1と前
記１つまたはそれ以上の第２のイオンＩ2との合成強度Ｉ’を決定する、装置。
【請求項１９】
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化して、第１のデジタル化信号を生
成するステップと、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの質量または質量電荷比ｍ1を決定するステップと
、
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　前記１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するステップと、
　前記イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化して、第２のデジタル化信号
を生成するステップと、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの質量または質量電荷比ｍ2を決定するステップと
、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するステップと、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、前
記１つまたはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる
質量ウィンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれるか否かを決定するステップとを
含む質量分析方法であって、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、前
記１つまたはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる
質量ウィンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれると決定される場合、前記方法は
、（ｉ）前記１つまたはそれ以上の第１のイオンｍ1と前記１つまたはそれ以上の第２の
イオンｍ2との平均質量または質量電荷比ｍ’を決定するステップ、および（ｉｉ）前記
１つまたはそれ以上の第１のイオンＩ1と前記１つまたはそれ以上の第２のイオンＩ2との
合成強度Ｉ’を決定するステップをさらに含む、質量分析方法。
【請求項２０】
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化して、第１のデジタル化信号を生
成するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの質量または質量電荷比ｍ1を決定するように構成
された手段と、
　前記１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するように構成された手段と
、
　前記イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化するように構成された手段と
、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの質量または質量電荷比ｍ2を決定するように構成
された手段と、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するように構成された手段と
、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、前
記１つまたはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる
質量ウィンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれるか否かを決定するように構成さ
れた手段とを含む装置であって、
　前記１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、前
記１つまたはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる
質量ウィンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれると決定される場合、前記装置は
さらに、（ｉ）前記１つまたはそれ以上の第１のイオンｍ1と前記１つまたはそれ以上の
第２のイオンｍ2との平均質量または質量電荷比ｍ’を決定し、かつ（ｉｉ）前記１つま
たはそれ以上の第１のイオンＩ1と前記１つまたはそれ以上の第２のイオンＩ2との合成強
度Ｉ’を決定する、装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、質量分析計および質量分析の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　質量スペクトルを得る１つの方法として、高速アナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）を
使用して質量分析器のイオン検出器からの出力信号を時間の関数として記録する方法が知
られている。走査型扇形磁場質量分析器、走査型四重極質量分析器またはイオントラップ
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質量分析器を用いたアナログ－デジタル変換器を使用することが知られている。
【０００３】
　質量分析器が比較的長期間にわたり（例えば、クロマトグラフィー分離実験を１回実行
する期間にわたり）非常に高速にスキャンされる場合、アナログ－デジタル変換器を使用
すると、非常に大量の質量スペクトルデータが得られることが明らかである。大量の質量
スペクトルデータを記憶および処理するには大型メモリが必要であり、これは不利である
。さらに、この大量のデータは、当該データの後処理が遅くなるという影響を及ぼす。こ
れは、データ依存取得（Ｄａｔａ　Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎｓ、Ｄ
ＤＡ）などのリアルタイムアプリケーションにとっては特に問題となり得る。
【０００４】
　飛行時間質量分析器を用いたアナログ－デジタル変換器を使用することには問題がある
ので、その代わりに、飛行時間質量分析器を用いた時間－デジタル変換器（ＴＤＣ）検出
器システムを使用することが一般的である。時間－デジタル変換器とアナログ－デジタル
変換器との違いは、時間－デジタル変換器が、イオンがイオン検出器に到着した際に記録
される時間のみを記録するという点である。その結果、時間－デジタル変換器が生成する
質量スペクトルデータは実質的に少なくなるので、当該データの後処理は実質的により容
易になる。しかし、時間－デジタル変換器の１つの欠点は、イオン到着イベント（ｉｏｎ
　ａｒｒｉｖａｌ　ｅｖｅｎｔ）に関連する強度値を出力しないということである。した
がって、時間－デジタル変換器は、イオン検出器に実質的に同時に到着する１つのイオン
または複数のイオンを区別することができない。
【０００５】
　従来の飛行時間質量分析器は、時間－デジタル変換器システムによって複数の取得から
決定されるイオン到着時間を合計する。イオンがイオン検出器に到着しない時間には、デ
ータは記録されない。次いで、記録されたイオン到着イベントの時間の合成ヒストグラム
が形成される。後の取得からより多くのイオンがヒストグラムに追加されるにつれ、ヒス
トグラムは漸進的に蓄積し、イオンカウント対飛行時間の質量スペクトル（または質量電
荷比）を形成する。
【０００６】
　従来の飛行時間質量分析器は、最終の合成質量スペクトルを形成するために別個の取得
から得られた何百または何千もの別個の飛行時間スペクトルを収集、合計またはヒストグ
ラム化し得る。次いで、イオン到着イベントの質量スペクトルまたはヒストグラムは、コ
ンピュータメモリに記憶され得る。
【０００７】
　従来の飛行時間質量分析器の１つの欠点は、最終の質量スペクトルを形成するためにヒ
ストグラム化される個別のスペクトルの多くが、記録されるイオン到着イベントがほんの
わずかしかないかまたは全くない取得に関係し得ることである。このことは、特に、非常
に高い取得レート（ｒａｔｅ）で動作される直交加速飛行時間質量分析器について当ては
まる。
【０００８】
　公知の飛行時間質量分析器は、マイクロチャンネルプレート（ＭＣＰ）などの二次電子
増倍管または離散（ｄｉｓｃｒｅｔｅ）ダイノード電子増倍管を備えるイオン検出器を備
える。二次電子増倍管または離散ダイノード電子増倍管は、イオン検出器に到着したイオ
ンに応答して電子のパルスを生成する。この電子のパルスまたは電流パルスは、次いで、
電圧パルスに変換され、電圧パルスは、次いで、適当な増幅器を使用して増幅され得る。
【０００９】
　最新のマイクロチャンネルプレートイオン検出器は、１つのイオンの到着に応答して信
号を生成し得、この信号は、１～３ｎｓの半値全幅を有する。イオン信号は、時間－デジ
タル変換器（ＴＤＣ）を使用して検出される。電子増倍管によって生成された信号が所定
の電圧閾値を超えると、当該信号は、イオン到着イベントに関係するものとして記録され
得る。イオン到着イベントは、単に、関連する強度情報を有しない時間値として記録され
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る。到着時間は、イオン信号の先端が電圧閾値を通過する時間に対応するように記録され
る。記録された到着時間は、時間－デジタル変換器の最も近いクロックステップの精度で
正確であるに過ぎない。最新の１０ＧＨｚ時間－デジタル変換器は、イオン到着時間を±
５０ｐｓの精度で記録することができる。
【００１０】
　時間－デジタル変換器を使用してイオン到着イベントを記録することの１つの利点は、
信号または電圧閾値を適用することによって電子ノイズを有効に除去することができると
いうことである。その結果、最終のヒストグラム化質量スペクトルにノイズが現れず、イ
オン流量が比較的低い場合には、非常に良好な信号ノイズ比を実現することができる。
【００１１】
　時間－デジタル変換器を使用する別の利点は、１つのイオンによって生成される信号の
アナログ幅が、最終のヒストグラム化質量スペクトルにおける特定の質量電荷比値に対す
るイオン到着包絡線（ｔｈｅ　ｉｏｎ　ａｒｒｉｖａｌ　ｅｎｖｅｌｏｐｅ）の幅に加算
されないということである。イオン到着時間のみが記録されるので、最終のヒストグラム
化質量スペクトルにおける質量ピークの幅は、各質量ピークに対するイオン到着時間にお
ける広がり、およびイオン到着イベントによって生成される電圧パルス高さの信号閾値に
対する変化量によってのみ決定される。
【００１２】
　しかし、時間－デジタル変換検出器を含むイオン検出器を備える従来の飛行時間質量分
析器の重大な欠点は、時間－デジタル変換検出器が、１つのイオンがイオン検出器に到着
したことによって生じる信号と、複数のイオンがイオン検出器に同時に到着したことによ
って生じる信号とを弁別することができないということである。このように１つのイオン
到着イベントと複数のイオン到着イベントとを弁別できないということは、最終のヒスト
グラムまたは質量スペクトルの強度の歪みを招く。さらに、イオン到着イベントは、イオ
ン検出器からの出力信号が所定の電圧閾値を超えた場合にのみ記録されることになる。
【００１３】
　時間－デジタル変換器システムを内蔵する公知のイオン検出器にもまた、イオン到着イ
ベントが記録された後に、信号が所定の電圧信号閾値より下に降下しなければならない回
復時間を有するという問題がある。このような不感時間（ｄｅａｄ　ｔｉｍｅ）中、さら
なるイオン到着イベントを記録することはできない。
【００１４】
　比較的高いイオン流量では、１回の取得中にいくつかのイオンがイオン検出器に実質的
に同時に到着する確率は、比較的大きくなり得る。その結果、不感時間作用により、最終
のヒストグラム化質量スペクトルにおける強度および質量電荷比位置に歪みが生じる。し
たがって、時間－デジタル変換検出器システムを使用する公知の質量分析器には、定量的
および定性的アプリケーションの両方に対してダイナミックレンジが比較的制限されると
いう問題がある。
【００１５】
　時間－デジタル変換器システムの制限とは異なり、複数のイオン到着イベントは、アナ
ログ－デジタル変換器システムを使用して正確に記録され得る。アナログ－デジタル変換
器システムは、各クロックサイクルにおいて信号強度を記録し得る。
【００１６】
　公知のアナログデジタル記録器は、例えば、２ＧＨｚのレートで信号をデジタル化しな
がら、当該信号の強度を８ビットまでのデジタル値として記録することができる。これは
、各時間デジタル化点において０～２５５の強度値に対応する。１０ビットまでにおいて
デジタル強度値を記録することができるアナログ－デジタル変換器も公知であるが、この
ようなアナログ－デジタル変換器は、スペクトル反復レートが制限される傾向がある。
【００１７】
　アナログ－デジタル変換器は、電子増倍管から出力される信号に対応する時間の関数と
して連続強度プロファイルを生成する。次いで、複数の取得からの飛行時間スペクトルは
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合計され、最終の質量スペクトルが生成され得る。
【００１８】
　アナログ－デジタル変換器システムの１つの利点は、アナログ－デジタル変換器システ
ムが強度値を出力することができ、したがって、増大した強度値を出力することによって
複数の同時イオン到着イベントを記録することができるということである。これに対し、
時間－デジタル変換器システムは、イオン検出器に実質的に同時に到着する１つのイオン
または複数のイオンを区別することができない。
【００１９】
　アナログ－デジタル変換器は、検出閾値を使用する時間－デジタル変換器に付随し得る
不感時間の影響を受けない。しかし、アナログ－デジタル変換器には、個別のイオン到着
からの信号のアナログ幅がイオン到着包絡線の幅に加算されるという問題がある。したが
って、最終の合計またはヒストグラム化質量スペクトルの質量分解能は、時間－デジタル
変換器に基づくシステムを使用して生成された同等の質量スペクトルと比較して低くなり
得る。
【００２０】
　アナログ－デジタル変換器もまた、電子ノイズもデジタル化され、各取得に対応する各
飛行時間スペクトルに現れるという問題を有する。その後、このノイズは、合計されて、
最終のまたはヒストグラム化質量スペクトルに存在することになる。その結果、比較的弱
いイオン信号はマスクされる可能性があり、これにより、時間－デジタル変換器に基づく
システムを使用して得ることが可能なものと比べて、検出限度が相対的に低くなり得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　改良された質量分析計および質量分析の方法を提供することが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の一態様によると、
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化して、第１のデジタル化信号を生
成するステップと、
　第１のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するステップと、
　第１のデジタル化信号の二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第１のイオ
ンの到着時間Ｔ1を決定するステップと、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するステップと、
　イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化して、第２のデジタル化信号を生
成するステップと、
　第２のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するステップと、
　第２のデジタル化信号の二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第２のイオ
ンの到着時間Ｔ2を決定するステップと、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するステップと、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、１つまたはそれ以上
の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる期間、時間ウィンドウまたはメモリ
アレイ要素（ｍｅｍｏｒｙ　ａｒｒａｙ　ｅｌｅｍｅｎｔ）に含まれるか否かを決定する
ステップとを含む質量分析方法であって、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、１つまたはそれ以上
の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる期間、時間ウィンドウまたはメモリ
アレイ要素に含まれると決定される場合、上記方法は、（ｉ）１つまたはそれ以上の第１
のイオンＴ1と１つまたはそれ以上の第２のイオンＴ2との平均到着時間Ｔ’を決定するス
テップ、および／または（ｉｉ）１つまたはそれ以上の第１のイオンＩ1と１つまたはそ
れ以上の第２のイオンＩ2との合成強度Ｉ’を決定するステップをさらに含む質量分析方
法が提供される。
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【００２３】
　第１のデジタル化信号および／または第２のデジタル化信号の二階微分を決定または取
得するステップは、非常に好ましいが、本発明に必須ではない。
【００２４】
　第１および／または第２の信号は、好ましくは、出力信号、電圧信号、イオン信号、イ
オン電流、電圧パルスまたは電子電流パルスを含む。
【００２５】
　上記好適な実施形態によると、平均到着時間Ｔ’は以下の関係に従う。
【００２６】
【数１】

