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Development of Gas-phase NMR Spectroscopy

*Kiyokazu FUKE*

 Nuclear Magnetic Resonance (NMR) technique is widely used as a powerful tool to study the physical 
and chemical properties of materials. However, this technique is limited to the materials in condensed 
phases because of its low sensitivity. To extend this technique to the gas-phase molecular ions, we are 
dev el oping a gas-phase NMR apparatus. We describe the basic principle of the NMR detec tion for molecular 
ions in the gas phase based on a Stern-Gerlach type experiment in a Penning trap and outline the apparatus 
under development. We also present the experimental procedures and the results on the formation and the 
manipulation of cold ions under a strong magnetic field, which are the key tech ni ques to detect the NMR 
by the present method. In the last part of this report, recent progress in the dev elopment of the apparatus 
is described.

１．は　じ　め　に
　核磁気共鳴（NMR）分光は物質の組成や構造と物性
を分析する方法として確立され広範に利用されている
が，この分光法の測定感度は低く溶液や固体試料の分析
に限定されてきた．しかし，科学研究の進歩と相俟って
気相イオンの化学分析が多くの分野で行われるように
なってきており，この物質相へのNMR分光法の拡張が
重要な課題となっている．著者は気相分子イオンの
NMR分光を実現するため，超電導磁石内に設置したペ
ニングトラップ内でStern-Gerlach型実験を行う新しい
測定原理を提案している．本研究ではこの測定原理の検
証と気相分子イオンのNMR分光法の開発を目的として
いる．本方法では非常に弱い磁気共鳴信号を核スピン分
極として検出するため分子イオンの極低温冷却が要とな
る．ここでは新しい極低温冷却法を開発し，気相分子イ
オンの核スピン分極とNMRスペクトルの観測を試み
る．

２．気相NMR研究の背景と歴史
2.1. 研究背景
　気相クラスターの分光学的研究は分子科学の一分野と
して過去二十年間以上にわたって発展してきており，著
者も溶液の物性や反応性を理解する上で重要な電子，金
属イオンや生体分子イオン等の溶媒和の構造と反応性に
密接に関連した研究を進めてきた1）．中性やイオンクラ

スターの研究では，構造の情報を得るために分子で開発
されてきた紫外・可視および赤外レーザー分光法が用い
られてきている．しかし，これらの分光法で得られる構
造の情報に制限があるため，サイズが大きくなると理論
計算の支援を得ても構造決定が困難な状況である．また
物質科学のみならず生命科学や医療科学等においても分
子の視点からの研究で極微量物質の化学分析が益々重要
さを増し，検出感度が極めて高い質量分析法が重用され
ている．しかし質量分析法では質量の情報しか得られ
ず，構造決定が困難を極めており研究進展の大きな障害
となっている．これらの研究分野で直面している大きな
課題は，気相分子イオンが益々重要な研究対象となって
きているにもかかわらず，凝縮系のNMR分光法に相当
する一般的な構造解析方法が未開拓な点にある．この構
造解析の問題を解決する気相イオンの新しいNMR分光
法の創出は，物理化学分野の喫緊の課題と考えられる．
原子・分子の新しい冷却技術の導入が過去の新しい分光
法の誕生の契機となってきた2）．気相分子イオンについ
ても極低温冷却法の導入により新しいNMR分光法の創
出が期待される．
2.2. 気相での磁気共鳴の研究の歴史
　電子スピンについては，SternとGerlachが楔形磁石の
中をAg原子線を通過させ，その偏向から電子スピンを
発見しており，気相での磁気共鳴の原点となっている3）．
またDehmeltはこの実験を拡張し，ペニングトラップを
用いてg値を精密に測定することに成功している4）．
　核磁気共鳴については，凝縮系でPurcellら5）とBloch
ら6）による初めての検出とErnstによるフーリエ変換型の
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分光測定法7）や二次元NMRの導入8）と相俟って飛躍的に
発展し，今では構造解析の不可欠な手段として多分野で
広範に利用されている．しかし，NMR分光法の歴史は
RabiがSternらの分子線の方法を磁気共鳴の検出に採用
した分子線磁気共鳴法の開発に始まっている9）．Rabiは
タンデムに並べた二つの強力な楔形磁石の中をビーム径
を精密に揃えた分子線を通過させ，中間に置いた静磁場
内で分子にRF磁場を照射し分子線の偏向の変調を観測
することにより，原子や分子の磁気モーメントの測定に
成功している．Ramseyら10）は後にこの方法をさらに発
展させている．この方法は中性分子に限られるが，磁気
モーメントの検出に分子数の計数を用いており，磁気共
鳴の非常に低い検出感度の壁を克服している．また
NMRの気相イオンへの拡張としては，上記のDemeltの
方法を長い年月をかけて改良し単一のプロトンに応用し
た例が2011年にUlmerら11）により報告されているが，
この方法は非常に軽い原子にしか適用できない．このよ
うな背景で気相イオンのNMRを実現するには，この一
連のStern-Gerlach型実験を基に，新しい測定原理を考
える必要がある．
　本研究ではRabiの方法を気相イオンに拡張するため，
超電導磁石内に捕捉したイオンについてStern-Gerlach
型の実験を行う「磁気共鳴加速法」を提案し12，13），開発
を進めている．この方法は気相分子イオンのNMR検出
を実現するだけでなく，高磁場下で非常に類似した共鳴
実験により超高分解能質量分析を行うイオンサイクロト
ロン共鳴（ICR）法と組み合わせることが可能となる．
同じ磁場内に ICRセルとNMRセルを並置することによ
り，将来的には質量分析機能を備えたNMR分光装置と
して化学分析分野の一般機器に供せると考えられる．

