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１．調達の背景および目的 

 高分解能核磁気共鳴(NMR)測定装置を用いると，1H 核や 13C 核などが磁場中で核スピ

ン共鳴を起こす現象を利用して，有機化合物の構造情報を簡便かつ詳細に得ることができ

る。そのため，合成した有機化合物の構造確認・構造決定には必要不可欠な測定装置であ

る。また，磁場勾配法を用いた二次元測定(HMBC, HMQC, NOESY 測定など)を組み合わ

せて，有機分子の構成原子の結合様式を，立体配置を含めて三次元的に解析することがで

きる。そのため，構造未知の有機化合物(天然物，高分子，有機配位子-金属錯体を含む)の

構造解明に威力を発揮し，他の方法で置き換えのできない測定装置である。また，機能性

材料や医農薬品の開発研究において，フッ素を含む有機化合物の重要性が増しているので，
1H, 19F, 13C 核の三重共鳴に基づく 13C{1H・19F}測定法を利用できれば，研究対象に多様化

をもたらすことが期待できる。この三重共鳴測定を行う際の管理・運用の労力に鑑みると，

頻用している二重共鳴測定に用いるプローブを交換せずに三重共鳴測定に切り替えること

ができれば効率的である。 
現有装置(日本電子社製 JNM-ECA600，平成 14 年 3 月設置)については，設置から 17

年が経過しており，超伝導磁石の磁場の変動，光学系出力の低下など，老朽化に伴う不具

合が生じている。その一方で，現有の NMR 装置を用いて，主に物質反応論Ⅱ，構造物性

学，機能性物質学Ⅱの３研究室の教員・学生が１日当たり 10～20 件程度の測定を行って

いる。したがって，NMR 装置の停止は３研究室の研究遂行の停止に直接的につながるた

め，回避しなけなければならない。また，NMR 装置は，共同利用機器センターの登録候補

の機器であり，これまでにも企業との共同研究に利用した実績がある。これまで，構成装

置の修理を繰り返して性能を維持する努力をしてきたが，修理を含めた維持費が上記３研

究室の研究費を圧迫している。そのため，買い替えによって不具合を根本的に解消すると

ともに，基本性能の向上・新しい測定法の導入などを図ることが本調達の目的である。設

置場所・維持管理の面から，装置の追加ではなく，更新とする。 
 

２．数 量    NMR(核磁気共鳴)測定装置(600MHz)   一式 

 

３．納入期限  令和元年９月３０日 

 

４．納入場所  公立大学法人兵庫県立大学 播磨理学キャンパス 研究棟 112 室 

 

５．構 成    NMR(核磁気共鳴)測定装置(600MHz)   一式 

（内訳） 

(1) 超伝導マグネット     １台 

(2) NMR 分光計     １台 

(3) オートチューン 5mm チューナブルプローブ １台 

(4) データシステム     １式 

(5) 液体窒素再凝縮装置    １台 
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６．要求仕様 

 それぞれに対して，以下に示す仕様をすべて満たすこと。 

 

(1) 超伝導マグネット 

 ① 基準磁場強度は 14 テスラ(T)以上であること。 

 ② 漏洩磁場を低減する磁気シールド機能を有すること。 

  (ｱ) 垂直方向の漏洩磁場(マグネット中心より 0.5mT 位置)は 1.4m 以下であること。 

  (ｲ) 水平方向の漏洩磁場(マグネット中心より 0.5mT 位置)は 0.7m 以下であること。 

 ③ 冷媒を入れた状態での運搬，輸送が可能であること。 

 ④ 液体ヘリウム充填間隔：200 日以上であること。 

 ⑤ 液体窒素充填間隔：液体窒素再凝縮装置を接続しない場合でも 15 日以上であること。 

 

(2) NMR 分光計   

 ① プロトン共鳴周波数は 600 MHz 以上であること。 
 ② 観測核種：１H 核，19F 核，15N 核~31P 核が観測できること。 
 ③ 周波数オフセットの設定精度は 0.001Hz ステップ以下であること。 
 ④ 周波数，位相，出力強度の切り替え時間は 20 ナノ秒以下であり，切り替え間隔は 5 ナノ秒以 
  下であること。 
 ⑤ 位相可変範囲は 0°~360°，位相可変間隔は 0.005°以下であること。 
 ⑥ 室温制御シムは 110 チャンネルのコイル群から構成され，42 項のシムが制御可能であるこ

と。 
 ⑦ 温度可変装置の温度可変範囲は–170°C～＋250°C であり，+80°C 以上の測定でも窒素を使用 
    せずに圧縮空気が使用出来ること。 
 ⑧ 温度範囲–33°C～＋100°C での測定が 72 時間以上連続で行えること。 
 
