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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法は物質の構造や物性の研究手法
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
を核スピン状態の異なるイオンが空間的に分離する核ス
ピン分極として検出するため，試料分子イオンとして低
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速で速度分布幅が充分狭い極低温状態の分子イオンが必
要となる．これまでの実験的研究で気相NMR装置を製
作し，検出部としてNMRセルとRF磁場励起システム
を開発してきた．NMR検出の要となる極低温イオンの
発生についても新しい極低温冷却法を見出してきたが，
実験が先行し冷却の仕組みと最適化条件について未解決
な点が多々あった．本年度はこれらの問題点ついてイオ
ン軌道計算を用いた計算機実験により検証し理解を深め
ると共に，極低温冷却法を確立した．本報告ではこれら
の成果をもとにして気相NMR装置の開発経過と原理検
証実験結果をまとめると共に，今後の課題について議論
した．

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範な分野で利用さ
れている．しかしこの方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）大きく発展してきているが，こ
こで対象とする気相イオンに凝縮系のNMR分光法を適
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的な分離状態（核スピン分極）が誘起される．適当な往
復回数後に捕捉電極の電圧を下げて低磁場（下流）側に
イオン束を開放し，MCP検出器で飛行時間を観測する
ことによりDvが測定される．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．従って，この低速イオンを発生し制御
してNMR検出を実現するために，以下の要素技術を含
めた装置の開発が必要となる．上記の初期速度分布幅は
サブmKの並進温度に相当し，（1）核スピン分極の観測
を行うためにイオンの極低温冷却技術の開発が必須とな
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，（2）気相イオンの並進運動に影響を与えな
いRF磁場励起を実現する（溶液NMRのプローブに相
当する）超高真空仕様のRFコイルと同調回路系を創製
する必要がある．さら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
オン束の制御が重要となる．本研究ではこれらの要素技
術の開発を含め，気相NMR分光装置の研究開発を進め
てきた．

３．気相イオンのNMR検出の要素技術と	
３．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
究員として分子研で装置の開発研究を継続した．
　気相イオンの非常に弱い磁気相互作用を検出するため
に，前記の要素技術として（1）速度分布の非常に狭い
極低温イオンの発生と（2）NMR用のRFプローブの開
発を考慮して試行装置の開発を進めてきた．試行装置で
は試料イオンの冷却を容易にするために，イオン源とし
て分子線冷却した中性分子のレーザー光イオン化法を採
用した．図２は製作した試行装置の写真と概略図を示
す．図2bはイオン源とNMRセルに相当し，図2c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

用する場合，数桁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）．この方法で
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，中間に設置した静磁
場内を通過時にRF共鳴磁場励起することにより誘起す
る分子線の偏向変調を観測し，原子・分子の磁気モーメ
ントの測定を実現している．この方法は中性分子にしか
適用できないが，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Stern-Gerlach型実
験法が最適と考えられる．この方法はまた単一プロトン
粒子の磁気モーメントの測定にも利用されている．6）

　本研究ではRabiの方法を気相イオンに拡張するため，
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，高磁場下での共鳴実験によ
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期待される．
2.2.	 気相イオンの核磁気共鳴の測定原理と要素技術

開発
　図１に磁気共鳴加速法を用いた気相イオンのNMR検
出の測定原理の模式図を示す．図1aに示す両端が平坦
で間が傾斜磁場となる磁場分布をもつ超電導磁石のボー
ア内に，図1bに示す捕捉電極を有する長軸のイオント
ラップ（NMRセル）を設置し，このセル内にイオンを
捕捉してStern-Gerlach型の実験を行う．気相イオンの
磁気共鳴の情報を引き出すために，NMRセルの捕捉電
極の内側に高磁場と低磁場仕様のRFコイルを設置する．
低速で速度分布の非常に狭い試料イオン束を高磁場側か
ら導入してセル内を往復運動させ，この運動に同期して
RFコイル通過時にπパルス励起して核スピンを交互に
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，図1bで模式的に示すようにイオン束の空間

