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★ 分析機器解説シリーズ（46）★ 

SQUID磁束計を用いた生体磁気計測 

 

                       工学部情報工学科 伊良皆啓治、上野照剛＊ 

                      （＊現在 東京大学医学部医用電子研究施設） 

 

１．はじめに 

  センターニュース第12巻、第2号の分析機器解説シリーズにおいて、物質の帯磁率を測定 

 する量子干渉磁束計（SQUID，superconducting quantum interference device）が紹 

 介されたが、ここではSQUID磁束計を微弱な生体から発生する磁場計測に応用した生体磁気 

 計測に関して紹介する。 

  生体電気活動に伴うイオン電流は、体表面に電場を生成すると同時に磁場を体のまわりに 

 誘起する。このような磁場をSQUID 磁束計で測定すると、脳波EEG に対応して脳磁図MEG 

 が、また、心電図ECG に対応して心磁図MCG が得られる。地磁気が0.3×10-4T、都市の磁 

 気ノイズが0.2×10-6T程度であるのに対して、心臓から発生する心磁図は1.0×10-10Tの 

 オーダ、脳から発生する脳磁図は0.1pT（ピコテスラ）から1pT（1.0×10-12T）のオーダ 

 の非常に微弱なものである。 

 図1に示すように、まわりの磁気ノイズに埋もれた微弱な磁気信号を検出するのは容易なこ 

とではないが、1970年初め、まわりの磁気ノ 

イズを遮蔽した磁気シールドルーム内で 

SQUID磁束計を用いて生体磁場の測定に成功 

して以来l)、生体磁気計測の研究が盛んに行わ 

れるようになってきた。特に、1990年代に入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1 生体磁気現象と磁場強度および周波数    図2 7ch ＤＣ－ＳＱＵＩＤシステム 
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  ってからのSQUID開発の進展には目をみはるものがあり、多チャネル磁束計の開発とともに、 

 生体磁気計測が、脳機能研究の手段として、また、脳機能診断装置として各方面から注目を 

 集めることになった。我々の研究室では、7チャネル高感度SQUID磁束計と磁気シールドルー 

 ムよりなる生体磁気計測システムを平成3年度に導入した（図2）。ここでは、SQUIDによる 

 生体磁気計測について脳磁図計測に関して紹介する． 

２．脳磁図計測の特徴 

  脳磁図は脳波と同じように脳内の電気現象を捉えたものであり、脳を画像として診るⅩ線 

 CT、MRI、PETなどの画像診断装置とは異なった以下のような特徴を有している。 

 （1） 機能的情報が得られる 

    Ⅹ線CTやMRI（lＨイメージング）では組織の器質的病変は抽出できるが、機能的な 

   変化は検出できない。この点、脳磁図計測は、神経細胞の電流変化を測定対象としてい 

   るので、脳の機能的情報が得られる。したがって、ヒトの認知や記憶といった脳の高次 

   機能の研究に脳磁図計測が有用である。 

 （2） 無侵襲計測である 

    Ⅹ線CTやPETなどの診断装置は、無侵襲とは言っても、体外から生体に何らかの物 

   理エネルギーを加え、生体との相互作用を測定して体内の様子を推定するものである。 

 （3） 電源局在推定が数mmの精度でできる 

    磁気計測では脳波測定での欠点であ 

   る頭骸骨の影響が無視できるので、特に 

   大脳皮質の電源推定に有効である． 

 

３．脳磁図の計測 

  脳磁図計測の一例として我々が測定した音 

 刺激による聴性誘発脳磁図に関して、潜時50 

 ～100msec以降の長潜時の聴覚誘発反応と潜 

 時の短い中潜時の聴覚誘発反応について脳磁 

 図計測と電源の位置推定の結果を示す2)。音刺 

 激が与えられると、信号は鼓膜から蝸牛に入 

 り、上オリーブ核、外側毛帯、内側膝状体な 

 どの脳幹を通り、一次聴覚野に到達する。聴 

 覚野には刺激後約15msecで到達しその後、聴 

 覚野で何らかの処理が行われ、脳の他の部位 

                         図3 中潜時聴性誘発脳波・脳磁図波形 
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 に信号が伝達される。一次聴覚野では誘発反応は刺激後約50msecと 100msecに大きな反応 

