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１．は　じ　め　に
　質量分析法は非常に感度の高い化学分析法として生
命科学や医療科学を含めた広範な分野で重用されるよ
うになってきている．しかし，この方法は質量数の情
報しか与えず，親分子の構造解析に種々の課題が山積
している．このため気相分子イオンにも適用できる核
磁気共鳴（NMR）分光法のような一般的な構造解析法
の出現が期待されている．NMR法は物質の構造と物性
の研究手法として広く利用されてきているが，測定感
度が低く，その応用は溶液や固体試料に限定されてき
た．気相分子イオンに適用できるNMR法が出現する
と，上記の化学分析の発展が促進されると共に分子イ
オンの構造や反応等の基礎科学的な研究も進展すると
考えられる．著者は気相分子イオンのNMR分光を実
現するため，超電導磁石内でStern-Gerlach型実験を行
う新しい核磁気共鳴の測定原理を提案している．1，2）　こ
の方法は高分解能質量分析に用いられているイオンサイ
クロトロン共鳴装置と同一磁場内に並置して動作でき，
質量分析機能を備えたNMR分光装置の創成が可能とな
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．この方法では非
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．ここでは気相イ
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 Mass spectrometry techniques are now used extensively in various research fields. Since this method 
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オンの新しい極低温冷却法の開発を進めきており，気相
分子イオンの核スピン分極の観測とNMRスペクトルの
測定を試みる．

２．気相イオンの核磁気共鳴の研究背景，	
２．測定原理と研究開発の概要

2.1.	 研究背景
　質量分析法は検出感度が極めて高い化学分析法として
物質科学，生命科学や医療科学等の広い分野で重用され
ている．しかし質量分析法では質量の情報しか得られず
構造決定が困難なため，研究進展の大きな障害となって
いる．この気相分子イオンの構造解析の課題解決のため
に一般的な構造解析法として気相イオンに適用可能な
NMR分光法の新たな導入が望まれる．
　凝縮系のNMR分光法は1946年頃に初めて核磁気共
鳴が観測されて以来3，4）大きく発展し，今では分子構造
の解析に不可欠な手段として広範に利用されている．
ここで対象とする気相イオンに凝縮系のNMR分光法を
適用する場合，105以上の感度向上が必要となるため，
実現が困難とされてきた．他方，NMR分光法は歴史的
にはRabiによる分子線偏向法を核磁気共鳴検出に用い
た分子線磁気共鳴法の開発に始まっている5）．彼らは2

つの強力な楔形磁石を並置し，その中をビーム径を精密
に制御した分子線を通過させるとともに，中間に設置し
た静磁場内で分子をRF磁場励起し誘起する分子線の偏
向変調を観測することにより，原子・分子の磁気モーメ
ントの測定を行った．この方法は中性分子にしか適用で
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復運動させながら磁気共鳴を検出するが，そのままでは
速度分布幅が広すぎるためセル内で冷却操作を行う．こ
こでは後述の速度選別法で速度分布の一部を切り出し，
さらに図1aの速度分散補償器で速度の分散を補償して
極低温のイオン束を発生する．このイオン束はその後，
セル内を往復運動させ，この運動に同期してセル両端の
RFコイルでπパルス励起して核スピンを180度反転させ
る．この磁場励起で共鳴したイオンのみが傾斜磁場との
加算的な相互作用で加減速される．この過程で核スピン
状態の異なるイオンの速度増分（Dv）に差が生じるた
め，図1aで模式的に示すようなイオン束の空間的な分
離状態（核スピン分極）が誘起される．この核スピン分
極は適当な往復回数後に捕捉電極の電圧を下げて下流側
にイオン束を開放し，MCP検出器で飛行時間を測定す
ることにより検出する．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に比例するため，
Dvを種々の周波数で測定しプロットすると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
ので，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．このためイオン束が低速
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．この検出要件を検討するため核スピン分極の
変化をシミュレーション計算し，質量数が100程度のイ
オンについては試料イオンの初期速度v0と初期速度分布
幅Dv0は100 m/s，0.5 m/s（FWHM）程度という結果を
得ている．この初期速度分布幅はサブ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．またNMR

