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脳磁計測システム MEGvision

Magnetoencephalograph System MEGvision

160チャネル全頭型の脳磁計測システムMEGvisionを開発した。脳磁計は神経細胞の電気生理学的な活動を高

い時空間分解能で非侵襲的に計測する装置で，脳の持つ高度な機能の解明や臨床医学における機能マッピング

など，近年さまざまな分野で利用されるようになって来ている。

当社は1974年よりSQUIDの研究と開発に取り組んでおり，この分野では常に先駆的な成果をあげてきた。脳

磁計は超伝導工学，電子回路技術，低温工学，磁気遮蔽技術，計算機科学，医用工学などの広範な要素技術を

結集させて初めて開発可能なシステムであり，また脳磁計を価値あるものとするためには有効な応用分野を開

拓する必要がある。当社では装置を開発する一方で，MEGvisionを病院や研究所に設置して医学と脳科学の分

野への応用を進めてきた。本年１月には厚生省の薬事承認を取得している。

本報告では，今回の脳磁計測システムの開発で実現した主な要素技術について解説するとともに，臨床医学

への応用事例を紹介する。

151

春　田　　康　博*1 上　原　　　　弦*2

HARUTA Yasuhiro UEHARA Gen

河　合　　　　淳*2 下川原　　正　博*2

KAWAI Jun SHIMOGAWARA Masahiro

We have developed a whole-cortex 160-channel MEG system: MEGvision. MEG is well known as a

noninvasive method for investigating the brain electrical activity at high spatial and temporal resolu-

tion. Many MEG studies have been reported on cognitive science and functional brain mapping over

the last several years.

Since 1974 Yokogawa has been a pioneer of SQUID that is a key component of an MEG system.

MEG system is based on a large variety of component technologies, such as superconducting devices,

electronics, cryogenics, magnetic shielding, computer science and medical engineering. It is also im-

portant to find effective applications of MEG for being recognized as a valuable tool. We have collabo-

rated with the universities for neuroscientific and clinical studies along with developing MEG system.

We have got an authorization of the Pharmaceutical Affairs Law from Ministry of Health and Welfare in

January 2000.

We describe each component technology of the MEG system and introduce some clinical studies in

this report.

図１　脳磁計測システムMEGvisionの外観

1. は  じ  め  に

脳は最後に残された未知の領域の一つとして，科学の

諸分野から大きな注目を集めている。一方，わが国にお

いては21世紀に高齢化社会を迎えることが確実であり，

痴呆をはじめとする脳疾患が重要な社会的課題となると

考えられることから，医学の分野でも脳の診断に大きな

期待が寄せられている。

脳磁計（MEG:Magnetoencephalograph）は，神経細胞の

活動に伴って発生する微弱な磁場を測定することによ
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り，脳の機能を非侵襲的に測定する装置である。医学分

