
Agilent Mass Profiler Professional ソフトウェア

複雑な質量分析データを
効率よく解析するための
パワフルなソフトウェア
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Agilent Mass Profiler Professional は、質量分析データ解析用に設計された 
ケモメトリックスソフトウェアパッケージです。

1 回の MS 分析でも、数メガバイト以上のデータが生成されます。その中から意味のある情報を選別するの
は、干草の山の中から 1 本の針を見つけだすようなものです。高度なデータ処理機能と、強力な統計および
数学モデルを組み合わせ、複雑な MS データセットを解析する Mass Profiler Professional なら、サンプルグルー
プを簡単に分類し、比較および解析することができます。つまり、針を見つけだすだけでなく、干草の山ごと
の特徴を分析することも可能なのです。

GC/MS、LC/MS、CE/MS、ICP-MS ̶ すべてをひとつに

堅牢なスタンドアロン型ソフトウェアソリューションの Mass Profiler Professional は、GC/MS、LC/MS、CE/MS、
ICP-MS など、様々な形式のアジレントの質量分析データに対応しています。1 つのプロジェクトで、GC/MS と 
LC/MS など、異なるタイプのデータを解析することも可能です。

Mass Profiler Professional は共通のユーザーインターフェースを採用しており、あらゆるタイプのデータに対応
できるため、操作に必要なトレーニング時間が短縮され、操作者によるミスも最小限に抑えられます。これ
により、業務の生産性が大幅に向上します。

Agilent Mass Profiler Professional ソフトウェア

複雑な質量分析データの関連性を探る、 
もっとも簡単で迅速な方法

MS データ間の関連性を見つける

Mass Profiler Professional は Agilent MassHunter Workstation や Agilent OpenLAB ChemStation とスムーズに連携します。
サンプルグループと各変数の関連性を調べる必要のある、以下のような分野で利用されています。

• メタボロミクス
• プロテオミクス

• 法医学
• 毒物学

• 食品安全性
• 環境

• 石油化学
• バイオ燃料
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データ解析操作を簡単にするガイド付きワークフロー。解析ツールはすべてウィザードベースで、あらかじめ選択されたデフォルト
パラメータが設定されています。設定のカスタマイズも簡単にできるため、きわめて柔軟性の高い解析が実現します。

経験豊富なユーザー向けには、高度な
ワークフロー (アドバンスド・ワークフ
ロー ) も用意されています。このワーク
フローでは、データのインポートのほか、
フィルタリングや標準化、標準統計手法
にもとづく総合的な解析機能や視覚化
機能など、必要な機能がすべて提供され
ます。解析ツールはすべてウィザードベー
スで起動し、各ウィザード画面にデフォル
トパラメータが設定されています。設定
のカスタマイズも簡単にできるため、き
わめて柔軟性の高い解析が実現します。

Mass Profiler Professional は、質量分析デー
タ解析用に設計されています。そのため、
きわめてパワフルな統計パッケージであ
りながら、簡単で直観的な操作で使用で
きます。データの種類や実験条件に関す
る情報を元に、手順があらかじめ設定さ
れたガイド付きワークフローを使えば、
初めてのユーザーでも基本的な解析を簡
単に実行することができます。

Mass Profiler Professional 独自の再帰的解
析機能を用いることで、予備データをも
とにデータセットを簡単に再検証し、統
計解析結果の品質を高めることができ
ます。また、Q-TOF MS/MS 分析用の含有
物リストのエクスポートや、Mass Profiler 
Professional への結果の再インポートも簡
単に行えます。

統計の専門家でなくても優れた結果が得られます
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データをより深く理解する

Mass Profiler Professional のパワフルな解
析機能により、多くの情報を含む質量分
析データをあますところなく活用できま
す。事前条件なし (事前のグループ割り当
てなしの分類) または事前条件あり (あ
らかじめ分類したグループを使用) の統
計解析機能を備えたこのソフトウェアで
は、以下のことが可能です。

• サンプルグループ間の差異の迅速かつ
簡単な表示

• 経時的な化合物量の変動パターンのプ
ロット

• クラス予測用に役立つ多変量モデルの
作成

高度な視覚化ツールを使えば、新たな形
で分析結果を検証し、解釈することがで
きます。結果の解析を効率的に行えるだ
けでなく、深い理解へとつなげることが
可能になります。