セル内で極低温イオン束を発生させ，往復運動させなが
ら非常に弱い核磁気共鳴相互作用を観測するために，セ
ル内でのイオンの透過率を高く保つ必要があり，浮遊電
場の抑制と低エネルギーのイオン束の制御が要となる．
2.2.2.	 気相NMR分光装置の開発
　本研究で用いる超伝導磁石 8）と真空装置は科学技術振
興機構の支援で設計・製作し，その後分子科学研究所に
移設し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．平成29年に豊田理化学研究所に異動後，
受託研究として分子研で開発を継続した．
　気相NMR分光装置の概略図（図１）で示すように．
本装置のイオン光学系は減速器を組み込んだイオン源と
NMRセルからなる．前節で述べたように本方法では数
meV程度の低エネルギーのイオン束の発生・捕捉と制
御が必要なため，イオン光学系に残存する浮遊電場の抑
制も重要な課題となる．浮遊電場の発生原因として接触
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（1）減速器を
組み込んだイオン源と（2）NMRセルの他に，後述の超
電導磁石の小内径のボーア内で作動するセルのベーキン
グシステムを開発した．

きないが，気相分子イオンについても非常に弱い磁気共
鳴を検出するために，傾斜磁場内で核磁気モーメントに
作用する核磁気力を検出する方法が最適と考えられる．
またこの相互作用を利用した単一プロトン粒子の磁気
モーメントの測定も報告されている．6）

　本研究ではRabiの方法を気相イオンに拡張するため
に，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1，2），
開発を進めている．この方法の特徴は気相分子イオンの
NMR検出を実現するだけでなく，高磁場下で共鳴実験
により質量分析を行うイオンサイクロトロン共鳴
（ICR）法7）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，質量
分析機能を備えたNMR分光装置として将来的には化学
分析分野の一般機器に供せると考えられる．
2.2.	 気相イオンの核磁気共鳴の測定原理と研究開発

の概要
　本方法の測定原理と今までの開発研究については前年
度までの報告書で詳しく紹介した．ここでは後述の今年
度の研究経過報告と関連してその概要に触れる．
2.2.1.	 測定装置と測定原理
　図１は最新の気相NMR装置の概略図を示す．図1aは
イオン源とNMRセルに相当し，図1bに示す磁場分布を
もつ超電導磁石のボーアの上流と下流側から挿入して装
置が構築される．磁石は高磁場（BH）と低磁場（BL）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7）．
NMRセルはイオン源に近い上流端と検出器に近い下流
側の捕捉電極（円筒電極対）で構成される．両電極対の
内側には，9.4 Tと3.1 T仕様の2種の核磁気共鳴用RF

コイルが，それぞれの均一磁場中心に合わせ傾斜磁場域
を挟むように設置されている．NMRセルの入口にはイ
オン源から導入されるイオンの速度選別の目的で2枚の
メッシュ電極が組み込まれている（図2b）．イオン源に
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，生成イオンを減速するように減速器が設置されてい
る．このイオンは下流のNMRセルで捕捉しセル内を往

図１　（ａ）気相NMR装置の概略図と（ｂ）超電導磁石の磁場分布
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　イオン源は，通常用いられているポテンシャルスイッ
チ（PSW）や改良を加えたパルスPSWの他，より定量的
な減速が可能な進行波型多段減速器（Traveling Potential 

Well；TPW）を開発してきたが，最新の装置では図１
のような改良型のPSWを組み込んでいる．
　NMRセルは前記のように（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
は加速器も含め詳しく研究されてきているが，9）本装置に
必要な低エネルギーイオンについての研究はまだ限られ
ている．また超高真空中でのNMR検出の研究例もほと
んど無く，これらの機能は独自に開発を進めた．次にこ
れらの開発についての概略を述べる．
　2.2.2.1.  気相イオンの極低温冷却法の開発
　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，分子線による冷却
だけでは並進温度は2 K程度と高く，要請されるmK以
下に相当する狭い速度分布幅は得られない．ここでは
NMRセル内に導入したイオンを極低温に冷却するため
に，イオンの速度選別と速度分散補償法を新たに開発
してきた．詳細は昨年度の報告書でも記載しており，
実験例も後ほど述べるので，ここではその方法の概略
に触れるに留める．図２は開発したNMRセルと冷却方
法の仕組みの模式図をまとめて示している．分子線冷
却により速度分布幅は数十m/sと狭くなるが，さらに狭
帯化するために速度選別を行う．この目的でNMRセル
の入口に2枚のメッシュ電極を組み込んでいる．NMR

