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酸化物系超伝導ＮＭＲ装置を用いて、 

世界で初めてタンパク質の高分解能ＮＭＲ計測に成功 

平成２０年１０月１７日 

独立行政法人物質・材料研究機構 

独立行政法人理化学研究所 

概 要 

 

１．独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：岸 輝雄）、独立行政法人理化学研究所（理

事長：野依 良治）、（株）神戸製鋼所（社長：犬伏 泰夫）、日本電子（株）（社長：栗原

権右衛門）の研究チーム（チームリーダー：物質・材料研究機構 木吉 司グループリー

ダー）は、独立行政法人科学技術振興機構 先端計測分析技術・機器開発事業の一環と

して、世界で初めて酸化物系超伝導コイルを使用した高分解能ＮＭＲ装置を開発し、タ

ンパク質水溶液サンプルのＮＭＲ測定に成功した。 

 

２．酸化物系超伝導線材は強磁場で優れた性能を有するため、強磁場を必要とするＮＭＲ

装置への適用が期待されているが、これまでＮＭＲで要求される磁場の時間的安定度と

空間的均一度を得ることが困難であるため、実用化されていなかった。 

 

そこで、研究チームでは、酸化物系超伝導磁石を電源で駆動した状態でも、従来のＮ

ＭＲ装置と同程度の磁場の時間的安定度と空間的均一度を得られる方法の開発に取り

組み、下記の４つの開発に成功した。 

  ①高い磁場均一度が得られるテープ形状酸化物系超伝導線材の精密巻線技術 

  ②電源で駆動した状態でも磁石を冷やす液体ヘリウムを長時間保持できるクライオ

スタット 

  ③世界最高レベルの電流の安定度を持つ磁石駆動用の外部電源 

  ④電源により生じる変動磁場を補償する磁場安定化技術 

 

これらを組み合わせることで、酸化物系超伝導コイルを用いたタンパク質の精密ＮＭ

Ｒ測定を実現した。 

 

３．ＮＭＲ装置は既に２３．５Ｔ（プロトンの共鳴周波数１ＧＨｚに対応）まであと一歩

と迫っているが、この磁場は金属系超伝導線材の使用限界と考えられており、１ＧＨｚ

を超える磁場の実現には酸化物系超伝導コイルの使用が不可欠である。この度の成果に

より、酸化物系超伝導コイルを用いても磁場の安定度と均一度が得られることが実証で

きたことにより、１ＧＨｚを超えるＮＭＲ装置の実現に向け、大きな突破口が開かれた。 

 

４．本研究結果は、独立行政法人科学技術振興機構における先端計測分析技術・機器開発

事業「超１ＧＨｚＮＭＲシステムの開発」の一環として得られたものであり、２００８

年１１月１２日から高知市で開催される低温工学・超電導学会で発表される。 
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研究の背景 

NMR 装置は、磁場の増加に伴い感度と分解能が大幅に向上するため、強磁場化が望まれ

ており、世界各国で先を争って強磁場 NMR 装置の開発が進められている。現在までに、

金属系超伝導線材であるNbTi およびNb3Sn 線材を使用して 22.3 T（プロトンの共鳴周波数

950 MHz に対応）の装置が開発されており、我が国でも（独）物質・材料研究機構、（株）

神戸製鋼所、（独）理化学研究所、日本電子（株）によって 21.6 T（920 MHz）および 21.8 T
（930 MHz）NMR 装置が世界で初めて開発された。 
従来技術の金属系超伝導線材では、超伝導を維持できる磁場の限界（臨界磁場）がNbTi

