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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超伝導磁石の磁場の安定度および均一度をシムコイルによって補償するシミング装置で
あって、シムの少なくとも１つの項についての制御が、下記（１）から（４）の手段によ
り為されるように構成されることを特徴とするシミング装置。
（１）シムの設定が為されたとき、シムの設定値ｕと、設定された動作の種類ｗと、設定
の動作量ｓと、設定がなされた時刻ｔとを、設定が為された回数をＮとして、０からＮ－
１の値をとる指数ｎを用いて、最後に為された設定を指数Ｎ－１に対応付け、（ｗｎ、ｕ

ｎ、ｓｎ、ｔｎ）として参照できるようにして記録する、シム設定記録手段と、
（２）前記動作の種類ｗと前記動作量ｓと時間ｔ’とを引数にもつ関数であって、時間ｔ
’が無限大のとき０となるような性質をもち、個別の設定に起因する磁場変動を近似的に
補償することのできるように設定された、母補償関数「ｆｗ（ｓ、ｔ’）」を供給する、
母補償関数供給手段と、
（３）記号「Σ」はｎ（０、１、２、・・・、Ｎ－１）についての和を表し、補償関数「
ｇ（ｔ）」は前記母補償関数と時刻ｔ以前になされたシムの設定により「ｇ（ｔ）＝Σｆ
ｗｎ（ｓｎ、ｔ－ｔｎ）」として表現される時刻ｔの関数であって、当該補償関数を用い
て時刻ｔにおける補償値を算出する補償値算出手段と、
（４）前記補償値算出手段により求められた補償値と直近の設定値ｕＮ－１との和を用い
てシムコイルを駆動するシムコイル駆動手段。
【請求項２】
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　請求項１に記載のシミング装置において、設定の動作量ｓが特定の値ｓ０を持つときの
母補償関数「ｆｗ（ｓ０、ｔ’）」を時間ｔ’の関数である種補償関数「ｆｗ

ｓ＝ｓ０（
ｔ’）」とし、設定の動作量ｓをｓ０を用いて規格化し、規格化された動作量「ｓ／ｓ０

」による多項式関数ｈをｈ（ｓ／ｓ０）として、母補償関数が「ｆｗ
ｓ＝ｓ０（ｔ’）×

ｈ（ｓ／ｓ０）」として表されることを特徴とするシミング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超伝導磁石の磁場について、核磁気共鳴（ＮＭＲ）測定を高精度に行うとき
に要求されるような、均一度が大きくて安定度が高い磁場空間を得るための技術に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　超伝導磁石は、一般的には均一で安定した磁場（静磁場）を発生できるものとして知ら
れているが、その磁場の均一度や安定度はそのままでは高分解能ＮＭＲ測定に必要な精度
を満たさない。非特許文献１で公知のように、高分解能ＮＭＲ測定においては、測定精度
への要求にも依存するが代表的な例として、静磁場の乱れは１ｃｍ3の空間内で０．０１
ｐｐｍ以下であることが要求され、また、静磁場の時間変化は１時間に０．０１ｐｐｍ以
下であることが要求される。磁場の大きさを表す単位として、しばしば、超伝導磁石の発
生する静磁場の大きさとの比（ｐｐｍ＝１／１００００００）が用いられる。
【０００３】
　このためＮＭＲ用超伝導磁石においては、特許文献１で公知のように、磁場強度及び磁
場均一度の補正が、超伝導磁石を一体となって設定されるシムコイルを用いて行われる。
シムコイルにその動作条件を設定することをシムの設定と呼び、シムに設定される各種の
パラメータをシムの項と呼ぶ。シムの項には、補正すべき磁場値や磁場勾配の方向や関数
形に対応して、Ｚ０（静磁場と平行方向の磁場値の補正）、Ｚ１（静磁場と平行方向の磁
場勾配の一次関数による補正）、Ｘ１（静磁場と垂直方向の磁場勾配の一次関数による補
正）、Ｙ１（静磁場とＸ１とに垂直方向の磁場勾配の一次関数による補正）などがある。
すなわち、シムの項とは、測定空間における補正磁場を、その方向（Ｘ、Ｙ、Ｚ、ＸＺ、
ＹＺ、・・・）とその方向における近似の次数（０、１、２、・・・）で表したものであ
る。
【０００４】
　なお、設定できるシムの項の数や種類は用いる装置に依存して決まっている。また、一
般に、シムの設定値とは設定できるシムの項を組み合わせた配列（Ｚ０、Ｚ１、Ｚ２、Ｚ
３、Ｘ１、Ｙ１、ＸＺ、ＹＺ、・・・）のことをいう。
　このように、ＮＭＲ用超伝導磁石においては、シムコイルを用いて、磁場の絶対値（０
次の項）や各種の不均一性（１次以上の項）の補正が一般的に行われる。なお、シムコイ
ルにより磁場の安定度や均一度を制御することをシミングと呼ぶ。
【０００５】
　シムコイルによって形成される磁場は超伝導コイルと相互作用しており、測定空間の磁
場は、シムコイルの発生する磁場の値の履歴に対応して時間に依存した複雑な変動を示す
。例えば、プローブの変更に伴ってシムの設定値を変化させると、超伝導磁石の磁場が安
定するまでには、一週間以上の長時間を要することがある。
　この現象は、強磁場ＮＭＲ用超伝導磁石、その中でも我々が開発し用いている世界最高
水準の磁場を発生する固体ＮＭＲ用超伝導磁石（１Ｈ－９３０ＭＨｚ＝２１．８Ｔ）にお
いて特に顕著に観察され、ＮＭＲ測定に悪影響を及ぼしている。図１には、当該超伝導磁
石において、実際にシムのＺ０の項に、時刻（ｔ１）において階段関数状の設定をし、ま
た、時刻（ｔ２）において矩形波状の値を設定したときの、磁場空間における磁場の経時
変化をＮＭＲによって測定した結果が示されている。図中の実線は実測値を示し、縦軸は
磁場の値、横軸は時間を示すが、時刻（ｔ１）と（ｔ２）の間において、本来ならば水平
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であるべき磁場の値が、時間に依存して大いに変動している様子が窺われる。
【０００６】
　ＮＭＲ測定に際しては、プローブは測定核種ごとに変更されるので、それに伴ってシム
の設定値も断続的に変化する。プローブの変更は、特に固体ＮＭＲ測定において、しばし
ば行われる。すなわち、前回の磁場変動が緩和し切らないうちにシムに新たな設定がなさ
れ、それに伴う磁場変動が重畳して生じる状況が、しばしば発生する。
【０００７】
　磁場変動が発生する原理は、シムコイルによって発生した磁束が、磁石の超伝導体内を
ピン止めとホッピングとを繰り返しながら移動するのに、時間がかかるためであると推察
されている。磁束の分布の非平衡状態が緩和して平衡状態に達すると、磁束の移動は終了
し、磁場は安定する。この効果の大きさは用いられている超伝導体の性質に依存し、強磁
場用の磁石であるほど顕著ではあるが、原理的には第二種超伝導体を用いて強磁場を発生
する超伝導磁石においては、程度の大小はあっても、同様の効果が生じているものと思わ
れる。この現象への対策は、今後、ＮＭＲの磁場がさらに強磁場化されて行くと、必須の
技術となることが予想される。
【０００８】
　測定対象が溶液試料である溶液ＮＭＲ測定の場合は、溶媒として例えば重クロロホルム
などの重水素化された溶媒を用い、重水素のＮＭＲ信号を用いてシムの設定を制御する、
ＮＭＲ磁場ロックと呼ばれる手法が一般的に用いられ、上記の磁場変動を補償することが
出来る。ところが、測定対象が固体である固体ＮＭＲ測定においては、試料が溶媒を含ま
ないためこの手法は使えない。このように、本発明は固体高分解能ＮＭＲ測定に用いる超
伝導磁石を主たる対象としている。但し、溶液ＮＭＲ測定においても、本発明とＮＭＲ磁
場ロックとを重ねて用いることにより、ＮＭＲ磁場ロック機能に対する負担が軽減され、
より高精度な測定が実現する。また、Ｚ０以外の項に対する補償としては、本発明がもっ
とも有効な補償手段を与える。
【０００９】
　本明細書においては、主に固体高分解能ＮＭＲ測定に即して本発明の内容を説明してい
るが、本発明の応用はこれに限らない。
　本発明は、核磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）に代表されるような、超伝導磁石の磁場の安定
化が要求される用途でシムコイルによるシミングが可能なシステムに応用可能である。Ｍ
ＲＩの場合は変調用のコイルによって各種の磁場変調が行われるが、それらの各種の任意
波形状の変調磁場の印加が超伝導磁石に与える影響を本発明により補償することができる
。
　また、溶液ＮＭＲ測定に際しても、傾斜磁場用のシムコイルを用いて傾斜磁場を加える
ような実験（グラジエントシム法）を行う場合、本発明を適用することにより、断続的な
傾斜磁場の印加が超伝導磁石に与える影響を補償することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、このような実情に鑑み、強磁場超伝導磁石において、超伝導コイルとシムコ
イルとの相互作用によって生じる磁場変動を補償し、測定空間の磁場を安定化することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、ＮＭＲ用超伝導磁石において、為されたシムの設定の履歴を逐次記録してお
き、その記録に応じた補償値を特徴的な関数を用いて時々刻々と動的に算出し、そのよう
にして得られた補償値を用いてシムコイルを動的に制御することにより、シムの設定に起
因する超伝導磁石の磁場変動を補償し磁場を安定化するシミング方法、および、シミング
装置である。シミング方法、および、シミング装置を総称してシミングシステムと呼ぶ。
【００１２】