【００２７】
　合成強度Ｉ’は、好ましくは以下の関係に従う、
【００２８】
【数２】

【００２９】
　上記方法は、１つまたはそれ以上の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1および決定
された強度Ｉ1ならびに１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2およ
び決定された強度Ｉ2を平均到着時間Ｔ’および合成強度Ｉ’で置換するステップを好ま
しくはさらに含む。
【００３０】
　期間、時間ウィンドウまたはメモリアレイ要素は好ましくは幅を有し、幅は、（ｉ）＜
１ｐｓ；（ｉｉ）１～１０ｐｓ；（ｉｉｉ）１０～１００ｐｓ；（ｉｖ）１００～２００
ｐｓ；（ｖ）２００～３００ｐｓ；（ｖｉ）３００～４００ｐｓ；（ｖｉｉ）４００～５
００ｐｓ；（ｖｉｉｉ）５００～６００ｐｓ；（ｉｘ）６００～７００ｐｓ；（ｘ）７０
０～８００ｐｓ；（ｘｉ）８００～９００ｐｓ；（ｘｉｉ）９００～１０００ｐｓ；（ｘ
ｉｉｉ）１～２ｎｓ；（ｘｉｖ）２～３ｎｓ；（ｘｖ）３～４ｎｓ；（ｘｖｉ）４～５ｎ
ｓ；（ｘｖｉｉ）５～６ｎｓ；（ｘｖｉｉｉ）６～７ｎｓ；（ｘｉｘ）７～８ｎｓ；（ｘ
ｘ）８～９ｎｓ；（ｘｘｉ）９～１０ｎｓ；（ｘｘｉｉ）１０～１００ｎｓ；（ｘｘｉｉ
ｉ）１００～５００ｎｓ；（ｘｘｉｖ）５００～１０００ｎｓ；（ｘｘｖ）１～１０μｓ
；（ｘｘｖｉ）１０～１００μｓ；（ｘｘｖｉｉ）１００～５００μｓ；（ｘｘｖｉｉｉ
）＞５００μｓからなる群から選択される範囲に好ましくは含まれる。
【００３１】
　上記方法は、取得期間にわたって第１の信号および／または第２の信号を取得するステ
ップを好ましくはさらに含み、取得期間の長さは、（ｉ）＜１μｓ；（ｉｉ）１～１０μ
ｓ；（ｉｉｉ）１０～２０μｓ；（ｉｖ）２０～３０μｓ；（ｖ）３０～４０μｓ；（ｖ
ｉ）４０～５０μｓ；（ｖｉｉ）５０～６０μｓ；（ｖｉｉｉ）６０～７０μｓ；（ｉｘ
）７０～８０μｓ；（ｘ）８０～９０μｓ；（ｘｉ）９０～１００μｓ；（ｘｉｉ）１０
０～１１０μｓ；（ｘｉｉｉ）１１０～１２０μｓ；（ｘｉｖ）１２０～１３０μｓ；（
ｘｖ）１３０～１４０μｓ；（ｘｖｉ）１４０～１５０μｓ；（ｘｖｉｉ）１５０～１６
０μｓ；（ｘｖｉｉｉ）１６０～１７０μｓ；（ｘｉｘ）１７０～１８０μｓ；（ｘｘ）
１８０～１９０μｓ；（ｘｘｉ）１９０～２００μｓ；（ｘｘｉｉ）２００～２５０μｓ
；（ｘｘｉｉｉ）２５０～３００μｓ；（ｘｘｉｖ）３００～３５０μｓ；（ｘｘｖ）３
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５０～４００μｓ；（ｘｘｖｉ）４５０～５００μｓ；（ｘｘｖｉｉ）５００～１０００
μｓ；および（ｘｘｖｉｉｉ）＞１ｍｓからなる群から好ましくは選択される。
【００３２】
　上記方法は、取得期間をｎ個の期間、時間ウィンドウまたはメモリアレイ要素に細分す
るステップを好ましくはさらに含み、ｎは、（ｉ）＜１００；（ｉｉ）１００～１０００
；（ｉｉｉ）１０００～１００００；（ｉｖ）１０，０００～１００，０００；（ｖ）１
００，０００～２００，０００；（ｖｉ）２００，０００～３００，０００；（ｖｉｉ）
３００，０００～４００，０００；（ｖｉｉｉ）４００，０００～５００，０００；（ｉ
ｘ）５００，０００～６００，０００；（ｘ）６００，０００～７００，０００；（ｘｉ
）７００，０００～８００，０００；（ｘｉｉ）８００，０００～９００，０００；（ｘ
ｉｉｉ）９００，０００～１，０００，０００；および（ｘｉｖ）＞１，０００，０００
からなる群から好ましくは選択される。
【００３３】
　各期間、時間ウィンドウまたはメモリアレイ要素は、実質的に同じ長さ、幅または継続
時間を好ましくは有する。
【００３４】
　上記方法は、アナログ－デジタル変換器または過渡現象記録装置（ｔｒａｎｓｉｅｎｔ
　ｒｅｃｏｒｄｅｒ）を使用して第１の信号および／または第２の信号をデジタル化する
ステップを好ましくはさらに含む。アナログ－デジタル変換器または過渡現象記録装置は
、ｎ-ビットアナログ－デジタル変換器または過渡現象記録装置を好ましくは含み、ｎは
、８、１０、１２、１４または１６を好ましくは含む。
【００３５】
　アナログ－デジタル変換器または過渡現象記録装置は、（ｉ）＜１ＧＨｚ；（ｉｉ）１
～２ＧＨｚ；（ｉｉｉ）２～３ＧＨｚ；（ｉｖ）３～４ＧＨｚ；（ｖ）４～５ＧＨｚ；（
ｖｉ）５～６ＧＨｚ；（ｖｉｉ）６～７ＧＨｚ；（ｖｉｉｉ）７～８ＧＨｚ；（ｉｘ）８
～９ＧＨｚ；（ｘ）９～１０ＧＨｚ；および（ｘｉ）＞１０ＧＨｚからなる群から選択さ
れるサンプリングまたは取得レートを好ましくは有する。
【００３６】
　一実施形態によると、アナログ－デジタル変換器または過渡現象記録装置は、実質的に
均一なデジタル化レートを有する。別の実施形態によると、アナログ－デジタル変換器ま
たは過渡現象記録装置は、実質的に不均一なデジタル化レートを有し得る。
【００３７】
　上記方法は、第１のデジタル化信号および／または第２のデジタル化信号から一定の数
または値を減算するステップを好ましくはさらに含む。第１のデジタル化信号から一定の
数または値を減算した後、第１のデジタル化信号の一部がゼロより下に降下する場合、上
記方法は、第１のデジタル化信号の上記一部をゼロにリセットするステップを好ましくは
さらに含む。
【００３８】
　第２のデジタル化信号から一定の数または値を減算した後、第２のデジタル化信号の一
部がゼロより下に降下する場合、上記方法は、第２のデジタル化信号の上記一部をゼロに
リセットするステップを好ましくはさらに含む。
【００３９】
　上記好適な実施形態によると、第１のデジタル化信号および／または第２のデジタル化
信号を平滑化するステップをさらに含む。一実施形態によると、移動平均、ボックスカー
積分器、サビツキ・ゴレイ（Ｓａｖｉｔｓｋｙ　Ｇｏｌａｙ）またはハイツ・ビーマン（
Ｈｉｔｅｓ　Ｂｉｅｍａｎｎ）アルゴリズムを使用して、第１のデジタル化信号および／
または第２のデジタル化信号を平滑化し得る。
【００４０】
　第１のデジタル化信号の二階微分から１つまたはそれ以上の第１のイオンの到着時間Ｔ

1を決定するステップは、第１のデジタル化信号の二階微分の１つまたはそれ以上のゼロ
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交差点を決定するステップを好ましくは含む。
【００４１】
　上記方法は、イオン到着イベントの開始時間Ｔ1startを第１のデジタル化信号の二階微
分がゼロまたは別の値より下に降下する時間の直前または直後のデジタル化間隔に対応す
るように決定または設定するステップを好ましくはさらに含む。
【００４２】
　上記方法は、イオン到着イベントの終了時間Ｔ1endを第１のデジタル化信号の二階微分
がゼロまたは別の値より上に上昇する時間の直前または直後のデジタル化間隔に対応する
ように決定または設定するステップを好ましくはさらに含む。
【００４３】
　一実施形態によると、上記方法は、１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応す
る第１のデジタル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークの強度を決定するステッ
プをさらに含む。第１のデジタル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークの強度を
決定するステップは、開始時間Ｔ1startおよび／または終了時間Ｔ1endによって画定され
る第１のデジタル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークの面積を決定するステッ
プを好ましくは含む。
【００４４】
　一実施形態によると、上記方法は、１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応す
る第１のデジタル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークのモーメントを決定する
ステップをさらに含む。１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応する第１のデジ
タル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークのモーメントを決定するステップは、
開始時間Ｔ1startおよび／または終了時間Ｔ1endによって画定されるピークのモーメント
を決定するステップを好ましくは含む。
【００４５】
　上記方法は、１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応する第１のデジタル化信
号に存在する１つまたはそれ以上のピークの中心時間（ｃｅｎｔｒｏｉｄ　ｔｉｍｅ）を
決定するステップを好ましくはさらに含む。
【００４６】
　一実施形態によると、上記方法は、１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応す
る第１のデジタル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークの平均または代表（ｒｅ
ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ）時間を決定するステップをさらに含む。
【００４７】
　第２のデジタル化信号の二階微分から１つまたはそれ以上の第２のイオンの到着時間Ｔ

2を決定するステップは、第２のデジタル化信号の二階微分の１つまたはそれ以上のゼロ
交差点を決定するステップを好ましくは含む。
【００４８】
　一実施形態によると、上記方法は、イオン到着イベントの開始時間Ｔ2startを第２のデ
ジタル化信号の二階微分がゼロまたは別の値より下に降下する時間の直前または直後のデ
ジタル化間隔に対応するように決定または設定するステップをさらに含む。
【００４９】
　上記方法は、イオン到着イベントの終了時間Ｔ2endを第２のデジタル化信号の二階微分
がゼロまたは別の値より上に上昇する時間の直前または直後のデジタル化間隔に対応する
ように決定または設定するステップを好ましくはさらに含む。
【００５０】
　上記方法は、１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応する第２のデジタル化信
号に存在する１つまたはそれ以上のピークの強度を決定するステップを好ましくはさらに
含む。第２のデジタル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークの強度を決定するス
テップは、開始時間Ｔ2startおよび／または終了時間Ｔ2endによって画定される第２のデ
ジタル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークの面積を決定するステップを好まし
くは含む。
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【００５１】
　上記好適な実施形態によると、上記方法は、１つまたはそれ以上のイオン到着イベント
に対応する第２のデジタル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークのモーメントを
決定するステップをさらに含む。１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応する第
２のデジタル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークのモーメントを決定するステ
ップは、開始時間Ｔ2startおよび／または終了時間Ｔ2endによって画定されるピークのモ
ーメントを決定するステップを好ましくは含む。
【００５２】
　上記方法は、１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応する第２のデジタル化信
号に存在する１つまたはそれ以上のピークの中心時間を決定するステップを好ましくはさ
らに含む。
【００５３】
　一実施形態によると、上記方法は、１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応す
る第２のデジタル化信号に存在する１つまたはそれ以上のピークの平均または代表時間を
決定するステップを好ましくはさらに含む。
【００５４】
　一実施形態によると、上記方法は、
　イオン検出器から出力される１つまたはそれ以上のさらなる信号をデジタル化して、１
つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号を生成するステップと、
　１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または
取得するステップと、
　１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号の二階微分または二階差分から１つまた
はそれ以上のさらなるイオンの到着時間Ｔnを決定するステップと、
　１つまたはそれ以上のさらなるイオンの強度Ｉnを決定するステップとを好ましくはさ
らに含む。
【００５５】
　上記方法は、１つまたはそれ以上のさらなるイオンの決定された到着時間Ｔnが、１つ
またはそれ以上の別のイオンの決定された到着時間Ｔ0が含まれる期間、時間ウィンドウ
またはメモリアレイ要素に含まれるか否かを決定するステップを好ましくはさらに含み、
１つまたはそれ以上のさらなるイオンの決定された到着時間Ｔnが、１つまたはそれ以上
の別のイオンの決定された到着時間Ｔ0が含まれる期間、時間ウィンドウまたはメモリア
レイ要素に含まれると決定される場合、上記方法は、（ｉ）１つまたはそれ以上のさらな
るイオンＴnと１つまたはそれ以上の別のイオンＴ0との平均到着時間Ｔn’を決定するス
テップ、および／または（ｉｉ）１つまたはそれ以上のさらなるイオンＩnと１つまたは
それ以上の別のイオンＩ0との合成強度Ｉn’を決定するステップをさらに含む。
【００５６】
　平均到着時間Ｔn’は好ましくは以下の関係に従う。
【００５７】
【数３】