で約 12 T、Nb3Sn で約 25 T であり、23.5 T（1 GHz）を大きく超える磁場の発生は不可能で

ある。 
一方で（独）物質・材料研究機構で発見されたビスマス系に代表される酸化物系高温超

伝導線材は、30 T を超える磁場領域でも実用的なレベルの電流を流し、コイルとして磁場

を発生することが可能である。金属系超伝導コイルと組み合わせれば、23.5 T を超える磁

場を発生できることが実証されている。しかしながら NMR 装置の場合、単に磁場を発生

するだけでなく、試料空間での磁場を時間的に安定に保持することと、空間的に均一な磁

場を得ることが要求されている。従来の NMR 装置では、丸や四角の断面形状の金属系超

伝導線材を使用して、隙間無く整列巻きすることで空間的に均一な磁場を得るとともに、

磁石を通電した後、超伝導磁石の両端を超伝導で短絡する手法（永久電流モード）で磁場

の時間的な安定度を確保してきた。 
酸化物系超伝導線材の場合、長尺での特性に優れた線材はテープ形状の平たい断面をし

ているので、糸巻きのような整列巻きを行うのが困難であった。このため、径方向にパン

ケーキのように巻き上げたテープ巻線を縦に積み上げたパンケーキ巻きが使用されていた。

この手法は積み上げる隙間の管理が難しく、磁場均一度の点で問題が多い。また実用化が

進んでいるビスマス系超伝導線材の場合、線材に極めて微小ではあるが抵抗が存在してい

る。さらに永久電流モードで NMR 計測が可能なレベルに磁場の減衰を抑えることができ

る微小な抵抗で線材同士を接続することが困難である。このため NMR で要求される磁場

の安定度を満足する永久電流モードでの運転は当面の間実現できないと考えられており、

高温超伝導コイルをNMR 装置に応用するのは不可能であると考えられていた。 
 
研究成果の内容 
研究チームでは（独）物質・材料研究機構と（株）神戸製鋼所が、ビスマス系超伝導線

材の１つである Bi-2223 超伝導線材の両面を銅合金で補強することで機械的な特性と整列

巻きのし易さの両方を向上させた（線材の製造は住友電気工業（株）が担当）。これによっ

て整列巻きのコイルとして完成させ、既存の NMR 磁石の最内層コイルと交換する形で組

み込んだ。（図１参照） 
磁場の時間的安定化については、（独）理化学研究所、日本電子（株）、さらに千葉大学

が理化学研究所に協力して、従来用いられてきた永久電流モードではなく、外部電源で磁

石を直接駆動する新しい方式を実現する技術を開発した。具体的には、世界最高レベルの

電流の安定度を持つ外部電源（製造はデンマークの Danfysik 社）を開発するとともに、電

源による変動磁場を補償できる磁場安定化回路を開発し、電源駆動モードでも磁場が変動

せず時間的に固定されて、溶液サンプルや固体サンプルの高分解能 NMR 計測が実現でき

るようにした。 
また従来の NMR 磁石の場合、電源駆動モードでは液体ヘリウムの蒸発量が著しく増大

し、長時間の測定が困難であった。本研究ではクライオスタットに小型冷凍機を組み込み、

酸化物系超伝導体を利用した電流リードにより低温への熱の侵入を抑えることにより、液

体ヘリウムと液体窒素を補充することなく２ヶ月以上の継続運転を実現している。 
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開発した装置は（独）理化学研究所横浜研究所において、磁場 11.7 T（500 MHz）で外部

電源駆動方式で連続的に運転されている。NMR 装置の基本性能として、従来レベルの感度

と分解能を得ている。本 NMR 装置で得られた NMR 計測の例を示す。（図２参照）本例は

タンパク質であるリゾチームの水溶液サンプルの 2 次元NMR（2 つの核種の相関を測定）

の代表例であるNOESY を示している。NOESY は、タンパク質の立体構造を求める上で最

も重要な計測であるが、NMR 装置の磁場の時間的な安定度や均一度が悪いと、良い信号を

得ることができない。図 2 では、永久電流モードでの測定結果と比較してもほぼ遜色のな

い結果が得られており、酸化物系超伝導コイルを用いた NMR 装置でタンパク質の立体構

造解析に必要な多次元NMR（2 つ以上の核種の相関を測定）が実現できることを世界で初

めて実証した。 

 
波及効果と今後の展開 
今回、酸化物系超伝導コイルを用いた NMR 装置を新たに開発し、タンパク質の多次元

NMR に適用できることを実証した。今回開発した技術を高度化すれば、酸化物系超伝導コ

イルのメリットを最大限発揮できる 1 GHz を超えるNMR 装置の実現が十分可能である。

研究チームでは、次のステップとして（独）物質・材料研究機構の 920 MHz NMR 装置の

最内層コイルをBi-2223 コイルで置き換えて 1.05 GHz（24.7 T）を目標にアップグレードす

る計画を進めている。 
また磁場への要求が最も厳しい NMR 計測を酸化物系コイルで可能にする今回の技術開

発は、液体ヘリウムを使用しない高温動作のMRI（核磁気共鳴イメージング）やESR(電子

スピン共鳴)などの他の計測機器の実現に大きく役立つと期待される。 
 
 
問い合わせ先： 

〒305-0047 茨城県つくば市千現１－２－１ 
独立行政法人物質・材料研究機構 
広報室 TEL:029-859-2026 
 
〒351-0198 埼玉県和光市広沢２－１ 
独立行政法人理化学研究所 
広報室 TEL:048-467-9272 

 
 