３．測定原理と要請される実験条件
　初めに気相イオンのNMR検出法として提案している
「磁気共鳴加速原理」と装置の概略について述べる．図
1aは気相イオンの磁気共鳴測定用のNMRセルの概念
図，図1bは超電導磁石の磁場の模式図で，両端の磁気
共鳴用の平坦な磁場（磁場強度はBHとBL）とその間の
急峻な傾斜磁場を示している．この磁石内に置いた一対

の捕捉電極でイオントラップが形成される．磁気共鳴の
情報を引き出すために，トラップの両端の平坦な磁場部
分にRFコイルを設置してNMRセルとし，このセルに
低速で速度分布幅の充分狭い極低温のイオン束を導入す
る．（原理説明の簡単化のためにプロトンを例にとる）．
αとβスピンを有するプロトンイオン束は孤立状態でス
ピン緩和時間が非常に長く，また往き還りでサイクロト
ロン運動で発生する電磁気力が相殺されるため，磁束に
沿って長時間，往復運動する．この場合，核磁気モーメ
ント（µN）と傾斜磁場（dB/dz）との相互作用で発生す
る核磁気力（F）も往復で相殺される．しかし，RFコイ
ル内を通過する時間と同期してイオン束を共鳴周波数の
RFパルス磁場（πパルス）で励起すると核スピンは反転
（α→β，β→α）し，往復とも同方向の力が作用してα
とβスピンはそれぞれ連続に加速（減速）される．この
結果，往復回数の増加とともに核スピン状態の異なる二
つのイオン束の飛行時間差が増加して，図1のように空
間的に分離した「核スピン分極」が起こる．この変化は
下流の検出器で飛行時間差を観測することにより，次式
の速度増分（∆v）として実測される．

 ∆v = n（µN/Mv0）（BH – BL）（2N + 1） （1）

ここでMはイオンの質量，v0は初速度，Nは往復回数で
ある．分子イオンの場合，速度増分は共鳴周波数の同じ
分子内プロトンの数（n）に比例するため，各周波数で∆v

を測定するとNMRスペクトルが得られる．
　本方法ではイオンを高感度で計数するため，測定感度
は試料濃度よりは核スピン分極に伴う飛行時間差の観測
精度で決まる．イオン束が低速で初期速度分布幅が狭い
（温度が低い）ほど検出感度が高くなるため，イオンの
極低温冷却が重要となる．この検出要件を検討するた
め，具体的な例としてNH3

+の窒素原子に直接結合した
水素の4つの核スピン状態に注目し，往復回数と速度分
布幅の関係を計算することにより核スピン分極の変化を
シミュレーションした．BH，BLとNMRセルの有効長は
開発する装置の実測値としてそれぞれ9.4 T，3.1 Tと
750 mmの値を用いた．イオンの初速度と速度分布幅を
100 m/sと0.4 m/s（FWHM）とした計算により，4回か
ら5回の往復回数で分極による広がりの定量的検出が可
能になると示された．この結果より，M=100程度のイ
オンについて，試料イオンの初期速度v0と初期速度分布
幅∆v0は100 m/s，0.5 m/s（FWHM）程度に制御する必
要がある．この速度分布幅はサブmKの並進温度に相当
し，イオンの極低温冷却が重要となる．この極低温イオ
ン束をNMRセル内で発生させ，非常に弱い核磁気共鳴
相互作用を観測するために，セル内の浮遊電場の抑制と
低エネルギーのイオン束の精密制御が要となる．

