大学教育の場における最適なベンチトップNMR

Spinsolveは大学教育において最適なNMRを提供します。速さと有益情報をもつ感度と機能性の高
さは忙しい大学研究の場においても活躍し、従来のシステムと比べコスト面でも優しく便利で
高パフォーマンスのNMR測定を行うことができます。
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図1では200mM溶液中、DMSO-d6/ジメチルスルホキシ

O

ド-d6内の出発物質（赤）および最終生成物（青）の1H
NMRのスペクトルを示している。

•Resolution: Spinsolve spectra provide
similar chemical information as at 300 MHz
メチルピーク（CH3）の消失および10.5ppmから6.6pm •Sensitivity: Students can work with
concentrations of hundreds of mmol
でNH2 へ変化したNHピークは成功的な反応が見られ •Convenient: Itʼs in the lab, on the bench
たという証である。結果によると周波数の低いNMRの •Fast: Students obtain informative spectra
within a minute of sample preparation
使用により科学的情報が失われるということはなかっ

た。

•Resolution: Spinsolve spectra provide
similar chemical information as at 300 MHz
•Sensitivity: Students can work with
速さ
：有益な情報をもつスペクトルを数分間のサンプル生成で
concentrations
of hundreds of mmol
得ることが可能
•Convenient: Itʼs in the lab, on the bench
便利：
ラボやベンチトッ
学生の居るところで使用できる
•Fast:
Studentsプ等、
obtain
informative spectra
within a minute of sample preparation
感度が非常に高いため、数十〜百のmmol/ミリモル濃度で使
用できる

Spinsolve 43 MHzスペクトルは高磁場での使用時と同等の
科学情報の提供が可能

Reduce consumables by using non-deuterated solvents

コスト削減

The Magritek Spinsolve is ideally suited for
undergraduate teaching programs because
costly deuterated solvents are not necessary.

Spinsolveは高磁場NMRよりも安価であると同時に

重水素化溶媒を必要としないためコスト削減につなが

Student example
In this Second Year Chemistry experiment,
students synthesise
p-nitroacetanilide
through the アニリ
nitration
of acetanilide.
2-3回生が行うセト
ドを加水分解してp-ニトロアセ
The
following
reaction
トアニリドを合成する化学実験 is performed:
ります。

$

The ﬁgure below shows the NMR spectra of
starting material (red) and ﬁnal (blue) product,
both in deuterated and non-deuterated DMSO
as solvent. Note that although there is a large
図2
solvent
peak for the non-deuterated solvent,
水 all peak
due to the superb spectral resolution,
assignments can still be made for the molecule.
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図2は重水素化および非重水素化DMSO中のスターテ
ィング物質（赤）および最終生成物（青）のNMRスペク
トルを
示している。
非重水素化溶媒に大きなピークが見られたが、ピーク

重水素化

•Samples can be analysed in native solutions.
•Solubility issues are resolved ‒ any solvent
can be used
•Non-expensive - deuterated solvents are not
necessary
•No loss of performance by using budget NMR
重水素化溶媒を使用しないためコスト削減につながる
tubes
•Amenable to in-line
monitoring of reactions.
低価格のNMRチュー
ブ使用可
サンプルは原液の溶液で解析可
どの溶媒でも使用できるので、溶解度の問題なし
インラインでの反応モニタリングが可能
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常磁性

•Simple
to use interface permits students
シンプルな操作方法で学生も難度の高い実験を行うことができる
to常磁性サンプルの解析を簡単に行うことができる
run diﬀerent protocols
•Paramagnetic
samples can be analysed
進化した2次元NMR測定法で操作が簡単
easily
19
ボタン一つで Fスペクトルの測定が可能

This enables students to use 2D experiments in
order to better interpret 1D NMR spectra.