(4) JP 5594632 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

　ここで、シムの設定を為すとは、シムに対して設定すべき新たな設定値を与えることい
う。シムの設定が為されると、シムの設定は、シムの設定が為される以前の状態を始状態
とし、新たに為された設定に基づく状態を終状態として、始状態から終状態へと遷移する
。始状態から終状態への遷移の過程では、始状態と終状態とを時間軸に沿って結ぶ任意波
形の曲線が許される。始状態と終状態とを結ぶ波形の形または質的側面を特徴付けるもの
を、シム設定の動作の種類と言う。
【００１３】
　最も単純なシム設定の動作の種類は、始状態と終状態とを無限小の時間で直線状に結ぶ
階段関数である。動作の種類によっては、始状態と終状態とが同じであっても、その遷移
の過程に意味をもつ場合がある。その遷移の過程の量的側面を特徴付けるものを、設定の
動作量という。動作の種類が階段関数の場合は、設定の動作量は、階段の段差、すなわち
、始状態と終状態との差に等しい。動作の種類が矩形波の場合は、設定の動作量は、矩形
波の高さと時間軸上の幅とによって表される。このように、設定の動作量はスカラー量と
は限らず、一般的にはベクトル量であり、配列により表現される。
【００１４】
　為されたシムの設定は、シムの設定値とその動作の種類とその動作量とによって特徴付
けられる。すなわち、本発明において、為されたシムの設定の履歴を逐次記録しておくこ
とは、為されたシム設定の設定値とその動作の種類とその動作量とを、それらが為された
時刻に関連付けて記録することを意味する。時刻とは時間軸上において、適当な定義によ
って定められた時間の絶対値のことであり、実用上の観点から一般的な暦に従うことがで
きる。なお、時刻の原点は任意に定めてよい。また一般に、時刻と時刻との差は時間を与
え、時刻の原点からの時間は時刻を与える。本明細書においては、時刻をｔ、時間をｔ’
として記号「’」の有無で両者を区別して記すことを心がけたが、物理的な解釈を間違え
なければ、両者の区別は必ずしも本質的ではない。
【００１５】
　発明１のシミング装置は、超伝導磁石の磁場の安定度および均一度をシムコイルによっ
て補償するシミング装置であって、シムの少なくとも１つの項についての制御が、下記（
１）から（４）の手段により為されるように構成されることを特徴とする。
（１）シムの設定が為されたとき、シムの設定値ｕと、設定された動作の種類ｗと、設定
の動作量ｓと、設定がなされた時刻ｔとを、設定が為された回数をＮとして、０からＮ－
１の値をとる指数ｎを用いて、最後に為された設定を指数Ｎ－１に対応付け、（ｗn、ｕn

、ｓn、ｔn）として参照できるようにして記録する、シム設定記録手段と、
（２）前記動作の種類ｗと前記動作量ｓと時間ｔ’とを引数にもつ関数であって、時間ｔ
’が無限大のとき０となるような性質をもち、個別の設定に起因する磁場変動を近似的に
補償することのできるように設定された、母補償関数「ｆw（ｓ、ｔ’）」を供給する、
母補償関数供給手段と、
（３）記号「Σ」はｎ（０、１、２、・・・、Ｎ－１）についての和を表し、補償関数「
ｇ（ｔ）」は前記母補償関数と時刻ｔ以前になされたシムの設定により「ｇ（ｔ）＝Σｆ
wn（ｓn、ｔ－ｔn）」として表現される時刻ｔの関数であって、当該補償関数を用いて時
刻ｔにおける補償値を算出する補償値算出手段と、
（４）前記補償値算出手段により求められた補償値と直近の設定値ｕＮ－１との和を用い
てシムコイルを駆動するシムコイル駆動手段。
　発明２は、発明１のシミング装置において、設定の動作量ｓが特定の値ｓ０を持つとき
の母補償関数「ｆｗ（ｓ０、ｔ’）」を時間ｔ’の関数である種補償関数「ｆｗ

ｓ＝ｓ０

（ｔ’）」とし、設定の動作量ｓをｓ０を用いて規格化し、規格化された動作量「ｓ／ｓ

０」による多項式関数ｈをｈ（ｓ／ｓ０）として、母補償関数が「ｆｗ
ｓ＝ｓ０（ｔ’）

×ｈ（ｓ／ｓ０）」として表されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　発明１のシミング装置は、以下の方法を実現するものであって、シムの少なくとも一つ
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の項について、以下の（１）～（４）の構成要素によって構成される手段によって、シム
の設定値に対して時間に依存した補償を施すことを特徴とする。
（１）シムの設定が為されたとき、為された設定の回数Ｎと、シムの設定値ｕ（一般的に
は実数）とその動作の種類ｗ（一般的には集合）とその動作量ｓ（一般的には実数の要素
を持つ配列）とそのときの時刻ｔ（一般的には実数）とが、逐次記録される。これらの値
は、一般的には配列（ｕｎ、ｗｎ、ｓｎ、ｔｎ）として記録されるのが望ましい。ここで
、ｎは個々の設定を区別するための整数の指数であり、ｎの範囲は（０、１、２・・・Ｎ
－１）となる。この場合、最新の記録は指数Ｎ－１で指定される。
（２）母補償関数ｆｗ（ｓ、ｔ’）は、種類ｗと動作量ｓと時間ｔ’（一般的には実数）
の関数であり、個別の設定に対する補償量（一般的には実数）を表す関数として、予め求
められ設定されている。母補償関数ｆは、ｔ’が無限大の極限で０となるような性質をも
つ関数である。
（３）時刻ｔにおける補償値（一般的には実数）は、時刻ｔの関数である補償関数ｇ（ｔ
）＝Σｆwn（ｓn，ｔ－ｔn）を用いて算出される。ここで記号Σはｎ（０、１、２・・・
Ｎ－１）についての和を表す。補償関数ｇ（ｔ）は母補償関数ｆとシム設定の記録（ｗn