野を中心に，近年急速に普及が進みつつある。

脳から発生する磁場を測定することは古くから考えら

れていた。それが実用的な意味で可能となったのは，

SQUID（Superconducting QUantum Interference

Device：超伝導量子干渉素子）が開発されてからである。

1972年にMITのCohenがSQUIDを用いた脳磁計測に初め

て成功したのを嚆矢とする。その後，理工学分野の研究

によって装置の高度化と高性能化が進められ，最近で

は，脳研究や基礎医学から臨床医学に至る広い分野でさ

まざまな応用が試みられている。

当社では計測への応用を目的に，1974年よりSQUID磁

束計の開発に取り組んできた（1）（2）。1976年には，わが国

で初めて心臓からの生体磁場計測に成功している（1）。そ

の時に製品化されたSQUID磁束計は，大学や研究所で利

用された。1990－1996年には通産省による国家プロジェク

トである超伝導センサ研究所に参画し，世界最大規模の

脳磁計の開発に成功した（3）。

その後は研究メンバーの移動先である金沢工業大学と

の間で共同研究を続け（4），1998年には160チャネルの全頭

型生体磁気計測システムを発表した（5）。

今回報告する脳磁計測システム（愛称：MEGvision，エ

ムイージービジョン，以下MEGvisionと記す）は，当社が

25年にわたって研究と開発を重ねてきた実績と，前記超

伝導センサ研究所に参画して成し得た成果，先端技術研

究の産学協同利用を推進する金沢工業大学との共同研

究，および関係各位の御理解と御協力を結実させたもの

として，ここに紹介するものである（6）。本年１月には厚

生省の薬事承認を取得し，医療装置として販売を開始し

た。図１に，MEGvisionの外観を示す。

2. 脳磁計測の原理

脳磁は神経細胞の活動，特に大脳皮質錐体細胞の興奮

性シナプス後電位に伴って発生する電流によって作られ

ると考えられている。その発生機序を図２に示す。

神経細胞が興奮すると細胞膜のイオンチャネルが開い

て細胞の内外に電流が流れるようになる。このうち，細

胞外を流れる電流は頭部全体を還流するため，互いに打

ち消されて外部へは殆ど磁場を発生しない。一方，細胞

内を流れる電流は局在しているため電流密度が高く，観

測可能な磁場を発生する。ただしその強度は数pT（T：テ

スラ）から数10fT（f：フェムトは10－15）程度であり，地磁

気（10－5T）と比較しても著しく小さな信号である。

このような微弱な磁場を検出可能なセンサとしては

SQUIDが知られており，それをシステム化して脳内の活

動を計測する装置としたものが脳磁計である。最近は装

置の高度化・大規模化が進み，MEGvisionでは160個のセ

ンサを頭部全体を覆うように配置している。

測定された磁場の空間分布よりその発生源を求めるこ

とは磁場源解析と呼ばれ，電磁気学の理論を用いて測定

値から信号源を逆推定することによって行われる。脳磁

では生体が磁気的に透明であるため，信号源として等価

電流双極子を仮定した場合，数ミリメートル以下の高い

位置精度で活動部位を同定することができる。これを

MRI等の形態画像上に投影することで，脳内の活動状態

や活動部位およびその時間的な推移を可視化することが

できる。

3. 脳磁計測システムの構成

MEGvisionは，被験者を乗せるテーブル，脳から発生

する磁場を検出するセンサ部，センサ部を極低温に保つ

デュワ，センサの駆動と信号処理を行うエレクトロニク

ス部，測定された脳磁信号を収録して解析・表示する計

算機部，環境磁気雑音を遮蔽する磁気シールドルーム等

より構成される。システム全体の構成を図３に示す。

図２　脳磁の発生する原理 図３　脳磁計測システムのシステム構成
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3.1 SQUID

