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脳磁計測システム用データ収録装置の開発
Development of the Measurement Platform for MEG Systems

脳磁計（Magnetoencephalograph　以下MEG）用のデータ収録装置の再設計を行った。金沢工業大学からの技

術移転を受け，従来の MEGのシステムの構成を抜本的に見直し，回路の再設計，使用部材の内作化等を行うこ

とにより，容積を従来品の 1/4程度にすることができた。本稿では，再設計した MEG用データ収録装置につい

て報告する。
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We redesigned the data acquisition system for Magnetoencephalograph(MEG). Based on technology

transferred from Kanazawa Institute of Technology (KIT), we have reviewed the current MEG system

configuration drastically, and successfully reduced the capacity of the new system to one quarter of the

existing system through circuit redesign and in-house production of parts. This paper describes the

redesigned new data acquisition system for MEG.

1. は じ め に

MEG（Magnetoencephalograph）とは，「超伝導センサ技

術（SQUID磁束計）」を用いて，脳の神経活動に伴って発

生する微弱磁場を，頭皮上から非侵襲で計測，解析する装

置をいう。当社のMEGは，既に複数の病院及び研究機関

への納入実績があり，脳疾患患者への術前診断検査など

を行う目的で利用されている。従来の当社のMEGは，そ

の基礎理論から大学との共同研究によって開発された経

緯もあり，臨床現場で必要とされる機能以外にも研究目

的での機能が多く含まれていた。一方，医療現場のエンド

ユーザーからは，より簡単操作で効率的にデータの収録

ができるMEGの開発が望まれていた。そこで，当社が石

川県金沢市にライフサイエンス事業部を立ち上げるのを

機に，大学側から横河電機へのMEGシステムの技術移転

を行い，提供された技術をベースにシステムの最適化設

計を行うプロジェクトを立ち上げた。本稿では，プロジェ

クト発足後，約1年を掛けて再設計された脳磁計測システ

ム用データ収録装置について報告する。

2. システム構成

図1に，今回開発したMEG用データ収録装置の外観を

示す。従来，システムは図のデータ収録部のラックと同じ

大きさのラックが6台必要であったが，今回の設計の見直

しにより，1台のラックで同等の機能のシステムを組むこ

とができた。ラックの大きさは，高さ1850 mm，幅800 mm，

奥行き800 mmである。システムとしては，このラック以

外にラック内の機器の制御と取り込んだデータを表示・

解析するパソコン（PC）1台と2台のディスプレイから構成

されている。パソコンとデータ収録ラックは，USB通信
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図 1　MEG用データ収録装置外観
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で接続されている。電源は薬事法の規定に準拠した認定