、ｓn、ｔn）とによって表現される。時刻ｔにおける補償値は、補償関数ｇ（ｔ）に時刻
ｔを代入することにより時々刻々と求められる。
（４）補償後の値ｕ’（一般的には実数）は、直近の設定値と補償値との和として、式「
ｕ’＝ｕN-1＋ｇ（ｔ）」により得られる。シムコイルは、補償後の値ｕ’を用いて駆動
される。
【００１７】
　一般的なＮＭＲ測定において多くの場合、シムの設定は、専ら磁場の絶対値や均一度を
調整することに用いられる。このような場合は、シムの設定は終状態を指定することに意
味があり、設定の動作の種類ｗは階段関数が用いられる。
　一方、ＮＭＲ測定において傾斜磁場法を用いる場合や、ＭＲＩ測定の場合は、磁場変調
用のコイルにより試料に磁場変調を印加することに意味がある。ここでいう変調用のコイ
ルとは機能的にはシムコイルの一種に他ならない。すなわち、磁場変調の印加はシムの設
定の一形態であり、本明細書におけるシムの設定は磁場変調を含むものである。このよう
な場合は、一般に、シムの設定の始状態と終状態は同じで、その遷移の過程の波形に意味
がある。変調磁場の形と大きさとは、設定の種類ｗと動作量ｓとによって指定することが
できる。
　なお、本発明はシム設定の終状態と遷移の過程の両方に意味があるような場合にも対応
できることは当然である。
　このように本発明においては、母補償関数ｆがシム設定の動作の種類ｗを引数に持つこ
とにより、多様な用途に対応できるように工夫されている。
　もし、シム設定の動作の種類が一つに限られている場合、例えば、為される設定が専ら
階段関数と決まっているような場合は、母補償関数ｆはそれ専用のものを用意すればよく
、動作の種類ｗについての記録や指定を省略しても良い。
【００１８】
　発明２は、発明１のシミング装置において、母補償関数および補償関数がそれぞれ下記
の式で表されるシミング方法を実施する為のものである。
　　母補償関数＝ｆ（ｓ、ｔ’）＝ｆs=s0（ｔ’）×ｈ（ｓ／ｓ0）、
　　補償関数＝ｇ（ｔ）＝Σｆ（ｓn，ｔ－ｔn）、
　　　　（但し、記号Σはｎ（０、１、２・・・Ｎ－１）についての和を表す）
ここで、
　　補助関数１＝ｈ（ｘ）＝（ΣＡk×ｘk）×ｈ’（ｘ）、
　　　　（但し、記号Σはｋについての和を表す）
　　補助関数２＝ｈ’（ｘ）＝（（α×ｅｘｐ（β×ｘ）－（２－α）×ｅｘｐ（－β×
ｘ））／（ｅｘｐ（β×ｘ）＋ｅｘｐ（－β×ｘ）））、
　　ｓ0は規格化に用いる定数であり、
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　　Ａk、α、βはそれぞれ近似のための適当な定数（フィッティングパラメータ）を表
す。
【００１９】
　本方法（発明２）は、シム設定の動作の種類が階段関数の場合に代表されるように、動
作量ｓがスカラー量であることを前提としている。一般的には動作量は配列であるので、
本方法を適用する場合は、暗黙の了解として、配列ｓをスカラー量ｓ’に変換してから用
いられる。シム設定の動作の種類が階段関数の場合は、動作量ｓの要素は１つであるので
、それがそのままスカラー量ｓ’に対応する。また、例えば動作の種類が矩形波の場合は
、ｓの要素は高さｈと幅ｄｔの２つであるので、これらを用いて、ｓ’＝ｈ×ｄｔとして
得られる面積ｓ’をスカラー量として用いることができる。
【００２０】
　本方法（発明２）においては、母補償関数は、特定の動作量ｓ0によって規格化されて
求められるので、母補償関数を簡便に得ることができる。また、関数形が簡略化されてい
るので、補償値を算出するときの計算量が小さくなるという利点がある。
　補償関数はその母補償関数を基に動作量ｓについての級数展開により表示されるので、
補償値の連続性が自動的に保証される。また、補償値を少ない計算量で簡便に計算するこ
とができる。
　特に補償関数が、比較的低次の級数展開で表され、引数に対して単調な関数であれば、
広範囲の入力に対して保証値が予想外の値をとる心配がなく、保証関数の設定等に間違い
が入り込んで大きな破綻をもたらす危険性が排除される。すなわち、少ない動作試験によ
って、広範囲の動作を保証することができる。
【００２１】
　発明１～２のシミング装置の主要部分はシムコイル制御装置の内部に実装される。シム
コイル制御装置には、次に挙げる各手段が実装されており、それらの各手段の連携により
上記シミング方法を実現している。
　上記の各手段とは、すなわち、シムの設定を受け取る設定受信手段と、シムの設定の履
歴を逐次記録しておく記録手段と、所定の母補償関数を供給する母補償関数供給手段と、
その時々の時刻と記録されたシムの設定の履歴をもとに補償値を算出する補償値算出手段
と、シムの設定値と補償値とを足し合わせる出力値演算手段と、その演算結果を外部に出
力する出力発信手段とである。
【００２３】
　発発明１～２のシミング装置を用いることにより、強磁場超伝導磁石を用たＮＭＲ測定
において、プローブ変更やシム値調整の前後における磁場変動が無くなって、良好な測定
精度が得られるようになった。
　また、発明３のＮＭＲプローブ装置を用いることにより、Ｚ０以外の項に対する補正母
関数を効率的に求めることが出来るようになった。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】超伝導磁石の磁場変動の実測値と近似曲線とを示すグラフである。
【図２】実施例１のシステム構成を示すブロック図である。
【図３】シムコイル制御装置の内部構成を示すブロック図である。
【図４】シムコイル制御装置の動作を表すフローチャートである。
【図５】超伝導磁石の磁場変動の実測値と近似曲線とを示すグラフである。
【図６】実施例５のＮＭＲプローブ装置の共振器近傍を示す斜視図である。
【図７】実施例５のＮＭＲプローブ素子を示す斜視図である。
【図８】実施例５のＮＭＲプローブ素子の等価回路図である。
【００２５】
　尚、図中の符号は次のものを表す。
（ｔ１）（ｔ２）（ｔ３）　時刻
（Ｅ１）　磁場の曲線
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（Ｃ１）（Ｃ２）　近似曲線
（ＥＳ）　測定空間
Ｒ００）（ＲＸ－）（ＲＸ＋）（ＲＹ－）（ＲＹ＋）（ＲＺ－）（ＲＺ＋）　測定コイル