図４（a）はセンサ部分であるSQUID磁束計のブロック

図である。２つのジョセフソン接合を持つ超伝導ループ

からなるSQUIDと電子回路から構成されている。Icは

ジョセフソン接合の臨界電流，LsはSQUIDのインダクタ

ンス，Rは接合のシャント抵抗である。

液体ヘリウムによってSQUIDを超伝導状態に保ち，超

伝導ループに2Icを超えるバイアス電流Ibを流して両端に

発生する電圧を観測すると，外部磁束の変化に従って図

４（b）のような磁束量子Φ0 = 2.07×10－15Wb（Wb：ウェー

バー）を周期とした磁束─電圧曲線が得られる。この関

係は非線型であるが，出力電圧をプリアンプと積分器で

増幅し，コイルMfを経由してSQUIDに負帰還をかける

と，磁束─電圧曲線の出力電圧と基準電圧との差が零に

なる点に安定する。これは零位法の一種でFLL（Flux

Locked Loop）法と呼ばれている。この状態で積分器の出

力を読むことにより，SQUIDに入力する磁束に対して線

形動作する磁束計を実現することができる。

MEGvisionでは，２つの超伝導ループを差動型とする

ことでSQUIDに直接鎖交する外部磁気雑音をキャンセル

する構造としている。また，センサ間のクロストークを

低減するために外部負帰還方式を用いるなど，ノイズに

配慮した設計を行っている。

SQUIDは以上の原理によって磁束の変化を電圧の変化

に変換するものであるが，実際の生体磁場計測では

SQUIDに磁場を効率的に導くために検出コイルが用いら

れる。検出コイルとしては，さまざまなタイプのものが

提案されているが，MEGvisionでは外来ノイズの除去に

優れ，しかも目的信号の減衰が少ない同軸型グラジオ

メータを用いている。ベースラインは50 mmとし，深部

からの信号の検出にも対応可能とした。

図５にセンサの外観を示す。実測による評価の結果，＿＿
センサ単体の磁場分解能として5fT/√Hzという高い性能

が得られていることを確認した。

3.2 デュワ

センサはデュワと呼ばれる断熱容器中に極低温に保持

され，頭部全体を覆う形で配置されている。MEGvision

では，今後予想される高次脳機能計測への要望にも対応

可能なように，センサを約25 mm間隔という高い密度で

160箇所に配置しており，必要かつ十分な空間分解能と精

度が確保された設計となっている。

今回のシステムでは，センサをデュワ内部にボトル

シップ方式で組付ける方法を開発することで，完全横形

のデュワ構造を実現した（4）。これにより，被験者は仰臥

した安楽な姿勢で検査を受けることができる。体動によ

る振動も抑制されたため，安定した計測が可能となっ

た。さらに，装置を支持するガントリーも不要となり，

システム全体の小型化も達成した。高さは1.62 mで，設

置空間に制約のある都市部の病院にも導入可能である。

また，開口部の工夫により，液体ヘリウムの消費量を低

減してランニングコストを抑えるとともに，病院での運

用に適した補給システムを用意した。

3.3 計算機システム

測定された脳磁信号は計算機に取り込まれ，必要な信

号処理と磁場源の解析を行った上で，結果を利用者に理

解容易な形で表示する。

図４（a）　ブロック構成図

図５　センサの外観

図４　SQUID磁束計

図４（b）　磁束－電圧曲線
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収録性能は，脳磁計の長所である時間分解能を生かす

ため，最大サンプリング周波数は連続収録の場合で

４kHz，同期収録の場合は10 kHzと高い性能を実現し

た。また，複雑な課題にも対応可能なように，８種類の

刺激を入力可能な外部トリガーラインを設けている。

信号処理機能については，ディジタルフィルタ，スペ

クトル解析，同期加算など，豊富な機能を用意してい

る。

磁場源解析機能は，単一および複数個の等価電流双極

子推定のほか，広がりを持った推定法も備えている。

以上はすべてパーソナルコンピュータをベースに構成

されており，OSにはオープン性と操作性にすぐれたWin-

dowsを採用している。脳磁解析ソフトウェアを手持ちの

計算機にインストールすることも可能で，ワープロや表

計算，統計解析などの市販のアプリケーションソフト

ウェアとの連携も容易である。また，当社の医療情報シ

ステムARTEMISに接続して検査情報を病院内で共有化

するなど，発展性への道程も確保されている。

4. 応　　用

現在，日本には20台を越える脳磁計が稼動しており，

世界一の保有台数を誇っている。

今回，当社が開発した脳磁計測システムは，小規模タ

イプを含めて国内外に４台設置され，臨床研究と脳機能

研究に用いられている（6）。臨床研究では，てんかん患者

の異常波解析による外科的治療の適応検討，視覚・聴覚

機能の検査，リハビリテーション過程での機能回復の評

価，痴呆の早期発見への試みのほか，脳腫瘍患者の外科

手術における術前機能検査に応用して安全かつ正確な手

術を実現するなど，脳磁計の特性を生かした成果を数多

く報告してきている。脳研究では言語学や認知過程など

の分野で先進的な成果をあげている。

図６　てんかん患者の脳磁計測結果

図６はMEGvisionを用いててんかん患者の発作間歇期

における脳磁を計測した結果である。左上は測定された

脳磁信号の時系列波形であり，右上はそのうちの一時刻

における磁場分布を等磁場線図として描出したものであ

る。下のMR画像は，棘徐波の発現をみた時刻において信

号源推定を行った結果を重ね合わせたものである。図よ

り両側頭頂後頭部の皮質異形成部位に電流双極子の集積

が認められ，脳磁計測によっててんかんの病巣部位を非

侵襲的に同定可能なことが実証された。

5. お  わ  り  に

脳磁計の最大の特長はミリ秒単位の高い時間分解能と

ミリメートル単位の高い空間分解能を併せ持っている点

にある。また，脳の高度な機能の解明にはヒトを対象と

した研究が必須であり，その際に脳磁計の持つ完全な非

侵襲性は研究を推進する上での有効な特長点となろう。

MEGvisionは，脳研究や基礎医学に求められる高性

能・高機能と，臨床医学で求められる実用性の両方の要

望に応えることをねらいとして開発されたものである。

今後は適用分野を一層拡大して脳磁計の有用性をさらに

高めてゆくことが必要であろう。

今回開発した脳磁計が21世紀の脳科学と医学の発展に

寄与することを，ここに開発者を代表して念願するもの

である。
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