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LabSolutions Insight™ 向け波形処理ソフトウェア

Peakintelligence™ for GCMS™

GCMS-TQ™8050NX

新 AI 波形処理アルゴリズム搭載
GC/MS/MS 定量処理ワークフローにおいて波形処理に要する時間を大幅に短縮する新 AI 波形処理アルゴリズムを搭載＊1 。
波形処理のノウハウを学習した AI アルゴリズム＊2 は、ユーザーによるパラメータ設定不要で、熟練作業者なみの波形処理を実現できます 。
さらに、低濃度サンプルに対しても正しく検出できます。

＊1 特許出願中
＊2 大阪大学・島津分析イノベーション協働
研究所のご協力を得て当社で独自開発

パラメータフリーで波形処理
クロマトグラムのピーク検出を AI がアシストして、熟練者と同等レベルの解析を実現できます＊3 。
熟練作業者が行った波形処理を AI に学習させており、事前のパラメータは調整不要です。

＊3 お客様の波形を学習する機能は搭載しておりません。

アルゴリズムとモデルを選択するだけ
複雑なパラメータ調整は不要

Peakintelligence for GCMS と
熟練者が検出するピーク
（赤色）

一般的なソフトウェアが検出しがちな
ピークの始点と終点（緑色）

LabSolutions Insight 向け波形処理オプションソフトウェア

Peakintelligence for GCMS
従来のアルゴリズムでは難しかったクロマトグラムの解析が可能
例えば、従来のアルゴリズムでは対応するのが難しかった複雑なクロマトグラムでも、Peakintelligence for GCMS なら事前のパラメータ調整
なしでピークを検出できます。

ベースラインの切り方が難しい場合も

高さが低いピークも検出できる

正しく処理できる
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Peakintelligence for GCMSでは同定処理結果の確認のみで足りるため、
1サンプルあたりの定量処理にかかる時間を従来の約4分の1に短縮で
きます（1サンプルに475成分の化合物が含まれる場合）。
波形処理結果の確認

14 分

波形処理結果の修正

23 分

同定処理結果の確認
同定処理結果の修正

57 分

当社の従来アルゴリズム
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ライセンスの種類と有効期限

定量処理では、波形処理結果を目視で確認・修正し、その後同定処理
（目的ピークの選択）結果を目視で確認・修正します。

19 分

S/N 比 10 を検出可能

4.0e2

ピーク高さ531 を検出可能

2.0e3

ベースライセンス

年間ライセンス

Peakintelligence for GCMSを
お使いいただけます。

製品のバージョンアップを
行えます。

スターターパック

無期限

3年間

1年継続ライセンス

─

1年間

スターターパック
（サーバライセンス）

無期限

3年間

─

1年間

ライセンス種別

1年継続ライセンス
（サーバライセンス）

・初年度は必ずスターターパックをご購入ください。
・4 年目以降については、1 年継続ライセンスを毎年ご購入ください。
・LabSolutions Insight CS 用サーバライセンスもご用意しています。

動作環境
32 分
Peakintelligence for GCMS

OS

Microsoft® Windows® 10 Professional

ソフトウェア

LabSolutions Insight DB GCMS Ver. 3.9 以降
LabSolutions Insight CS Ver. 3.9 SP1 以降

・動作には LabSolutions DB GCMS（Ver. 6.116 以降）もしくは LabSolutions CS
（Ver. 6.115 以降）が必要です。
・Peakintelligence for GCMS は LabSolutions Insight プロセッシングモードで動作します。

※当社テストデータの結果

・ 本製品は、代謝物測定を支援するデータベース「Smart Metabolites Database™ Ver.2」で分析された GC/MS/MS データを用いて評価を行っています。
・ 使用している技術の特性から、処理結果について説明できない場合があります。

Peakintelligence、LabSolutions Insight、GCMS、GCMS-TQ および Smart Metabolites Database は、株式会社島津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。
Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、
「 」を明記していない場合があります。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
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