図１　（a）NMRセルの概念図，（b）超電導磁石の磁場分布
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傾斜磁場内に設置する．イオン源では分子線法で予備冷
却した分子をレーザーで光イオン化し，生成したイオン
を減速器で減速させる．このイオンは下流のNMRセル
で捕捉しセル内を往復させると共に，この運動に同期し
てRFコイルで磁場励起する．その後，下流の捕捉電極
の電圧を下げて開放し，マイクロチャネルプレート
（MCP）検出器で飛行時間を測定することにより核スピ
ン分極を観測する．分子線の進行軸に沿って磁場は急激
に変化し，光イオン化で発生したイオン束の垂直軸方向
の分布径は磁場強度に逆比例して変化する．イオンを
MCP検出器全面で受けるために，光イオン化位置は上
流側の3 Tの磁場強度付近に，検出器は磁場内での検出
感度の劣化を予め測定して1 T付近に設置している．
4.2.2. イオン源と低速イオンの生成法の開発
　前述のように分子線で生成するイオンは中心速度が速
く速度分布幅も広いので，イオン源に減速器を設置し減
速する必要がある．イオンの減速法は古くから研究され
てきており，主にポテンシャルスイッチ（PSW）が用
いられている．この方法ではドリフトチューブの中でイ
オン化し，同時にチューブを負電位に下げると出口で負
の電場勾配が生じ，イオンはこの勾配を通過する際に並
進エネルギーを失って減速される．本研究ではこの方式
を用いた減速器の製作と改良を重ねて，バンチング機能
を有しイオン束を圧縮しながら減速できるPSWを開発
した．この結果，193 nmでの光イオン化で生成した
NH3

+について，イオン速度を562 m/sから180 m/s以下
に減速し，並進エネルギーを3 meV程度までは下げられ
ることを示してきた12，13）．
　しかし，この方法では光イオン化で発生したイオンの
大半は減速に伴ってPSWのドリフトチューブ内に残留
するため，イオン源としては暗いという欠点がある．こ
の点を改良するため，中性分子種の極低温冷却で利用さ
れている位相空間安定性の理論15）を基にした進行波型多
段減速器の開発をイオンで初めて試みた．この方法は高
磁場側にあるNMRセルへイオンを効率よく移送する上
で最適と考えられる．新たに開発した減速器の写真を図
3aに概略図を図3bに示す．SIMION 8.1を用いた電場ポ
テンシャルとイオン束の運動のシミュレーション計算に

