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核磁気共鳴(NMR)分光 / 磁気共鳴映像 (MRI) 

・ 現代の「透視術」 
・ 材料開発・生化学研究になくてはならないツール 

化学物質同定 生体研究 非破壊 
断層撮影 創薬 

画像診断 食品分析 
分子構造解析 

界面分析 

材料工学 NMR分光 MRI 
血管造影 
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NMR・MRIの感度向上がもたらすもの 

・ 一週間以上かかる多次元NMRが数時間で 
 
・ 微量な試料の分析が可能 
 
・ MRIでの動画撮像(fMRI)が容易に 

NMR・MRIの感度を劇的に改善する方法とは? 
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（JSTプレスリリースより） （JEOL RESONANCE HPより） 

信号強度の強化 
  高磁場化   25テスラ超 
         （高温超伝導体） 

ノイズ低減 
  クライオプローブ 
  （コイル・プリアンプの冷却） 

今後10倍以上の感度改善は難しい . . . 

NMRの感度向上への取組み 
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動的核偏極 (通称DNP) 
NMRの信号源 
 =核スピン軸の整列度「核偏極」 
  常温,3テスラで ~ 0.00001 
DNP: 核偏極を増大させる手法 
  → 10—10000倍増大  

 従来技術 :   ラジカル分子を用いたDNP 
 
 私達の手法:  ペンタセンを用いたDNP (トリプレットDNP) 
 
 新技術:        ペンタセン誘導体を用いたトリプレットDNP 

Dynamic Nuclear Polarization 
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従来技術: ラジカル分子を用いたDNP-NMR 

尿素 

普通のNMR 低感度  😞😞 

DNP-NMR 高感度  😄😄 
 ノイズとの比に注目 

13CのNMRスペクトル 

Jan H. Ardenkjaer-Larsen, PNAS 100 (2003), 10158. 

>10000倍 
の感度向上 

＋ 
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従来技術: ラジカル分子を用いたDNP-MRI 

着色部分: 乳酸/ピルビン酸比が大きい。→ 癌の可能性大 
Sarah J. Nelson et al., Sci. Transl. Med. 5, 198ra108 (2013).  
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産業化された従来技術の例 

“HyperSense” (研究用) 
“SPINLAB” (医療用→) 
    Research Circle Technology 

     (GEのspinoff company) 

 

MRIに特化したDNP装置 

®Research Circle Technology 
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従来技術の問題点 

・ 液体窒素温度(77K)を大きく下回る極低温が必要 
 液体ヘリウムや複雑な冷却装置の使用 
     → 高コスト 
 分子が変性する可能性 
 
・ 偏極源となるラジカル分子が分解能を低下 
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ペンタセンを用いた「トリプレットDNP」 

ペンタセン (C22H14) 
  光(590nm, 橙色)を当てるだけで 
 温度によらず偏極源となる、   
 DNPの未来を変え得る分子。 
 
トリプレットDNP 
  ペンタセンを利用した新しいDNP   
 
  極低温以外でも大きな核偏極生成が可能 
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ペンタセンを用いた「トリプレットDNP」 
 トリプレットDNP 

 ペンタセンをドープした 
 固体 (パラ-ターフェニル) 
磁場: 0.67テスラ 
温度: 常温(300ケルビン)!! 

10分  173,000倍 

1分 112,000倍 

水素(1H)の 
NMR 信号 

15秒  47,700倍 
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ペンタセンの唯一最大の欠点 
ほぼ全ての溶媒に溶けない。 

 

 

 

   

 

対象分子 

核偏極 
の拡散 

全て 
沈殿 
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新技術：ペンタセン誘導体を用いたDNP 

可溶性のペンタセン誘導体 6,13-ジフェニルペンタセン 
を用いたDNPに成功 

6,13-Diphenylpentacene （DPP) 

ペンタセン 
 / トルエン 

DPP 
/ トルエン 

DPP 
 / エタノール 
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新技術：ペンタセン誘導体を用いたDNP 
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未発表データ 



15 

新技術：ペンタセン誘導体を用いたDNP 

offset [kHz]

thermal (64 acqs.)

DNP 40s (4 acqs.)

-150 -100 -50 0 50 100 150

0

0.5

周波数 [kHz] 

DNP無 (✕16) 

DNP有 (40秒後) 

信号増大 

対象分子 

核偏極 
の拡散 

応用が飛躍的に拡大！ 

DPP/ エタノール 

未発表データ 
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新技術の特徴・従来技術との比較 
 

• 液体ヘリウムや高度な冷却装置が不要 
   →  低コスト化 
 
• ラジカルを不使用 
 → 高分解能化 
 
• ほとんどのNMR溶媒に適用可能 
 → 汎用性  
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想定される用途 
• 超高感度NMR分光 

– 細胞内(in-cell)NMR 
– 表面・界面分析 
– 微量分析 

 
• 生体内(in vivo)イメージング 
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実用化に向けた課題 

• 6,13-ジフェニルペンタセンが 
  溶けない溶媒もある。水がその例。 
 他のペンタセン誘導体に期待。 
 
・ 偏極度の更なる増大への挑戦。 
 
• NMR分光システムやMRI装置への実装。 
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企業への期待 

• より高い汎用性を持つペンタセン誘導体の探索 
  → 有機合成に実績のある企業との共同研究 
 
• in vivo イメージング応用  
  → ペンタセンを分子プローブにドーピングする技術    
     を持つ企業との共同研究 
 
• より強力な励起光源(波長 590−630 nmのパルス光源) 
  → レーザー関係企業との共同研究 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：可溶性ペンタセンを用いた 
          動的核偏極による 
          核スピン高偏極化技術 
• 出願番号 ：特願2015-129912 
• 出願人  ：理化学研究所、大阪大学 
• 発明者  ：立石健一郎、上坂友洋、 
          根来誠、北川勝浩 
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お問い合わせ先 

国立研究開発法人理化学研究所 

産業連携本部 知財創出・活用課 

 

井門 孝治（イカド コウジ） 

E-mail:koji.ikado@riken.jp 
TEL:048-467-9762 

mailto:koji.ikado@riken.jp
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