【００５８】
　合成強度Ｉn’は好ましくは以下の関係に従う。
【００５９】
【数４】
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【００６０】
　上記方法は、１つまたはそれ以上のさらなるイオンの決定された到着時間Ｔnおよび決
定された強度Ｉnならびに１つまたはそれ以上の別のイオンの決定された到着時間Ｔ0およ
び決定された強度Ｉ0を平均到着時間Ｔn’および合成強度Ｉn’で置換するステップを好
ましくはさらに含む。
【００６１】
　一実施形態によると、１つまたはそれ以上のさらなる信号をデジタル化するステップは
、少なくとも５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０
、６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５、１００、２００、３００、４００、５０
０、６００、７００、８００、９００、１０００、２０００、３０００、４０００、５０
００、６０００、７０００、８０００、９０００または１００００個のイオン検出器から
の信号をデジタル化するステップを好ましくは含む。各信号は、別々の実験実行または取
得に好ましくは対応する。
【００６２】
　上記方法は、１つまたはそれ以上のイオン到着イベントに対応するデジタル化信号に存
在する１つまたはそれ以上のピークの決定された時間もしくは平均時間および／または強
度を記憶するステップを好ましくはさらに含む。
【００６３】
　一実施形態によると、上記方法は、１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号の少
なくともいくつかまたは各々から一定の数または値を減算するステップを好ましくはさら
に含む。１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号から一定の数または値を減算した
後、１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号の少なくともいくつかまたは各々の一
部がゼロより下に降下する場合、上記方法は、１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化
信号の上記一部をゼロにリセットするステップを好ましくはさらに含む。
【００６４】
　一実施形態によると、上記方法は、１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号を平
滑化するステップを好ましくはさらに含む。移動平均、ボックスカー積分器、サビツキ・
ゴレイまたはハイツ・ビーマンアルゴリズムを使用して、１つまたはそれ以上のさらなる
デジタル化信号を平滑化し得る。
【００６５】
　各１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号の二階微分から１つまたはそれ以上の
さらなるイオンの到着時間を決定するステップは、１つまたはそれ以上のさらなるデジタ
ル化信号の各二階微分の１つまたはそれ以上のゼロ交差点を決定するステップを好ましく
は含む。上記方法は、イオン到着イベントの開始時間Ｔnstartを、１つまたはそれ以上の
さらなるデジタル化信号の二階微分がゼロまたは別の値より下に降下する時間の直前また
は直後のデジタル化間隔に対応するように決定または設定するステップをさらに含む。
【００６６】
　一実施形態によると、上記方法は、イオン到着イベントの終了時間Ｔnendを、１つまた
はそれ以上のデジタル化信号の二階微分がゼロまたは別の値より上に上昇する時間の直前
または直後のデジタル化間隔に対応するように決定または設定するステップを好ましくは
さらに含む。
【００６７】
　イオン到着イベントに関係する１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号の強度を
決定するステップは、開始時間Ｔnstartおよび／または終了時間Ｔnendによって画定され
る出力信号ピーク、電圧信号ピーク、イオン信号ピーク、イオン電流ピークまたは電圧パ
ルスの面積を決定するステップを好ましくは含む。
【００６８】
　上記方法は、イオン到着イベントに関係する１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化
信号のモーメントを決定するステップを好ましくはさらに含む。一実施形態によると、イ
オン到着イベントに関係する１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化信号のモーメント
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を決定するステップは、開始時間Ｔnstartおよび／または終了時間Ｔnendによって画定さ
れる出力信号ピーク、電圧信号ピーク、イオン信号ピーク、イオン電流ピークまたは電圧
パルスのモーメントを決定するステップを好ましくは含む。
【００６９】
　上記方法は、イオン到着イベントに関係する１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化
信号の中心時間を決定するステップを好ましくはさらに含む。
【００７０】
　一実施形態によると、上記方法は、イオン到着イベントに関係する１つまたはそれ以上
のさらなるデジタル化信号の平均または代表時間を決定するステップを好ましくはさらに
含む。
【００７１】
　上記方法は、イオン到着イベントに関係する１つまたはそれ以上のさらなるデジタル化
信号の平均もしくは代表時間および／または強度を記憶するステップを好ましくはさらに
含む。
【００７２】
　一実施形態によると、上記方法は、イオン到着イベントに関係するピークの時間および
強度に関係するデータを合成するステップを好ましくはさらに含む。移動平均積分器アル
ゴリズム、ボックスカー積分器アルゴリズム、サビツキ・ゴレイアルゴリズムまたはハイ
ツ・ビーマンアルゴリズムを使用して、イオン到着イベントに関係するピークの時間およ
び強度に関係するデータを合成し得る。
【００７３】
　上記好適な実施形態によると、連続体（ｃｏｎｔｉｎｕｕｍ）時間または質量スペクト
ルが好ましくは提供される。
【００７４】
　上記方法は、連続体時間または質量スペクトルの二階微分または二階差分を決定または
取得するステップを好ましくはさらに含む。上記方法は、連続体時間または質量スペクト
ルの二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上のイオン、ピークまたは質量ピーク
の到着時間または質量もしくは質量電荷比を決定するステップを好ましくはさらに含む。
【００７５】
　連続体時間または質量スペクトルの二階微分から１つまたはそれ以上のイオン、ピーク
または質量ピークの到着時間または質量もしくは質量電荷比を決定するステップは、連続
体時間または質量スペクトルの二階微分の１つまたはそれ以上のゼロ交差点を決定するス
テップを好ましくは含む。
【００７６】
　上記方法は、ピークまたは質量ピークの開始点Ｍstartを連続体時間または質量スペク
トルの二階微分がゼロまたは別の値より下に降下する点の直前または直後のステップ間隔
に対応するように決定または設定するステップを好ましくはさらに含む。
【００７７】
　上記方法は、ピークまたは質量ピークの終了点Ｍendを連続体時間または質量スペクト
ルの二階微分がゼロまたは別の値より上に上昇する点の直前または直後のステップ間隔に
対応するように決定または設定するステップを好ましくはさらに含む。
【００７８】
　上記好適な実施形態によると、上記方法は、連続体時間または質量スペクトルからピー
クまたは質量ピークの強度を決定するステップをさらに含む。連続体時間または質量スペ
クトルからピークまたは質量ピークの強度を決定するステップは、開始点Ｍstartおよび
／または終了点Ｍendによって画定されるピークまたは質量ピークの面積を決定するステ
ップを好ましくは含む。
【００７９】
　上記方法は、連続体時間または質量スペクトルからピークまたは質量ピークのモーメン
トを決定するステップを好ましくはさらに含む。連続体時間または質量スペクトルからピ
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ークまたは質量ピークのモーメントを決定するステップは、開始点Ｍstartおよび／また
は終了点Ｍendによって画定されるピークまたは質量ピークのモーメントを決定するステ
ップを好ましくは含む。
【００８０】
　上記方法は、連続体時間または質量スペクトルからピークまたは質量ピークの中心時間
または質量を決定するステップを好ましくはさらに含む。
【００８１】
　上記好適な実施形態によると、上記方法は、連続体時間または質量スペクトルからピー
クまたは質量ピークの平均もしくは代表時間または質量を決定するステップをさらに含む
。
【００８２】
　上記方法は、時間データを質量または質量電荷比データに変換するステップを好ましく
はさらに含む。
【００８３】
　上記方法は、質量スペクトルを表示または出力するステップを好ましくはさらに含む。
質量スペクトルは、複数の質量スペクトルデータ点を好ましくは含み、各データ点は、１
つのイオン種を表すと考えられ、各データ点は、強度値および質量または質量電荷比値を
含む。
【００８４】
　好適な実施形態によると、イオン検出器は、マイクロチャンネルプレート、光電子増倍
管または電子増倍管デバイスを含む。
【００８５】
　イオン検出器は、１つまたはそれ以上のイオンのイオン検出器への到着に応答して電圧
パルスを生成するための電流－電圧変換器または増幅器を好ましくはさらに含む。
【００８６】
　上記方法は、質量分析器を準備するステップを好ましくはさらに含む。質量分析器は、
（ｉ）飛行時間（「ＴＯＦ」）質量分析器；（ｉｉ）直交加速飛行時間（「ｏａＴＯＦ」
）質量分析器；または（ｉｉｉ）軸方向加速飛行時間質量分析器を好ましくは含む。ある
いは、質量分析器は、（ｉ）扇形磁場質量分析計；（ｉｉ）ポールまたは３次元四重極質
量分析器；（ｉｉｉ）２次元または線形四重極質量分析器；（ｉｖ）ペニングトラップ質
量分析器；（ｖ）イオントラップ質量分析器；および（ｖｉ）四重極質量分析器からなる
群から選択され得る。
【００８７】
　本発明の別の態様によると、
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化して、第１のデジタル化信号を生
成するように構成された手段と、
　第１のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するように構成され
た手段と、
　第１のデジタル化信号の二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第１のイオ
ンの到着時間Ｔ1を決定するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するように構成された手段と、
　イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化して、第２のデジタル化信号を生
成するように構成された手段と、
　第２のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するように構成され
た手段と、
　第２のデジタル化信号の二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第２のイオ
ンの到着時間Ｔ2を決定するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、１つまたはそれ以上
の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる期間、時間ウィンドウまたはメモリ
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アレイ要素に含まれるか否かを決定するように構成された手段とを含む装置であって、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、１つまたはそれ以上
の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる期間、時間ウィンドウまたはメモリ
アレイ要素に含まれると決定される場合、上記装置はさらに、（ｉ）１つまたはそれ以上
の第１のイオンＴ1と１つまたはそれ以上の第２のイオンＴ2との平均到着時間Ｔ’を決定
し、かつ／または（ｉｉ）１つまたはそれ以上の第１のイオンＩ1と１つまたはそれ以上
の第２のイオンＩ2との合成強度Ｉ’を決定する装置が提供される。第１のデジタル化信
号および／または第２のデジタル化信号の二階微分を決定または取得するステップは、非
常に好ましいが、本発明に必須ではない。
【００８８】
　平均到着時間Ｔ’は好ましくは以下の関係に従う。
【００８９】
【数５】