（ＬＸ）（ＬＹ）（ＬＺ）　測定コイル間の距離
Ｘ　Ｘ軸
Ｙ　Ｙ軸
Ｚ　Ｚ軸
（１００）　総合制御コンピュータ
（２００）　シムコイル制御装置
（２１０）　母補償関数供給手段
（２２０）　シム設定受信手段
（２３０）　シム設定記録手段
（２４０）　補償値演算手段
（２５０）　出力値演算手段
（２６０）　同期信号発生手段
（２７０）　補償後設定出力手段
（３００）　シムコイル駆動装置
（４００）　シムコイル
（５００）　高分解能ＮＭＲ用超伝導磁石装置
（５１０）　超伝導磁石
（６００）　ＮＭＲプローブ装置
（６１０）（６１０ｂ）　筒状筐体
（６２０）　フランジ部
（６３０）（６３０ｂ）　共振器架台
（６４０）　測定コイル
（６５０）　同調回路
（７００）　ＮＭＲ分光計
（８００）　ＮＭＲプローブ素子
（８１０）　測定コイル
（８２０）　標準試料
（８３０）　同調用コンデンサ
（８４０）　整合用コンデンサ
（８５０）　同軸ケーブル
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明は、電子計算機（コンピュータ）と、その動作を制御する一連のコンピュータ制
御コード（プログラム）と、コンピュータとの通信によって動作するシムコイル駆動装置
と、シムコイル駆動装置によって駆動されるシムコイルとによって実施することができる
。コンピュータはＮＭＲ測定の制御用のものと兼用し、その中に必要なプログラムを設定
し、それをＮＭＲ測定とは平行して同時に動作させることができる。また、コンピュータ
を機能部位ごとに設定し、機能を分散して耐障害性や処理能力を高めることもできる。
　なお、本明細書においては、シムコイルを制御するための信号を出力する装置であって
、前記プログラムの実装されたコンピュータと、それらの組合せ、および、その機能の一
翼を担う周辺装置等を合わせた一式のことを、シムコイル制御装置と呼ぶ。また、シムコ
イルにより磁場の安定度や均一度を制御する装置であって、シムコイル制御装置とシムコ
イル駆動装置とシムコイルとを合わせたものの一式を、シミング装置と呼ぶ。
【００２７】
　シムコイル駆動装置はシムの各項に対応した入力をもち、その入力に対応した磁場が生
じるように、換算を行い、シムコイル内の具体的な各コイルに対して電流を出力する。シ
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ムコイルは様々な方向に巻かれた種々のコイルエレメントにより構成されている。換算式
は、一般にテンソルで表され、そのテンソルはシムコイル内の各コイルエレメントの具体
的な設定に依存しており、装置に固有の換算式として、予めシムコイル駆動装置内に設定
されている。また、換算式のみならず、シムコイルとシムコイル駆動装置との間の結線の
仕様は一般には公開されていないので、事実上、シムコイルとシムコイル駆動装置とは密
接不可分のものとして扱われる。
【００２８】
　シムコイル駆動装置とシムコイル制御装置との間は、多くの場合、デジタル回線によっ
て結ばれる。デジタル回線で結ばれている場合は、シムコイル駆動装置は、シムコイル制
御装置からの出力が入力されたときのみ反応するように設定できるので、シムコイル制御
装置を一時的に切り離しても誤動作しないようにシステムを構成することができる。
　シムコイル制御装置とシムコイル駆動装置との間の通信手順は、一般には公開されてお
らず、共通性が担保されないので、事実上、シムコイル駆動装置とシムコイル制御装置と
は密接不可分な関係にある。
　本発明の実施に際しては、シムコイルおよびシムコイル駆動装置については、各種の公
知技術および既存装置を利用することができる。しかしながら、上記の理由により、それ
らは本発明の実施に際して密接不可分であるので、本発明のシミング装置は、シムコイル
とシムコイル駆動装置とを含んだものとして、実現される。
【００２９】
　ＮＭＲ測定の精度に一番影響が大きいのはＺ０の項に対応する変動であるので、多くの
場合、Ｚ０に対して本発明を適用することにより、測定精度は著しく向上し、満足な結果
が得られる。さらに高精度な補償が必要な場合は、低次の項から順に（Ｚ１、Ｘ１、Ｙ１
、ＸＺ、ＹＺ、Ｚ２、Ｘ２、Ｙ２、・・・）本発明を適用して行くのが望ましい。
【００３０】
　本発明を適用する項を限定するときは、用いるプローブ装置や試料の対称性等を考慮す
ることが望ましい。例えば、固体ＮＭＲ測定においてマジックアングルスピニング（ＭＡ
Ｓ）プローブ装置を用いる場合は、シムコイルのＸ軸とＹ軸との内、例えばＸ軸とＭＡＳ
試料管とが略平行となるようにＭＡＳプローブ装置の取付け方向を設定することにより、
Ｙ方向の変動の影響を軽減できるので、Ｚ０以外の項については、Ｚ１、Ｘ１、ＸＺの順
で本発明を適用するのが望ましい。この場合は、これらの４つの項について本発明を適用
すれば、十分満足な結果が得られることが期待される。
【００３１】
　このように、用いるプローブ装置や求められる測定精度に対する必要に応じて、本発明
を適用する項の数（チャンネル数）を設定すると良い。
【００３２】
　試料空間の磁場は、超伝導磁石の発生する磁場と、シムコイルの発生する磁場との合成
である。例えば、シムのＺ０の項に着目すると、この項に対応する超伝導磁石の磁場は静
磁場Ｂ0である。この場合、試料空間の磁場Ｂは、超伝導磁石の発生する磁場Ｂ0とシムコ
イルの発生する磁場ｕZ0との和となる。すなわち「Ｂ＝Ｂ0＋ｕZ0」である。
　シムのＺ０以外の項については、シムの項Ｃ（Ｃ＝Ｚ１、Ｘ１、Ｙ１・・・）に対応す
る磁場の不均一成分をＢ//Cと記述することにする。また、超伝導磁石に由来するシムの
項Ｃに対応する磁場成分をＢ0//Cと記述し、シムコイルの発生するシムの項Ｃに対応する
磁場成分をｕCと記述する。すなわち、試料空間における磁場の各方向の成分は「Ｂ//C＝
Ｂ0//C＋ｕC」（Ｃ＝Ｚ１、Ｘ１、Ｙ１・・・）と記述される。例えば、シムのＸ１の項
に沿った磁場の成分は「Ｂ//X1」と記述され、その値は「Ｂ0//X1＋ｕX1」の形で、超伝
導磁石に由来するものとシムコイルに由来するものとに分解して記述することができる。
　さらに、Ｂ//Z0＝Ｂ、Ｂ0//Z0＝Ｂ0と定義する。これにより、試料空間における磁場の
各成分は、「Ｂ//C＝Ｂ0//C＋ｕC」（Ｃ＝Ｚ０、Ｚ１、Ｘ１、Ｙ１・・・）として、統一
的に記述される。
　シムの任意の１項に着目して議論する場合は、シムの設定値ｕCは、任意な指数である
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Ｃを省略して単にｕと記述することがある。
【００３３】
　以下の説明では、特に断らない限り、シムの一つ項に着目して説明してある。Ｚ０とそ
れ以外の項（Ｚ１、Ｘ１，Ｙ１、・・・）とで、母補正関数を求めるときに適した測定装
置の構成が異なるだけで、それ以外については原理的に同様に本発明を適用できる。
　以下では、具体的な実施例を例示しながら、本発明の内容をさらに詳細に説明する。
【実施例１】
【００３４】
　まず、本実施例における、具体的な装置構成について、図２および図３を参照しながら
説明する。図２はシステム全体を示すブロック図であり、図３はシムコイル制御装置内部
のブロック図である。
　総合制御コンピュータ（１００）は、ＮＭＲ測定装置やシムコイル制御を含む、ＮＭＲ
測定に関連する一切の制御を、総合的に管理している。総合制御コンピュータ（１００）
は実験者からシムの設定を受取り、与えられたシムの設定値をシムコイル制御装置（２０
０）に設定する。なお、シムの設定は実験者に代わってコンピュータプログラムにより与
えられることもある。例えば、プローブ交換に際しては、シムの設定は、プローブ毎に予
め用意された設定ファイルによりその初期設定が与えられる。
【００３５】
　シムコイル制御装置（２００）は、本発明のシミングシステムにおけるシム値の補償に
おいて、核心的な役割を担うものである。シムコイル制御装置（２００）は、総合制御コ
ンピュータ（１００）からシムの設定（ｕ、ｗ、ｓ）を受け取り、所定の補償を施し、補
償された後のシムの設定（ｕ’）をシムコイル駆動装置（３００）に対して出力する。施
される補償の量は時刻の関数として変化する。シムコイル制御装置（２００）は、総合制
御コンピュータ（１００）およびシムコイル駆動装置（３００）とデジタル通信回線によ
って結ばれている。
【００３６】
　シムコイル制御装置（２００）内には、次に挙げる各手段が実装されており、それらの
各手段が協調して動作することにより、全体として所定の動作を行う。
　シム設定受信手段（２２０）は、シムの設定（ｕ、ｗ、ｓ）を、デジタル通信回線を通
じて総合制御コンピュータ（１００）から受け取り、シム設定記録手段（２３０）に渡す
。
　シム設定記録手段（２３０）は、シム設定受信手段（２２０）からシムの設定を受け取
る。受け取ったシムの設定の回数は変数Ｎに記録される。受け取ったシムの設定はそのと
きの時刻ｔN-1と関連付けて（ｕN-1、ｗN-1、ｓN-1、ｔN-1）として記録される。記録さ
れたシムの設定（ｕn、ｗn、ｓn、ｔn）（ｎ＝０、１、２・・・Ｎ－１）と為された設定
の回数Ｎは、他の手段から参照することができる。
【００３７】
　母補償関数供給手段（２１０）は、予め設定された種々の母補償関数を需要に応じて供
給する。母補償関数は種類ｗと動作量ｓと時間ｔ’の関数であり、個別の設定に起因する
磁場変動を近似的に補償することのできるように設定された関数である。母補償関数は用
いる装置固有のものであり、装置の使用に先立って予め外部から設定される（図３の点線
）。関数形等の骨格についてはプログラム的に記述（ハードコード）され、一部のパラメ
ータの設定は設定ファイルから読み込めるようになっている。
【００３８】
　補償値演算手段（２４０）は、母補償関数供給手段（２１０）と、シム設定記録手段（
２３０）とを参照し、それらにより構成された補償関数を用いて、その時々の時刻ｔにつ
いて補償値を演算し、その演算結果を出力する。補償関数「ｇ（ｔ）」は前記母補償関数
と時刻ｔ以前になされたシムの設定により「ｇ（ｔ）＝Σｆwn（ｓn、ｔ－ｔn）」として
表現される時刻ｔの関数である。ここで、記号「Σ」はｎ（０、１、２、・・・、Ｎ－１
）についての和を表す。
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　出力値演算手段（２５０）は、シム設定記録手段（２３０）を参照して得たシムの設定
値に、補償値演算手段（２４０）の出力を足し合わせ、出力する。補償後の設定値ｕ’は
、式「ｕ’＝ｕN-1＋ｇ（ｔ）」により得られる。
　同期信号発生手段（２６０）は、略一定の時間間隔で時刻情報を出力する。この出力頻
度により、補償値の演算頻度が律速される。
　補償後設定出力（２７０）は、補償の施された後のシム設定ｕ’を、出力値演算手段（
２５０）より受け取り、シムコイル駆動装置（３００）に対して、デジタル通信回線を通
じて受け渡す。
【００３９】
　図３では矢印により情報の流れを示し、点線による囲いにより各手段の結びつきの強さ
を示している。例えば、シム設定受信手段（２２０）は総合制御コンピュータ（１００）
からの設定を待ち受けて受け取る部位なので、外部信号に同期して動作するという性質を
もつ。
　母補償関数供給手段（２１０）は、システム更新時等の初期設定のときに限り外部から
設定を受け取る（図３に破線の矢印で示した経路）。
　補償値演算手段（２４０）は、同期信号発生手段（２６０）によって律速されるので、
結果として、出力値演算手段（２５０）はこれらに同期して、補償後の設定を出力するこ
とになる。
【００４０】
　シムコイル駆動装置（３００）はシムコイル制御装置（２００）から受け取った設定値
に従ってシムコイル（４００）を駆動する。シムコイル（４００）は超伝導磁石（５１０
）と一体となって設定されており、全体として高分解能ＮＭＲ用超伝導磁石装置（５００
）を形成しており、測定空間（ＥＳ）はその磁場中心近傍に設定されている。
【００４１】
　高分解能ＮＭＲ用超伝導磁石装置（５００）にはＮＭＲプローブ装置（６００）を装着
することができる。ＮＭＲプローブ装置（６００）は、外形上は筒状筐体（６１０）とフ
ランジ部（６２０）とからなり、フランジ部（６２０）により超伝導磁石装置（５００）
に取り付けられる。共振器架台（６３０）は筒状筐体（６１０）の内部に設定されている
。筒状筐体（６１０）内においては、測定コイル（６４０）と同調回路（６５０）とによ
って共振器が構成され、それらは共振器架台（６３０）により支持されている。測定コイ
ル（６４０）は、測定空間（ＥＳ）内において磁場中心に位置するように設定されており
、そのコイル内に測定対象の試料を保持し、ＮＭＲ測定を行うことができるようになって
いる。
【００４２】
　ＮＭＲ分光計（７００）は、ＮＭＲプローブ装置（６００）に接続され、各種の測定用
高周波パルス列を照射し、それに対する電磁的な応答信号を受信することによりＮＭＲ測
定が行われる。なお、ＮＭＲ測定に際して行われる、高周波パルス列の照射や信号受信な
どの一連の手順のことを、パルスシーケンスと呼ぶ。ＮＭＲ分光計（７００）の動作は総
合制御コンピュータ（１００）により制御される。
　総合制御コンピュータ（１００）、シムコイル制御装置（２００）、シムコイル駆動装
置（３００）、ＮＭＲ分光計（７００）は、相互に密接に通信しつつも自律的に動作して
おり、これらの装置相互間に通信異常等があっても、可能な限り動作が継続されるように
なっている。
【００４３】
　シムコイル制御装置（２００）内に実装された各手段は、より具体的には、図4に示す
フローチャートによって表されるプログラムによって実現している。各部の機能に応じて
、図３に対応した記号が付けられている。図4に示すように、主たる機能は、与えられた
シムの設定値の変化を逐次記録して行く主プログラム内のループと、補償値を自律的に逐
次出力して行く副プログラム内のループによって実現されている。主プログラムと副プロ
グラムとでは、主プログラムで定義される広域変数や広域定数や広域関数や時刻などが共
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有されている。副プログラムは、当初は主プログラムにより開始されるが、それ以降、主
プログラムとは非同期に動作する。補償後の設定ｕ’の出力は、副プログラムにより、逐
次更新される。
【００４４】
　副プログラムを、主プログラムのループ内に取り込んで同期動作とする構成も可能であ
る。同期動作とした場合は、共有変数等の読み書き時における同期確認の処理が不要とな
り、プログラム作成上の間違いが生じ難くなるという利点があるが、その一方で、設定処
理の遅延が出力に及んで出力のタイミングが安定しなくなる可能性があるので、これらの
点を考慮して選択すると良い。
【００４５】
　図４では特には図示しないが、装置の負荷を軽減するため、副プログラムのループの実
行は、同期信号発生手段（２６０）より供給される同期信号により、適当な時間間隔で行
われる。
【００４６】
　広域変数や広域定数や広域関数などのデータは、半導体メモリ等の揮発性の主記憶では
なく、ディスク装置や半導体不揮発メモリ等の不揮発性の補助記憶に格納して共有するこ
とができ、多くの場合、その方が望ましい。不揮発性の補助記憶に格納した場合は、不意
のシステム中断等に際しても、シムコイル駆動装置に障害が生じたりシステム時計が大幅
に狂ったりしない限り、障害なく復帰することができる。補助記憶への参照は主記憶への
参照に較べて時間がかかるが、大きな不都合のない場合も多い。主記憶と補助記憶との両
者を用いて情報の格納を適宜多重化し、参照速度を確保しつつ、不意のシステム中断等に
備えることは、さらに望ましい。
　本実施例においては、具体的には、これらのデータは、ハードディスク装置に設定され
たファイルシステム上にデータファイルとして格納することにより共有されており、各プ
ログラムは、それらのファイルの更新状況を監視することで、主記憶上のデータとの同期
を計るようになっている。
　本実施例において具体的には、広域変数である、整数変数Ｎと、Ｎ－１個の要素（ｎ＝
０、１、２・・・Ｎ－１）をもつ配列変数（ｕn，ｗn、ｓn、ｔn）とからなるデータセッ
トが、主プログラムと副プログラムとの間で、データファイルを媒介として共有されてい
る。
【００４７】
　シムの設定値は総合制御コンピュータ（１００）により、デジタル通信を通じて、何ら
かの手段をもって設定される。本実施例においては、シム制御コンピュータ（２００）の
ファイルシステムの一部は、総合制御コンピュータ（１００）により、コンピュータネッ
トワーク上で共有されており、その共有領域に設定されたデータファイルを書き換えるこ
とにより行われている。すなわち、本実施例においては、シムの設定はハードディスク装
置上のデータファイル媒介としてプログラムに読み込まれる。
【００４８】
　副プログラム中の手続き「補償後の設定（ｕ’）出力」は、シムコイル駆動装置（３０
０）に対して、所定の通信手順を用いて、補償後のシムの設定値ｕ’を設定する手続きで
ある。これにより、補償後のシムの設定値は、シムコイル駆動装置（３００）へと送られ
、シムコイル駆動装置（３００）はそれに応じて、各コイルエレメントに合わせて換算さ
れた電流を出力することによりシムコイル（４００）を駆動する。
【００４９】
　母補償関数ｆw（ｓ、ｔ’）は時間ｔ’が大きくなると０に漸近する性質をもつので、
例えば、時間が経過してｔ－ｔ0が十分に大きくなった場合は、ｆw（ｓ0、ｔ－ｔ0）の寄
与は無視できるようになる。このような古いデータは適宜破棄するのが望ましい。具体的
には、ある時刻ｔにおいて、ｆw（ｓ0、ｔ－ｔ0）の絶対値がある基準値以下となったと
き、当該のデータ（ｕ0、ｗ0、ｓ0、ｔ0）を破棄し、以降を順次繰り上げ、Ｎ：＝Ｎ－１
、（ｕi、ｗi、ｓi、ｔi）：＝（ｕi+1、ｗi+1、ｓi+1、ｔi+1）、（ｉ＝０、１、・・・
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Ｎ－１）として新たに指数付けをし直すとよい。これにより、補償値を算出するときの計
算量と変数格納のための記憶領域の両方を節約できる。
【００５０】
　なお、補償値の更新のタイミングをＮＭＲ測定と同期して、測定に影響を及ぼさないよ
うな構成とすることは、さらに望ましいことである。具体的には、副プログラム内で、Ｎ
ＭＲ測定のパルスシーケンスの実行状況を監視し、１測定のデータ収集が終わり、測定が
緩和待ち時間に入ったのを見計らって、補償値を更新するようにするとよい。この場合、
ＮＭＲ測定のパルスシーケンス中に、補償値の更新の可否を表す同期信号を発生するコー
ドを明示的に設定し、シム制御コンピュータ（２００）はその同期信号を監視するように
構成すると、さらに確実な動作が見込まれる。
【００５１】
　母補償関数ｆw（ｓ、ｔ’）は、種類ｗ（集合）と動作量ｓ（配列または発明２を適用
する場合は実数）と時間ｔ’（実数）の３つの引数をもち、実数の値を返す関数としてプ
ログラム内で予め定義されている。集合とは、例えば（階段関数、矩形波、三角波、のこ
ぎり波・・・）といった動作の種類の集合のことであり、整数の部分集合（０、１、２、
３・・・）に対応付けることもできる。集合の要素の数は、システムが対応すべき動作の
種類の数となる。母補償関数を定義するパラメータの一部は補助記憶上の定義ファイルか
ら読み込むことができるように設定される。母補償関数ｆの具体的な表現方法については
、原理的には制約は無く、それぞれの種類ｗについて、十分に広範囲で密な動作量と時間
（ｓn、ｔ’n）の組（ｎ＝０、１、２、・・・）について「｜磁場の設定値（＝Ｂ0//C＋
ｕC）－磁場の実測値（＝Ｂ//C）－ｆ（ｓn、ｔ’n）｜＜許容誤差」の関係を満たすよう
な、適当な近似値を与える関数を用いることができる。但し、補償値は母補償関数を用い
て時刻ｔごとに頻繁に再計算されるので、計算量が多くなりすぎないように留意しなけれ
ばならない。
【００５２】
　次に、本実施例における、母補償関数ｆw（ｓ、ｔ’）の具体的な設定方法について説
明する。以下では、理解しやすいように、動作の種類を階段関数の場合に限定して、その
場合の母補償関数をｆw=0（ｓ、ｔ’）と記載して説明する。また、さらに「ｗ＝０」の
部分を省略してｆ（ｓ、ｔ’）とも記述する。動作の種類が異なる場合に適用するには、
「ｗ＝０」の部分を他のものに置き換えればよい。
　また以下では、シムの項については、シムのＺ０の項に着目して説明している。これを
シムの他の項について適用するには、例えば以下において、Ｂ0＝Ｂ0//Z0、ｕ＝ｕZ0等な
ので、このＺ０の部分を一般の項Ｃ（Ｃ＝Ｚ１、Ｘ１、Ｙ１、・・・）に読み替えればよ
い。
　なお、対象の項によって、補正磁場の空間的な形状（関数形）が異なるので、基になる
データの測定方法が異なるのでこの点については注意されたい。例えば、磁場の値とは、
対象がＺ０の項の場合は磁場強度のことであり、対象が１次の項（Ｚ１、Ｘ１、Ｙ１）の
場合はそれぞれの軸に沿った磁場勾配のことである。
【００５３】
　時刻ｔ＝ｔ0においてシムの設定値ｕ0と種類ｗ0＝０（階段関数）と動作量ｓ0からなる
シムの設定が与えられたと仮定する。時刻ｔ0の直前における磁場Ｂの実測値をｐ0、時刻
ｔ0以降の時刻ｔにおける磁場Ｂの実測値をｐ（ｔ）とする。
　このような定義の下に、母補償関数ｆw=0（ｓ、ｔ’）は「Ｂ0＋ｕ0＝ｐ（ｔ）＋ｆw=0