図１　（ａ）超電導磁石の磁場分布，（ｂ）NMRセルの模式図．
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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8）．イオン源はイオン化部位と減速器から
なる．NMRセルはイオン源に近い上流端のフロント
ゲート（FG）と検出器に近い下流側のバックゲート
（BG）の両捕捉電極で構成される．これらの円筒電極対
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．前記のように気相イオン
のNMRを検出するために，試料として低速で速度分布
幅の非常に狭いイオン束を必要とする．この条件を満た
すイオン束の発生法として，試行装置では先ずイオン束
をイオン源で所定の速度まで減速し，その後，NMRセ
ル内で速度選別等により速度分布幅を狭帯化する方法を
採用した．イオン源では試料を分子線法で予備冷却し光
イオン化するので，光イオン化部位と後述の（a）二段
型ポテンシャルスイッチや（b）進行波型多段減速器を
開発した．イオン源での減速だけではイオンの極低温冷
却は実現できないため，開発初期からNMRセルの入口
には後述のようにイオン源から導入されるイオンの速度
選別の目的で2枚のメッシュ電極を組み込んだ（図2b）．
また冷却機能をさらに高めるため，新たに速度分散の補
償による冷却法を考案し，速度分散補償器（図2b）を
導入した．
　本方法を用いた磁気共鳴の検出では，上記の方法で発
生した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
れ誘起す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．この目的で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できる
同調回路からなるNMRプローブと磁場励起システムか
らなるNMR検出系を独自に開発した．これらの開発成
果とシミュレーション計算による検証結果を以下で述べ
る．
3.1.	 イオンの極低温冷却技術の開発
　低速で速度分布幅の非常に狭い極低温イオン束は，イ
オンの特性を調べる上で重要となる．極低温イオン束は

無衝突状態でのみ実現されるため，真空中での分子線発
生と密接に関連する．分子線の局所的な温度は分子流の
方向とこれに垂直な方向での並進温度として定義でき
る．後者の冷却法については分子線技術として古くから
研究され，主にスキマーを用いた冷却技術が確立されて
きた．本研究で目指す気相イオンのNMR検出では，傾
斜磁場と核磁気モーメントの相互作用で発生する並進速
度の変調を観測するため，分子流の方向に速度の揃った
極低温イオン束が検出の要となるが，サブmKに相当す
る温度までの冷却実験例は無い．ここでは試行装置の開
発過程で行ったイオンの減速法と極低温冷却法の研究成
果とシミュレーション計算による特性評価について述べ
る．
　装置部位の特性評価と最適化条件の探索の理論計算は
市販のイオン軌道計算プログラム（SIMION）を用いて
行った．ここでは実験で用いたイオン光学系の電極類を
実寸大でSIMION内に構築し（図３参照），強磁場下で
のイオン束の軌道のシミュレーション計算を行った．
SIMIONを用いることにより，与えた境界条件に対して
有限要素法で電場ポテンシャルを計算し，4次のRunge-

Kutta法で運動方程式を解いて，イオンの軌道を計算す
ることが可能である．SIMIONでは磁場ポテンシャルの
取り扱いは制限されており，磁場の実験条件を精度よく
再現するために，超電導磁石の設計時に計算され，製作
後に強度測定で計算精度が検証された磁場ベクトルの値
を用いた．8）  磁場はNMRセル内に設置した高磁場側の
RF励起用コイル中心で最大になるよう設計されており，
この位置を中心にイオン源とNMRセル全体がおおわれ
る上流側600  mmと下流側800  mmの全長1400  mmで，
半径40 mmの円柱空間について，円筒対称を仮定して
1 mm間隔で磁場ベクトルのデータ（57400ポイント）
を入力し，磁場ポテンシャルを計算した．この磁場ポテ
ンシャル（図３の緑で示す曲線）を先の電場ポテンシャ
ルと重ね電磁場ポテンシャルとした．本装置ではイオン
束の運動を制御するため，イオンの運動と同期してイオ
ン光学系の電極電場を時間変化させている．ここでは
100個の電極の電圧制御はLua言語を用いたサブルーチ
ンプログラムを作成し，SIMIONに組み込んで行った．
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（< 50 meV）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．