【００９０】
　合成強度Ｉ’は好ましくは以下の関係に従う。
【００９１】
【数６】

【００９２】
　上記装置は、１つまたはそれ以上の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ１および決定
された強度Ｉ1ならびに１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2およ
び決定された強度Ｉ2を平均到着時間Ｔ’および合成強度Ｉ’で置換するように構成され
た手段を好ましくはさらに含む。
【００９３】
　上記装置は、第１の信号および／または第２の信号をデジタル化するためのアナログ－
デジタル変換器または過渡現象記録装置を好ましくはさらに含む。アナログ－デジタル変
換器または過渡現象記録装置は、ｎ-ビットアナログ－デジタル変換器または過渡現象記
録装置を好ましくは含み、ｎは、８、１０、１２、１４または１６を含む。
【００９４】
　アナログ－デジタル変換器または過渡現象記録装置は、（ｉ）＜１ＧＨｚ；（ｉｉ）１
～２ＧＨｚ；（ｉｉｉ）２～３ＧＨｚ；（ｉｖ）３～４ＧＨｚ；（ｖ）４～５ＧＨｚ；（
ｖｉ）５～６ＧＨｚ；（ｖｉｉ）６～７ＧＨｚ；（ｖｉｉｉ）７～８ＧＨｚ；（ｉｘ）８
～９ＧＨｚ；（ｘ）９～１０ＧＨｚ；および（ｘｉ）＞１０ＧＨｚからなる群から選択さ
れるサンプリングまたは取得レートを好ましくは有する。
【００９５】
　アナログ－デジタル変換器または過渡現象記録装置は、実質的に均一なデジタル化レー
トを好ましくは有する。あるいは、アナログ－デジタル変換器または過渡現象記録装置は
、実質的に不均一なデジタル化レートを有し得る。
【００９６】
　本発明の別の態様によると、上述の記載の装置を含む質量分析計が提供される。
【００９７】
　一実施形態によると、質量分析計は、イオン源をさらに含む。イオン源は、（ｉ）エレ
クトロスプレーイオン化（「ＥＳＩ」）イオン源；（ｉｉ）大気圧光イオン化「ＡＰＰＩ
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」）イオン源；（ｉｉｉ）大気圧化学イオン化（「ＡＰＣＩ」）イオン源；（ｉｖ）マト
リックス支援レーザ脱離イオン化（「ＭＡＬＤＩ」）イオン源；（ｖ）レーザ脱離イオン
化（「ＬＤＩ」）イオン源；（ｖｉ）大気圧イオン化（「ＡＰＩ」）イオン源；（ｖｉｉ
）シリコンを用いた脱離イオン化（「ＤＩＯＳ」）イオン源；（ｖｉｉｉ）電子衝突「Ｅ
Ｉ」）イオン源；（ｉｘ）化学イオン化（「ＣＩ」）イオン源；（ｘ）電界イオン化（「
ＦＩ」）イオン源；（ｘｉ）電界脱離（「ＦＤ」）イオン源；（ｘｉｉ）誘導結合プラズ
マ（「ＩＣＰ」）イオン源；（ｘｉｉｉ）高速原子衝撃（「ＦＡＢ」）イオン源；（ｘｉ
ｖ）液体二次イオン質量分析（「ＬＳＩＭＳ」）イオン源；（ｘｖ）脱離エレクトロスプ
レーイオン化（（「ＤＥＳＩ」）イオン源；（ｘｖｉ）ニッケル－６３放射性イオン源；
（ｘｖｉｉ）大気圧マトリックス支援レーザ脱離イオン化イオン源；および（ｘｖｉｉｉ
）サーモスプレーイオン源からなる群から好ましくは選択される。
【００９８】
　質量分析計は、連続またはパルス化イオン源をに含み得る。
【００９９】
　質量分析計は、質量分析器を好ましくはさらに含む。質量分析器は、（ｉ）飛行時間（
「ＴＯＦ」）質量分析器；（ｉｉ）直交加速飛行時間（「ｏａＴＯＦ」）質量分析器；ま
たは（ｉｉｉ）軸方向加速飛行時間質量分析器を好ましくは含む。あるいは、質量分析器
は、（ｉ）扇形磁場質量分析計；（ｉｉ）ポールまたは３次元四重極質量分析器；（ｉｉ
ｉ）２次元または線形四重極質量分析器；（ｉｖ）ペニングトラップ質量分析器；（ｖ）
イオントラップ質量分析器；および（ｖｉ）四重極質量分析器からなる群から選択され得
る。
【０１００】
　質量分析計は、衝突デバイス、フラグメンテーションデバイスまたは反応デバイスを好
ましくはさらに含む。衝突デバイス、フラグメンテーションデバイスまたは反応デバイス
は、衝突誘起解離（「ＣＩＤ」）によってイオンをフラグメント化するように好ましくは
構成されている。あるいは、衝突デバイス、フラグメンテーションデバイスまたは反応デ
バイスは、（ｉ）表面誘起解離（「ＳＩＤ」）フラグメンテーションデバイス；（ｉｉ）
電子移動解離フラグメンテーションデバイス；（ｉｉｉ）電子捕獲解離フラグメンテーシ
ョンデバイス；（ｉｖ）電子衝突または衝撃解離フラグメンテーションデバイス；（ｖ）
光誘起解離（「ＰＩＤ」）フラグメンテーションデバイス；（ｖｉ）レーザ誘起解離フラ
グメンテーションデバイス；（ｖｉｉ）赤外放射誘起解離デバイス；（ｖｉｉｉ）紫外放
射誘起解離デバイス；（ｉｘ）ノズル－スキマ間インターフェースフラグメンテーション
デバイス；（ｘ）インソースフラグメンテーションデバイス；（ｘｉ）イオン源衝突誘起
解離フラグメンテーションデバイス；（ｘｉｉ）熱または温度源フラグメンテーションデ
バイス；（ｘｉｉｉ）電界誘起フラグメンテーションデバイス；（ｘｉｖ）磁場誘起フラ
グメンテーションデバイス；（ｘｖ）酵素消化または酵素分解フラグメンテーションデバ
イス；（ｘｖｉ）イオン－イオン反応フラグメンテーションデバイス、；（ｘｖｉｉ）イ
オン－分子反応フラグメンテーションデバイス；（ｘｖｉｉｉ）イオン－原子反応フラグ
メンテーションデバイス；（ｘｉｘ）イオン－メタステーブルイオン反応フラグメンテー
ションデバイス；（ｘｘ）イオン－メタステーブル分子反応フラグメンテーションデバイ
ス；（ｘｘｉ）イオン－メタステーブル原子反応フラグメンテーションデバイス；（ｘｘ
ｉｉ）イオンを反応させて付加イオンまたは生成イオンを生成するためのイオン－イオン
反応デバイス；（ｘｘｉｉｉ）イオンを反応させて付加イオンまたは生成イオンを生成す
るためのイオン－分子反応デバイス；（ｘｘｉｖ）イオンを反応させて付加イオンまたは
生成イオンを生成するためのイオン－原子反応デバイス；（ｘｘｖ）イオンを反応させて
付加イオンまたは生成イオンを生成するためのイオン－メタステーブルイオン反応デバイ
ス；（ｘｘｖｉ）イオンを反応させて付加イオンまたは生成イオンを生成するためのイオ
ン－メタステーブル分子反応デバイス；および（ｘｘｖｉｉ）イオンを反応させて付加イ
オンまたは生成イオンを生成するためのイオン－メタステーブル原子反応デバイスからな
る群から選択され得る。
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【０１０１】
　本発明の別の態様によると、
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化するステップと、
　第１のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するステップと、
　第１のデジタル化信号の二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第１のイオ
ンの質量または質量電荷比ｍ1を決定するステップと、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するステップと、
　イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化するステップと、
　第２のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するステップと、
　第２のデジタル化信号の二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第２のイオ
ンの質量または質量電荷比ｍ2を決定するステップと、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するステップと、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、１つま
たはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる質量ウィ
ンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれるか否かを決定するステップとを含む質量
分析方法であって、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、１つま
たはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる質量ウィ
ンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれると決定される場合、上記方法は、（ｉ）
１つまたはそれ以上の第１のイオンｍ1と１つまたはそれ以上の第２のイオンｍ2との平均
質量または質量電荷比ｍ’を決定するステップ、および／または（ｉｉ）１つまたはそれ
以上の第１のイオンＩ1と１つまたはそれ以上の第２のイオンＩ2との合成強度Ｉ’を決定
するステップをさらに含む質量分析方法が提供される。第１のデジタル化信号および／ま
たは第２のデジタル化信号の二階微分を決定または取得するステップは、非常に好ましい
が、本発明に必須ではない。
【０１０２】
　平均質量または質量電荷比ｍ’は好ましくは以下の関係に従う。
【０１０３】

【数７】

【０１０４】
　合成強度Ｉ’は好ましくは以下の関係に従う。
【０１０５】

【数８】

【０１０６】
　上記方法は、１つまたはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ

1および決定された強度Ｉ1ならびに１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量
または質量電荷比ｍ2および決定された強度Ｉ2を、平均質量または質量電荷比ｍ’および
合成強度Ｉ’で置換するステップを好ましくはさらに含む。
【０１０７】
　本発明の別の態様によると、
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化するように構成された手段と、
　第１のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するように構成され
た手段と、
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　第１のデジタル化信号の二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第１のイオ
ンの質量または質量電荷比ｍ1を決定するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するように構成された手段と、
　イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化するように構成された手段と、
　第２のデジタル化信号の二階微分または二階差分を決定または取得するように構成され
た手段と、
　第２のデジタル化信号の二階微分または二階差分から１つまたはそれ以上の第２のイオ
ンの質量または質量電荷比ｍ2を決定するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、１つま
たはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる質量ウィ
ンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれるか否かを決定するように構成された手段
とを含む装置であって、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、１つま
たはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる質量ウィ
ンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれると決定される場合、上記装置はさらに、
（ｉ）１つまたはそれ以上の第１のイオンｍ1と１つまたはそれ以上の第２のイオンｍ2と
の平均質量または質量電荷比ｍ’を決定し、かつ／または（ｉｉ）１つまたはそれ以上の
第１のイオンＩ1と１つまたはそれ以上の第２のイオンＩ2との合成強度Ｉ’を決定する装
置が提供される。
【０１０８】
　第１のデジタル化信号および／または第２のデジタル化信号の二階微分を決定または取
得するステップは、非常に好ましいが、本発明に必須ではない。
【０１０９】
　平均質量または質量電荷比ｍ’は好ましくは以下の関係に従う。
【０１１０】
【数９】