セルに導入したイオン束は初期速度分布をもち飛行時
間とともに急激に広がるので，数回の往復の後に入口
側の捕捉電極の電圧を0 Vに下げ，イオンを上流側に開
放する．イオン束の中心部がメッシュ電極対を通過す
る時点で上流側のメッシュに100 ms程度の時間幅で数
Vの電圧を印加する．この操作で速度分布の中心部のイ
オンをセル内に戻す．その後捕捉電圧をもとに戻すこ
とにより，広がったイオン束の一部が速度を保ったま
ま切り出されてセルに捕捉される．この操作でイオン束
の速度分布幅は±2 m/s（～50 mK）程度に狭まり冷却さ
れる．

　このイオンの速度分布をさらに狭めmK以下に冷却す
るために，図1aの速度分散補償器を開発しNMRセル内
に組み込んでいる．この補償器は抵抗列で繋いだ25枚
の薄い円筒電極で構成され，図2cで模式的に示すよう
にイオン束のエネルギー分散を負の勾配をもつポテン
シャルスイッチで打ち消す方法を採っている．この速度
分散補償操作では印加するパルス電圧と遅延時間が制御
因子となり，数十mVの負パルス電圧を印加することに
より速度をほとんど変化させずにイオン束の速度分布が
圧縮できる．上記の速度選別と異なり，補償後はイオン
束のピーク強度が数倍以上に増大する．このためその後
の実験でイオンの観測がより容易になる．この方法によ
り速度分布幅は±0.3 m/s（1 mK）と非常に狭くなり，
目標のmKの温度に相当する速度の揃ったイオン束の発
生法が完成された．
　2.2.2.2.		NMR検出系の開発
　本方法を用いた磁気共鳴の検出では，セル内を往復運
動する充分速度の揃ったイオン束にRF磁場を照射し，
磁気共鳴したイオンが傾斜磁場との相互作用で加減速さ
れて誘起される核スピン分極を観測する．RF磁場励起
では共鳴周波数の核を有するイオンの磁気モーメントを
πパルス励起で反転させる．同様のパルス磁場励起は溶
液NMRで広く使われているが，市販のNMRプローブ
は利用できない．本研究では新たに超高真空中で動作す
るRFコイルと真空外から調整可能な同調回路からなる
プローブを独自に開発した．RFコイルはイオン束を有
効に磁場励起できるサドル型を採用し，磁場強度の理論
計算の文献10を参考にして設計・製作した．コイル内
を低速イオンが通過できるようにするために，コイル内
外面にチャージアップし易い絶縁体は使用できない．ま
たコイルと同調回路は機械的振動に極めて敏感なので機
械的強度を充分に考慮する必要がある．ここでは銅パイ
プ（内径26 mm，2.5 mm厚）から切り出し金（1 mm）／銀
（3 mm）メッキを施して製作したもの（図3b）を図１の
NMRセルの9.4 Tと3.1 Tの磁場中心に設置した．この
RFコイルを動作させるため，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2個のコイルに隣接して組み込む必要がある．トリ
マーの静電容量（数pF～数十pF）は周囲の金属材料と
の間の浮遊容量に近く非常に容易に容量が変化するため，
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製の固定具に取り付けた同調回路系を開発した．
　このRFコイルを駆動し磁場励起を行うシステムを図
3aに示す．本装置ではイオンの発生と制御部及び9.4 T

と3.1 T仕様のコイルを同期をとって動作させる必要が
ある．ここでは図の400 MHzと132 MHz付近で動作す
る特別仕様のRF周波数発生器と電力増幅器をサムウエ
イ社から導入し，磁場発生システムを開発した．気相イ

図２	（ａ）NMRセル，（ｂ），（ｃ）速度選別法と速度分散補償法の仕
組み
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オンの核スピン分極を高感度で観測するために，励起パ
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．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非常に時間と手間を要したが，
NMRセルに設置したコイルに水試料を入れた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．原理検証実験と関連したこのシステムによ
るイオン束の磁場励起の詳細は3章で述べる．