生物学的複製サンプルの代謝データの主成分分析 (PCA) により、赤インゲン
マメ、白インゲンマメ、青インゲンマメを与えたラットの食餌における差異を
表すことができます。

データの重要な化学的差異を見つける

複雑な化学試料や、そこで観察される反応や特徴は、様々な化学成分の存在量が関連
して生まれるものです。この現象は、サンプル中の各化合物の存在量プロフィールを比
較して調べることができます。これには通常、複雑なデータを少数の変数に圧縮する数
学的手法である主成分分析 (PCA) が用いられます。

PCA は、事前条件なしの解析で、サンプルグループ間の差異の表示、グループの関連性
の決定、グループ分離における各化合物の相対的な寄与度の検証などに用いられます。
Mass Profiler Professional は、サンプルグループ間の差異を説明する上でもっとも重要な
化合物を見つける Find Minimal Masses アルゴリズムも搭載しています。
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グループ間の各化合物の存在量の有意差を見つける

観察しているデータが統計的に有意差
があるものなのか、サンプル間における
通常の変動の結果なのかを調査する場
合があります。t 検定や分散分析 (ANOVA) 
を使用すれば、複数の実験条件セット間
で存在量の異なるエンティティを見つけ
ることが可能です。

対象化合物を統計的に正確な形で見つけ
るために、Mass Profiler Professional は、以
下のような幅広い検定機能を搭載してい
ます。

t 検定および分散分析 (ANOVA) 検定
• 対応あり/対応なし t 検定
• 対応あり/対応なしマン・ホイットニー
検定

• ANOVA：等分散および不等分散

ボルケーノプロット機能を使えば、各質量エンティティの存在量と p 値の重要性について、同時に倍率変化を計算することが可能です。
p 値と倍率変化設定を双方向的に変更し、グラフや表といった形式で結果を見ることができます。

補正された 
p 値 (pH) 
808 エンティティ

補正された 
p 値 (SLO) 
17 エンティティ

補正された 
p 値 (pH-SLO) 

161 エンティティ

690

4

47

0

104

10
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2-way ANOVA を統合したベン図。この実
験では、マラリア感染赤血球から抽出した
代謝物について、抽出 pH およびストレプト
リジン処理 O (SLO) という 2 つの変数の寄
与が示されています。ベン図に示した 2-Way 
ANOVA の解析結果は、各変数の寄与が統
計的に有意であることを示しています。

• クラスカル・ウォリス・ノンパラメトリッ
ク 1-Way ANOVA

• フリードマン・ノンパラメトリック 
2-Way ANOVA

• 繰り返し測定 ANOVA

N-Way ANOVA (分散分析)
• Family-wise error rate および  

false discovery rate
• 複数テスト補正  

(Multiple Test Corrections)
• 事後比較検定 (Post-hoc tests)

 ｰ Tukey
 ｰ Student-Newman-Keuls

倍率変化解析により差異を視覚化する

小さなサンプルグループやサンプル以下
のデータセットでは、統計的妥当性に疑
問のある p 値が生じることがあります。
そうしたケースでは、フィルターとして倍
率変化設定を使用すれば、2 つのグルー
プ間の差異を探し、データセットの情報
をもとにそうした差異の重要性を評価す
ることができます。
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クラスタリングにより、存在量プロフィー
ルの類似性にもとづいてエンティティを
グループ分けすれば、データ内に存在す
る顕著なパターンを見つけることができ
ます。

K–means クラスタ解析では、一定数 (k) のクラスタに、エンティティが分類され
ます。クラスタ内のエンティティまたは条件は類似のものとなり、クラスタをまた
ぐエンティティまたは条件は異なるものになります。

階層的クラスタリングは、ツリー構造内のグループにおける類似の存在量プロフィールをひとつにまとめる手法です。
この系統樹画面では、エンティティとサンプルの関連性が表示されています。この例では、各種インゲンマメを追加し
たラット食餌の複製サンプルにおける存在量プロフィールの類似性が示されています。

データのクラスタリングで隠れた関連性を見つける

サンプル間のエンティティプロフィール
にもとづくクラスタリング解析では、存
在量プロフィールを持つ化合物の類似度
で分類されます。これにより、類似また
は鏡像の存在量プロフィールを示すエン
ティティを調べることが可能になります。