（ｓ0、ｔ－ｔ0）」の関係を許容される誤差の範囲内で満たす近似関数として定義される
。すなわち、許容誤差の大きさをｅとすると、満たすべき式は「｜ｆw=0（ｓ0、ｔ－ｔ0

）＋ｐ（ｔ）－Ｂ0－ｕ0｜＜ｅ」（数式Ａ）である。
【００５４】
　時間の経過とともに、ｐ（ｔ）は新たな設定値Ｂ0＋ｕ0に漸近し、ｆw=0（ｓ0、ｔ－ｔ

0）は０へと漸近する。なお、設定値と実測値の度量については、許容される誤差の範囲
内で両者が一致するように予め較正されているものとする。ただし、母補償関数ｆw（ｓ
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、ｔ’）は、十分大きなｔ’については０となる性質をもつので、較正が不十分でもその
誤差が蓄積して行くことはない。
　母補償関数ｆw=0（ｓ、ｔ’）は、与えられる可能性のある、あらゆる（ｓ、ｔ’）に
ついて定義されていなければならない。
【００５５】
　母補償関数を求める過程において、実測で求めることが出来るのは、離散的に設定され
た特定のｓn（ｎ＝０、１、２、・・・）に対するｆ（ｓn、ｔ’）であるので、この点を
明示的にしてｆs=sn（ｔ’）と記述する。このように母補償関数のｓをある特定の値ｓn