４．気相NMR分光装置の開発
　本研究の傾斜磁場型超電導磁石と真空装置は科学技術
振興機構　先端計測技術・機器開発プログラムの支援で
設計・製作した．平成24年度に分子科学研究所に装置を
移設後（本資料末尾参照），機器センターの装置の装置
開発の一環として研究を遂行した．本節ではこの経過を
まとめ，次節で豊田理化学研究所での今年度の研究経過
について述べる．
4.1. 開発指針
　本方法で要請される数meV程度の低エネルギーのイ
オン束の発生と捕捉のために，イオン光学系に残存する
浮遊電場の抑制が不可欠である．浮遊電場の発生源は接
触電位差や電極表面のパッチ効果等が考えられ，イオン
光学系のベーキングが重要となる．このため超電導磁石
の小さい内径のボーア内で作動するベーキングシステム
を新たに設計・製作した．
　本研究では極低温イオン束を発生するために，イオン
源は超音速分子線法で予備冷却した分子をレーザー光イ
オンする方法を採用する．分子線で冷却した分子は中心
速度が600 m/s（キャリアー気体；Ar）と非常に速く，速
度分布幅は30 m/s（FWHM，2K）程度までしか狭めら
れない．前記の実験要件を満たす100 m/s程度で速度分
布幅がmK以下のイオン束を発生するために，新しい減
速法と精密な速度選別法の開発が必要である．
　本装置のNMR検出用のRFコイルと同調回路は市販
品が無いので新たに開発を要する．温度で回路特性が変
わるので，同調回路の4個のトリマーは外部から微調整
する設計が必要である．また真空中，高磁場下でコイル
や同調回路は放電し易くノイズ源となるため，放電対策
とノイズ対策を要する．このためNMRセルとその支持
部に金属製パイプを用い，RF電力や制御信号用のセミ
リジッドケーブルはパイプ内に配線した．
　以上の点を考慮し，分子科学研究所に移設した気相
NMR分光装置について，減速器を組み込んだ（1）イオ
ン源，（2）NMRセルと（3）イオン光学系のベーキング
システムの開発を進めてきた．以下でこれらの項目の開
発経過について記す．
4.2. 研究開発の経過
4.2.1. 気相NMR分光装置の概略
　本原理に基づくNMR検出装置のイオン光学系の概略
を図2aに示しており，光学系は上流側のイオン源と下流
側のNMRセルで構成される．図2bは以前にJASTEC社
と共同で製作した超電導磁石の磁場強度分布を示す．磁
石は高磁場と低磁場域に9.4 Tと3.1 Tの均一磁場域（約
700 mm間隔），この間が最大25 T/mの傾斜磁場となる
よう設計・製作した14）．NMRセルは両端に円筒電極対
からなる捕捉電極と，その内側に設置した9.4 Tと3.1 T
仕様の2種のRFコイルで構成され，図のように磁石の

図２　（a）実験装置の概略図，（b）超電導磁石の磁場強度分布
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基づき，32枚の電極からなり4枚一組で8段の減速器を
設計・製作した．この方法では上流から下流に移動する
イオンの到達と同期して電極群に適切な遅延時間と時間
幅のパルス電圧を印加する．この結果，イオン束の移動
と同期して周期的なポテンシャルの壁が下流に向かって
発生し，イオンの加減速が繰り返されるため，速度分布
幅の広がりを最小に抑えながら減速できる．この方法を
用いて266 nmで光イオン化したp-Xyleneイオンの減速
の結果を図４に示す．この図で一番目のピークは検出器
に直接到達したイオン，二番目のピークはNMRセルを
一回往復後に到達したイオンの飛行時間（TOF）スペク
トルを示す．光イオン化で生成したイオンは各チャネル

で定量的に減速され，中心速度が170 m/s以下に，また
遅いイオンは100 m/s以下まで減速される．この一連の
イオン源の開発で，進行波型多段減速器を組み込んだイ
オン源が最も明るく定量的に減速できることが明らかに
なってきた．今後は気相NMR装置のイオン源として利
用する．この方法により100 m/s以下の速度のイオンの
生成も可能であるが速度分布幅が非常に広く信号強度も
弱い．NMRセルに導入し核スピン分極を測定するため
に，後述のようにさらに減速と圧縮が必要である．
4.2.3. NMRセルの開発
　前記のようにNMRセルは（1）イオンの捕捉と極低
温冷却の機能と（2）NMR検出の機能を持たせる必要
がある．イオンの速度制御法は高エネルギーイオンにつ
いては詳しく研究されているが，本装置に必要な低エネ
ルギーイオンの研究はまだ限られている．また超高真空
中でのNMR検出の研究例はほとんど無く，これらの機
能は後述のように独自で開発を進めた．
　4.2.3.1.　NMRセルの速度選別機能の開発
　上記のイオン源により実験で要請される低速のイオン
束の発生が可能となってきたが，同時に要請されるmK
以下の速度分布幅は分子線だけで実現できない．ここで
はNMRセルの高磁場側の捕捉電極の上流側に一対の
メッシュ電極（透過率90%）を設置し，この電極にパル
ス電圧を印加して速度を変えることなく速度分布を切り
だす速度選別法を考案した12）．イオン源で生成したイオ
ン束をNMRセルに導入しセル内で数回往復させて速度
を分散させた後に捕捉電極を0 Vに落とし，イオン束の
ピークが通過する時間を見計らってメッシュ電極に200 
µs程度のパルス電圧を印加し，イオンをセルに戻す．こ
の操作によりイオン束の一部がピーク強度を保ったまま
で切りだされ，セルに捕捉される．図５に新たに製作し
たNMRセルで行った速度選別実験の例を示す．図5aは
NH3の光イオン化で発生したNH3