３．令和１年度の開発経過
　前年度までの研究で気相NMR装置の開発はほぼ完了
し，装置の維持管理と関連した極低温環境の整備と
NMRスペクトル測定を課題として研究を遂行した．
　上記のように核スピン分極の観測により高感度で
NMRを検出するには，イオンの速度分布の狭帯化と同
時に並進速度を下げ傾斜磁場内での相互作用時間を長く
する必要がある．この際，NMRセル内での低速イオン
の透過率を最適化するためにイオン光学系の浮遊電場の
抑制が重要となる．今年度は課題となっていた下記の異
種金属間に発生する接触電位差を解消すると共に，イオ
ン源に新たにベーキングシステムを導入することにより
残留水分に由来する浮遊電場の問題を解決した．また
NMR検出で要となる磁場励起システムを整備し，磁場
励起実験のルーチン化を行って装置を完成させた．これ
らの結果を基にして原理検証の実験に取り組んできた．
また開発を進めてきたNMR装置の特性をシミュレー
ション計算で評価するため，市販のイオンの軌道計算ソ
フトウエアーに改良を加えて計算の準備を進めた．

3.1.	 低速イオンの極低温捕捉環境の改良
　本研究では前記のように上流側に設置したイオン源内
で光イオン化により生成したイオンを減速し，下流の
NMRセルに導入して捕捉する．このイオンをNMRセ
ル内で速度選別して冷却した後，RF磁場励起により核
スピン分極を誘起する．これまでの研究で核スピン分極
の検出の要件となる非常に速度分布幅が狭い極低温イオ
ンを発生することが可能になった．またもう一つの要素
技術である低速イオンの捕捉環境の整備として，浮遊電
場の抑制に取り組んできた．
　本装置では外部電源に繋がっていない電極類は支持枠
を通してSUS製の真空単管にアースされる電気回路と
なっており，通常の1 eV以上の運動エネルギーのイオ
ンではNMRセル内でのイオンの透過率は非常に高く問
題はない．しかしNMR検出のためにイオン（質量数
100）の運動エネルギーを10 meV程度まで下げること
を目指しており，イオン源とNMRセルからなるイオン
光学系に残存する浮遊電場を数mVまで下げる必要があ
る．本研究のような開発途上の装置では，頻繁に真空を
切って大気下で改良作業を行うが，その度に装置の一部
に浮遊電場が残存し，その除去作業が必要となる．浮遊
電場の原因として（1）接触電位差，（2）電極表面への水
の吸着，（3）電極金属表面の汚れや（4）金属表面のパッ
チ効果等が考えられるが，（3）と（4）の影響はイオン光
学系の電極類に金メッキを施して最小限に抑えられるよ
うに工夫している．（1）の接触電位差に由来する浮遊電
場については昨年度の報告書でも触れたが，仕事関数の
異なる異種金属で装置を構築していることが主な原因と
なっており，装置製作上で不可避な問題である．この接
触電位差による浮遊電場の発生原因を最小限に減らすた
め，これまでに部品類を非磁性のステンレス（SUS 

316L）製に置き換え改良してきた．また装置全体を非
磁性の同種金属材料で製作することは不可能なため，イ
オン源とNMRセル間に発生する電位差はバイアス電圧
の印加で補償できるようイオン源を改良してきた．しか
し，下記のような異種金属間の接触電位差に由来した浮
遊電場は想定外のもので，発生原因を試行錯誤により探
索し抑制する他なく，発見までに時間を要した．この問
題は装置開発上は一見些細とも思われるが，超低速イオ
ンを扱う装置の維持管理で重要な浮遊電場の制御の観点
で不可避な問題でもあるので，少し詳細に述べる．また
イオン光学系は多数の円筒電極とメッシュ電極から構成
されており，（2）の電極表面への水の吸着が浮遊電場の
発生原因となる．低速イオンの高透過率を維持・管理す
るためにベーキングによる残留水分の除去は重要であ
る．このベーキングに伴う浮遊電場発生の問題も下記の
改良により大きく改善された．