【０１１１】
　合成強度Ｉ’は好ましくは以下の関係に従う。
【０１１２】
【数１０】

【０１１３】
　上記装置は、１つまたはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ

1および決定された強度Ｉ1ならびに１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量
または質量電荷比ｍ2および決定された強度Ｉ2を、平均質量または質量電荷比ｍ’および
合成強度Ｉ’で置換するように構成された手段を好ましくはさらに含む。
【０１１４】
　上記装置は、第１の信号および／または第２の信号をデジタル化するためのアナログ－
デジタル変換器または過渡現象記録装置を好ましくはさらに含む。アナログ－デジタル変
換器または過渡現象記録装置は、ｎ-ビットアナログ－デジタル変換器または過渡現象記
録装置を好ましくは含み、ｎは、８、１０、１２、１４または１６を含む。アナログ－デ
ジタル変換器または過渡現象記録装置は、（ｉ）＜１ＧＨｚ；（ｉｉ）１～２ＧＨｚ；（
ｉｉｉ）２～３ＧＨｚ；（ｉｖ）３～４ＧＨｚ；（ｖ）４～５ＧＨｚ；（ｖｉ）５～６Ｇ
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Ｈｚ；（ｖｉｉ）６～７ＧＨｚ；（ｖｉｉｉ）７～８ＧＨｚ；（ｉｘ）８～９ＧＨｚ；（
ｘ）９～１０ＧＨｚ；および（ｘｉ）＞１０ＧＨｚからなる群から選択されるサンプリン
グまたは取得レートを好ましくは有する。
【０１１５】
　アナログ－デジタル変換器または過渡現象記録装置は、実質的に均一なデジタル化レー
トを好ましくは有する。あるいは、アナログ－デジタル変換器または過渡現象記録装置は
、実質的に不均一なデジタル化レートを有し得る。
【０１１６】
　本発明の別の態様によると、上述の装置を含む質量分析計が提供される。
【０１１７】
　質量分析計は、イオン源を好ましくは含む。イオン源は、（ｉ）エレクトロスプレーイ
オン化（「ＥＳＩ」）イオン源；（ｉｉ）大気圧光イオン化「ＡＰＰＩ」）イオン源；（
ｉｉｉ）大気圧化学イオン化（「ＡＰＣＩ」）イオン源；（ｉｖ）マトリックス支援レー
ザ脱離イオン化（「ＭＡＬＤＩ」）イオン源；（ｖ）レーザ脱離イオン化（「ＬＤＩ」）
イオン源；（ｖｉ）大気圧イオン化（「ＡＰＩ」）イオン源；（ｖｉｉ）シリコンを用い
た脱離イオン化（「ＤＩＯＳ」）イオン源；（ｖｉｉｉ）電子衝突「ＥＩ」）イオン源；
（ｉｘ）化学イオン化（「ＣＩ」）イオン源；（ｘ）電界イオン化（「ＦＩ」）イオン源
；（ｘｉ）電界脱離（「ＦＤ」）イオン源；（ｘｉｉ）誘導結合プラズマ（「ＩＣＰ」）
イオン源；（ｘｉｉｉ）高速原子衝撃（「ＦＡＢ」）イオン源；（ｘｉｖ）液体二次イオ
ン質量分析（「ＬＳＩＭＳ」）イオン源；（ｘｖ）脱離エレクトロスプレーイオン化（（
「ＤＥＳＩ」）イオン源；（ｘｖｉ）ニッケル－６３放射性イオン源；（ｘｖｉｉ）大気
圧マトリックス支援レーザ脱離イオン化イオン源；および（ｘｖｉｉｉ）サーモスプレー
イオン源からなる群から好ましくは選択される。
【０１１８】
　質量分析計は、連続またはパルス化イオン源を好ましくは含む。
【０１１９】
　質量分析計は、質量分析器を好ましくはさらに含む。質量分析器は、（ｉ）飛行時間（
「ＴＯＦ」）質量分析器；（ｉｉ）直交加速飛行時間（「ｏａＴＯＦ」）質量分析器；ま
たは（ｉｉｉ）軸方向加速飛行時間質量分析器を好ましくは含む。あるいは、質量分析器
は、（ｉ）扇形磁場質量分析計；（ｉｉ）ポールまたは３次元四重極質量分析器；（ｉｉ
ｉ）２次元または線形四重極質量分析器；（ｉｖ）ペニングトラップ質量分析器；（ｖ）
イオントラップ質量分析器；および（ｖｉ）四重極質量分析器からなる群から選択され得
る。
【０１２０】
　一実施形態によると、質量分析計は、衝突デバイス、フラグメンテーションデバイスま
たは反応デバイスを好ましくはさらに含む。衝突デバイス、フラグメンテーションデバイ
スまたは反応デバイスは、衝突誘起解離（「ＣＩＤ」）によってイオンをフラグメント化
するように好ましくは構成されている。あるいは、衝突デバイス、フラグメンテーション
デバイスまたは反応デバイスは、（ｉ）表面誘起解離（「ＳＩＤ」）フラグメンテーショ
ンデバイス；（ｉｉ）電子移動解離フラグメンテーションデバイス；（ｉｉｉ）電子捕獲
解離フラグメンテーションデバイス；（ｉｖ）電子衝突または衝撃解離フラグメンテーシ
ョンデバイス；（ｖ）光誘起解離（「ＰＩＤ」）フラグメンテーションデバイス；（ｖｉ
）レーザ誘起解離フラグメンテーションデバイス；（ｖｉｉ）赤外放射誘起解離デバイス
；（ｖｉｉｉ）紫外放射誘起解離デバイス；（ｉｘ）ノズル－スキマ間インターフェース
フラグメンテーションデバイス；（ｘ）インソースフラグメンテーションデバイス；（ｘ
ｉ）イオン源衝突誘起解離フラグメンテーションデバイス；（ｘｉｉ）熱または温度源フ
ラグメンテーションデバイス；（ｘｉｉｉ）電界誘起フラグメンテーションデバイス；（
ｘｉｖ）磁場誘起フラグメンテーションデバイス；（ｘｖ）酵素消化または酵素分解フラ
グメンテーションデバイス；（ｘｖｉ）イオン－イオン反応フラグメンテーションデバイ
ス、；（ｘｖｉｉ）イオン－分子反応フラグメンテーションデバイス；（ｘｖｉｉｉ）イ
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オン－原子反応フラグメンテーションデバイス；（ｘｉｘ）イオン－メタステーブルイオ
ン反応フラグメンテーションデバイス；（ｘｘ）イオン－メタステーブル分子反応フラグ
メンテーションデバイス；（ｘｘｉ）イオン－メタステーブル原子反応フラグメンテーシ
ョンデバイス；（ｘｘｉｉ）イオンを反応させて付加イオンまたは生成イオンを生成する
ためのイオン－イオン反応デバイス；（ｘｘｉｉｉ）イオンを反応させて付加イオンまた
は生成イオンを生成するためのイオン－分子反応デバイス；（ｘｘｉｖ）イオンを反応さ
せて付加イオンまたは生成イオンを生成するためのイオン－原子反応デバイス；（ｘｘｖ
）イオンを反応させて付加イオンまたは生成イオンを生成するためのイオン－メタステー
ブルイオン反応デバイス；（ｘｘｖｉ）イオンを反応させて付加イオンまたは生成イオン
を生成するためのイオン－メタステーブル分子反応デバイス；および（ｘｘｖｉｉ）イオ
ンを反応させて付加イオンまたは生成イオンを生成するためのイオン－メタステーブル原
子反応デバイスからなる群から選択され得る。
【０１２１】
　本発明の別の態様によると、
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化して、第１のデジタル化信号を生
成するステップと、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの到着時間Ｔ1を決定するステップと、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するステップと、
　イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化して、第２のデジタル化信号を生
成するステップと、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの到着時間Ｔ2を決定するステップと、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するステップと、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、１つまたはそれ以上
の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる期間、時間ウィンドウまたはメモリ
アレイ要素に含まれるか否かを決定するステップとを含む質量分析方法であって、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、１つまたはそれ以上
の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる期間、時間ウィンドウまたはメモリ
アレイ要素に含まれると決定される場合、上記方法は、（ｉ）１つまたはそれ以上の第１
のイオンＴ1と１つまたはそれ以上の第２のイオンＴ2との平均到着時間Ｔ’を決定するス
テップ、および／または（ｉｉ）１つまたはそれ以上の第１のイオンＩ1と１つまたはそ
れ以上の第２のイオンＩ2との合成強度Ｉ’を決定するステップをさらに含む質量分析方
法が提供される。
【０１２２】
　本発明の別の態様によると、
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化して、第１のデジタル化信号を生
成するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの到着時間Ｔ1を決定するように構成された手段と
、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するように構成された手段と、
　イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化して、第２のデジタル化信号を生
成するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの到着時間Ｔ2を決定するように構成された手段と
、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、１つまたはそれ以上
の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる期間、時間ウィンドウまたはメモリ
アレイ要素に含まれるか否かを決定するように構成された手段とを含む装置であって、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された到着時間Ｔ2が、１つまたはそれ以上
の第１のイオンの決定された到着時間Ｔ1が含まれる期間、時間ウィンドウまたはメモリ
アレイ要素に含まれると決定される場合、上記装置はさらに、（ｉ）１つまたはそれ以上
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の第１のイオンＴ1と１つまたはそれ以上の第２のイオンＴ2との平均到着時間Ｔ’を決定
し、かつ／または（ｉｉ）１つまたはそれ以上の第１のイオンＩ1と１つまたはそれ以上
の第２のイオンＩ2との合成強度Ｉ’を決定する装置が提供される。
【０１２３】
　本発明の別の態様によると、
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化するステップと、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの質量または質量電荷比ｍ1を決定するステップと
、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するステップと、
　イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化するステップと、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの質量または質量電荷比ｍ2を決定するステップと
、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するステップと、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、１つま
たはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる質量ウィ
ンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれるか否かを決定するステップとを含む質量
分析方法であって、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、１つま
たはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる質量ウィ
ンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれると決定される場合、上記方法は、（ｉ）
１つまたはそれ以上の第１のイオンｍ1と１つまたはそれ以上の第２のイオンｍ2との平均
質量または質量電荷比ｍ’を決定するステップ、および／または（ｉｉ）１つまたはそれ
以上の第１のイオンＩ1と１つまたはそれ以上の第２のイオンＩ2との合成強度Ｉ’を決定
するステップをさらに含む質量分析方法が提供される。
【０１２４】
　本発明の別の態様によると、
　イオン検出器から出力される第１の信号をデジタル化するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの質量または質量電荷比ｍ1を決定するように構成
された手段と、
　１つまたはそれ以上の第１のイオンの強度Ｉ1を決定するように構成された手段と、
　イオン検出器から出力される第２の信号をデジタル化するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの質量または質量電荷比ｍ2を決定するように構成
された手段と、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの強度Ｉ2を決定するように構成された手段と、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、１つま
たはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる質量ウィ
ンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれるか否かを決定するように構成された手段
とを含む装置であって、
　１つまたはそれ以上の第２のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ2が、１つま
たはそれ以上の第１のイオンの決定された質量または質量電荷比ｍ1が含まれる質量ウィ
ンドウまたは予め決定された記憶場所に含まれると決定される場合、上記装置はさらに、
（ｉ）１つまたはそれ以上の第１のイオンｍ1と１つまたはそれ以上の第２のイオンｍ2と
の平均質量または質量電荷比ｍ’を決定し、かつ／または（ｉｉ）１つまたはそれ以上の
第１のイオンＩ1と１つまたはそれ以上の第２のイオンＩ2との合成強度Ｉ’を決定する装
置が提供される。
【０１２５】
　好適な実施形態によると、複数の飛行時間スペクトルがアナログ－デジタル変換器を内
蔵するイオン検出器を好ましくは備える飛行時間質量分析器によって好ましくは取得され
る。検出されたイオン信号は、好ましくは電圧信号に増幅または変換される。次いで、電
圧信号は、好ましくは高速アナログ－デジタル変換器を使用してデジタル化される。次い
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で、デジタル化信号は、好ましくは処理される。
【０１２６】
　イオン検出器に到着する１つまたはそれ以上のイオンに対応するデジタル化信号に存在
する離散電圧ピークの開始時間が好ましくは決定される。同様に、各離散電圧ピークの終
了時間もまた好ましくは決定される。次いで、各離散電圧ピークの強度およびモーメント
が好ましくは決定される。決定された各電圧ピークの開始時間および／または終了時間、
各電圧ピークの強度、ならびに各電圧ピークのモーメントは、好ましくはさらなる処理の
ために使用または記憶される。
【０１２７】
　次いで、その後の取得からのデータが好ましくは同様に処理される。一旦複数の取得が
なされると、複数の取得からのデータは、好ましくは合成され、イオン到着時間およびイ
オン到着イベントに関係する対応の強度値のリストが好ましくは形成、生成、または編集
される。次いで、複数の取得からの時間および対応する強度値は、好ましくは積分され、
連続または連続体スペクトルまたは質量スペクトルが形成される。
【０１２８】
　連続または連続体スペクトルまたは質量スペクトルは、好ましくはさらに処理される。
連続または連続体スペクトルまたは質量スペクトルに存在するピークまたは質量ピークの
強度および到着時間または質量もしくは質量電荷比が好ましくは決定される。次いで、イ
オンの到着時間またはイオンの質量もしくは質量電荷比および対応する強度値を含むスペ
クトルまたは質量スペクトルが好ましくは生成される。上記好適な実施形態によると、飛
行時間データは、質量スペクトルデータに好ましくは変換される。
【０１２９】
　上記好適な実施形態によると、好ましくはイオン検出器から出力されるイオンまたは電
圧信号の二階微分が好ましくは決定される。イオンまたは電圧信号に存在する電圧ピーク
の開始時間が好ましくはデジタル化信号の二階微分がゼロより下に降下する時間であると
して決定される。同様に、電圧ピークの終了時間が好ましくはデジタル化信号の二階微分
がゼロより上に上昇する時間であるとして決定される。
【０１３０】
　好ましさが劣る好ましい実施形態によると、電圧ピークの開始時間は、デジタル化信号
が所定の閾値より上に上昇する時間であるとして決定され得る。同様に、電圧ピークの終
了時間は、その後にデジタル化信号が所定の閾値より下に降下する時間であるとして決定
され得る。
【０１３１】
　電圧ピークの強度は、好ましくは決定された電圧ピークの開始時間および決定された電
圧ピークの終了時間によって画定されるすべてのデジタル化測定値の合計から決定される
。
【０１３２】
　電圧ピークのモーメントは、好ましくは電圧ピークの開始時間および終了時間によって
画定されるすべてのデジタル化測定値に対して、各デジタル化測定値、およびそのデジタ
ル化測定値と電圧ピークの開始時間または電圧ピークの終了時間との間のデジタル化時間
間隔の数の積の合計から決定される。
【０１３３】
　あるいは、電圧ピークのモーメントは、電圧ピークの現在（ｒｕｎｎｉｎｇ）強度の合
計から決定され得る。ここで、ピーク強度は、電圧ピークの開始時間から電圧ピークの終
了時間へ、各連続したデジタル化測定値を加算することによって、時間間隔毎に順次計算
される。
【０１３４】
　各取得からの各電圧ピークの開始時間および／または終了時間、各電圧ピークの強度、
ならびに各電圧ピークのモーメントは、好ましくは記録され、かつ好ましくは使用される
。
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【０１３５】
　電圧ピークの開始時間および／または終了時間、電圧ピークの強度、ならびに電圧ピー
クのモーメントは、好ましくはイオン検出器によって検出された１つまたはそれ以上のイ
オンに対する代表または平均飛行時間を計算するために使用される。次いで、代表または
平均飛行時間は、好ましくはさらなる処理のために記録または記憶される。
【０１３６】
　１つまたはそれ以上のイオンに対する代表または平均飛行時間は、電圧ピークの中心時
間を決定するために、電圧ピークのモーメントを電圧ピークの強度によって除算すること
によって決定され得る。次いで、電圧ピークの中心時間は、必要に応じて、電圧ピークの
開始時間に加算され得るか、あるいは電圧ピークの終了時間から減算され得る。代表また
は平均飛行時間は、デジタル化時間間隔よりも高い精度で計算されることが有利であり得
る。
【０１３７】
　各取得からの各電圧ピークに関連する代表または平均飛行時間および対応する強度値は
、好ましくは記憶される。次いで、複数の取得からのデータは、時間および対応する強度
値を含む１つのデータセットに好ましくは集められるか、または合成される。
【０１３８】
　次いで、複数の取得からの代表または平均飛行時間および対応する強度値を含む１つの
データセットは、データが好ましくは積分されて１つの連続または連続体質量スペクトル
を形成するように好ましくは処理される。一実施形態によると、時間および強度ペアは、
積分アルゴリズムを使用して積分され得る。一実施形態によると、データは、ボックスカ
ー積分器、移動平均アルゴリズム、または別の積分アルゴリズムを１回またはそれ以上行
うことによって積分され得る。
【０１３９】
　得られた１つの連続または連続体スペクトルまたは質量スペクトルは、好ましくは、均
一または不均一な時間、質量または質量電荷比間隔ごとに強度の連続体を含む。１つの連
続または連続体スペクトルまたは質量スペクトルが均一時間間隔ごとに強度の連続体を含
む場合、これらの時間間隔は、アナログ－デジタル変換器のデジタル化時間間隔の単分数
または整数倍に対応してもよいし、しなくてもよい。
【０１４０】
　上記好適な実施形態によると、強度データ間隔の周波数は、好ましくは、ピークまたは
質量ピークの端から端までの強度データ間隔の数が４より大きく、さらに好ましくは、８
より大きくなるような周波数である。一実施形態によると、ピークまたは質量ピークの端
から端までの強度データ間隔の数は、１６以上であり得る。
【０１４１】
　次いで、得られた１つの連続または連続体スペクトルまたは質量スペクトルは、データ
または質量スペクトルデータが飛行時間、質量または質量電荷比値および対応する強度値
に好ましくは低減されるようにさらに処理され得る。
【０１４２】
　上記好適な実施形態によると、１つの連続または連続体スペクトルまたは質量スペクト
ルは、好ましくは、各取得からの電圧信号が連続または連続体スペクトルまたは質量スペ
クトルを複数の飛行時間、質量または質量電荷比値および対応する強度値に低減するため
に好ましくは処理されるのと同様のやり方で処理される。好ましくは飛行時間データを質
量スペクトルデータに変換することにより、離散質量スペクトルが生成または出力され得
る。
【０１４３】
　上記好適な実施形態によると、連続体スペクトルまたは質量スペクトルにおいて観測さ
れた各ピーク、質量またはデータピークの開始時間または時点が好ましくは決定される。
同様に、各ピーク、質量またはデータピークの終了時間または時点がまた好ましくは決定
される。次いで、各ピーク、質量またはデータピークの強度が好ましくは得られる。各ピ
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ーク、質量またはデータピークのモーメントもまた好ましくは得られる。各ピーク、質量
またはデータピークの飛行時間がピーク、質量またはデータピークの開始時間または時点
および／またはピーク、質量またはデータピークの終了時間または時点、データピーク合
成強度、ならびにピーク、質量またはデータピークの合成モーメントから好ましくは得ら
れる。
【０１４４】
　ピーク、質量またはデータピークの開始時間または時点は、連続または連続体スペクト
ルまたは質量スペクトルが所定の閾値より上に上昇する時間であると決定され得る。ピー
ク、質量またはデータピークのその後の終了時間または時点は、連続または連続体スペク
トルまたは質量スペクトルが所定の閾値より下に降下する時間であると決定され得る。
【０１４５】
　あるいは、ピーク、質量またはデータピークの開始時間または時点は、連続または連続
体スペクトルまたは質量スペクトルの二階微分がゼロまたは別の値より下に降下する時間
または時点であると決定され得る。同様に、ピーク、質量またはデータピークの終了時間
または時点は、連続または連続体スペクトルまたは質量スペクトルの二階微分がその後に
ゼロまたは別の値より上に上昇する時間または時点であると決定され得る。
【０１４６】
　ピーク、質量またはデータピークの合成強度は、ピーク、質量またはデータピークの開
始時間または時点およびピーク、質量またはデータピークの終了時間または時点によって
画定されるすべての質量またはデータ点の強度の合計から決定され得る。
【０１４７】
　各ピーク、質量またはデータピークの合成モーメントは、質量またはデータピークの開
始時間または時点および終了時間または時点によって画定されるすべての質量またはデー
タ点に対して、各質量またはデータ点強度、および質量またはデータピーク飛行時間と開
始時間または時点あるいは終了時間または時点との間の時間差の積の合計から好ましくは
決定される。
【０１４８】
　ピーク、データまたは質量ピークの飛行時間は、ピーク、質量またはデータピークの合
成モーメントをピーク、質量またはデータピークの合成強度によって除算することによっ
て決定され、ピーク、質量またはデータピークの中心時間を決定し得る。次いで、ピーク
、質量またはデータピークの中心時間は、好ましくはピーク、質量またはデータピークの
開始時間または時点に加算されるか、あるいは、必要に応じて、ピーク、質量またはデー
タピークの終了時間または時点から減算される。ピーク、質量またはデータピークの飛行
時間は、デジタル化時間間隔よりも高精度にかつ各ピーク、質量またはデータピークより
も高精度に計算され得る。
【０１４９】
　次いで、各ピーク、質量またはデータピークの飛行時間および対応する強度値のセット
は、１セットの質量または質量電荷比値および対応する強度値に変換され得る。飛行時間
データの質量または質量電荷比データへの変換は、較正手順から得られる関係を使用して
データを変換することによって行われ得るので、当該技術分野において周知である。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】図１は、ＭＡＬＤＩイオン源を使用してサンプルをイオン化して得られたイオン
をさらに直交加速飛行時間質量分析器を使用して質量分析して得られたポリエチレングリ
コールの生の未処理合成質量スペクトルの一部を示す。
【図２】図２は、１回の実験から得られたスペクトルであって、他のスペクトルと合計さ
れて図１に示す合成質量スペクトルを形成するスペクトルを示す。
【図３】図３は、質量電荷および強度ペアの形態のデータを提供するように、図２に示す
スペクトルを上記好適な実施形態にしたがって処理したスペクトルを示す。
【図４】図４は、４８個の別個の処理された飛行時間質量スペクトルを合計または合成し
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た結果を示す。
【図５】図５は、連続体質量スペクトルを形成するためにボックスカー積分アルゴリズム
を使用して、図４に示すデータペアを積分した結果を示す。
【図６】図６は、図５に示す連続体質量スペクトルの二階微分を示す。
【図７】図７は、図５に示す連続体質量スペクトルを離散質量スペクトルに低減すること
によって、図４のデータから得られた質量ピークを示す。
【発明を実施するための形態】
【０１５１】
　以下に、本発明の種々の実施形態を添付の図面を参照して例示としてのみ説明する。
【０１５２】
　好適な実施形態によると、従来の時間－デジタル変換器ではなくアナログ－デジタル変
換器を内蔵する検出器システムを好ましくは備える飛行時間質量分析器が好ましくは提供
される。イオンは、好ましくは飛行時間質量分析器によって質量分析され、そのイオンは
、好ましくはイオン検出器によって検出される。イオン検出器は、好ましくはマイクロチ
ャンネルプレート（ＭＣＰ）電子増倍管アセンブリを含む。マイクロチャンネルプレート
イオン検出器から出力される電子のパルスに応答して電圧パルスまたは信号を好ましくは
生成する電流－電圧変換器または増幅器が好ましくは提供される。１つのイオンのイオン
検出器への到着に応答する電圧パルスまたは信号は、好ましくは、半値幅が１～３ｎｓで
ある。
【０１５３】
　１つまたはそれ以上のイオンが飛行時間質量分析器のイオン検出器に到着した結果得ら
れる電圧パルスまたは信号は、好ましくは、例えば、高速８ビット過渡現象記録装置また
はアナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）を使用してデジタル化される。過渡現象記録装置
またはアナログ－デジタル変換器のサンプリングレートは、好ましくは１ＧＨｚ以上であ
る。
【０１５４】
　電圧パルスまたは信号は、信号閾値化され得る。ここで、アナログ－デジタル変換器ノ
イズの大半を削除するために、一定の数または値が好ましくはアナログ－デジタル変換器
からの各出力数から減算される。一定の数または値を減算した後の信号が負である場合、
信号のその部分は、好ましくはゼロにリセットされる。
【０１５５】
　＜電圧ピークの開始および終了時間の決定＞
　好ましくは、移動平均またはボックスカー積分器アルゴリズムなどの平滑化アルゴリズ
ムがアナログ－デジタル変換器から出力されたスペクトルに適用される。あるいは、サビ
ツキ・ゴレイアルゴリズム、ハイツ・ビーマンアルゴリズム、または別のタイプの平滑化
アルゴリズムがデータに適用され得る。例えば、３つのデジタル化間隔のウィンドウを用
いた移動平均平滑を１回行うことは、以下によって与えられる。
【０１５６】
【数１１】