図２ （ａ）気相NMR装置のイオン光学系の写真，
 （ｂ）概略図と（ｃ）超電導磁石の磁場分布．

図３　気相NMR装置のイオン光学系と磁場ポテンシャル（緑線）．
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3.1.1.	イオン源の開発
　試行実験では主に分子線法で予備冷却した中性分子の
光イオン化で生成するイオンを試料として用いており，
イオン源の開発は減速器を中心に進めた．減速方法とし
ては主に（1）ポテンシャルスイッチをパルス動作させ
て減速後のイオン束の速度分布幅の拡がりを抑制する改
良方法と（2）新たに進行波型多段減速法を用いた減速
器を開発した．
　3.1.1.1.　パルスポテンシャルスイッチ減速器
　イオンの減速には通常，cw型のポテンシャルスイッ
チ（cw-PSW）が使われる．ここでは単純なcw-PSWに
改良を加え，速度分布幅の広がりを抑制した減速器の開
発を試みた．cw-PSWではイオン光学系内に円筒を置
き，イオンが円筒内に入るのを見計らって円筒に負電圧
を印加し，出口に発生する負電場勾配で減速する．図２
に円筒電極を組み合わせて製作した減速器を示す．cw-

PSWの特徴を見るため，SIMIONで実験と同じ構成の
ポテンシャルアレイを作製し，上記の過程で発生する出
口側のポテンシャルを図４に示した．この図のようにア
インツエルレンズの半分に相当するポテンシャルが発生
し，イオンは出口付近で電位差に相当して減速されると
同時に，フリンジ効果によるポテンシャルの歪みでイオ
ンは集光される．減速器の負電圧を印加し続けるcw-

PSW法では減速電圧の増加とともに単調に減速が進み，
同時に速度分布幅も単調に拡がる．また集光位置が電圧
の増加と共に出口に近づくため，後方でビーム径が大き
く広がる．この速度分布幅とビーム径の拡がりを抑制す
るために，同じ減速器を用い，イオン束が減速器出口の
ポテンシャル勾配を通過する時間を見計らって，印加
電圧を0 Vに戻すパルス法（p-PSW）を検討した．この
方法ではイオン束の速い成分は出口のポテンシャル勾配
を登るため大きく減速され，遅い成分は減速途中で負勾
配が無くなり減速が不十分となるためイオン束の速度分
布幅が圧縮され，減速と速度分布の圧縮が同時に実現さ
れる．しかし，p-PSW法では速度と速度分布幅の制御
に負電圧とパルス幅をパラメータとして変化させるが，
2つの変数は独立でないため速度分布幅を抑えた十分な
減速ができないことが実験でも確認された．この制限を
取り除き減速機能を向上させるために，図２の17枚の
円筒電極を二分割して抵抗で繋ぎ，減速器の出口のポテ

ンシャル障壁の手前にイオンの移動に合わせて新たに障
壁を設ける二段型ポテンシャルスイッチ（TS-PSW）法
を新たに導入した．この場合，ドリフトチューブ内を移
動するイオンを一段目の障壁で予め減速し，減速器出口
の障壁で再度，減速調整を行う．光の場合の組み合わせ
レンズ系に類似するもので，調整パラメーターが増える
ために減速の調整が容易になることが実験的に確認され
た．この方法の特性を詳しく調べるために，SIMIONを
用いたシミュレーション計算を行った．その結果，cw-