に固定した場合の関数ｆs=sn（ｔ’）を種補償関数と呼ぶ。種補償関数は時間ｔ’の関数
であり、添字（ｓ＝・・・）によって特徴付けられ互いに区別される。
　種補間関数は実測値を誤差の範囲内で近似していればよく、その具体的な関数形として
は、適当な解析関数を組み合わせて用いても良いし、折れ線関数等の数値的に定義される
非解析的な関数を用いても良い。また、定義域によってそれらの組み合わせ方を適当に変
更したりして、誤差と計算量とのバランスに配慮するのことが望ましい。
　仮に、ｓ＝０とした場合、自明なものとして、ｆs=0（ｔ’）＝０が得られる。また、
ｓ＝±ｓ0とした場合は、系の対称性から、ｆs=-s0（ｔ’）＝－ｆs=s0（ｔ’）が概ね期
待される。但し、Ｚ０等のＺ軸に関わる項については、符合の正負は、大きな静磁場に対
して平行と反平行に対応し、磁石に蓄えられる全エネルギーを増やす方向と減らす方向と
で違いが生じるので、この部分の対称性が悪い場合が多いので注意されたい。
【００５６】
　あるｓ＝ｓ0について、ｆs=s0（ｔ’）が得られた場合、ｆ（ｓ、ｔ’）のｓ＝ｓ0以外
の定義域における値については、これらの関数を用いて補間または補外により推定するこ
とができる。すなわち、母補償関数は種補償関数を用いた１次の展開による近似として、
　ｆ（ｓ、ｔ’）＝ｆs=s0（ｔ’）×（ｓ／ｓ0）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（数式１）
と表すことができる。これは、特定の種補償関数を用いて母補償関数を表す、最も簡単な
近似方法である。
　種補償関数ｆs=sn（ｔ’）を多数のｓn（ｎ＝０、１、２、・・・）について求めるこ
とにより、さらに高次の近似を用いた高精度な母補償関数ｆ（ｓ、ｔ’）を設定すること
ができる。また、母補償関数ｆ（ｓ、ｔ’）として低次な近似を用いる場合においても、
ある程度の数の種補償関数を余分に求めておくと、それを用いて誤差の検証等を行うこと
ができるので望ましい。
【００５７】
　母補償関数のｓに対する非線形な効果を取り込みたい場合は、前式をさらに一般化して
、
　ｆ（ｓ、ｔ’）＝ｆs=s0（ｔ’）×ｈ（ｓ／ｓ0）、
　ｈ（ｘ）＝Σａk×ｘk

　ここで、記号Σはｋ（ｋ＝１、２、・・・Ｋ）についての和を表す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（数式２）
と表すとよい。ｈ（ｘ）はｘについてのＫ次多項式であり、次数Ｋは、許容される誤差や
計算量に対する要請等に応じて適当に設定される。係数ａkは、種補償関数ｆs=sn（ｔ’
）を多数のｓn（ｎ＝０、１、２、・・・）について求め、それらを良く近似するように
最小自乗法等の方法により求められる。（数式１）は（数式２）でＫ＝１とした特別な場
合に相当する。
【００５８】
　母補償関数のｓの正負に対する非対称な効果を取り込みたい場合は、拡張された双曲線
関数を用いて一般化して、
　ｆ（ｓ、ｔ’）＝ｆs=s0（ｔ’）×ｈ’（ｓ／ｓ0）、
　ｈ’（ｘ）＝（α×ｅｘｐ（β×ｘ）－（２－α）×ｅｘｐ（－β×ｘ））
　　　　　　　／（ｅｘｐ（β×ｘ）＋ｅｘｐ（－β×ｘ））
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（数式３）
と表すとよい。ここでαは０～２の実数値をとる。α＝１のとき、ｈ’は双曲線正接関数
となり、ｘの正負に対して対称的な関数形となる。αとβは所謂フィッティングパラメー
タであり、近似上の要請により適当に設定される。（数式１）は（数式３）において、α
＝１、β＝無限大とし特別な場合に相当する。
【００５９】
　広範囲のｓ＝ｓnについて、多数の種補償関数ｆs=sn（ｔ’）が得られている場合は、
さらに高精度な母補償関数ｆ（ｓ、ｔ’）は、ｓm＜ｓ＜ｓnなるｓに対して、ｆs=sm（ｔ
’）とｆs=sn（ｔ’）との線形結合による補間により、
　ｆ（ｓ、ｔ’）＝｛ｆs=sm（ｔ’）×（ｓn－ｓ）
　　　　　　　　　　＋ｆs=sn（ｔ’）×（ｓ－ｓm）｝
　　　　　　　　　／（ｓn－ｓm）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（数式４）
と表すことができる。このように、任意の（ｓ、ｔ’）に対する母補償関数は、離散的に
求められている近接の種補償関数を用いて、適当な補間により求められる。
　近似の仕方はここに示した線形結合による近似に限らない。この問題は、２次元の格子
点（または線）上で離散的に与えられる値に基づいて、それを近似する２次元の面上で連
続的に定義される関数を求めるという一般的な問題に帰着されるので、このような問題に
関する各種の近似法を利用することができる。格子上のマップを用いて扱う方法等も利用
することができる。
【００６０】
　以上、（数式２）（数式３）（数式４）に例示したように、種補償関数を用いて母補償
関数を近似的に表すには、種々の方法がある。また、近似の具体的な方法はここで挙げた
ものに限らない。さらに、これらの近似方法を適宜組み合わせて用いることにより、近似
精度と計算量とのバランスのより優れた母補償関数を設定することができる。
【００６１】
　図５に示す実験データを参照して説明する。図５には図１に示したＮＭＲにより測定さ
れた試料空間における磁場変動の測定結果を、原点とスケールとを変更して、別の観点か
ら描いてある。横軸は時間を表し、単位は日であり、図の左端で時刻ｔ＝０となるように
原点を設定している。縦軸は試料空間における磁場Ｂを表し、単位はｐｐｍであり、縦軸
の原点は、シムの設定による変動が収まったときの値が０に漸近するように設定されてい
る。図５で実線（Ｅ１）で示した部分は、補償を施さない場合の磁場の値Ｂ0に対応する
。時刻ｔ１とｔ２との間の区間（ｔ１～ｔ２）、および時刻ｔ３以降の区間（ｔ３～）は
、Ｂ0は本来なら０であるべき区間である。ところが、実際には直前に為されたシムの設
定の影響でこれらの区間でＢ0は有限の値を示しており、その値は時間に依存して変化し
ている。補償関数にはこれらの区間（ｔ１～ｔ２、ｔ３～）でＢ0の値を相殺することが
期待される。以下では、このデータを基に、用いた装置で有効な補償関数を求める方法を
具体的に書き下して例示する。
【００６２】
　この実験では、以下に示すシムの設定（ｕ、ｗ、ｓ、ｔ）が時刻ｔ１、ｔ２、ｔ３にお
いて与えられている。下の時刻ｔ０における設定は、システムの初期状態を指定するダミ
ーの設定である。ここでは、ｗ＝０は動作の種類として階段関数を示すものとして取り扱
う。
　（ｕ0、ｗ0、ｓ0、ｔ0）＝（９８．９、０、０、０）
　（ｕ0、ｗ0、ｓ1、ｔ1）＝（０、０、－９８．９、７５６８２）
　（ｕ0、ｗ0、ｓ2、ｔ2）＝（４９．５、０、４９．５、５０９０８６）
　（ｕ0、ｗ0、ｓ3、ｔ3）＝（０、０、－４９．５、５１０００６）
【００６３】
　時刻ｔ１において、ｓ0＝－９９ｐｐｍの階段関数状の変動がＺ０に設定されている。
曲線（Ｅ１）は区間（ｔ１～ｔ２）において、前記の磁場ｐ（ｔ）に対応する。このこと
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に着目して、種補償関数ｆs0=-99（ｔ’）を求めることが出来る。すなわち、種補償関数
ｆs0=-99（ｔ－ｔ１）は、図の実線（Ｅ１）を区間（ｔ１～ｔ２）において相殺する近似
関数として求めることができる。
【００６４】
　一般に、緩和を伴う現象の大きさは、その現象を特徴付ける緩和時間τを用いて、ｅｘ
ｐ（－ｔ’／τ）で表される時間ｔ’の関数で表すことができる。図１においては、同様
の測定結果に対して、τ＝１日および３日の緩和曲線を短破線で示しているが、測定値は
それらの関数では表すことはできない。これは、シムコイルとの相互作用が、超伝導磁石
中の超伝導体の位置ごとに異なるためと、超伝導磁石において、複数の超伝導体を用いて
いるためであると推察される。
【００６５】
　このような緩和現象は、様々な緩和時間τをもった緩和の総和として次のよう一般形で
表すことができる。
　　ｆs=s0（ｔ’）＝Σａm×ｅｘｐ（－ｔ’／τm）
　　ここで、記号Σはｍ（ｍ＝０、１、・・・Ｍ－１）についての和を表す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（数式５）
ａmおよびτmはフィッティングパラメータであり、用いる次数Ｍは、許容される誤差を考
慮して適当に定められる。これらは、超伝導磁石とシムコイルの具体的な構成に依存して
いる。
【００６６】
　（数式５）の関数形を用いて、関数が実験データを近似するようにフィッティングパラ
メータ（ａm、τm）を設定することにより、種補償関数ｆs0=-99（ｔ’）を求めることが
出来る。具体的には、磁場の単位をｐｐｍ、時間の単位を秒として、次の式が実験データ
を良く近似している。
　　ｆs=-99（ｔ’）＝０．０４×ｅｘｐ（－ｔ’／（３６００×２））
　　　　　　　　　＋０．０６×ｅｘｐ（－ｔ’／（３６００×８））
　　　　　　　　　＋０．４６×ｅｘｐ（－ｔ’／（３６００×２４））
　　　　　　　　　＋０．８４×ｅｘｐ（－ｔ’／（３６００×７２））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（数式６）
ここでは、計算量を少なくすることを優先して次数Ｍ＝４の近似とし、実験上の要請と解
釈の容易さとを優先して緩和時間τmを２～７２時間の切りの良い４つの値に設定した。
近似の精度をさらに上げるには、必要に応じて次数を大きくし、用いる緩和時間の組合せ
も任意に設定して最適化すると良い。
【００６７】
　図５に（Ｃ１）の長破線で示した曲線は（数式６）のｆs=-99（ｔ’）を、時刻ｔ１を
原点にとって、（Ｅ１）と区別しやすいように０．２ｐｐｍ上にずらして描いてある。す
なわち図中の曲線（Ｃ１）はｆs=-99（ｔ－ｔ１）＋０．２ｐｐｍを示している。図に示
した曲線は測定結果を０．０１ｐｐｍの誤差の範囲でよく近似している。ずらさないで描
いた場合は、区間（ｔ１～ｔ２）において、（Ｅ１）と完全に重なってしまって区別でき
なくなる。
【００６８】
　この種補償関数ｆs0=-99（ｔ’）を用いて、広い範囲で実測値を近似するように、（数
式３）に示した方法で非対称性等を取り込んで、良い近時を与えるようにフィッティング
パラメータを設定することにより、本実施例におけるＺ０の項に対する母補償関数ｆ（ｓ
、ｔ’）が求められる。次式は求められた母補償関数ｆ（ｓ、ｔ’）を具体的に書き下し
たものである。
　ｆA（ｓ、ｔ’）＝ｆs=-99（ｔ’）×ｈ’’（ｓ／９９）
　ｈ’’（ｘ）＝－０．９６×
　　　　　　　　（１．０４×ｅｘｐ（９．９×ｘ）
　　　　　　　　　－（０．９６）×ｅｘｐ（－９．９×ｘ））
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　　　　　　　　　／（ｅｘｐ（９．９×ｘ）＋ｅｘｐ（－９．９×ｘ））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（数式７）
【００６９】
　このようにして求められた母補償関数ｆA（ｓ、ｔ’）を用いることにより、後に示さ
れるように、シムの設定の履歴による磁場強度における変動を、０．０１ｐｐｍの誤差の
範囲で補償することができる。
　なお、ここで示した母補償関数の具体例は、母補償関数の求め方および設定方法につい
ての理解を深めるのを助けるために例示したものであり、条件を満たす母補償関数はこれ
に限定されるものでは無い点に留意されたい。
【００７０】
　実際に、上で求めた母補償関数ｆAを用いて、補償関数ｇA（ｔ）＝ΣｆA（ｓn，ｔ－ｔ