【０１５７】
ここで、ｍ（ｉ）は、アナログ－デジタル変換器時間ビンｉにおいて記録されるビット単
位の強度値であり、ｓ（ｉ）は、平滑化手順の結果である。
【０１５８】
　平滑化アルゴリズムは、データに対して複数回行われ得る。
【０１５９】
　一旦生の飛行時間ＡＤＣデータが平滑化されると、イオン到着イベントまたはピークの
存在を検出するために、この好ましくは平滑化されたデータの二階微分が好ましくは取得
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されるかあるいは決定される。
【０１６０】
　二階微分のゼロ交差点が好ましくは決定され、各観測された電圧ピークまたはイオン信
号ピークの開始時間および終了時間を示すかあるいは決定するために好ましくは使用され
る。このピーク位置を決定する方法は、ノイズレベルが飛行時間スペクトル全体にわたっ
ては一定とならないか、あるいはノイズレベルが個別の飛行時間スペクトル間で変動する
場合に、特に有利である。
【０１６１】
　３つのデジタル化間隔の移動ウィンドウを用いた簡単な差分計算によって、デジタル化
信号の一階微分Ｄ１（ｉ）が生成される。デジタル化信号の一階微分Ｄ１（ｉ）は、以下
の式によって表され得る。
【０１６２】
【数１２】

【０１６３】
ここで、ｓ（ｉ）は、時間ビンｉに入ったいずれかの平滑化手順の結果である。
【０１６４】
　次いで、差分計算は、３つのデジタル化間隔の移動ウィンドウを用いて、好ましくは繰
り返され得る。したがって、一階微分Ｄ１（ｉ）の二階微分Ｄ２（ｉ）が生成される。こ
れは、以下の式によって表され得る。
【０１６５】
【数１３】

【０１６６】
　したがって、二階微分は、以下の式によって表され得る。
【０１６７】

【数１４】

【０１６８】
　この差分計算は、異なる幅の移動ウィンドウを用いて行われ得る。電圧パルス半値幅に
対する差分ウィンドウの幅は、好ましくは、３３％～１００％、さらに好ましくは、約６
７％である。
【０１６９】
　二階微分Ｄ２（ｉ）は、好ましくは、観測された電圧ピークの開始および終了時間を示
すか、または決定するために積分される。電圧ピークの開始時間ｔ１は、二階微分がゼロ
より下に降下した直後のデジタル化間隔となるように取られ得る。電圧ピークの終了時間
ｔ２は、二階微分がゼロより上に上昇する直前のデジタル化間隔となるように取られ得る
。あるいは、電圧ピークの開始時間ｔ１は、二階微分がゼロより下に降下する直前のデジ
タル化間隔となるように取られ得、電圧ピークの終了時間ｔ２は、二階微分がゼロより上
に上昇した直後のデジタル化間隔となるように取られ得る。
【０１７０】
　好ましさが劣る好ましい実施形態によると、電圧ピーク開始時間ｔ１は、アナログ－デ
ジタル変換器出力ｍ（ｉ）の値が閾値レベルより上に上昇するデジタル化時間から得られ
得る。同様に、電圧ピーク終了時間ｔ２は、アナログ－デジタル変換器出力ｍ（ｉ）の値
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が閾値レベルより下に降下するデジタル化時間から得られ得る。
【０１７１】
　＜各電圧ピークの強度およびモーメントの決定＞
　一旦電圧ピークまたはイオン信号ピークの開始および終了時間が決定されると、開始お
よび終了時間によって画定される電圧ピークまたはイオン信号ピークの強度およびモーメ
ントが好ましくは決定される。
【０１７２】
　電圧またはイオン信号のピーク強度は、好ましくはピークまたは信号の面積に対応し、
好ましくは以下の式によって記述される。
【０１７３】
【数１５】

【０１７４】
ここで、Ｉは、決定された電圧ピーク強度、ｍiは、アナログ－デジタル変換器時間ビン
ｉにおいて記録されたビット単位の強度値、ｔ１は、電圧ピーク開始に対応するアナログ
－デジタル変換器デジタル化時間ビンの番号であり、ｔ２は、電圧ピーク終了に対応する
アナログ－デジタル変換器デジタル化時間ビンの番号である。
【０１７５】
　電圧ピークの開始に対するモーメントＭ1は、好ましくは以下の式によって記述される
。
【０１７６】
【数１６】

【０１７７】
　電圧ピークの終了に対するモーメントＭ2は、好ましくは以下の式によって記述される
。
【０１７８】
【数１７】

【０１７９】
　ここで、
【０１８０】
【数１８】

【０１８１】
である。
【０１８２】
　ピークの終了に対するモーメントＭ2の計算は、特に興味深い。あるいは、以下の式を
使用して計算され得る。
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【０１８３】
【数１９】

【０１８４】
　後者の式は、非常に高速に実行できる形態の計算を表す。以下の形態に書き換えられ得
る。
【０１８５】

【数２０】

【０１８６】
ここで、Ｉiは、式５の実行における各段階にて計算される強度である。
【０１８７】
　したがって、モーメントは、強度の計算中に計算され得る。モーメントは、好ましくは
、強度計算における各段階にての強度の現在合計を総計することによって得られる。
【０１８８】
　一実施形態によると、この種の計算は、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ
（ＦＰＧＡｓ）を使用して非常に高速に行われ得る。ＦＰＧＡｓにおいては、多数の配列
データ上の計算が本質的に並列に行われ得る。
【０１８９】
　計算された強度およびモーメント値ならびに電圧ピークまたはイオン信号の開始時間お
よび／または終了時間に対応する時間ビンの番号は、好ましくはさらなる処理のために記
録される。
【０１９０】
　＜各電圧ピークに対する中心飛行時間値の決定＞
　ピークの開始に対する電圧ピークの中心時間Ｃ1は、電圧ピークのモーメントを電圧ピ
ークの面積または強度で除算することによって、すなわち、以下から計算され得る。
【０１９１】
【数２１】

【０１９２】
　電圧ピークの開始として記録される時間ビンをｔ１とすると、電圧ピークに関連する代
表または平均時間ｔは、以下のようになる。
【０１９３】
【数２２】

【０１９４】
　他方、ピークの終了に対する電圧ピークの中心時間Ｃ2は、以下から計算され得る。
【０１９５】
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【数２３】

【０１９６】
　電圧ピークの終了として記録される時間ビンをｔ２とすると、電圧ピークに関連する代
表または平均時間ｔは、以下のようになる。
【０１９７】

【数２４】

【０１９８】
　ｔの計算値の精度は、式１１または式１３において計算される除算の精度に依存する。
除算計算は、この手順における他の計算と比べると相対的に遅く、したがって、必要とさ
れる精度が高いほど、計算にかかる時間が長くなる。
【０１９９】
　一実施形態によると、スペクトルにおける各電圧ピークの開始および終了時間ｔ１およ
びｔ２、対応する強度Ｉ、ならびに計算されたモーメントＭ1またはＭ2が、好ましくは記
録される。対応するイオン到着時間ｔは、オフラインで計算され得る。この手法により、
要求されるあらゆる精度でｔを演算することが可能となる。あるいは、ｔの値は、リアル
タイムで計算してもよい。
【０２００】
　＜記憶場所のアレイへのイオン到着時間および対応する強度値の記憶＞
　１つの飛行時間スペクトルは、検出器に到着する多数のイオンにより、いくつかの電圧
ピークを含み得る。各電圧ピークは、好ましくは、時間値および対応する強度値に分析お
よび変換される。各電圧ピークに対する時間および強度値は、好ましくは、記憶場所のア
レイの内の１つに記憶される。記憶場所のアレイは、好ましくは、飛行時間スペクトルの
所定の時間間隔あるいは細区分に対応するかあるいは関係する。例えば、飛行時間スペク
トルは、１００μｓの継続時間を有し得、スペクトルは、５００，０００の等しい時間間
隔のアレイに細分され得る。各時間間隔あるいは細区分は、２００ｐｓの幅または継続時
間を有する。
【０２０１】
　＜複数の飛行時間スペクトルの時間および強度値の合成＞
　次の飛行時間スペクトルは、好ましくは、上記と同様の方法で取得および処理される。
すなわち、スペクトルは、好ましくは分析され、イオン到着イベントに対応する時間およ
び強度値が、好ましくは決定される。次の飛行時間スペクトルからのイオンの決定された
飛行時間が、時間および対応する強度値をすでに含む時間間隔、細区分またはメモリアレ
イ要素に含まれる場合、上記好適な実施形態によると、２つのデータ値は、好ましくは、
組み合わされ、新たな１つの時間値および対応する強度値が得られる。新たな飛行時間値
ｔ’は、好ましくは、加重平均または質量中心計算を使用して計算される。
【０２０２】
【数２５】

【０２０３】
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、ｔ2は第２の飛行時間スペクトルからのイオンの飛行時間、Ｉ2は対応する強度値である
。ｔ1およびｔ2の両方は、同じ時間間隔、細区分またはメモリアレイ要素に含まれる。
【０２０４】
　新たな強度Ｉ’は、好ましくは、上記２つの強度を加算することによって計算される。
【０２０５】
【数２６】

