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分子レベルの解析に最適な核磁気共鳴
（NMR）法を全ての研究分野に!

高知大学 総合科学系複合領域科学部門

准教授 山田 和彦

kyamada@kochi-u.ac.jp
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NMR（核磁気共鳴）法とは？

有機化合物の構造解析

タンパク質の
立体構造

解析・シュミレーション

化学には必要不可欠な分析機器

NMRスペクトル

分子・原子レベルの構造解析や動的挙動解析に応用
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従来技術の問題点

理論上、全ての原子を測定することは可能であ
るが、市販品のNMR装置では、
核種の制限が発生、

感度が低いためミリグラムオーダーの試料

量が必要、

等の問題があり、有機化学や生化学の分野以
外に利用されるまでには至っていない。
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• NMR測定の難易度 (縦と横の問題として分離して考える)

• 過去のJST先端計測機器開発プログラム（抜粋）
平成25年度

• 細胞内蛋白質の無侵襲原子レベル立体構造解析技術の開発（要素技術）
• ＮＭＲ用無冷媒バルク超電導磁石と専用小型プローブの開発（要素技術）
• 多核対応型クライオコイルＭＡＳ－ＮＭＲプローブの活用･普及促進（普及促進）
平成23年度

• 超高感度テラヘルツ波ＮＭＲ装置の活用･普及促進（普及促進）
平成18年度

• 超1ＧＨｚＮＭＲシステムの開発（機器開発）

• 従来の機器開発は全て「縦の問題」だけを解決する技術

信号強度
（スピン濃度やラーモア周波数）

線幅
（主に四極子相互作用・
核-電子スピン相互作用）

本技術の開発の背景
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J. James & J. Manson, Chemical shift in 
multinuclear NMR, Plenum Press (1987)

超高磁場NMRを用いても横の問題は解決しない？
ｰ化学シフト相互作用の存在ｰ
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術とは異なり、縦と横の問題を同時に解
決する方法を開発中。

• 従来は横の問題の影響で線幅が1MHz未満の
スペクトルしか測定できなかったが、本手法では
線幅の制限を撤廃することが可能。

• 照射・測定周波数を固定できる本技術の適用に
より、超高感度化が可能となり、測定時間の短
縮や微量試料の測定の実現が期待される。
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世界初の硫黄原子の33S磁場掃引型
パルスNMRスペクトル

磁場掃引型パルスNMR法 → 横の問題
HTSコイルとオプトメカニクス技術 → 縦の問題

従来型に比べて50～100倍の感度向上
1週間の測定時間を1分以内に短縮可能

* nature, 507, 81-85, 2014 
**戦略的イノベーション創出推進プログラム
「高温超伝導材料を利用した次世代NMR技術の開発」

磁場掃引型
パルスNMR

オプトメカニクス
技術*

高温超伝導
（HTS）コイル**

コンデンサ
高性能プリアンプ

高性能インダクタ

高感度化を目指した
本研究におけるLC共振回路

L C(x)

x

レーザー

励起パルス

NMR信号

高温超伝導コイル

オプトメカニクス

SW = 20 MHz以上

現在取り組んでいる三大要素技術開発
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磁場掃引型NMR装置を用いた新規測定手法の開発

磁場

磁場

磁場

磁場

磁場可変型NMRスペクトル

固定周波数 =
100MHz

共鳴条件が合致すれ
ば信号を検出

磁場を動かす

• 線幅の問題を解決する理想的なNMR法。
• 化学系研究者用に測定・方法論を開発中。
高分解能化、多重共鳴法、解析プログラムの開発、等々

Magnetic field / T

Exp.

Theo.

従来の装置では測定不可能な線幅

K. Yamada et al. Chem. Phys. Lett., 618 (2015) 20
K. Yamada et al. ibid. 630 (2015) 86

横の問題（線幅）を解決する方法
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縦の問題を解決する方法（高感度化）その１

超高感度化を目指したオプトメカニクスNMR法の開発

nature, 507, 81-85, 2014

• ラジオ波/メカ/レーザー変換機構
• 感度を飛躍的に向上させる （5-10倍以上）
• 世界初のコンセプト

東大・宇佐見
（オプトメカニクス）

早大・岩瀬
（MEMS）

京大・武田
（NMR）

NMR信号
（検出コイル）
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縦の問題を解決する方法（高感度化）その2
高温超伝導（HTS）を用いた超高感度化NMRコイルの開発

山形大・齋藤
（電気）

理研・高橋
（機械）

戦略的イノベーション創出推進プログラム
「高温超伝導材料を利用した次世代NMR技術の開発」

• 電気抵抗が無いNMR用受信コイル
• 高いQ値の実現
• 感度を飛躍的に向上させる （10倍以上）

低周波数用HTSコイル

クロスコイル固体NMR用
プローブ（試作機）
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想定される用途

• 本技術の特徴を生かすため、X線や電子顕微鏡
が主流であった無機材料系の分析分野に応用
したい。

• 従来の分析手法を補完したり、新たに定量・定
性分析手法を導入できるメリットは大きいと考え
られる。

• 近い将来、電子デカップリングの手法開発にも
挑戦する予定で、鉄やニッケルを含む鉄鉱石の
化学分析に展開することも可能である。
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実用化に向けた課題

• オプトメカニクスについてはラジオ波（NMR信号）
をレーザーに変換することが可能なところまで開
発済み。SN比を向上させることに取り組んでいる。

• HTSコイルについては高Q値を既に達成済み。今
後は耐久性の向上に重点を置いて開発を進めて
いる。

• 化学系の研究者に磁場可変型NMR法を普及させ
るために、高分解能化を保ちつつ磁場可変が可能
な技術を開発している。
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企業への期待

• 本技術により分子メカニズムの解明が期待で
きる事例は少なくないと考えている。

例）ゴムの架橋構造解析

触媒の分子メカニズムの解明

アモルファス試料の化学同定

• X線や電子顕微鏡では解決できず新たに
NMR法の導入を検討している企業、もしくは、
市販のNMR装置では解決できない研究テー
マを抱えている企業との共同研究を希望。



14

本技術に関する知的財産権

• 発明の名称：磁気共鳴装置および方法並びにオプ
トエレクトロメカニクス測定装置

• 出願番号：特願2016-160376
• 出願人：高知大、京大、東大、早大、理研
• 発明者：山田（高知大）、武田（京大）、宇佐見（東
大）、中村（東大） 、山崎（東大） 、野口（東大） 、長
坂（東大） 、高橋（東大） 、岩瀬（東大）
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産学連携の経歴

• 2014年-2018（予定）年 JST先端計測（要素技術タ
イプ）に採択
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お問い合わせ先

高知大学地域連携推進センター知的財産部門
下方 晃博

ＴＥＬ 088-844-8418

e-mail kt05＠kochi-u.ac.jp

＜技術移転に関すること＞

関西ティー・エル・オー株式会社

清水 基宏

ＴＥＬ 075-753-9150

e-mail shimizu@kansai-tlo.co.jp