n）の値を、時刻ｔの全区間について求めることができる。ここで、記号Σはｎ（０、１
、・・・Ｎ－１）についての和を表す。また、設定の為された回数Ｎは、区間（ｔ１～ｔ
２）においてはＮ＝２、区間（ｔ３～）においてはＮ＝４である。
　図５に（Ｃ２）で示された短破線は、このようにして算出された補償値を、負号反転し
て０．４ｐｐｍ上にずらして描いたものである。すなわち、曲線Ｃ２は「－ｇ（ｔ）＋０
．４ｐｐｍ」の曲線を表す。ずらさないで描いた場合は、区間（ｔ１～ｔ２）および区間
（ｔ３～）において、（Ｅ１）と完全に重なってしまって区別できなくなる。
　このことは、シムの設定に補償関数ｇ（ｔ）で表される補正を加えることにより、図の
実測値に見られる変動を補償することができることを示している。
【００７１】
　以上をまとめて、各測定値と関数値について、具体的な数値を表１に掲げる。表１の最
左列には時刻ｔが示されている。その他の列は、各々の時刻ｔにおける各測定値および関
数値を示している。左から順に、補正を施さない場合の磁場の値「ｐ（ｔ）」と、（数式
６）に示される種補償関数「ｆs=-99（ｔ－ｔ１）」と、補償値を符号反転したもの「－
ｇ（ｔ）」と、補償を施した場合の磁場の値「ｐ（ｔ）＋ｇ（ｔ）」の値が示されている
。設定がなされた時刻である、ｔ１、ｔ２、ｔ３については備考欄に注記することで示さ
れている。
【００７２】
【表１】

【００７３】
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　表１からは、区間（ｔ１～ｔ２）および区間（ｔ３～）において「ｐ（ｔ）＋ｇ（ｔ）
」の絶対値は０．０１ｐｐｍ以下であることを読み取ることができる。このことは、本発
明による補償により、シムの設定の影響に起因する磁場変動を０．０１ｐｐｍ以下におさ
えることが出来ることを示している。
【実施例２】
【００７４】
　本実施例においては、シムの設定が連続的な変化として与えられる場合に、本発明を適
用する方法を説明する。本実施例の方法は、連続的な設定の変化を小さな階段状の変化で
近似することである。
　これは、シムに連続的な変化が設定された場合、シムの変更履歴の記録を十分に小さな
時間間隔で記録して行くことによって実現される。より具体的には、本実施例は、任意波
形の設定が与えられたとき、それを多数の小さな階段状の設定の組合せにより近似し、そ
の近似による階段状の設定を実施例１の方法に対して次々と与えることにより実施される
。
【００７５】
　この方法は、近似の精度を上げようとすると、設定履歴の記憶のための容量と、補償値
を計算するときの計算量とが大きくなって行くので、注意が必要である。その一方で、階
段関数状の設定について求められた実施例１の母補償関数をそのまま利用するので、事前
の特別な準備が要らないという利点がある。
【実施例３】
【００７６】
　本実施例は、設定の動作の種類が矩形波の場合に、発明２の方法を適用した例である。
発明２の方法では動作量ｗの値はスカラーでなければならない。
【００７７】
　図５に示す実験例においては、時刻（ｔ２）と（ｔ３）との間で、矩形波（パルス）状
のシム設定が為されている。このパルスは、実施例１では、時刻（ｔ２）における階段状
の変化と時刻（ｔ３）における階段状の変化との２つの階段状の変化として、扱われた。
一方で、２つの変化を合わせた１パルスを、シムの設定の一つと見なすことができる。こ
の場合、母補償関数はパルス状のシムの設定に対して定義される。
【００７８】
　パルスは波高（ｈ）と幅（ｄｔ）とによって特徴付けられるので、動作量ｓはそれら２
つを要素にもつ配列（ｈ、ｄｔ）となる。また、パルスの大きさは波高×幅で特徴付けら
れるので、より簡便にはｓ’＝ｈ×ｄｔで表されるスカラー化された動作量ｓ’を用いる
ことができる。よって、例えば、次のように表される母補償関数を利用することができる
　ｆ’（ｓ、ｔ’）＝ｆ’’（ｈ、ｄｔ、ｔ’）
　　　　　　　＝ｆ’h=h0、dt=dt0（ｔ’）×ｇ（ｓ’／ｓ０’）
　ｇ（ｘ）＝Σａk×ｘk

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（数式８）
　ここでは、簡便のため、（ｈ＝ｈ0、ｄｔ＝ｄｔ0）の場合を近似する種補償関数ｆ’h=