図３　（ａ）RF磁場励起システムと（ｂ）RFコイル
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3.1.1.	 異種金属間の接触電位差に由来する浮遊電場の抑制
　NMRセルはイオン束の捕捉と制御機能を持たせるた
め，メッシュ電極対の他に40枚程度の円筒電極で構成
されている（図2a）．このため電極間隔は5 mm以下と
狭く，2×1 mmサイズの非磁性チップ抵抗で電極間を連
結し電場勾配を発生させている．前年度の報告書でも触
れたように，この抵抗はベーキングの際の温度上昇に伴
うNMRセルの伸縮で剥離し易く，実験の大きな障害と
なっていた．この問題を回避するために図4bのバネ型
の端子をチップ抵抗の両端にハンダ付けして電極にネジ
で固定する方法を導入した．この結果，取り付けが非常
に簡単になりまたベーキングに伴う抵抗剥離の問題も同
時に解消された．しかし，その後のベーキングの際に原
因不明の新たな浮遊電場が出現するようになり，原理検
証実験の速やかな進行の妨げとなった．図５はトリメチ
ルアミンイオン（TMA+）についてポテンシャルスイッ
チの電圧（OFS）を順次に下げ，減速した場合の飛行時
間スペクトルの結果を示す．この図はNMRセルを直接
通過し検出器に到達したイオン束（N = 0）と1回往復後
に到達した結果（N = 1）を重ねて示しており（図5a），
2つのピークの時間差からセル内でのイオンの速度と運
動エネルギーが正確に求まる．イオン源のオフセット電
圧を下げて減速し運動エネルギーを50 meV以下に下げ
ていくと6 ms付近に新たなピーク（N’ = 1）が出現する
（図5c）．さらに下げるとN’ = 1のピークが非常に強くな
ると共にN = 0とN = 1のピークが弱くなり（図5d），イ
オンの透過率が急激に低下する．条件を変えて実験を繰
り返すことにより，このピークは図5aで模式的に示す
ようにセル内に50 mV程度の浮遊電場が残存し，イオ
ンの一部が通常の上流側の捕捉電極で反射される（N = 

1）前に，手前で反射されて検出器に到達したものと判
明した（N’ = 1）．この場合N = 0のピークとN = 1およ
びN’= 1のピークの時間差からNMRセル内で発生して
いる浮遊電場障壁の位置が推定できるが，イオンの減速

によるTOF分布幅の広がりのため発生源となっている
電極の特定は困難である．試行錯誤により問題の電極を
探索し原因を確認した結果，図4cに示すような異種金
属間の接触電位差に起因することが明らかになった．上
記のバネ部の導線は0.5 mm径の金メッキの銅線を用い
ており，この導線が固定用のM2ネジ溝（材質；SUS 

316L）にはまり込む場合があり，この図で示す両側の
抵抗の導線が電極と直接でなく仕事関数の異なるネジを
介して接触する．このため接触が不安定になり，接触電
位差が発生して外部から電圧の補償が出来なくなること
が明らかになった．ここではM2銅ワッシャー（非売
品）を自作して導入し，締め付けを強化することにより
接触電位差が解消され，図5eのように浮遊電場による
ピークが消失し透過率が大きく改良された．
3.1.2.	 イオン光学系のベーキングシステムの改良
　これまでの一連の改良と上記の接触電位差問題の解消
により，本装置に残存する浮遊電場の発生原因が残留水
分に限定されてきたため，目標の10 mV以下に抑制す
る方針が絞られてきた．通常，残留水分を除去する方法
として真空槽全体を200°以上の高温でベーキングする
方法がとられる．しかし，本装置では図6aの概略図の
ように超電導磁石のボーア内で超高真空中にNMRセル
を設置するために，約2 m長の単管内にNMRセルを設
置して両端をクライオポンプで排気する構造となってい
る．磁石のボーア内径は150 mmと限られており，また
通常行われている単管外部からの加熱でNMRセルを
ベーキングすることは磁石保護のためできない．また