進化したNMR
NMRを始めて使用する多くの学生はシステムの理解
およびケミカルシフトとj結合の区別が難しいと感じて

Student example
1H NMR
As an example, we consider the
The
spectrum of ibuprofen dissolved in CDCl
be
3. The
COSY experiment is used to assign which protonand
resonances are coupled to each other. Cross-peaks
ma
in the 2D spectrum indicate through-bond
The
coupling. The COSY spectrum for ibuprofen is wit
shown below.
blu
From the cross-peaks two spin systems are
at 1
図4
observed: CH-2/CH
and
3-10 and CH2-7/CH3-9.

います。2次元NMR測定法では2次元性に更に多くの
情報を加えより効果的にNMRスペクトルの解析を行い
ます。
CDCI3で溶解するイブプロフェンのスペクトルを
1H

NMRとした場合、COSY法は陽子共鳴を引き起こす

ために用いられる。2次元スペクトルでのクロスピークは
スルーボンドカップリングを示す。イブプロフェンの
COSYスペクトルは図4を参照。
クロスピークでは2つのスピン系が見られた：
CH-2/CH3-10およびCH2-7/CH3-9
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The 2D homonuclear
j-resolved experiment can
Cl
The
be used to gain information about chemical shift
ich protonandj-coupling, especially where spectral overlap
Cross-peaks
makes it diﬃcult to resolve.
bond
The j-resolved spectrum is shown below, along
rofen is with the peak assignment and the 1D spectrum in
blue.The experiment clearly conﬁrms the doublets
s are
at 1.02, 1.62 and 2.60 ppm, quartet at 3.84 ppm,
.
and multiplets at 2.00 and 7.30 ppm.

•The COSY experiment identiﬁes the proton
signals from magnetically coupled chemical
COSY法は磁気的に連結した化学基から発せられる
groups.
プロトンシグナルを識別
•2D COSY is one of the most commonly used 2D
2次元COSY法は最も使用されている2次元NMR測定法の一つ
NMR experiments.
•Takes 10 minutes to run, ideal for teaching lab.
約10分で解析可能な教育現場に最適なシステム
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美しくシンプルで分かりやすいソフトウェア

Spinsolveソフトウェアはシンプルで美しく、研究ラボで簡単に使用できる手間の少ないデザインです。ほとんどの解析はボ
タン一つで行うことが可能。解析中の切り替えもボタン一つで行うことができます。使い方を覚える手間を省きまた処理能
力を更に速めます。
上記の図はSpilnsolveソフトウェア最新版に搭載された19F解析機能使用時のスクリーンショット

「生成した化合物の解析だけでなくNMR測定も可能に。
学生実験をリサーチや進路設定において有益なものにし、また化学に対する意欲を高めます」
メルボルン大学 化学学部長、フランセス・セパロヴィック教授

SpinsolveTM ベンチトップNMRスペクトロメータは
ラボや教育現場での実験を向上させます。

SpinsolveTM が教育現場で必要とされる理由

$

コスト削減
高磁場の製品と比べ安価
重水素化溶媒不要
消費電力が少ない
比較的安価なNMRチューブ使用可能

時間の節約
ベンチトップでの使用に最適
スタンダードな5mmNMRチューブで素早いサンプル交換が可能
手間がかからない
シンプルで使いやすいソフトウェア
漏洩磁場を防ぐ安全仕様

有益な情報提供
NMR測定を使用する教育現場で先導的な役割を果たす
約10秒で高解析のNMRデータが取得可能
最新の2次元バージョンではマルチパルス（2DJR、COSY）および19Fフッ素の解析が可能
学生や教育スタッフがNMR測定法を直に経験できる

お見積り、デモ使用または試料測定をご希望の方はお気軽にご連絡ください。
製造元
国内代理店

Magritek Limited www.magritek.com
株式会社朝日ラボ交易
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-4
Tel 078-335-8613
Fax 078-335-8614
Website http://www.asahilab.co.jp
お問合せは info@asahilab.co.jp にご連絡願います