+をイオン源で274 m/s
（6.6 meV）まで減速し，NMRセルに導入して往復運動

図３　多段減速器を含むイオン源の（a）写真と（b）概略図

図４　進行波型多段減速器を用いたp-Xyleneの減速結果 図５　NH3
+のNMRセル内での往復運動と速度選別実験
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させた結果を示している．イオン束は初速度分布幅が広
く，往復回数（N）と共に急激に広がる．図5bはセル内
を2回往復後，上記の方法で切りだしてセル内に捕捉し
たイオンの往復運動の様子を示す．イオン束の時間幅を
飛行時間に対してプロットして求まる速度分布幅は，イ
オン源から導入直後は±10 m/s（0.16 K）で，速度選別
後は±1.2 m/s（2.2 mK）と狭まり冷却されることがわ
かる．このようにしてメッシュ電極を用いた速度選別操
作により，イオン束の速度に変化を与えないで非常に有
効に冷却できることが明らかになった．
　4.2.3.2　速度分散補償を用いた極低温冷却法の開発
　上記の方法だけで目標の1 mK以下の冷却は困難なの
で，新たな冷却法として速度分布の分散補償法の開発を
行った．NMRセル内で並進運動中のイオン束は特定の
温度に相当する速度分布幅をもち，飛行時間とともに空
間幅が拡がる傾向を有す．この伝搬の特徴はフェムト秒
光パルスの伝搬に類似した負チャープ状態に相当し，正
チャープを与える分散補償を加えることにより，速度分
布の大きな圧縮が実現できる．ここではシミュレーショ
ン計算を基にして25枚の薄い円筒電極を抵抗列を介し
て重ねた分散補償器（図6a）を製作し，図6bのように
NMRセルの中央部に設置した．（図6aの左半分の電極
対は速度分散補償器に，また右半分の電極対は将来，分
散補償後さらに減速を実現するために製作した）この場
合，イオン束が補償器の中央部に到着する時間を見計っ
て，中央付近の電極に負電圧パルスを印加し，速度分散
を相殺するように負の勾配をもつポテンシャルを発生さ
せる．

　このようにしてエネルギー分散を補償することによ
り，右側の出口から出るイオンの速度が揃い減速と圧縮
が同時に起こるため極低温冷却が達成される．この分散
補償器の特性を調べるため，図７に示すジメチルアミン
イオンを用いた速度選別と速度分散補償の実験を行っ
た．図7aは分子線冷却したジメチルアミンを213 nmで
二光子イオン化した後，335 m/s（27 meV）まで減速し
てNMRセルに導入し往復運動させた場合の飛行時間ス

ペクトルを重ねて示している．分子線法により数Kまで
冷却されるが，速度分布幅は±15 m/sと非常に広くNと
共に急激に広がる．このイオン束を前記の速度選別法で
±3 m/sまで狭めた結果を図7bに示す．このイオン束の
速度をさらに速度分散補償器により揃えた結果を図7c
に示す．この補償器によるイオン束の圧縮では印加する
パルス電圧と遅延時間が制御因子となり，–57 mVの電
圧パルスの印加でイオン強度が数倍増大すると共に速度
分布の圧縮が起こる．この結果，速度分布幅は±0.17 m/s
（0.25 mK）と非常に狭くなり，目標のmK以下の温度に
相当する速度の揃ったイオン束の発生が可能となった．
　4.2.3 3.　RFコイルとRF回路の開発
　磁気共鳴加速法で核スピン分極を起こすためにRFコ
イルを用いたπパルス励起が必須となる．市販のNMR
プローブは利用できないため，本研究では新たに超高真
空中で作動するRFコイルと回路系の開発を進めている．
RFコイルは有効にイオン束を磁場励起できるサドル型
の形状を採用し文献16を参考にして設計した．図8aに
開発したコイルの例を示しており，中心軸（図中のガラス
製NMRチューブに沿った軸）に沿ってイオンが通過し，
垂直方向にRF磁場が発生する構造になっている．低速
イオンから絶縁材料が見えないように，また振動等に非
常に敏感なので機械的強度を持たせることを考慮して，
銅パイプから切り出して製作し金（1 µm）／銀（3 µm）の
メッキを施している．図6bのNMRセルには，9.4 T側
に内径30 mm，3.1 T側に35 mmのコイルを設置した．