 が見られ、このうち100msecの長潜時成分では聴覚刺激の周波数によって神経活動の位置が 

 異なるという現象が脳磁図によって示されている。潜時50msec以前の中潜時成分は信号レ 

 ベルが小さいこともあり、これまで磁場でほとんど測定されていなかった。 

  図3に聴性誘発反応の脳磁図（MEG）波形および（EEG）波形を示す。誘発脳波に対応す 

 る各成分の誘発脳磁図が測定されていることがわかる。この成分の位置を電源推定問題を解 

 くことにより求めた結果を図4に示す。図4では被験者の脳のMRI画像上に表示している。こ 

 れにより、SQUIDで測 

 定することにより求めら 

 れた神経活動の位置が、 

 脳のどの部位に対応して 

 いるのか知ることが出来 

 る。もっと詳細に研究す 

 ることにより、聴覚野の 

 情報処理過程を解明する 

 ことも可能になるであろ 

 う。 

  SQUID磁束計は非侵 

 襲で脳の機能部位の推定 

 が可能であり、高次脳機        図4 中潜時聴性誘発脳磁図の推定電源位置 

 能研究への応用が期待されている。次に、高 

 次脳機能の中でも文字認知に関して、我々が 

 実験を行っている文字認知過程時の視覚誘発 

 脳波・脳磁図を計測した結果について示す。 

  視覚刺激としてスライドプロジェクターで 

 英単語と無意味な英文字列を呈示し、英単語、 

 単なるアルファベットの文字列、光のみの、そ 

 れぞれの誘発波形を測定した（図5）。これら 

 の波形を見ると潜時300～600msecで各刺激 

 間で違いが現れた。特に英単語および文字列 

 で刺激した場合には前頭頭頂部で脳波の振幅 

 が大きくなっているのが見られた。頭部全体 

                        図5 英単語、文字列、光それぞれの刺激に 

                            よる誘発脳波、脳磁図 
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 で脳磁図を測定することが出来なかったので、言語認知の際の活動源を推定することは出来 

 なかった。文字認識のような高次脳機能を測定し、活動部位を推定するためにはSQUIDによ 

 る脳磁図計測は有効であるが、これには頭部全体を覆って脳磁図が測定できるホールヘッド 

 タイプのSQUID磁束計が必要である。 

 

４．脳磁図計測の臨床応用 

  脳磁図計測は、高次脳機能研究の他に脳の機能的疾患の診断の非侵襲検査法として期待さ 

 れている。九州大学医学部では、アメリカBTi社製の37チャネルSQUID磁束計を導入し耳 

 鼻咽喉科の山本智矢博士を中心としたグループが臨床応用に関する研究を進めている。これ 

 までの研究で、特に、てんかん症例における神経異常活動部位の推定に対して有用な情報が 

 得られることが確かめられている3)。この他、膿腫瘍などでの異常神経活動部位やその拡がり 

 の推定が可能である。また、脳外科手術における摘出部位の機能の確認にも用いられている。 

 

５．おわりに 

  脳の機能的情報を二次元的なイメージングとしてとらえる脳磁図は脳研究および神経系疾 

 患の診断にますます重要になるものと考えられる。脳磁図計測により、これまで観測されな 

 かった脳内磁気情報源が検出され、そのことが各種脳疾患の機序解明や早期発見に寄与し、さ 

 らには、脳と心の仕組の解明の糸口となれば、SQUIDによる脳機能イメージングは今後ます 

 ます発展するものと期待できる。 
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★ トピックス ★ 

 

イオン交換体相吸光光度流れ分析法による 

微量成分定量法の開発 

 

                              理学部化学教室 松岡史郎、吉村和久 

 

１．はじめに 

  環境試料中の微量成分が測定の対象となる場合、通常、多量の試料を前濃縮した後定量に 

 供するため、操作が煩雑になり、ルーティーン分析には困難を伴う。状態分析を行う際には、 

 濃縮の段階で状態変化を伴うこともあり得る。その点において、水試料中の微量成分を呈色 

 化学種としてイオン交換体に濃縮し、直接吸光光度定量を行うイオン交換体相吸光光度法は、 

 非常に高感度であり、天然水中に存在するsub－ppbレベルの重金属の定量に有効である。1,2) 

 我々はこれにさらに改良を加えた。イオン交換体を予め充填したフローセルに、流れ系の中 

 で目的成分を吸着濃縮させ、その固相減光度を直接モニターすることで、流れ分析の検出器 

 として用いることができるようになった。3,4) ここでは、クロム(Ⅵ)に対して高い選択性を 

 持つジフェニルカルバジド（DPC）を呈色試薬として用いた天然水中のクロム（Ⅵ）の定量5) 

 を例にとって、その流れ分析法を紹介する。 

 

２．天然水中のクロム（Ⅵ）の定量 

  クロム（Ⅵ）の定量操作：流れ系をFig.1に示した。試料は、採水地点で0.45μmメンブ 

 ランフィルターでろ過後、ポリエチレン容器に保存したものを用いた。サンプルキャリヤー 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.1．Schematic diagram of the flow an analysis system. A，carrier solution stream； 