図４ （ａ），（ｂ）電極対とバネ式抵抗固定，（ｃ）浮遊電場の発生原因
の模式図

図５　TMA+のTOFスペクトルと浮遊電場による透過率低下
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NMRセルのイオン光学系は電極表面を清浄に保つため
に金メッキされており，温度上昇で金は基板の銅に容易
に拡散し金メッキが損傷するため，長時間の高温加熱に
耐えがたい．このような実験上の制約のため，前年度の
報告書でも述べたように，非磁性のヒーター線を巻き付
けた銅パイプでNMRセルを覆い，この銅パイプの加熱
による輻射熱を用いたベーキングシステムを開発した
（図6d）．この加熱方式によりNMRセルの水分は除ける
が，蒸発した水分の一部は温度の低いイオン源に移動
し，NMRセルとの間で数百mVの電位差が発生するた
め，外部からバイアス電圧を掛けて補償する方法を採っ
ていた．しかし，この補償値は実験ごとに大きく変動
し，浮遊電場を精度よく定量的に抑制することが困難で
あった．この問題を回避するため，イオン源とNMRセ
ルを同時に加熱しイオン光学系から水分を排除できるよ
うに，イオン源にも同方式のベーキングシステムを製作
した．図6b，6cはポテンシャルスイッチ型のイオン源と
銅パイプの装着後の写真を示す．イオン源を電気的に浮
かせバイアス電圧が掛けられるようにするために工夫と
時間を要したが，この方式でイオン源の電極をNMRセ
ルとほぼ同じ温度まで加熱できるようになった．また加
熱時に電極から蒸発した水分の排気効率を改善するため
に，図6dに示すようにNMRセル用の銅パイプの側面に
6 mm幅のスリットを切り，側面からの排気を可能にし
た．この改良に加えイオン源とNMRセルの同時加熱に
より，上記の電位差発生が大きく抑制されると共に補償
電圧値も小さくなり，ベーキング操作の信頼性が格段に
向上した．
　図７はトリエチルアミンイオン（TEA+）についてこ
の改良経過を示したTOFスペクトルの結果である．通
常，大気露出後に真空排気したNMRセルについてイオ
ンの透過率を測定すると，100 mV以上の浮遊電場が残
存する．図7aはベーキング（120℃，24時間）後の結果
で，40 mV程度まで浮遊電場は下がるが，ベーキング操
作をさらに重ねても加熱温度が低いため大幅に改善でき
ない．図7bはベーキング後1週間程度，真空排気を続け
た結果で，N = 0とN = 1ピークの時間差（往復時間）が

延び，速度が低下する．この結果，浮遊電場は20 mV

程度まで下ってくるが，NMR検出実験の実施に要する
さらに高いイオンの透過率を得るために，排気をさらに
長期間継続する必要がある．この実験経過から本装置の
浮遊電場の発生原因を残留水分のみに絞り込む技術が確
立されてきたが，装置の維持管理で真空槽を開ける必要
もあり，短期間で残留水分を効率よく除去できる方法の
出現が望まれた．
　ここでは問題となる浮遊電場が電極表面の微小な窪み
に残留する水滴に由来することを想定し，複雑に込み入
り加熱に弱いイオン光学系の乾燥の観点からソフトな乾
燥方法を探索した．この結果，乾燥気体の封入という一
般的な乾燥方法を試み，非常に効率の良い浮遊電場の抑
制法となることを再発見した．図7cはベーキング後，
温度が下がった状態で真空槽に1気圧のAr気体を封入
して約10時間放置の後に真空排気を行って得た結果で
ある．乾燥Arの封入の結果，図7aと図7cで見られるよ
うにイオンの透過限界が30 meVから11 meVに下がり，
浮遊電場が大きく抑制されて目標値に到達したことを示
している．Ar封入による浮遊電場の大きな抑制効果の
仕組みは幾つか考えられるが，ベーキングで除去できな
い水分として，電極表面の微小な窪みに残留する水滴の
Ar気体の衝突によるソフトなスッパッタリングが考え
られる．室温でのAr気体の速度分布の内，速い速度成
分が電極表面からの水分子の脱離に寄与していると予測
される．またさらに浮遊電場を効率よく抑制する方法と
して，NMRセルを60度程度に加熱しながらAr封入し
排気する方法が考えられる．この一連の改良により，大
きな課題となっていたイオン光学系の浮遊電場の抑制と
制御法の開発がほぼ完了した．

図６	（ａ）気相NMR装置の概略図，（ｂ），（ｃ）PSW減速器とベーキ
ングシステム，（ｄ）NMRセルベーキングシステム

図７	 TEA+のTOFスペクトル：（ａ）ベーキング後，（ｂ）+1週間の
真空排気，（ｃ）ベーキング＋Ar置換
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3.2.	 RF磁場発生システムの整備
　本方法による磁気共鳴検出はRF磁場励起で誘起する
核スピン分極を観測することにより行う．ここではイオ
ン束をセル内で往復運動させ，RFコイルを通過する際
に磁場照射して核スピンを順次180°反転させる（πパル
ス励起）．この結果，磁気共鳴したイオンのみが傾斜磁
場との相互作用で加算的に加減速され，核スピン分極が
誘起される．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DTにより決まり，