図６　速度分散補償器と改良型NMRセル

図７　速度選別と速度分散補償の実験例
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　RFコイルを作動させるため，近いところに周波数の
同調とインピーダンス整合用の2個の非磁性トリマーを
用いたRF回路系を組み込む必要がある．トリマーの容
量は周囲の金属材料の浮遊容量に近く，回路系もまた機
械的振動に非常に敏感なため，振動と放電の対策を含め
熱伝導性と機械的特性の優れたZrO2製の治具を用いた
回路系を設計・製作した．図8bは3.1 T側のコイルと治
具に固定した一対のトリマーを示している．トリマーは
外部から回転導入器を通して微調整するが，調整軸は
1500 mm以上の長さで加熱時に伸縮するため，伸縮可
能な継手を製作し振動を極力抑えて回転を伝えている．
　気相イオンの核スピン分極を高感度で観測するため
に，イオン束を励起するパルス幅をできるだけ正確に設
定する必要があり，コイルで発生する磁場強度を予め測
定し校正しなければならない．前記のようにコイルの特
性は周りの配置に大きく依存するので，RFパルス磁場
の測定はNMRセルに設置したコイルに水を入れたNMR
チューブを挿入してNMRスペクトルを測定することに
より行った．図９は気相NMR装置の全体図と電子回路
系を模式的に示している．この図で132 MHzと400 
MHzでの周波数発生器と電力増幅器はサムウエイ社の
製品を組み込んでいる．また水のNMRスペクトル測定

は同社の広帯域フーリエ変換NMRスペクトロメーター
を用いた．水のNMRスペクトル信号を用いたコイルの
磁場測定とRF回路の詳細は，5節で詳しく述べる．
4.2.4. NMRセルの非磁性ベーキングシステムの開発
　前記のようにNMRセルの浮遊電場の抑制にベーキン
グ操作は非常に有効である．本装置では超電導磁石の均
一磁場部にNMRセルを設置するため，全長2060 mm，
内径135 mmの真空単管をボーア内に挿入し，この中に
NMRセルを挿入している．磁石保護のため，ボーア内
の単管を外部からヒーターで加熱してセルをベーキング
できない．ここでは図10aで示すようにNMRセル（外
径95 mm））を銅パイプ（内径100 mm，1.5 mm厚）で
囲み，この銅パイプを抵抗加熱で熱して輻射熱で内部の
セルを加熱する方式を採用した．NMRセルと銅パイプ
はネジ止め可能な円弧上のジルコニア製スペーサーで絶
縁した．また加熱に伴う単管の温度上昇で超電導磁石が
影響を受けないようにするために，図10bに示すように
単管の外部に銅管を巻き付け水冷した．抵抗加熱はSUS 
316L線（外径0.5 mm）に通電して行い，銅パイプは
150℃，NMRセルは120℃まで加熱してベーキングを
行った．

５．平成29年度の開発経過
　上記のように分子科学研究所において気相イオンの
NMR分光測定の原理検証実験の要となる極低温イオン
の生成と制御法およびRF磁場発生法を開発した．豊田
理化学研究所に異動後，平成29年度は原理検証実験で
必要となる磁場励起条件を確立するため，適正なRFコ
イルをNMRセルに組み込み，磁場強度の測定によりコ
イル特性の検討を進めた．またNMRセル内でのイオン
の速度の精密制御法の開発を進めると共に，極低温イオ
ンの発生と制御の最適化で課題となっていた浮遊電場の
抑制技術の改良を行った．これらの結果をもとにして年
度末から原理検証の予備実験を進めてきた．

図８　（a）RFコイルの写真と（b）3.1T用RF回路の写真

図９　気体NMR装置の制御回路を含めた全体図

図10　非磁性ベーキングシステムの写真と断面図
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5.1. RF磁場励起法の開発
　測定原理で述べたように，本方法では磁気共鳴加速で
誘起される核スピン分極を観測し磁気共鳴を測定する．
このためNMRセル両端のRFコイルでセル内を往復運
動するイオン束を磁場励起し，核スピンを順次180°反
転させる．磁気モーメントの回転角ϑは磁気回転比γ，
RF磁場強度B1と励起パルス幅∆Tにより決まり，