【０２０６】
　同じ時間間隔、細区分またはメモリアレイ要素に含まれるデータに対して、データの組
み合わせを重み付けをして行う上記の手順は、好ましくは、必要な数の飛行時間スペクト
ルに対して繰り返される。一旦上記手順が完了すると、時間および対応する強度値の順序
付きリストが好ましくは生成される。
【０２０７】
　＜合成時間および強度データのさらなる処理＞
　一実施形態によると、時間および強度のペアは、次いで、連続体スペクトルが提供され
るように当該データに平滑化関数を適用することによってさらに処理される。この好まし
くは平滑化されたデータに対して、次いで、電圧ピークに関して上述したのと同様の方法
で、ピーク検出およびピーク中心計算が好ましくは行われる。したがって、連続体スペク
トルの二階微分が好ましくは得られ、ピークの開始および終了時間が好ましくは決定され
る。各ピークの強度および中心時間が好ましくは決定される。平滑化計算および２回の差
分計算において用いられる幅および増分は、ＡＤＣのデジタル化レートと関係していなく
てもよい。
【０２０８】
　上記好適な実施形態によると、複数のスペクトルから得られる強度および飛行時間値は
、好ましくは１つの合成リストに集められる。次いで、データの合成セットは、好ましく
は、例えば、移動平均またはボックスカー積分器アルゴリズムを使用して処理される。移
動ウィンドウは、好ましくは時間変化する幅Ｗ（ｔ）を有し、ウィンドウが階段状に時間
変化する増分を好ましくはＳ（ｔ）とする。Ｗ（ｔ）およびＳ（ｔ）の両方は、互いに完
全に独立であり、かつアナログ－デジタル変換器デジタル化間隔値に対して完全に独立な
値が与えられ得る。Ｗ（ｔ）およびＳ（ｔ）の両方は、一定の値を有してもよいし、ある
いは可変な時間関数であってもよい。
【０２０９】
　上記好適な実施形態によると、質量ピークの半値幅に対する積分ウィンドウの幅Ｗ（ｔ
）は、好ましくは３３％～１００％、さらに好ましくは約６７％である。ステップ間隔Ｓ
（ｔ）は、好ましくは、質量ピークの端から端までのステップの数が少なくとも４個、よ
り好ましくは少なくとも８個、さらにより好ましくは１６個以上となるようなものである
。
【０２１０】
　各ウィンドウ内の強度データは、好ましくは合計され、各強度合計は、好ましくは、合
計が計算されるステップに対応する時間間隔とともに記録される。
【０２１１】
　ｎを時間がＴ（ｎ）であるステップ間隔Ｓ（ｔ）のステップ数とすると、簡単な移動平
均またはボックスカー積分器アルゴリズムの１回目の実行からの合計Ｇ（ｎ）は、以下に
よって得られる。
【０２１２】
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【数２７】

【０２１３】
ここで、Ｔ（ｎ）は、ステップ間隔Ｓ（ｔ）のｎステップ後の時間であり、Ｉ（ｔ）は、
平均または代表飛行時間ｔで記録される電圧ピークの強度であり、Ｗ（Ｔ）は、時間Ｔ（
ｎ）での積分ウィンドウの幅であり、Ｇ（ｎ）は、時間Ｔ（ｎ）を中心とする積分ウィン
ドウＷ（Ｔ）内の飛行時間を有するすべての電圧ピーク強度の合計である。
【０２１４】
　一実施形態によると、複数回の積分アルゴリズムがデータに適用され得る。次いで、平
滑な連続体合成データセットが好ましくは準備される、次いで、得られた連続体合成デー
タセットまたは連続体質量スペクトルは、好ましくはさらに分析される。
【０２１５】
　＜合成連続体スペクトルまたは質量スペクトルの分析＞
　上記データから計算されたピークの中心時間および強度は、好ましくは、記憶され、す
べての取得されたデータに対する合成スペクトルを表す。
【０２１６】
　この方法によると、各個別の測定値の精度を好ましく維持するとともに、データ量の圧
縮が可能となり、これにより、処理要件が減少する。
【０２１７】
　上記好適な実施形態によると、強度および対応する平均または代表飛行時間のペアのリ
ストは、好ましくは、質量スペクトルが好ましくは形成されるように、質量または質量電
荷比値および強度を含む質量スペクトルデータに変換される。
【０２１８】
　上記好適な実施形態によると、平滑な連続体合成データセットまたは連続体質量スペク
トルの二階微分が好ましくは決定され得る。
【０２１９】
　連続体質量スペクトルの二階微分のゼロ交差点が好ましくは決定される。二階微分のゼ
ロ交差点は、合成連続データセットまたは質量スペクトルにおけるピークまたは質量ピー
クの開始時間および終了時間を示す。
【０２２０】
　一階および二階微分は、差分計算を二回順次行うことによって決定され得る。例えば、
連続データＧの一階微分Ｈ１（ｎ）を生成する３つのステップ間隔の移動ウィンドウを用
いた差分計算は、以下の式によって表され得る。
【０２２１】

【数２８】

【０２２２】
ここで、Ｇ（ｎ）は、ステップｎでの１回またはそれ以上の積分アルゴリズムの最終の合
計である。
【０２２３】
　この簡単な差分計算を、やはり３つのデジタル化間隔の移動ウィンドウを用いて、繰り
返すと、一階微分Ｈ１（ｎ）の二階微分Ｈ２（ｎ）が生成される。これは、以下の式によ
って表され得る。
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【数２９】

【０２２５】
　２つの差分計算の合成は、以下の式によって表され得る。
【０２２６】

【数３０】

【０２２７】
　この差分計算は、異なる幅の移動ウィンドウを用いて行われ得る。質量ピーク半値幅に
対する差分ウィンドウの幅は、好ましくは３３％～１００％、より好ましくは約６７％で
ある。
【０２２８】
　二階微分Ｈ２（ｎ）は、好ましくは連続体スペクトルまたは質量スペクトルにおいて観
測されたピークまたは質量ピークの開始および終了時間を位置づけるために使用される。
ピークまたは質量ピークの開始時間Ｔ１は、好ましくは二階微分がゼロより下に降下した
後のステップ間隔である。ピークまたは質量ピークの終了時間Ｔ２は、好ましくは二階微
分がゼロより上に上昇する前のステップ間隔である。あるいは、ピークまたは質量ピーク
の開始時間Ｔ１は、二階微分がゼロより下に降下する前のステップ間隔であり得、ピーク
または質量ピークの終了時間Ｔ２は、二階微分がゼロより上に上昇した後のステップ間隔
であり得る。
【０２２９】
　別の実施形態によると、ピークまたは質量ピークの開始時間Ｔ１は、二階微分がゼロよ
り下に降下する前後のステップ間隔から補間され得、ピークの終了時間Ｔ２は、二階微分
がゼロより上に上昇する前後のステップ間隔から補間され得る。
【０２３０】
　好ましさが劣る好ましい実施形態によると、ピークまたは質量ピーク開始時間Ｔ１およ
びピークまたは質量ピーク終了時間Ｔ２は、積分手順出力Ｇの値が閾値レベルより上に上
昇し、その後閾値レベルより下に降下するステップ時間から得られ得る。
【０２３１】
　一旦ピークまたは質量ピークの開始時間および終了時間が決定されると、画定領域内の
ピークまたは質量ピークの強度およびモーメントに対応する値が好ましくは決定される。
ピークまたは質量ピークの強度およびモーメントは、好ましくはピークまたは質量ピーク
開始時間およびピークまたは質量ピーク終了時間によって画定されるピークまたは質量ピ
ークの強度および飛行時間から決定される。
【０２３２】
　ピークまたは質量ピーク強度は、ピークまたは質量ピーク開始時間およびピークまたは
質量ピーク終了時間によって画定される強度値の合計に対応し、以下の式によって記述さ
れ得る。
【０２３３】
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【数３１】

【０２３４】
ここで、Ａは、ピークまたは質量ピーク強度であり、Ｉtは、飛行時間ｔに対するピーク
または質量ピークの強度であり、Ｔ１は、ピークまたは質量ピークの開始時間であり、Ｔ
２は、ピークまたは質量ピークの終了時間である。
【０２３５】
　各ピークまたは質量ピークのモーメントは、ピークまたは質量ピーク開始時間およびピ
ークまたは質量ピーク終了時間によって画定されるすべてのピークまたは質量ピークのモ
ーメントの合計から好ましくは決定される。
【０２３６】
　ピークの開始に対するピークまたは質量ピークのモーメントＢ1は、ピークまたは質量
ピーク開始時間に対する各ピークまたは質量ピークの強度および時間差から好ましくは決
定され、以下の式によって好ましくは与えられる。
【０２３７】

【数３２】

【０２３８】
　ピークまたは質量ピーク終了時間に対するモーメントＢ2は、以下の式によって与えら
れる。
【０２３９】

【数３３】

【０２４０】
　ピークまたは質量ピークの開始に対するモーメントＢ1の計算とは異なり、ピークまた
は質量ピーク終了時間に対するモーメントＢ2を計算しても得られる利点は特にない。
【０２４１】
　ピークまたは質量ピークに関連する代表または平均時間Ｔｐｋは、以下によって与えら
れる。
【０２４２】
【数３４】

【０２４３】
　計算値Ｔｐｋの精度は、式２４において計算される除算の精度に依存し、どのような精
度が要求されてもその精度で計算され得る。
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【０２４４】
　＜飛行時間データの質量スペクトルデータへの変換＞
　各ピークまたは質量ピークに対する値ＴｐｋおよびＡは、好ましくはコンピュータメモ
リ内にリストとして記憶される。ピークまたは質量ピークのリストには、飛行時間、およ
び較正手順から得られた飛行時間と質量との関係を使用して質量または質量電荷比が割り
当てられる。このような較正手順は、当該技術分野で公知である。
【０２４５】
　飛行時間質量分析計についての時間対質量の関係の最も簡単な形は、以下に示される。
【０２４６】
【数３５】

【０２４７】
ここで、ｔ*は、飛行時間におけるオフセットに等価な機器パラメータであり、ｋは、定
数であり、Ｍは、時間ｔでの質量電荷比である。
【０２４８】
　より複雑な較正アルゴリズムがデータに適用され得る。例えば、英国特許第２４０１７
２１号（マイクロマス）または英国特許第２４０５９９１号（マイクロマス）に開示され
た較正手順が使用され得る。
【０２４９】
　＜飛行時間データがまず質量スペクトルデータに変換される別の実施形態＞
　別の実施形態によると、各電圧ピークに関連する飛行時間値は、式２５において記述さ
れる時間対質量の関係を使用して、まず質量または質量電荷比値変換され得る。質量また
は質量電荷比および対応する強度値は、好ましくは、質量スペクトル所定の間隔または細
区分に好ましくは対応するかあるいは関連する記憶場所のアレイに記憶される。
【０２５０】
　次いで、上記の積分手順が、好ましくは、質量スペクトルの同じ質量間隔、細区分また
はメモリアレイ要素に含まれる任意の質量データに適用される。したがって、処理の最終
段階において質量スペクトルに変換される時間および強度値のリストではなく、１つの合
成質量スペクトルが形成される。
【０２５１】
　積分ウィンドウＷ（ｍ）および／またはステップ間隔Ｓ（ｍ）は、それぞれ一定の値ま
たは質量の関数に設定され得る。例えば、ステップ間隔関数Ｓ（ｍ）は、各質量スペクト
ルピークの端から端までにわたり実質的に一定数のステップを与えるように設定され得る
。
【０２５２】
　この方法には、他の公知の方法よりも有利な点がいくつかある。測定の精度および正確
さは、好ましくは、信号の最大または頂点の単純な測定値を使用する他の構成に比べて改
善される。これは、頂点においてまたはその近くで単に測定する場合とは異なり、測定に
おいて記録された実質的に全信号を使用した結果である。また、好適な方法は、実質的に
同様な時間に到着する２個以上のイオンのためにイオン信号が非対称になる場合に到着平
均時間を正確に表す。信号最大値は、これらの信号の平均到着時間または相対強度をもは
や反映しない。
【０２５３】
　各検出されたイオン信号に関連する時間ｔの値は、アナログ－デジタル変換器のデジタ
ル化レートによって課される元々の精度よりも高い精度で計算され得る。例えば、２．５
ｎｓの電圧ピーク半値幅および２ＧＨｚのアナログ－デジタル変換器デジタル化レートに
対して、飛行時間は、典型的には、±１２５ｐｓかまたはそれよりも良い精度で計算され
得る。
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【０２５４】
　この実施形態によると、時間データは、好ましくは、まず質量または質量電荷比データ
に変換される。次いで、好ましくは、当該質量または質量電荷比データに好ましくは動作
する合成アルゴリズムが用いられる。
【０２５５】
　この実施形態によると、各イオン信号に対して計算された到着時間は、好ましくは、ま
ず二乗される。したがって、イオン到着に関連する値は、今度は当該イオンの質量または
質量電荷比に直接関係する。質量または質量電荷比値に係数を乗算して、質量または質量
電荷比を整数質量に変換してもよい。
【０２５６】
　各イオン信号に対して計算された質量または質量電荷比値および面積（すなわち強度）
は、好ましくはスペクトルを細分する所定の質量または質量電荷比間隔に対応する記憶場
所のアレイの内の１つに好ましくは記憶される。例えば、質量または質量電荷比値および
対応する面積は、１／２５６の質量単位の間隔を有するアレイに記憶され得る。
【０２５７】
　次のデータセット内のイオン信号に対して記録された質量または質量電荷比値が、質量
もしくは質量電荷比値および対応する強度値をすでに含む所定の質量もしくは質量電荷比
間隔、細区分またはメモリアレイ要素に含まれる場合、次いで、好ましくは、２つのデー
タ値を組み合わせて、１つの質量または質量電荷比値および１つの対応する強度値を得る
。新たな質量または質量電荷比値ｍ’は、好ましくは、加重平均または質量中心計算を使
用して計算される。
【０２５８】
【数３６】