およびp-PSW法で現れる出口での集光が無くなり，減
速器を出た後のイオンの拡がりが大きく抑えるられるこ
とが明らかになった．また集光点で発生する空間電荷効
果による速度分布幅の拡がりの問題も解消される．本研
究では高磁場下でイオンを扱うため，イオンビーム径は
磁場強度で決まるので問題ないが，通常の磁場の無い所
でのイオンの実験でもこの方法はビーム拡がりの小さい
減速器として有効に動作すると考えられる．本研究では
イオン源で発生したイオンを速度分布幅をできるだけ抑
えて減速しNMRセルに導入する必要があり，TS-PSW

減速器は非常に有効な減速器の候補となることが明らか
になった．
　3.1.1.2.　進行波型多段減速器
　上記のTS-PSW減速器は多くの利点を有するが減速に
伴う速度分布幅の拡がりがあるため，この拡がりのより
有効な制御が期待される方法として新たに進行波型多段
減速器（TPW）を開発した．進行波型減速法は，最近，
極性分子やラジカルの減速器として，Stark減速器 10）や
Zeeman減速器11）に応用されており，中性分子を損失を
最小限に抑えて減速できる特徴がある．この方法の原理
は，Veksler12）とMcMillan13）によって荷電粒子のシンク
ロトロン型加速原理として見出されたもので，ここでは
同原理を減速場に適用する．図５にこの方法による減速
の仕組みを模式的に示す．この図のようにイオン束の進
行と同期して周期的なポテンシャル障壁（周期間隔2L）
を発生させることにより，減速場でできた進行波型のポ
テンシャルの中にイオン束を捕捉することが可能とな
る．今，中心速度v0をもつイオン束を時間間隔（2L / v0）
で発生する障壁に導入すると，速度v0のイオン（質量m）
は順次，障壁の同じ高さ（W（f 0））の位置に到達する．
この振る舞いは位相f 0を用いて表せ，速度v0のイオンは

図４　cw-PSWの電場ポテンシャルとイオンの軌跡． 図５　進行波型多段減速器の原理図．
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“synchronous” イオンと呼ぶ．この周期ポテンシャルの
中で速度vを持つイオンの位相をfで表すと，f < f 0のイ
オンは次の障壁でより大きく減速され，またf > f 0のイ
オンはより小さく減速されことになる．速度の違うそれ
ぞれのイオンの位相を，“synchronous” イオンとの差，
Df（Df  = f - f 0）で表すとDfは（1）式で表せ，この値
が小さい場合にfはf 0の周りで調和振動することが知ら
れている．14）　このイオンの位相を保ちながら一定の割合
でDTを大きくしていくと，イオンは順次，減速場で一
定の並進エネルギーを失い初期の位相空間体積中の密度
を保ちながら減速される．

 mL d2Df   1 
 —— ——— + — ［W（f 0 + Df） – W（f 0）］ = 0 （1）
 π 	 dt2  L

　この方法を減速器として応用するため，ここでは32

枚の円筒電極を4枚づつ抵抗列で繋ぎ，8段のポテン
シャル障壁（1–8チャネル）となる減速器を設計・製作
した．減速器は各チャネルで一定の並進エネルギーを失
うように，イオンの下流への移動に同期して1 V，20 ms

のパルス電圧を適切な遅延時間を設けて印加し動作させ
る．図6aは分子線冷却し，248 nm光照射で生成したp─
キシレンイオンの減速実験のTOFスペクトル例を示す．
最上段は0 Vに設定した場合で，最初のピーク（N = 0）
は直接検出器に到達したイオン束，二番目のピーク（N 

= 1）はセルを1往復後，検出器に到達したイオンに相
当する（ピーク時間差から初速度は620 m/sと求まる）．
二段目，三段目と四段目のスペクトルはそれぞれチャネ
ル1–2，1–4と1–6に電圧パルスを印加した場合の結果
を示しており，減速の途中経過に相当する．最下段のス