 　　　ϑ = γ×B1×∆T （2）

で表される．本実験では∆Tはイオンのコイル通過時間
に相当する．イオンの核スピンを反転させるために，実
験ではイオンの速度を考慮して最適のB1を発生するコイ
ルを設置し，次項で述べるイオンの速度の微調整により
πパルスの設定を行う．使用するコイルは予め発生する
磁場強度を測定し校正しておく必要がある．ここでは高
磁場側（9.4 T）と低磁場側（3.1 T）ともに有効長40 
mmで内径が26 mmのコイルを組み込み，水のNMRス
ペクトル測定により校正した．スペクトルは図9のシス
テムとサムウエイ社製の広帯域フーリエ変換NMRスペ
クトロメーターを組み合わせて測定した．
　9.4 Tコイルの校正は，NMRセルの上流側から試料の
水を入れたNMRチューブ（内径5 mm）を設置でき，磁
場が高く充分な感度で自由誘導減衰信号が得られるので
容易にできる．図11aは9.4 Tコイルで得られたNMRス
ペクトル強度と励起パルス時間幅の関係をRF増幅器の
出力，48，40，30，20，10 Wについて示す．水の共鳴周
波数は400.279743 MHzで–163 Hzの励起パルスで測定
した結果である．この図で48 Wの結果は380°に相当す
るパルス幅まで示しており，最初の極小は180°，二番目
の極小は360°に相当する．360°パルスでは強度はほぼ

ゼロには落ちるが，180°パルスではRadiation Dumping
の影響で強度はゼロにならない．この結果は試料として
使っている純水からの強い放射の影響によるもので，
180°パルスで寄与が大きい．ここでは180°パルスの時
間幅をより正確に決めるため360°パルスの時間幅から
求めた．図11bと図11cはRF出力と180°パルスの時間
幅およびRF出力と磁場強度（B1）の関係を示す．これ
らの結果より，新たに設置した高磁場用コイルは並進速
度が250–100 m/sのイオンに適用できることが分かっ
た．
　3.1 Tコイルの動作確認は，磁場強度が1/3程度になり
水のNMR信号の検出感度は1桁以上低下するため9.4 T
コイルに比べ困難である．前記のようにRF回路の同調
条件はNMRセルのフレームの構造に非常に敏感なの
で，コイルをNMRセルに設置して校正を行う必要があ
る．3.1 Tコイルはセルの上流側から850 mmに設置さ
れており，水試料をコイル内に設置するために治具が必
要となる．ここではセルの下流端でNMRチューブをコ
イル中央に保持する治具と1 mのアルミパイプにNMR
チューブを組み込んだ試料管を新たに製作し，NMRス
ペクトル強度のパルス幅依存性を測定した．3.1 Tコイ
ルの共鳴周波数は132.16142 MHzで–1000 Hz程度の周
波数の励起パルスで測定した．この結果，180°パルスの
時間幅として310 µs（50 W）， 350 µs（40 W）の結果を
得ることができ，上記の並進速度での検証実験に適用で
きることが確認された．
　またベーキング用の銅パイプを装着するとトリマーと
銅パイプの距離が近くなりコイルの実効容量が大きく変
わるため，コイルの特性が変化し動作が不安定になる問
題が残されていた．ここでは銅パイプを用いたNMRセ
ルのベーキングは不可欠なため，RFコイルの開発研究
の一環としてこの問題を検討した．この結果，銅パイプ
がRF回路に悪影響を及ぼすのはトリマーが近接する狭
い箇所に限定されることがわかり，トリマー付近に当た
る40 mm角の部分を切除して銅パイプに窓を開けるこ
とにより，ベーキング効果を損ねることなく上記の問題
が解決されることを見出した．
5.2. イオンの精密速度制御法の開発
　前記のように，180°パルス条件の設定はイオンの速度
を変調して行う．イオンの速度はイオン源の減速器と
NMRセル内の速度分散補償器により決まるが，速度の
微調整は困難である．このためセル内に速度変調器を設
置し速度を精密に制御する必要がある．この目的で
SIMION 8.1によるポテンシャルの形状の解析を行うと
共に，図6の速度分散補償器の下流側の電極対に追加工
を加え，進行波型多段減速器を新たに製作した．図12b
に示すようにセラミックスペーサーで絶縁した円筒電極
44枚を抵抗列で繋いだ3段の減速器を製作し，速度分散図11　9 Tコイルの特性（本文参照）
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製作に当たって機械的強度を確保しかつ磁気共鳴用の静
磁場をできるだけ乱さないようにするため，セルの支持
部の多くを非磁性のTi製とした．しかし，Tiの仕事関
数は4.1 VとNMRセルの金（4.9 V）や真空槽のステン
レス（4.7V）と比べ低く接触電位差が大きくなるため，
浮遊電場の制御が困難であった．この点を改良するた
め，イオン源やNMRセルの支持部のTi製部品を非磁性
に近いSUS316L製部品に入れ替えた．この結果，NMR
セルに発生する浮遊電場はかなり抑制されるようになっ
てきた．
　本装置で重要なイオンの捕捉や速度選別等に歪の少な
い電場勾配を与えるメッシュ電極は貴重である．しか
し，メッシュのワイヤー間隔は0.5 mm程度で，イオン
はメッシュ通過時に金属表面に0.2 mm以下と接近し，
上記の（2）–（4）の影響を強く受けるため，イオンの透
過に支障が大きく出る．ここでは速度選別に用いている
2枚のメッシュ電極を，シミュレーション計算をもとに
設計した3枚の円筒電極に置き換えて浮遊電場の抑制を
試みた．
　また本装置の超電導磁石のボーア長は1860 mmと長
く，イオン源とNMRセルは磁石の両端から挿入してい
る．アースを共通にするためイオン源の先端にリン青銅
製スプリングを設置してNMRセルとの接触を保ってい
る．しかし，NMRセルのベーキング後にイオン源と
NMRセル間に数十mVの電位差が発生し（測定不可能
なためイオンの速度の透過下限値より推定），イオンの
透過が困難になる状況が頻繁に起こっていた．この問題
を克服するため，NMRセルのベーキングを繰り返して
試行錯誤的に電位差の発生原因を調べた．この結果，
ベーキングの際の温度上昇で支持部を含め1700 mmの
NMRセルが膨張して約2 mm程度延び，イオン源が圧
迫され機械的な歪を生じるため電位差が発生することが
分かってきた．この問題を回避しNMRセルのベーキン
グ効果を改善するためにイオン源側にベローズ型変換
ニップルを新たに導入し，ベーキング時にイオン源を
NMRセルから離せるようにした．この結果，上記の問
題が解決され浮遊電場が抑制された．