【０２５９】
ここでｍ1は第１のデータセットからのイオンの質量または質量電荷値、I1は対応する強
度値、ｍ2は第２のデータセットからのイオンの質量または質量電荷値、I2は対応する強
度値である。ｍ1およびｍ2の両方は、同じ質量または質量電荷比ウィンドウ、間隔、細区
分またはメモリアレイ要素に含まれる。
【０２６０】
　新たな強度Ｉ’は、好ましくは、２つの強度の単純な加算によって計算される。
【０２６１】
【数３７】

【０２６２】
　上記手順は、好ましくは、質量または質量電荷比値および対応する強度値の最終の順序
付き合成リストが好ましくは生成されるように必要な数の飛行時間スペクトルに対して繰
り返される。
【０２６３】
　次いで、合成質量または質量電荷比データは、平滑化関数を適用することによってさら
に処理され、連続体質量スペクトルが形成され得る。次いで、ピーク検出およびピーク中
心計算が、好ましくは、連続体質量スペクトルに基づいて、上記と実質的に同様の方法で
計算される。検出および測定されたピークは、好ましくは、個別の質量ピークに対応する
。平滑化計算および２回の差分計算において用いられる幅および増分は、好ましくは、質
量または質量電荷比を単位とし、好ましくは、ＡＤＣのデジタル化レートに関係しない。
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【０２６４】
　質量ピークのピーク中心の質量または質量電荷比および対応する強度は、好ましくは、
記憶され、かつすべての取得されたデータに対する合成スペクトルを表す。
【０２６５】
　この実施形態によると、各イオン到着時間は、最初の検出の直後に質量または質量電荷
比に変換される。
【０２６６】
　＜バックグラウンドピークの減算＞
　一実施形態によると、同じ時間または質量間隔、細区分もしくはメモリアレイ要素に含
まれる時間または質量データを合成する処理は、３つまでのスキャン範囲および１つのバ
ックグラウンド係数を使用し得る。第１の範囲（平均）は、クロマトグラムピークの先端
にわたる平均すべきスキャンの範囲を規定し、対象化合物に対する代表スペクトルを形成
するのが好ましい。
【０２６７】
　１つまたは２つの他の範囲（減算）を使用して、ピークの各側におけるクロマトグラム
のバックグラウンドからのスキャン範囲を規定し得る。好ましくは、これらのスキャンを
平均して、代表バックグラウンドスペクトルを得る。
【０２６８】
　最後に、バックグラウンドスペクトル強度に、バックグラウンド係数（Ｘ）を乗算して
もよく、次いで、平均されたピーク－先端スペクトルから減算して、合成スペクトルが得
られ得る。
【０２６９】
　合成処理は、好ましくは、３つの段階を有する。第１の段階は、質量スケールを分割し
、かつ平均範囲および減算範囲の両方においてスペクトルを別々にマージし、これにより
、マージされた平均スペクトルおよびマージされた減算スペクトルを得ることである。第
２の段階は、上記の減算を行い、かつマージされた結果スペクトルを形成することである
。第３の段階は、質量スケールを再形成することである。
【０２７０】
　第１および第３の段階において、ピークの質量および強度は、好ましくは、以下の式に
基づいて計算される。
【０２７１】
【数３８】

【０２７２】
ここで、ＭａｓｓＣｕｒｒは、現在の調整された質量であり、ＭａｓｓＮｅｗは、新たな
質量であり、ＩｎｔＣｕｒｒは、現在の調整された強度であり、ＩｎｔＮｅｗは、新たな
強度である。
【０２７３】
　第１の段階によると、質量範囲は、例えば、好ましくは整数質量を中心とする０．０６
２５ａｍｕの幅の質量ウィンドウに分割され得る。したがって、４１．００～４２．００
の質量範囲が、以下の境界によって分割される（表１）。
【０２７４】
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【表１】

【０２７５】
　次いで、平均範囲においてすべてのスキャンを順に用いて、各ピーク質量がこれらの質
量ウィンドウの内１つに好ましくは割り当てられる。特定の質量ウィンドウにおいてピー
クまたはピークのマージが既に存在する場合、当該ピークの質量（ＭａｓｓＮｅｗ）およ
び強度（ＩｎｔＮｅｗ）の値は、好ましくは、新たな現在の値を形成するために現在の値
（ＭａｓｓＣｕｒｒ，ＩｎｔＣｕｒｒ）にマージされる。
【０２７６】
　例えば、質量が４４．５７９１であり、強度が１６７１であるピークを、現在の質量が
４４．５６３５であり、現在の強度が１５５６であるデータを含む質量ウィンドウに加算
すると、以下のマージが起きる。
【０２７７】
【数３９】

【０２７８】
　平均範囲におけるすべてのスキャンのすべてのピークが処理されると、次いで、各ウィ
ンドウにおける強度（ＩｎｔＣｕｒｒ）は、好ましくは、平均範囲における合計スキャン
数で除算され、マージされた平均スペクトルが形成される。
【０２７９】
　次いで、同じ処理が、好ましくは、減算範囲におけるすべてのスキャンを使用して行わ
れる。最終の強度を、好ましくは、減算範囲における合計スキャン数で除算する。２つの
減算範囲が存在する場合、最終の強度は、好ましくは、両方の範囲における合計スキャン
数で除算される。
【０２８０】
　すべての強度値は、好ましくは、拡大係数（Ｘ）で乗算され、マージされた減算スペク
トルが生成される。
【０２８１】
　＜好適な実施形態＞
　本発明の上記好適な実施形態の重要な態様は、電圧ピーク時間がＡＤＣデジタル化間隔
またはＡＤＣデジタル化間隔の単分数によって達成できる精度よりも実質的に高い精度で
記憶され得るということである。
【０２８２】
　一実施形態によると、データは、各質量スペクトルピーク（イオン到着包絡線）の端か
ら端までの間のステップ間隔の数が実質的に一定であるような最終のスペクトルを生じる
ように処理され得る。一定のデジタル化間隔を使用して記録されるか、あるいはビン幅が
一定のヒストグラム化法を使用して多くの飛行時間スペクトルから構築される飛行時間ス
ペクトルについて、１質量ピーク（イオン到着包絡線）当たりの点の数は、質量とともに
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増加することが知られている。この効果は、さらなる処理を複雑にし得、記憶すべきデー
タの量が不必要に増えることを招き得る。この実施形態によると、ステップ間隔の選択に
対する制約条件はなく、ステップ間隔関数は、各質量ピークの端から端までの間のステッ
プ数が一定となるように設定され得る。
【０２８３】
　以下の分析は、このようなステップ間隔関数を例示する。質量電荷比値が低い場合は別
として、直交加速飛行時間質量分析計の分解能Ｒは、質量電荷比に対しておよそ一定であ
る。
【０２８４】
【数４０】

【０２８５】
ここで、Ｒは、質量分解能、ｔは、質量ピークの飛行時間、Δｔは、質量ピークを形成す
るイオン到着包絡線の幅である。
【０２８６】
　分解能がおよそ一定である場合、ピーク幅は、飛行時間ｔに比例する。
【０２８７】
【数４１】

【０２８８】
　したがって、質量ピークの端から端までの間のステップ数をおよそ一定にするために、
ステップ間隔Ｓ（ｔ）は、飛行時間ｔにおよそ比例して増加する必要がある。
【０２８９】
　分解能と質量との間の関係がより複雑な質量分析計については、ステップ間隔Ｓ（ｔ）
および飛行時間ｔに関するより複雑な関数を使用することが望ましい。
【０２９０】
　以下に、上記本発明の好適な実施形態を図１～図７を参照して例示する。
【０２９１】
　図１は、ポリエチレングリコールのサンプルの質量分析から得られた質量スペクトルの
一部を示す。サンプルは、マトリックス支援レーザ脱離イオン化（ＭＡＬＤＩ）イオン源
を使用してイオン化した。質量スペクトルは、直交加速飛行時間質量分析器を使用して得
た。図１に示す質量スペクトルは、レーザを４８回発射して得た４８個の個別の飛行時間
スペクトル（すなわち、４８個の別々の取得）を合成または合計した結果である。スペク
トルは、２ＧＨｚの８ビットアナログ－デジタル変換器を使用して取得または記録した。
【０２９２】
　図２は、図１と同じ質量電荷比範囲にわたる個別のスペクトルを示す。信号は、個別の
イオンがイオン検出器に到着することによって生じる。
【０２９３】
　図３は、７つの時間デジタル化点の平滑化ウィンドウを用いた２回移動平均平滑化関数
（式１）を使用することによって、本発明の実施形態にしたがって図２に示す個別のスペ
クトルを処理した結果を示す。次いで、３点移動ウィンドウ差分計算（式４）を使用して
、平滑化信号を２回微分した。二階微分のゼロ交差点を、スペクトル内の対象信号の開始
および終了点であると決定した。次いで、式１３を使用して、各信号の中心を決定した。
式１４によって決定した時間および各検出した信号の強度を記録した。得られた処理後の
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質量スペクトルデータを強度－時間ペアの形態で図３に示す。各イオン到着に対する中心
計算の決定の精度は、アナログ－デジタル変換器の個別の時間間隔によって達成できる精
度よりも高かった。
【０２９４】
　図４は、図３を参照して上記した方法を使用してそれぞれ予め処理された４８個の個別
のスペクトルを合成した上記好適な実施形態の結果を示す。強度－時間ペアを含む処理さ
れたデータの４８セットを合成して、複数の強度－時間ペアを含むデータの合成セットを
形成した。
【０２９５】
　一旦図４に示す合成データセットが準備されるか、または得られると、上記好適な実施
形態にしたがい、合成データセットを、例えば、ボックスカー積分アルゴリズムを２回使
用して好ましくは積分される。一実施形態によると、積分アルゴリズムは、６１５ｐｓの
幅および２４６ｎｓのステップ間隔を有し得る。得られた積分および平滑化データセット
または連続体質量スペクトルを図５に示す。図から明らかなように、スペクトル内の質量
分解能および信号対ノイズは、図１に示すような生のアナログ－デジタル変換器データま
たは質量スペクトルと比較して大きく改善される。
【０２９６】
　図６は、図５に示す１つの処理された連続体質量スペクトルの二階微分を示す。二階微
分は、１．２３ｎｓの移動ウィンドウを使用して得た。二階微分のゼロ交差点を使用して
、連続体質量スペクトル内で観測された質量ピークの開始および終了点を決定した。
【０２９７】
　図７は、上記好適な実施形態にしたがって得られた最終の質量電荷比および対応する強
度値を示す。上記好適な実施形態によると、図４の４８個のスペクトルは連続体質量スペ
クトルに積分され、次いで連続体質量スペクトルは離散質量スペクトルへ低減される。各
質量ピークに対する飛行時間は、式２４を使用して決定し、各質量ピークの強度は、式２
１を使用して決定した。
【０２９８】
　図１～図７に示されたすべてのスペクトルについて、簡単な較正手順から得られる時間
対質量関係を使用して、時間軸を質量電荷比軸に変換した。図示の質量において、０．５
ｎｓのＡＤＣデジタル化間隔は、０．０６５ダルトンの質量におよそ相当する。
【０２９９】
　上記好適な実施形態によると、飛行時間検出器（二次電子増倍管）は、マイクロチャン
ネルプレート、光増倍管、電子増倍管、またはこれらのタイプの検出器の組み合わせを備
え得る。
【０３００】
　ＡＤＣのデジタル化レートは、均一でもよいし、または不均一でもよい。
【０３０１】
　本発明の一実施形態によると、いくつかの電圧ピークの計算された強度Ｉおよび飛行時
間ｔは１つの代表ピークに合成され得る。１つのスペクトルにおける電圧ピークの数が大
きく、かつ／またはスペクトルの数が大きい場合、電圧ピークの最終の合計数は、非常に
大きくなり得る。したがって、データをこのように合成することにより、メモリの必要量
および後処理時間が有利に低減される。
【０３０２】
　個々の代表ピークは、データの完全性を損なわず、質量スペクトルの分解能が維持され
るのに十分に狭い範囲の時間を有する構成要素電圧ピークから構成され得る。ピークまた
は質量ピーク開始および終了時間が、得られるピークまたは質量ピークがピークのこのよ
うな初期のマージが起こらなかった場合の電圧ピークと実質的に同じ電圧ピークから構成
されるのに十分な正確さで決定され得ることが望ましい。１つの代表ピークは、好ましく
は、すべての構成要素電圧ピークの合成強度および合成重み付け飛行時間を正確に表す強
度および飛行時間を有する。得られるピークまたは質量ピークの強度および飛行時間は、
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好ましくは、電圧ピークのマージがデータの処理において生じるか否かにかかわらずに実
質的に同じである。
【０３０３】
　本発明を好適な実施形態を参照して記載したが、添付の特許請求の範囲に記載の発明の
範囲を逸脱することなく種々の変更が上記特定の実施形態の形態および詳細に対してなさ
れ得ることが当業者には理解される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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