ペクトルはチャネル1–8に電圧パルスを順次印加し，8

段のポテンシャル障壁で減速した結果で，イオン束の拡
がりを最小限に抑えて190 m/sまで減速される．また図
6bは同じ質量のイオンを実験と同じ条件で発生した進
行波ポテンシャルに捕捉し減速過程のシミュレーション
計算を行った結果を示しており，各ピークはそれぞれ実
験で得られたスペクトルのN = 0に対応している．実験
結果の方がイオン束幅が少し広くなっており，もう少し
最適化の必要性があることを示している．これらの結果
から，この方法はイオンの位相安定性を確保しながら効
率よく減速でき，本装置の最適のイオン源として活用で
きることが明らかになった．
3.1.2.	NMRセルを用いた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，実験で要請される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さらに冷却するために，
イオンの速度選別と速度分散補償法を新たに考案し開発
してきた．この2つの方法の組み合わせによりNMRセ
ル内でのイオンの極低温冷却が実現されることが明らか
になってきたが，実験ではイオン軌道の観測が著しく制
限されるため冷却機構の詳細は不明な部分が多く，最適
条件の探索は困難であった．極低温イオンの発生が
NMR検出の要となるため，実験結果の詳細を計算機に
よるシュミレーション計算により再現し，その解析によ
り実験結果を検討すると共に冷却機構の解明と最適条件
の探索を行った．

図６ （ａ）	p─キシレンイオンのTPW法による減速実験のTOFスペクトル，
（ｂ）	実験と同条件でのシミュレーション計算結果．
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　3.1.2.1.　速度選別法によるイオンの冷却
　分子線冷却により速度分布幅は数10 m/s（数K）と狭
くなるが，さらに狭帯化するために速度選別を行う．分
子の並進速度を揃える方法は古くから研究されており，
中性分子線では速度分布の一部を多重回転セクターで切
り出す速度選別法が開発されている．ここではNMRセ
ル内を伝搬するイオン束について類似の速度選別を試み
るため，前述のようにセルはイオン捕捉のためのフロン
トゲート（FG）とバックゲート（BG）の他にイオン束
を切り出す1対のメッシュ電極対をFGの上流側に設置
した（図２，図7b参照）．NMRセルに導入した幅広い
イオン束をセル内で数回往復運動させた後，このイオン
束が上流側に移動してイオン束のピークがFGを通過す
る時間にFG電圧を0 Vに下げ，イオンを上流側に開放
する．この時間の前後にメッシュ対の上流側電極にパル
ス電圧を印加して，イオン束の速度分布の一部をセルに戻
す操作により速度選別を行った（図7bの模式図参照）．15）  

図７はトリメチルアミンイオン（TMA+）の速度選別の
実験例を示しており，図7aは分子線冷却したTMAを光
イオン化後，263 m/sまで減速してNMRセルに導入し，
セル内で往復運動するTOFスペクトルを示す．図7bは
3回往復後に上記の操作で速度選別した結果を示してお
り，速度分布幅が±2 m/sの狭いイオン束が観測された．
しかし，この速度選別は狭い遅延時間域でのみ実現さ
れ，狭帯化の機構は実験だけでは解明できなかった．
　この速度選別の機構を明らかにするため，SIMIONを
用いたシミュレーション計算を行った．図８は上記の操

作で発生する幅の狭いイオン束を計算で再現した結果を
示す． 初期速度と速度分布幅が150 m/s， 20 m/s （FWHM）
のイオン束をNMRセル内に導入し，3回往復の後FG電
圧を0 Vに下げ，その後，0.3 ms遅延してメッシュ電圧
を立ち上げる．図8aは比較のためFG電圧を保った場合
について下流の検出位置に到達するイオンのTOF信号
を示す．図8bの青線と赤線はFG電圧を0 Vに下げメッ
シュにパルス電圧を印加しない場合と印加した場合のイ
オンのTOFスペクトルに相当する．メッシュに電圧を
印加しない場合は，主にFGで反射した一部のイオンが
検出され，初期速度分布を反映したブロードな応答特性