 θ  = γ×B1×DT （1）

で表される．本装置ではDTはイオンのコイル通過時間
に相当し，イオンの速度で決まる．前記のように，9.4 T

と3.1 T磁場域に設置したコイルのB1はイオンの核スピ
ンを反転させるために，予め水のNMRスペクトル強度
で校正して決めた電力値をRF電力増幅器に入力して設
定する．実際の核スピン分極測定ではイオンの速度調整
に時間を要するので，ここでは速度条件が決まればすぐ
に磁場励起して観測が始められるように，磁場励起シス
テムの整備を行った．2つのコイルの励起周波数は，サ
ムウエイ社製の周波数発生器の制御プログラムを改良し
て設定した（図3a）．この場合，周波数比は静磁場の強
度に比例するので，3.1 T用コイルの周波数は9.4 T用コ
イルの値に予め2つの磁場域で測定した水のNMRスペ
クトルの共鳴周波数の比（f3.1T / f9.4T = 132.161942 MHz/ 

400.279747 MHz = 0.330174）を掛け合わせて求めた．
磁場励起はNMRセル内に導入されたイオンがコイルを
通過するタイミングに合わせて行うため，正確に同期を
とる必要がある．ここでは速度分散補償後，イオン束の
時間幅が最も狭くなる3 T側の捕捉電極で到達時間を測
定し，この時間（T0）を基準にしてイオン束のNMRセ
ル内での位置を特定する方法を採用した．磁場励起は，
T0を基にした2個のコイルの配置とイオンの速度で決ま
る遅延時間をプログラミングして任意波形発生器を駆動
し，発生する方形波パルスをゲート信号として電力増幅
器をON/OFF制御することにより行った．図８は5回往
復させた場合のRF励起を模式的に示している．本装置
ではイオンに数百mGのRF磁場を照射するが，この際
に磁場を発生するためにコイルに数百Vp-pのRF電場を
印加する．イオンの磁場内でのサイクロトロン運動の周
波数は5 MHz以下であり磁気共鳴周波数は数百MHzと
非常に高いため，RF電場はイオンの運動に影響を与え
ないことを実験でも確かめているが，RF電場の立ち上
がりと立下り時間域では周波数が変動することが予測さ
れる．この影響を避けるためにイオンがコイルから離れ
ている時点でRF磁場パルスを立ち上げることにし，前
記のようにDTはイオンのコイル通過時間として設定し
た．この場合イオンの速度が変化した際にこれらの変数

の設定が煩雑になるため，任意波形発生器のプログラミ
ングを工夫し，イオンの往復時間から求まるクロック数
を入力するだけで2個のコイルの往復回数分の励磁タイ
ミングが同時に容易に設定できるように磁場励起システ
ムを整備した．
3.3.	 原理検証実験
　上記のイオンの極低温環境の整備を含めた気相NMR

装置の要素技術の開発がほぼ完了し，核スピン分極の観
測を目指した原理検証実験としてトリエチルアミン
（TEA）を用いた実験を行った．TEA+は化学環境の同
じプロトンを持ち核スピン分極に伴う速度増分が大きく
なることが予測される．気相イオンのNMR実験は皆無
でTEA+のプロトン共鳴周波数の情報は無いが，液体の
水を基準としたTMAの溶液NMRの実験は過去にあり
共鳴周波数差は+127 Hz@9400 Gと報告されている．11）

　この結果は本実験に用いているマグネット（9.4 T）で
は+1.27 kHzに相当するので，この値を参考にして
TEA+（–CH2–）のRF共鳴周波数を設定した．
　図9aはKrFレーザー（248 nm）で光イオン化した後，
264 m/sまで減速したTEA+のNMRセル内での往復運動
を示すTOFスペクトルに相当する．図9bは2回往復後
のイオン束に前記の速度選別と速度分散補償法を適用し
冷却した後のTOFスペクトルに相当し，この操作によ
り速度分布幅は52 m/sから4 m/sに圧縮され冷却され
る．図10は図８に示す励起方式で5回のRF磁場照射を
行った結果をまとめて示している．図10aは比較のため
圧縮した図9bの結果を示しており，図10bはRF磁場の
無い場合の5回往復後のTEA+のTOFスペクトルを示
す．また図10cは5回のRF磁場照射後のTOFスペクト
ル（赤）を示す．図で青色の曲線はガウス関数を用いた
フィティングの結果を示している．この結果より，RF