この種の解析は一般に、経時的な化学反
応または酵素反応モニタリングにおける
基質と生成物の関連性を視覚化する際に
用いられます。一連の実験条件において
類似の挙動を示すエンティティは、同じ
反応経路を共有している可能性がありま
す。そのため、興味深い関連性が明らか
になるかもしれません。

Mass Profiler Professional では、以下のような
クラスタリングメソッドを利用できます。

• K –means クラスタリング
• 階層的クラスタリング
• 自己組織化マップ (SOM)
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クラス予測解析。クラス予測アルゴリズム (ここでは PLSDA) を用いて分類結果を生成し、サンプルの t スコアプロット (上) やエンティティリスト
中の各エンティティのローディングプロット (下) といった形で、視覚的な画面で結果を表示します。

クラス予測分析は、新たなサンプルを事
前に決定したグループに分類する場合に
役立つツールです。特に、薬剤開発にお
ける化合物パイプラインの優先順位決
定においては、失敗によるコストの増加
を防ぐ観点からも、その重要性が増して
います。このツールは、ビールやワインと
いった複雑なサンプル (混合物) の品質
管理にも使用されます。

サンプルのグループ分けは、予測モデル
にもとづいて行われます。クラス予測分
析において、グループ内のどのエンティ
ティがそのグループを定義しているのか

を決定するのではなく、予測モデルを使
用してすでに同定されている特定のエン
ティティを元に分類を決定します。

Mass Profiler Professional は、複数のクラス
予測アルゴリズムを搭載しています。

• 部分最小二乗法判別解析 (PLSDA)
• 決定木 (Decision Tree)
• サポートベクターマシン (SVM)
• 単純ベイズ (Naïve Bayes)
• ニューラルネットワーク  

(Neural Network)

メニューから開くウィザードにより、予測
モデルの構築や実行、使用するエンティ
ティリストの選択、解析タイプの選択、適
用するアルゴリズムの選択といった一連
の画面で設定できます。

予測モデルを使ってサンプルをグループに割り当てる
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データベース検索とスペクトルライブラリ検索を自動化する
内蔵 ID ブラウザ

分析の途中で、解析結果を確認し、差異
に関与している化学物質を同定する必要
が生じることがあります。LC/MS や GC/
MS などの使用する分析装置によって異
なりますが、化合物の同定には、市販お
よびプライベートのスペクトルライブラ
リやデータベースを検索し、スペクトルパ
ターンや精密質量分子イオンと、最適な
リテンションタイムデータとのマッチング
を行います。

MassHunter ID ブラウザは、Mass Profiler Professional で生成したエンティティリストのエンティティを同定します。この例
では、質量 174.1117 を METLIN データベースで検索した結果、アルギニンであることが明らかになっています。そのほか、
分子式、データベースマッチスコア、化合物名、KEGG、CAS ID も表示されています。

Mass Profiler Professional は、内蔵の ID ブラ
ウザを搭載しています。これは MassHunter 
の定性解析機能を利用したもので、以
下の技術を使用した同定が容易になり 
ます。

• LC/MS パーソナル化合物データベース 
(METLIN、農薬、法医学)

• GC/MS ライブラリ (NIST および Fiehn 
ライブラリ)

• アジレントの Molecular Formula Generator  
(MFG) アルゴリズムを用いた組成式計算

これらの機能により、Mass Profiler Professional 
の中で化合物を迅速かつ簡単に同定す
ることができます。ソフトウェアにより、
自動的に各エンティティにアノテーション
が付けられ、任意の視覚化ツールやパス
ウェイ解析ツールオプションに化合物名
が表示されます。
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スクリプトによる完全自動処理

取り込み データ解析 SCP

レポート作成モデル

Pathway Architect

Mass Profiler Professional の Pathway Architect 
モジュールは、単一のオミクス解析や統
合された複合オミクス解析環境を提供し
ます。化合物のリストをパスウェイデータ
ベースで検索して影響を受けたパスウェ
イを見つけることができます。

実験データがパスウェイに表示され、結
果の表示、ズーム、フィルター処理、強調
表示が可能になります。パスウェイの直
接解析のために代謝物、タンパク質、転
写物、遺伝子のリストをエクスポートす
ることもできます。