図７ （ａ）	TMA+のNMRセル内での往復運動のTOFスペクトル．
（ｂ）	（ｃ）速度選別と速度分散補償法の模式図と実験結果．

図８　速度選別法のシミュレーション計算結果．



 気相イオンの核磁気共鳴分光法の研究 35

を示す．しかし，メッシュにパルス電圧（1 V，時間幅
0.5 ms）を印加すると，図8bに示すような強度が2倍以
上の幅の狭いピークが出現する．このピークをBGでイ
オン束として切り出してNMRセルに捕捉した後，3回
往復させると往復回数（n）と共に0.3 ms（n = 0），0.45 

ms（n = 1），0.7 ms（n = 2），1.0 ms（n = 3）とTOF幅は
徐々に拡がる．このイオン束のTOF幅を解析するとイ
オン束の速度分布幅は7.1 m/sと求まり，初期速度分布
幅20 m/sに較べ約1/3程度まで狭められ，図7bに示す
実験結果をほぼ再現する．通常，FGで解放されたイオ
ンを単純にメッシュで反射してセルに戻した場合は，図
8bの青線で示すような初期速度分布幅を反映した遅い
応答特性が予測される．この速度選別操作によるピーク
の先鋭化の機構を明らかにするため，メッシュに印加す
る電圧パルスの①電圧，②時間幅と③FGの開放時間と
の時間差，および④二枚のメッシュ電極の間隔をパラ
メーターとしたシミュレーション計算を行い，ピークの
発生機構と電圧パルスの最適値を検討した．この結果，
メッシュ電極の立ち上がりの際にイオン束の一部が加速
され，かつピーク強度がメッシュ電極間の距離に比例す
ることが明らかになった．これらの結果から，FGと
メッシュ電極の組み合わせで発生するシャープなピーク
は，パルス電圧の印加時にメッシュ電極の電極間に到達
したイオンが発生する傾斜電場で加速されて生成するこ
とが明らかになった．このシャープなイオン束を試料と
して切り出すために，1 ms程度の時間幅のパルス電圧
をBGに印加してピーク部分をNMRセル内に戻して捕
捉する．このBGによる切り出し条件を最適化し，極低
温冷却の第一段階となる速度選別法を確立した．

　3.1.2.2.　速度分散補償法による極低温冷却
　前述の速度選別法を見出したことにより，速度分布幅
の広いイオン束から速度分布の切り出しにより，数m/s

の分布幅の速度の揃ったイオン束を発生することが可能
になった．しかし，NMR検出ではさらに1 m/s以下の
極低温に相当する非常に速度分布幅の狭い試料イオン束
が必須条件となる．この条件を満たすイオン束を発生す
る目的で速度分散補償器（VDC）を考案し開発した．
NMRセル中を伝搬する充分分散したイオン束は，早い
イオンと遅いイオンが前方と後方を伝搬し，フェムト秒
光パルスと類似の負の分散特性を持つ．従って，適当な
エネルギー分散補償器を導入することにより，中心速度
に大きな影響を与えることなく速度を揃えることが可能
と考えられる．ここでは低速イオンの運動を妨げる浮遊
電場の浸み込み防止を兼ねて，分割抵抗で繋いだ28枚
の円筒電極からなる補償器を製作した．分散補償器は
NMRセルの上流から20枚目の電極に負パルス電圧を印
加して並進軸方向に図9aに示すような負勾配の電場ポ
テンシャルを発生させる．セル内を伝搬するイオン束が
補償器通過時にパルス電圧を印加するとポテンシャルス
イッチとして作用し並進エネルギーの分散が補償される
ことが期待される．図7cに補償器内を前記の速度選別
で狭帯化されたTMA+を通した結果を示しており，速度
分布幅が0.4 m/sまで圧縮され極低温状態に冷却される
ことが実験的に検証された．15）　ここでは分散補償器の動
作特性を検証し実験結果の理解を深めるために，速度分
散補償のシミュレーション計算を行った．図9bはイオ
ン源位置でイオン（M = 106）を初速度150 m/s，速度
分布幅±2 m/s（FWHM）で発生させてNMRセルに導