(3) オートチューン 5mm チューナブルプローブ 

 ① 試料管径：5mm であること。 
 ② 観測核：１H 核，19F 核，15N 核~31P 核が測定できること。 
 ③ 照射核：1H 観測多核種照射および多核観測 19F 照射が可能であること。 
 ④ NMR ロック核：2H 核 
 ⑤ スピニングサイドバンド：1％(1H 核)以下であること。 
 ⑥ 感度(S/N)  1H 核：960(0.1％エチルベンゼン，1 スキャン，単一共振時)以上であること。 
 ⑦ 感度(S/N)  13C 核：360(10%エチルベンゼン，1 スキャン)以上であること。 
 ⑧ 感度(S/N)  19F 核：850(0.05%TFT，1 スキャン，単一共振時)以上であること。 
 ⑨ 温度可変範囲：–100°C〜＋150°C 
 ⑩ 1H 核，19F 核及び 15N～31P 核の自動チューニングマッチング調整機構を有すること。 
 ⑪ プローブ交換せずに二重共鳴と三重共鳴の相互切り替えが可能で，13C{1H・19F}測定が可能で 
    あること。 
 
(4) データシステム 
 ① 分光計内蔵コンピュ－タ 
  (ｱ) CPU は(米)Intel 社製 E3-1220 3.10GHz 相当以上の処理速度を有すること。 
  (ｲ) メモリ－は 4GB 以上，ハ－ドディスク物理容量は 320GB 以上を有していること。 
  (ｳ) ホストコンピュ－タが停止した場合でも測定の継続ができること。 
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 ② ホストコンピュ－タ 
  (ｱ) CPU は(米)Intel 社製 XeonE5-a620 2.9GHz 相当以上の処理速度を有すること。 
  (ｲ) メモリ－は 8GB 以上，ハ－ドディスク物理容量は 500GB 以上を有していること。 
  (ｳ) OS は Microsoft 社製 Windows10 相当以上の性能・機能を有すること。 
  (ｴ) カラ－液晶モニタ－は対角 23 インチ以上で解像度は 1680×1050 ピクセル以上を装備し， 
      JIS 規格準拠キ－ボ－ド，光学式マウスを有していること。 
 ③ 制御・解析用ソフトウェア 
  (ｱ) 各種一次元，二次元 NMR 測定を制御でき，そのデータ処理機能を有していること。 
  (ｲ) 溶媒が重水素化されていない試料の測定時に，分解能調整，溶媒信号消去，化学シフトリ 
      ファレンス設定等を全自動でおこなう機能を有すること。 

  (ｳ) DOSY 測定およびその測定データの処理解析機能を有すること。 
 ④ 測定データ解析用コンピュ－タ 
  (ｱ) CPU は(米)Intel 社製 Core i5 3.0GHz 相当以上の処理速度を有すること。 
  (ｲ) メモリ－は 8GB 以上，ハ－ドディスク物理容量は 500GB 以上を有していること。 
  (ｳ) OS は Microsoft 社製 Windows10 相当以上の性能・機能を有すること。 
  (ｴ) 現有の解析用ソフトウェア Alice2 をインストールして，使用できること。 
  (ｵ) 対角 23 インチ以上，解像度 1680×1050 ピクセル以上のカラ－液晶モニタ－を装備してい 
   ること。 
  (ｶ) プリンタは用紙サイズ A4 対応のカラーレーザー方式であること。 
  (ｷ) 4TB 以上のハ－ドディスク物理容量の NAS(Network Attached Storage)が付属してい

る 
     こと。 
  (ｸ) 設置および操作時に必要な机１台と椅子２脚が付属していること。 
 
(5) 液体窒素再凝縮装置 
 ① 窒素液化能力：8.5L /日以上であること。 
 ② 所要電源：100V, 20A 以下で稼動できること。 
 ③ 振動の影響：測定信号に現れる振動サイドバンドが 2%以下(4scans)であること。 

 
(6) その他(据付・配線・調整，保障など) 
 ① 装置の搬入，配線，調整は供給者の責任において行うものとする。 
 ② 現有装置(日本電子社製 JNM-ECA600)の引き取り・処分を行うこと。 
 ③ 納入後 1 年間は保障期間とする。また，液体窒素蒸発抑制装置については保障期間を 5 年間

とする。 

 ④ 液体ヘリウム・液体窒素を補充するために必要な器具類がすべて付属していること。 

 ⑤ 日本国内で，技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。 

 

以上 