h0、dt=dt0（ｔ’）を用いた。
【００７９】
　このような、パルス状の設定の動作量をその面積で代表して表示する方法は、矩形パル
スではなく任意波形のパルスに対しても適用できる。すなわち、任意波形のパルスは矩形
の場合のｈ×ｄｔに換えて、波形の高さを時間で積分した値である面積ｓ’によって特徴
付けられる。
【００８０】
　本実施例では、パルス状の設定に対する母補償関数ｆ’’（ｈ、ｄｔ、ｔ’）は、時間
ｔ’をパルスの中心から測ることとすると、ｔ’＞ｄｔ／２を定義域として定義される。
これは、階段関数に対する母補償関数をｆとすると、ｆとｆ’’とは、
　ｆ’’（ｈ、ｄｔ、ｔ’）～ｆ（ｈ、ｔ’＋ｄｔ／２）＋ｆ（－ｈ、ｔ’－ｄｔ／２）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（数式９）
で表される関係にある。ここで、記号「～」は式の両辺が誤差の範囲内で等しいことを表
す。これは、式の左辺と右辺とは同じものを近似するものである点から、自明な関係であ
る。
　ここで、仮に系の応答が時間的な相関を持つ（直前の状態に依存して応答が変わる）も
のとすると、式の右辺はｄｔが小さいほど、実測値との間にその相関の大きさに対応した
誤差を生じることに注意されたい。すなわち、複数個のシムの設定が短時間に行われた場
合は、右辺の式による補償（実施例１および実施例２の方法）は誤差を生じる可能性があ
る。そのため、特定の組み合わせの設定が繰り返し行われることが想定される場合は、本
実施例に示すように、その一連の設定を１つのパルス状の設定として取り扱うことが有効
である。
【００８１】
　母補償関数ｆ’は母補償関数ｆの場合と同様に実測値を近似する関数として定義される
。データ処理等に関しては、実施例１における設定の動作量ｓを本実施例におけるスカラ
ー量化された設定の動作量ｓ’に読み替えることにより、実施例１の方法がそのまま適用
できる。
【００８２】
　このように、本発明のシミング方法は、シムの動作が、階段状であっても任意波形状で
あっても、それぞれに適した母補償関数を用いることで、同様な方法で実施できる。任意
波形の場合においても、動作量ｓは、波形の高さｈを時間ｔで積分して面積ｓ’とするこ
とによりスカラー量化することができるので、発明２の方法を適用できる。
　一方、設定の動作量を波形の大きさだけでは表せない場合は、動作量を配列として扱い
、それに対応する母補償関数を割り当てることにより、取り扱わなければならない。
【実施例４】
【００８３】
　シムのＺ０の項に対する母補償関数は、実施例１で示したように、通常のＮＭＲ測定に
よって得ることが出来る。次に、シムのＺ０以外の項に対する母補償関数を求める場合の
測定方法について述べる。例えば、シムの１次の項（Ｚ１、Ｘ１、Ｙ１）は、それぞれの
軸に沿っての磁場の勾配（単位長さ辺りの磁場の強さ）についての補正を与える項である
ので、これらに関する母補償関数を得るには、測定空間内での磁場の分布の時間的化を測
定しなければならない。
【００８４】
　図６には、発明４のプローブ装置の一例として、測定空間内に７個のプローブ素子をも
つＮＭＲプローブ装置の共振器近傍の部分を示している。図６では、当該プローブ装置の
特徴を分りやすくするため、筒状筐体（６１０ｂ）の共振器架台（６３０ｂ）よりも下の
部分は省略されている。
【００８５】
　個々のプローブ素子（８００）は図７に示すように、測定コイル（８１０）と、測定コ
イル（８１０）内に設定された標準試料（８２０）と、測定コイル（８１０）と並列に接
続され主に共振周波数を調整するのに用いられる同調用コンデンサ（８３０）と、測定コ
イル（８１０）と伝送線路との間に挿入され主にインピーダンス整合を調整するのに用い
られる整合用コンデンサ（８４０）と、測定用高周波信号の伝送線路を担う同軸ケーブル
（８５０）とによって構成されており、各部品は蝋付けによって相互に結合している。測
定コイル（８１０）と同調用コンデンサ（８３０）とによって共振器が構成されている。
これらの全ての部品は、ＮＭＲ測定に影響を与えないように非磁性の素材で構成されてい
る。非磁性とは、少なくとも強磁性ではなく、また、常磁性磁化率等についても大きな値
を持たないものをいう。
【００８６】
　プローブ素子（８００）の共振器近傍の電気的な等価回路は図８に示される。同調用コ
ンデンサ（８３０）と整合用コンデンサ（８４０）の各コンデンサは、可変コンデンサと
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固定容量コンデンサとを並列または直列に適宜接続することにより構成されており、ある
程度の可変範囲をもつ。
　プローブ素子（８００）では最低限のＮＭＲ信号を得られれば良く、そのためコンデン
サには耐電圧等は通常のＮＭＲプローブ程には要求されないので、小型のチップ部品等を
用いることができる。
　同軸ケーブル（８５０）として、いわゆるセミリジット同軸ケーブルを用いることによ
り、測定コイル（８１０）は、同軸ケーブル（８５０）により支持されるようにすること
ができる。同軸ケーブル（８５０）は、共振器架台（６３０ｂ）に固定される。
【００８７】
　共振器の位置は、測定コイルの中心を基準点として示される。それぞれの共振器は原点
およびＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸のそれぞれの軸上に対称的に設定されており、それぞれ、（Ｒ０
０）（ＲＸ－）（ＲＸ＋）（ＲＹ－）（ＲＹ＋）（ＲＺ－）（ＲＺ＋）と符号付けられて
いる。また、共振器（ＲＸ－）と共振器（ＲＸ＋）との間の距離は（ＬＸ）であり、共振
器（ＲＹ－）と共振器（ＲＹ＋）との間の距離は（ＬＹ）、共振器（ＲＺ－）と共振器（
ＲＺ＋）との間の距離は（ＬＺ）である。
【００８８】
　標準試料としては、ある程度先鋭なＮＭＲ信号が得られるものであれば利用できる。そ
の中でも、水（Ｈ2Ｏ）の水素原子（Ｈ）が重水素原子（Ｄ）で置換されたものである重
水（Ｄ2Ｏ）は、取り扱いの容易さや、共鳴周波数の手ごろさなどから、最適な試料であ
る。１Ｈ－９３０ＭＨｚ磁石を用いたＮＭＲ装置の場合、重水素核のＮＭＲの共鳴周波数
は約１４３ＭＨｚとなる。この程度の周波数ならば、共振器をコイルとコンデンサで構成
する場合、共振器の大きさが波長に較べて十分に小さくなり、いわゆる集中定数回路的な
扱いが有効なため、共振器の設計や調整が容易であるという利点をもたらす。特に、プロ
ーブ素子と分光計との間に選択式の開閉器（スイッチ）を挿入して、測定対象のプローブ
素子を簡便に選択できるようにする場合、スイッチによる挿入損を抑えるには、測定周波
数は低い方が都合が良い。
【００８９】
　本実施例では、標準試料として、重水を用いている。重水は樹脂製の管に樹脂を溶融す
ることより封管されている。試料の封管方法は、樹脂の溶融に限らず、ゴム栓や接着剤等
の樹脂によることができる。このように、重水素は天然存在比が小さいので、用いる容器
等からの夾雑信号を心配しなくても良く、それらの素材に対する選択肢が広いという利点
をもたらす。重クロロホルム等の重水素置換された溶媒も、同様に利用することが出来る
が、それらの溶媒は沸点が低いため、封管に技術を要するという難点がある。
【００９０】
　プローブ素子Ｅ（Ｅ＝Ｒ００、ＲＸ－、ＲＸ＋、・・・）を用いてＮＭＲ測定すること
により、その位置における共鳴周波数をＦEが得られる。Ｘ軸に沿った磁場勾配ＤＦXは、
ＤＦX＝（ＦRX+－ＦRX-）／ＬＸで表される。このＤＦXがシムの項Ｘ１に対応する。
【００９１】
　本実施例においては、磁場中心（原点）に置かれたプローブ素子（Ｒ００）は、Ｚ０の
項に対する母補償関数を求めるとき以外にも、高次の項についても測定値の検証用に用い
ることができる。本来ならば、高次の項のシムの設定による磁場の勾配に変化があっても
、原点の磁場は変動しないはずである。もし、原点の磁場に大きな変動が見られた場合は
、超伝導磁石とシムコイルとプローブの３者間の位置関係、または、シムコイル駆動装置
内の換算式の設定がずれて設定されている可能性が大きいので、その設定のずれを修正す
べきである。
　本実施例の発展形として、原点にＮＭＲ測定用のコイルが配置された通常のＮＭＲプロ
ーブにおいて、その空いた空間にプローブ素子を適宜配置して、通常測定と磁場勾配測定
との両方に対応可能なプローブを構成することもできる。
【００９２】
　プローブとＮＭＲ分光計との間には、高周波リレーを用いたセレクタスイッチを挿入す
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ることができる。さらに、プローブ素子の選択をパルスシーケンス中で指定し、その指定
に基づいて、セレクタスイッチを制御することができる。これにより、複数のプローブ素
子について、時分割で平行して測定を行うことができるようになり、測定時間が大幅に短
縮される。
【００９３】
　測定空間内の磁場分布を測定する装置の一つに、空間内を走査することにより磁場の分
布を求めるシムロボットがある。ところが、本発明においては、磁場の絶対値ではなく経
時変化が重要なので、シムロボットを流用して使用することは相応しくない。シムロボッ
トのプローブ内での移動が測定に悪影響を与えるからである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００９４】
【特許文献１】特開２００１－２１８７５０
【非特許文献】
【００９５】
【非特許文献１】実験化学講座８「ＮＭＲ・ＥＳＲ」第５版、日本化学会編、（丸善、２
００６）
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(21) JP 5594632 B2 2014.9.24

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(22) JP 5594632 B2 2014.9.24

【図７】 【図８】



(23) JP 5594632 B2 2014.9.24

10

20

フロントページの続き

    審査官  田中　洋介

(56)参考文献  特開２００２－１６５７７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－１２３７６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０４６００３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６１－００２０４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第４８９９１１０（ＵＳ，Ａ）　　　
              品川秀行 他，強磁場ＮＭＲ用超電導磁石の安定性について，固体ＮＭＲ・材料フォーラム報告
              ，２００８年，No.44/9，pp.59-60
              品川秀行 他，固体ＮＭＲ用超伝導磁石のシムに起因する磁場揺動，第48回ＮＭＲ討論会，２０
              ０９年１１月１０日，pp.384-385
              品川秀行 他，強磁場ＮＭＲ用超伝導磁石の安定性とシム制御，固体ＮＭＲ・材料フォーラム報
              告，２０１０年　４月２３日，No.47，pp.57-58

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　２４／００－２４／１４
              Ｇ０１Ｒ　３３／２０－３３／６４
              Ａ６１Ｂ　　５／０５５
              ＪＳＴＰｌｕｓ（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）
              ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