図９ （ａ）VDCの電場ポテンシャル，（ｂ）N = 8のイオン束のTOFの電圧依存性，
（ｃ）N = 8のTOF幅（左）とTOF（右）と電圧の関係．
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入し，1回往復後にVDCを通過するイオンに負パルス電
圧（0.9 ms幅）を印加した後，セルを8回往復させて検
出したイオンのTOF信号を示す．イオン束の時間幅は
–1.2 mVでは0.38 msと広がるが，電圧を下げていくと
–2.2 mVで最小幅に圧縮される（またTOFと時間幅の
関係を種々の電圧でさらに詳しく計算しプロットした結
果を図9cに示す）．この結果より，初速度150 m/sのイ
オンでは–2.1 mVの電圧で，イオン束の時間幅が最小に
圧縮される．また補償器はポテンシャルスイッチに相当
し減速機能をもつため，負パルスの遅延時間を固定して
電圧を下げるとイオンは減速されTOFが増加する．初
速度条件，250±4 m/sと120±1.6 m/sについても計算
し最適電圧を探索すると共に，並進エネルギーと最適の
電圧ポテンシャルの相関を調べた．その結果，イオンの
並進エネルギーは印加した負電圧と良い相関を示し，イ
オン束のエネルギー分散が電場勾配とほぼ一致するとき
に速度分散が最も効率よく補償され，速度分布幅が非常
に狭い，サブmKに冷却されたイオン束が発生できるこ
とが明らかになった．
　以上のようにして，実験と計算による検証により上記
の速度選別法と速度分散法を組み合わせた極低温冷却法
が確立された．
3.2.	 NMR検出系の開発
　本方法によるNMR検出は前記のようにπパルスを用
いたRF磁場励起で核スピンを反転させ，誘起する核ス
ピン分極を観測することにより行う．同様のパルス磁場
励起は溶液NMR法で広く使われているが，市販の溶液
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コイルと真空槽外から調整できる
同調回路からなるNMRプローブを独自に開発しセルに
組み込んだ．RFコイルは有効にイオン束に磁場励起で
きるサドル型を採用し，磁場強度の理論計算16）を参考に
して設計・製作した．コイル内を低速イオンを通過させ
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．ここでは銅パイプ（内径26–35 mm，
2.5 mm厚）から切り出し金（1mm）／銀（3 mm）メッキ
を施して製作したコイル（図10b）を図２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回路系を両方の
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，振動やNMRセルのたわみで静電容量が非
常に容易に変化する．1 m長のNMRセルに設置するコ
イルと同調回路の特性はセルの機械的たわみと振動によ
り極めて敏感に変化するため，機械的強度を確保し高周
波回路を安定に動作させるのに多くの試行錯誤と時間を
要した．ここでは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製の固定具にトリマーを取り付
けることにより，同調回路系の安定化に成功した．
　図11にこのRFコイルを駆動し磁場励起を行うシステ
ムを示す．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（9.4 T）と132 MHz（9.1 T）
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構築
した．気相イオンの核スピン分極を高感度で観測するた

図10　（ａ）磁場励起スキーム，（ｂ）RFコイル．

図11　磁場励起を行うシステム．
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設定が煩雑になると考えられるが，任意波形発生器の時
間軸はサンプルクロックで決まるため，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．

４．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
じ複数個の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，標準イオンとして適して
いる．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の実験は過去に行われており共鳴周波数差
は+127 Hz@9400 Gと報告されている．17）　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12a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TMA+をNMRセル内に導入
し，前記の速度選別法と速度分散補償法により冷却し圧
縮したイオン束のTOFスペクトルに相当する．18）　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
されている．図12bと12cは図10に示す励起方式で5回
のRF磁場照射を行った実験結果をまとめて示している．
図12b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12cは5回のRF磁場照射後の