研究内容に関すること： 
木吉 司 （独）物質・材料研究機構 超伝導材料センター  

マグネット開発グループリーダー 
KIYOSHI.Tsukasa@nims.go.jp TEL:029-863-5526 FAX:029-863-5571 

濱田 衛 （株）神戸製鋼所 技術開発本部 電子技術研究所 専門部長 
      hamada.mamoru@kobelco.com TEL:078-992-5652 
 前田秀明 （独）理化学研究所 生命分子システム基盤研究領域 
       NMR 装置技術研究チームリーダー 
      maeda@jota.gsc.riken.jp TEL:045-508-7211 
細野政美 日本電子（株） 分析機器本部 AID NMG 技術チーム 専任部長 

      hosono@jeol.co.jp TEL:042-542-2236 
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【用語解説】 

 

１）NMR 装置 
NMR 装置は外部磁場を発生する磁石（NMR 磁石）とプローブを含む分光計システム

から構成される。 
NMR 磁石は MHz（メガヘルツ）や GHz（ギガヘルツ）という周波数の単位で呼ばれ

ることが多いため誤解されやすいが、発生する磁場は時間的に一定である。さらに、測

定する試料全体に対して磁場は均一でなくてはならない。この一様な磁場に置かれた試

料に対して、ある周波数の電磁場を加えると、特定の原子核との間で共鳴現象（核磁気

共鳴：Nuclear Magnetic Resonance）が起こる。代表的な水素（プロトン）の原子核の場合、

2.3487 T の磁場中で 100 MHz の周波数の電磁場に共鳴する。共鳴する周波数は磁場に比

例することから、この 10 倍の 23.5 T の磁場を発生する磁石を 1 GHz のNMR 磁石と称す

る。 
分子を構成する原子は、同じ核種でも分子中での位置が異なると、化学結合の違いな

どによってそれぞれの原子核の感じる磁場が微妙に異なり、それが得られるスペクトル

に反映される。これを観測して有機材料やタンパク質などの構造を決定していく。 
磁場が大きくなり、対応する共鳴周波数が増加すると感度と分解能が向上するため、

より微細な構造の決定や微量試料の分析が可能となる。また分子量の大きなタンパク質

は NMR による構造解析が困難であるという欠点があるが、これを克服する有力な手段

が磁場の増加である。特に最近、解析可能な分子量を劇的に増加する新しい測定方法が

提案された（TROSY 法）。本手法は磁場の増加とともに分解能を劇的に向上し、1.04 GHz
（24.4 T）の辺りで最も有効とされているため、磁場の増加に大きな期待が寄せられてい

る。 
  NMR 磁石は測定時間中に磁場が変化することが許されない（100 年間運転しても磁場

変化が 1 %以下）。このため、電気抵抗ゼロで電流が減衰せず、磁場が変動しない超伝導

の特長を巧みに利用した永久電流モードでこれまで運転されてきた。また、分子内の化

学結合などによる微少な磁場の変化を観測するため、外から試料に加える磁場は均一で

あることが要求される。 
 
２）T（テスラ） 
磁束密度の単位。最も強力な永久磁石（ネオジム磁石）の表面磁束密度は約 1.5 T。 

 
３）プロトンの共鳴周波数 

NMR で最も観測対象となるのが水素（1H、プロトン）の原子核であり、NMR 装置の

性能が使用する磁場に大きく依存するため、歴史的に発生磁場に対応するプロトンの共

鳴周波数で装置を呼称することが多い。重水素核（2H）も NMR の計測で使用されるが

共鳴周波数が大きく異なり区別する必要があるため、プロトン（または 1H）の共鳴周波

数と称する。 
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図 1 Bi-2223整列巻きコイルの製作・組み込み 
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図 2 タンパク質（リゾチーム）の2 次元NMR（NOESY）計測結果 
2 mMリゾチーム水溶液 

 