磁場励起によりスペクトル幅（FWHM）は約10%の拡が

図８　RF磁場励起の模式図



68 気相イオンの核磁気共鳴分光法の研究

りを示しているが，イオンの速度が速い点と積算時間が
未だ短く実験誤差を含むことが予測されため，この結果
から原理検証の成否の判断はできない．本研究では実験
継続が困難となったため今回の単一周波数での実験結果
に留まったが，今後，さらに減速したイオンについて周
波数の掃引も含めて核スピン分極の観測を重ね，原理検
証とスペクトル測定を充分に検討することが必要である．
3.4.	 シミュレーション計算を用いた開発装置の特性

評価
　本装置のイオン光学系の開発では，光学系の各部分に
ついてシミュレーション計算を併用しながら設計・製作
を進めてきた．ここではNMR装置の特性評価を行うた
め，イオン光学系全体の中でのイオンの軌道計算を行い
その特性を詳細に検討することを計画している．実験で

は25 mm径のMCP検出器に入るイオンの情報からしか
冷却法等の評価が出来ないが，この計算ではイオン光学
系の各電極部位でのイオンの損失も含めた総合的な検討
が可能となり，実験結果と装置の機能の理解をより深め
ることが期待される．また質量選別したイオンのNMR

分光を実現するために，前記のようにイオン源として
ICRセルを用いたNMR分光装置を提案している．この
場合もNMR検出に際し試料イオンの極低温冷却が課題
となり，ICRセルとNMRセルを組み合わせた新しい極
低温冷却法を開発する必要がある．ここでは ICR技術を
発展的に利用した方法を開発するため，シミュレーショ
ン計算でこの方法の検証を行う．これらのイオンの軌道
計算は市販の計算ソフトウェア “SIMION” を利用する．
SIMIONを用いることにより，与えた境界条件に対して
有限要素法で電場を計算し，4次のRunge-Kutta法で運
動方程式を解いて，イオン束の軌道を計算することが可
能である．軌道計算は磁場を含めて行うが，磁場ポテン
シャルは超電導磁石の設計・製作時に計算され，磁場測
定により確認された磁場ベクトルの値を用いる．磁場
データは1 mm間隔で7×106個のグリッド点の磁場ベク
トルの値からなっており，磁場を含めた場合は計算時間
が非常に長くなるのが難点である．
　本装置ではイオン束の運動を制御するため，イオン光
学系の電極で発生する電場をイオン束の運動と同期して
時間変化させている．このイオン束の軌道の時系列発展
過程を計算に反映させるため，電極の過渡電圧制御を行
うサブルーチンプログラムを作成してSIMIONに組み込
み詳細に計算する準備を進めた．

４．まとめと今後の研究計画
　以上のようにして令和1年度はイオン源とNMRセル
の浮遊電場の抑制を行うため装置の改良を進め，本装置
の維持管理と関連した重要課題として残っていた浮遊電
場の定量的な制御法の確立をほぼ達成した．また磁気共
鳴検出の要となる核スピン分極の検出実験を円滑に進め
るために，周波数掃引と励起法を整備し磁場励起システ
ムを確立した．これらの結果を基にして気相NMR検出
の原理検証実験として，極低温冷却したトリエチルアミ
ンイオン（TEA+）の磁場励起実験を行った．しかし，本
研究の実験継続が困難となり，限られた時間の中で核ス
ピン分極の観測実験を進めたが，条件を変えた実験が出
来ず原理検証の成否を判断しうるに至らなかった．周波
数の掃引も含めて核スピン分極の観測を重ね，原理検証
とスペクトル測定を充分に検討することが必要である．
　今後は開発した本装置の特性評価と質量選別した気相
イオンの分光NMRにむけた課題について，シミュレー
ション計算を用いた検討を進めていく．

図10　RF磁場励起実験の結果：（ａ）RF OFF，（ｂ）RF ON

図９	（ａ）NMRセルに導入後のTEA+イオン束，（ｂ）速度選別と
速度分散補償法による狭帯化を行った結果
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