６．まとめと今後の研究計画
　以上のようにして，分子科学研究所で開発を進めた気
相NMR分光装置について，NMR検出に必要なNMRセ
ルとイオンの極低温冷却技術の整備と最適化を進めてき
た．平成29年度は特に今まで課題となっていたイオン
源の浮遊電場の発生原因が特定され，改良した．また新
たに速度変調器を開発すると共にRFコイルを含めた磁
場励起技術の改良を行い，NMRセルの最適化を行った．
今後は標準サンプルとして高い測定感度が期待されるト
リメチルアミンや t─ブチルアミンに注目し，原理検証実

補償器の下流に設置した．図12aはこの減速器を組み込
んだ最新のNMRセルの写真を示す．この減速器の速度
変調の機能を調べるため，p-Xyleneイオンを用いた減
速実験を行った．図１３はその結果を示しており，図
13aは速度選別と速度分散補償を加えて速度を揃えたイ
オン束のTOFスペクトルを示す．図13bと図13cは減速
器に印加するパルス電圧（0.5 V，5 µs）をイオンが到達
する時間近傍で遅延時間を変え測定した結果を示す．こ
の方法により速度分布幅に影響を与えずに約1 m/sの精
度で減速できることが明らかになり，検証実験の際の速
度の微調整に非常に有効であることが分かった．
5.3. 浮遊電場の抑制技術の改良
　核スピン分極を観測するため，イオン光学系等で発生
する浮遊電場をできるだけ抑制する必要がある．浮遊電
場の原因は（1）接触電位差，（2）電極表面への水の吸
着，（3）金属表面の汚れや（4）金属表面のパッチ効果
等が考えられる．金属表面への水の吸着や残留試料の付
着による汚れを抑えるため，開発の当初からNMRセル
は銅に銀ベースの金メッキを施した．またNMRセルの

図12　減速器を組み込んだ最新のNMRセルの写真と概略

図13　p-Xyleneイオンを用いた減速実験の結果
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験を集中的に進めていく．ここではイオンの減速条件を
最適化しながらRF磁場励起を行い，核スピン分極の観
測実験を行う．
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