パスウェイで異なる形式で表された一部の代謝物と遺伝子 (黄色の正方形) を強調した詳細
の拡大図

サンプルクラスの予測

Mass Profiler Professional を利用すれば、ク
ラス予測モデルを作成できます。これら
のモデルは、スタンドアロンユーティリ
ティの Sample Class Predictor (SCP) を使用
して実行可能で、Agilent MassHunter また
は Agilent OpenLAB ChemStation Edition で
取得および処理したデータも使用できま
す。一例として、ワインがフランス産なの
かイタリア産なのかといった、サンプル
クラスを予測するレポートを生成するこ
とができます。

R スクリプト互換性

Mass Profiler Professional で R スクリプトを
実行し、統計解析機能や視覚化機能をさ
らに拡張およびカスタマイズすることが
可能です。
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卓越した質量分析を実現する 
アジレントのプラットフォーム

あらゆるアプリケーションに対応する質量分析ソリューション
Mass Profiler Professional は、アジレントの提供するすべての質量分析計において、 
機器独自の分析機能を最大限に利用できるように設計されています。バイオ
マーカーやバイオ燃料、農薬、石油化学物質を分析するラボでも、Mass Profiler 
Professional は質量分析データの関連性をあますところなく調べる強力なツールと
なります。

Agilent TOF および Q-TOF LC/MS
高速データ取り込み、優れた質量精度、安定した性能

Agilent TOF および Q-TOF システムは、きわめて重要性の高い科学分野で求められる
データ品質と高度な分析機能を備えています。革新的な Ultra High Definition (超高
精細) Q-TOF 技術を搭載する Agilent TOF および Q-TOF システムは、業界最高の質量
精度、ダイナミックレンジ、感度を実現します。データ取り込みスピード、質量範囲、
質量分解能が犠牲になることはありません。

Agilent トリプル四重極 LC/MS 
毎日の分析で優れた感度と定量結果を実現

Agilent 6400 シリーズトリプル四重極 LC/MS は、ルーチン分析におけるフェムトグラ
ム以下の感度に加え、比類のない堅牢性と使いやすさを兼ね備えています。30 ms 
で正イオンモードから負イオンモードに切り替えられるため、UHPLC で生成される 
1 秒のピーク幅にも完全に対応でき、複雑な混合物の分析における柔軟性が高ま
ります。ダイナミック MRM により、タイムセグメントなしで最大 4000 種類の化合物
を定量することができます。
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Agilent GC/MS 
業界最高の性能と生産性、優れた信頼性

世界中の GC/MS 市場をリードする Agilent GC/MS は、検出下限がこれまでになく向上し
ています。パワフルな分析機能がラボの生産性を高め、分析結果に信頼性を与えます。

Agilent トリプル四重極 GC/MS 
GC 専用に設計された世界初の MS/MS

Agilent トリプル四重極 GC/MS は、きわめて複雑なサンプルの超微量分析において、最
先端の高速 GC/MS/MS 定量を実現します。ルーチン分析における高性能操作と使いや
すさを念頭に設計された Agilent トリプル四重極 GC/MS は、業界最高を誇る Agilent GC 
の分離機能を最大限に活用できます。

Agilent GC/MS Q-TOF
初の精密質量 Q-TOF

Agilent 7200 Q-TOF for GC/MS は、キャピラリガスクロマトグラフ専用に設計された世界
初の四重極飛行時間型質量分析装置です。フルスペクトルモードによる優れた感度と選
択性、および高速のデータ処理を実現し、精密質量 MS/MS データを用いて分子キャラ
クタリゼーションと構造確認を容易に行うことができます。

Agilent ICP-MS 
世界初のトリプル四重極 ICP-MS

ICP-MS は、幅広いアプリケーションや業界において、多元素測定テクニックとして広く
用いられています。アジレントは四半世紀以上にわたって ICP-MS の革新をリードし、独
自の高マトリクス導入技術、スペクトル干渉低減など先進的な技術を提供してきました。
究極のソリューション、トリプル四重極 ICP-MS をラインナップに加え、そのパワーはさ
らに進化しています。



ホームページ 
www.agilent.com/chem/jp
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