品のトランス経由で配電盤から引き込み，ラックの中で

DC電源を作成している。データ収録ラック内（図2）は，超

伝導センサからの信号を直接受け取るFLL（Flux Locked

Loop，以下FLL）ユニット（図中①），FLLでフィルタリ

ング・増幅などの加工を施された後の信号をAD変換し，

PCへ転送するデータ変換部（図中②），及び患者が検査を

受けるシールドルーム内の酸素濃度やセンサを駆動する

ために必要な液体ヘリウムの残量をモニタする監視パネ

ル部（図中③）から構成される。

監視パネル部③の部材は，自社製レコーダ，市販の酸素

濃度計，同じく市販の液面計で構成され，特に今回の再設

計で改訂を加えることはしていない。

本稿では，主に新たに作成した①のFLLユニットと，②

のPCベース測定器によるデータ収録装置の構成と制御・

解析用ソフトウエアについて報告する。

3. FLLユニット

FLLユニットは16個のセンサの信号を受け取るFLLモ

ジュール13枚と，センサ以外の16種類の外部信号を受け

取るASP （Analog Signal Processor，以下ASP）モジュー

ル3枚で構成されている。センサの信号は16個×13枚で

208 ch，外部信号は16種類×3枚で48 chの信号を処理

できる。FLLユニット内でFLLモジュールの信号は，中

継ボードのドーターボードを経由してマザーボードへと

接続されている。基板の種類としては，3種で構成されて

いる。

FLLモジュールは従来のMEGシステムのFLL回路を

そのまま残したが，研究用で冗長に付加されていた回路

は削る方向で見直しを行い，制御回路系は新しいシステ

ムに合わせて新規に設計した。

図3に，従来のFLLモジュールと今回作成したFLLモ

ジュールを示す。従来品に比べ，容積・コスト共約1/4を

実現した。FLLモジュールで検出されたセンサからの信

号は，増幅，フィルタ処理をされた後，16対1にマルチ

プレクスされてドーターボードへ送られる。ドーター

ボード上では，4台毎にFLLモジュールからの信号を受

け取り4対1にマルチプレクスした後，信号をデータ収録

部に送る。ドーターボードは4対1のマルチプレクサを合

計4セット用意し，ASPを含む全256 chの入力信号から

4本を選択する。MEGは微小な信号を高感度センサで検

出する装置なので，信号を直接受け取るFLLユニット内

にはセンサへの雑音源となるクロックを持つ制御回路は

持たず，マルチプレクサの切り替えやAD変換器の設定な

どは，全て外部からのI/O信号で直接行っている。

4. データ収録部

4.1 ハードウエア

従来のMEG システムのデータ収録装置は市販のAD

ボードをPCのPCIスロットに搭載し，そのPCを複数台

ラックに積み込む形で構成されていた。今回の再設計で

は，この部分を自社製品のPCベース測定器WE7000で構

成した。WE500の計測ステーション2台と高速AD変換モ

ジュールWE7118を2台，ラック搭載のFLLユニットなど

の制御用にパターンI/OモジュールWE7131とデジタルI/

OモジュールWE7262を各1台，またWE7118用のAD変

換のタイミングを作成するために自作したクロックモ

ジュール1台から成る。図4に，今回採用したWE7000を

用いたデータ収録装置の構成を示す。FLLユニットから出

力される4本のアナログ信号が2入力のWE7118の2台に

それぞれ2本ずつ接続される。WE7118の1入力で64 ch分，

図2　MEGデータ収録部ラック内

図3　旧FLLモジュールと新FLLモジュール
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2入力で128 ch分のセンサ信号を担当し，2台のWE7118

モジュールを用いることで合計256 chのセンサ信号のAD

変換を実現している。A D 変換のサンプルレートは

WE7118の各入力で640 KS/sで行い，各センサ毎のサン

プルレートは10 KS/sである。尚，10 KS/sは，従来のMEG

と同等のサンプルレートで，機能としては等価であるが，

WE7000を用いた本データ収録装置は従来品と比較し，大

幅な部品点数の削減とコストの低減を実現した。

4.2 ソフトウエア

（1）基本構成

FLLユニットの制御，及び取り込んだデータの処理，

解析は，WE500とUSBで接続された解析部のPC1台

に搭載したソフトウエアで全て行われる。

今回の再開発では，ソフトウエアを2つの機能に分

類，整理した（図5）。一つはハードウエアの再開発に

伴い，新規開発となったデータの収録やハードウエ

アの制御を担当する「データ収録ソフトウエア」。も

図4　WE7000を用いたデータ収録装置

図5　ソフトウエア基本構成
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図6　新MEGシステム 操作開始画面（ランチャー画面）

う一つは既存のMEG解析制御ソフトウエアを改訂

し，収録したデータの解析や加工を担当する「データ

解析ソフトウエア」である。

データ収録ソフトで得た脳磁データなどはファイル

としてPC内に保存し，データ解析ソフトウエアはそ

のファイルを開くことにより解析を行う。

再開発したソフトウエアは，基本的な機能・性能は既

存のMEGソフトウエアを踏襲しながらも特に臨床現

場からの声に基づいた操作性の向上を目指し，エン

ドユーザーがコンピュータの専門家でなくてもスト

レスなく操作できるよう，GUI（Graphical User

Interface）を多用した使い易いユーザーインタフェー

スを採用した。

（2）操作・画面仕様

図6に，今回開発したMEGソフトウエアの起動時に

表示されるランチャー画面を示す。この画面の各ボ

タンから「データ収録部」「データ解析部」それぞれ

の各種機能を実行するための設定画面を一元的に全

て開くことができる。画面内のボタンには，エンド

ユーザーが MEGを操作する時に何が実行されるボタ

ンかが視覚的に分かるように，アイコンと文字で標

記してある。

ランチャーにはMEGシステムを運用するために必要

な合計8種の機能ボタンが用意されているが，システ

ムの起動と停止を行うシステム画面①と，測定中の

脳磁波形を時系列でオシロスコープの様にモニタす

るリアルタイムモニタ画面②，そのリアルタイムモ

ニタを行うための測定条件など各種設定を行う計測

条件設定画面③は，使用頻度が高いことからラン

チャーの上部に配置した。

②，③でデータ収録を行った後，PC内に保存された

データを⑧の解析画面からデータ解析ソフトウエア

を立ち上げ読み込みを行い，各種作業を行うことが

できる。

この様に，MEGシステムで脳磁波形を取得して解析

するまでの基本的な一連の作業を，スムーズに行え

るように画面を構成した。

5. お わ り に

以上，MEG用データ収録装置の最適化再設計の結果の

概要を述べた。主に医療現場向きに機能・操作の最適化を

行ったことにより，今後，より多くの医療現場で本システ

ムが活用されると考えている。
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