      B，DPC solution stream； C，six-way rotary valve for sample introduction； D， 

      double four-way valve with two PTFE tube loops packed with AG MP-50 in 

      the hydrogen form； E，reaction coil； F，six-way rotary valve for desorbing 

      agent introduction； G，flow-through cell； H，back-pressure tube. 
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 （超純水）の中に導入された試料は、まず、マクロポーラス陽イオン交換樹脂Bio－Rad AG 

 MP－50（ H＋型 ）を充填したPTFEチューブを通過するが、このとき樹脂減光バックグラウ 

 ンドを変動させる多価陽イオンが除去される。その後、別のラインからくるDPC溶液と混合、 

 発色する。ライン内で生成した目的錯種は、フローセル(Fig.2)に充填した陽イオン交換樹 

 脂に吸着、濃縮される。その着色を 

 分光光度計を用いてモニターした。 

 樹脂相の減光度をベースラインと 

 し、これに上乗せされる減光度を 

 550nmで測定した。流れ系に試料 

 を導入して得られた発色プロファイ 

 ルをFig.3に示す。セル内のイオン 

 交換体に吸着した呈色化学種を脱著        Fig.2. Flow-through cell. 

 するための脱着剤(クロム－DPC錯生 

 成系では希硝酸を用いる)が必要となる 

 ことが、通常の流れ分析法と大きく異な 

 る点である。図中の記号で示したところ 

 で試料と脱着剤をそれぞれ導入した。試 

 料の導入後、錯体がセル中のイオン交換 

 体に吸着濃縮されるにつれて徐々に減光 

 度が増加していき、試料がすべて通過し 

 てしまえばやがて一定となる。定量には 

 減光度差であるΔAを用いる。 

  検量線と検出限界：導入サンプル量が 

 4.4cm3 では0.05～2ppbのクロムの定量 

 ができた。検量線の直線性も良好であっ 

 た。また、導入サンプル量を少なくとも 

 15 cm3まで増すことが可能であり、必要 

 に応じてさらに高い感度を得ることがで 

 きる。から試験値の変動幅の2倍の吸光 

 度を示すクロム量を検出限界とすると、 

 0.009ppbで非常に高感度であった。2.2 

 ngのクロム（Ⅵ）を含む溶液4.4cm3を 
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 用い6回繰り返し測定を行った結果、変動係数3.9％と精度良く定量を行えることがわかった。 

  溶液法との感度の比較：本法では、流れ分析が可能となるばかりでなく、今まで行ってき 

 たイオン交換体相吸光光度法よりも少量の試料により高感度が得られる。これは、主として、 

 定量に用いる固相への濃縮率が高いことに起因する。モル吸光係数εの光吸収イオンを含む 

 溶液Vcm3 が断面積Scm2 のフローセルに充填したイオン交換体に定量的に吸着濃縮され、交 

 換体相で έのモル吸光係数を示すとすれば、セル長ιcmでの溶液法との感度比はSRはSR＝έ 

 V/εSιで表される。ι＝1cm，ε＝έの場合SR＝V/Sとなる、つまり、溶液法において、サン 

 プルV/S cmのキャピラリーセルにつめて測定したことに相当する。例えば、内径1.5mmの 

 セルを用い4.4cm3 の試料を導入すると、溶液法よりも250倍の高感度化が容易に達成できる 

 ことになる。実際には、理論値に到らなかったが、160倍の高感度となった。 

  実試料の分析：本法によって、山口県秋吉台の5地点のカルスト地下水の測定を行った。そ 

 の結果をTablelに示す。ICP－MS  

 で総クロム濃度の測定を試みたが、天   

 然水の場合には共存するマトリックス 

 成分のため、正確な分析値を得ること 

 は困難であった（m／z50：SO；52： 

 ArC、ArO、ClOH；53：ClO；54： 

 ArN、ClOH、Feによる妨害がそれぞ 

 れ存在する)。本法は、状態分析が可能 
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 なことを含めて、ICP－MSよりも優れた定量法であると思われる。 

 

３．ま と め 

  本法は、目的呈色化学種のイオン交換体への吸脱著が容易に行えれば、いかなる系にも適 

 用できる。系に応じて適当な脱着剤を用いて脱着を行うと、イオン交換体充填フローセルは 

 繰り返し定量に用いることができる。10cm3以下の試料量で、通常の溶液法の100倍以上の高 

 感度を流れ分析法として容易に達成することができ、サブppbレベルまでの定量が可能とな 

 った。今までに、Table 2に示した系について報告があるが、超微量成分に関する環境モニ 

 タリングやプロセス管理等に適用できるものと期待される。 
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