図12 TEA+のRF磁場励起実験の結果：
 （ａ）TOFスペクトル，（ｂ）RF OFF，（ｃ）RF ON．

めに，πパルス条件を満たす磁場強度（RF電力）をでき
るだけ正確に設定する必要がある．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 （2）

で表される．本装置ではDTは後述のようにイオンのコ
イル通過時間（有効長；100 mm）に相当し，イオンの
速度で決まる．核スピン分極の観測が可能なイオンの速
度条件は計算で予測されており，9.4 Tと3.1 T磁場域に
設置するコイルのπパルス条件を満たすB1は推定できる
ので，ここでは先ず，現有の電力増幅器でこの磁場を発
生しうる適切な内径のコイルを準備した．このコイルを
NMRセルに組み込み，水のNMRスペクトル強度測定
で校正して電力値を決め，測定の際はこの値をRF電力
増幅器に入力してB1を設定する方法を採用した．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11）．この場合，周波数比はコイル位置の静磁場強
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．図10は5回往復させた場合のRF励
起を模式的に示している．ここでは速度分散補償後，通
過するイオン束の時間幅が最も狭くなる3T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，上記の時間を基準してNMRセル内の2

個のコイルの配置とイオンの速度で決まる遅延時間で任
意波形発生器を駆動し，発生する方形パルスをゲート信
号として電力増幅器をON/OFF制御することにより行っ
た．本装置ではイオンに数百mGのRF磁場を照射する
が，この磁場発生に際しコイルに数百Vp-pのRF電場が
発生する．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（2）式のDTはイオンのコイル通過時間とし
て設定した．イオンの速度が変化した際にこれらの時間
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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
るため，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．
　またこの原理検証実験に先立って，Stern-Gerlach実
験の一環として，電子スピンの分極の確認実験を行っ
た．前記のように本研究で用いたイオンは光イオン化で
生成しており，開殻電子構造を有している．電子スピン
と傾斜磁場の相互作用はプロトン核に較べ3桁大きいた
め，イオンの電子スピン状態の緩和時間が数ms以上あ
れば，NMRセルに導入したイオンが傾斜磁場を通過し
て検出器に到達する際に観測可能な電子スピン分極が誘
起されることが期待される．ここでは極低温冷却したア
ンモニアやトリメチルアミンイオンについて，分極の観
測実験を繰り返したが，電子スピン分極は実験誤差内で
観測できなかった．この結果は最近報告されている電子
の分子線磁気共鳴実験の結果と符合し，19）　磁場内での電
子スピン状態の緩和時間は上記の値に較べ短いと考えら
れる．

５．まとめと今後の課題
　本研究では気相イオンの一般的な構造解析法として気
相NMR法の開発を進めてきた．気相分子イオンのNMR

検出は本研究で初めて試みるもので，検出原理の発案に
始まり，超電導磁石の設計，気相イオンの極低温冷却，
RF磁場励起システム等の要素技術の創成を要した．磁
石の製作は神戸大学で済ませたが，これらの要素技術の
基礎部分の開発は分子科学研究所で進めた．豊田理化学

研究所では，速度選別に加え新たに速度分散補償法を開
発し組み合わせることにより，本NMR法の要となる極
低温冷却法を完成した．他方，NMRプローブに相当す
るRFコイルと同調回路の動作特性を改良し，πパルス
の校正法を完成した．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．研究期間の後半では，
実寸大のイオン光学系を計算機内に構築し，NMRセル
と冷却操作をシミュレーション計算で再検証し，極低温
冷却法を確立した．
　今後は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．また上記の研究開発期間で特に豊田理研で
は浮遊電場の抑制に時間を要したが，装置製作後の実験
経過とともにイオン光学系の電極表面の試料吸着に起因
する残留水分の増加が主因と考えられる．将来の開発研
究では，真空装置内部の清浄度の維持，管理を配慮した
装置設計が必要と考えられる．
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