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研究成果の概要（和文）： 
	 本研究では、超高感度な光ポンピング原子磁気センサ(OPAM)により脳磁図などの他のモダリ
ティと融合可能な超低磁場マルチモダリティ MRI システムの開発を目的に研究を行った。まず
OPAM の高感度化のため K 原子または Rb 原子を混合したハイブリッド型を提案し高感度化が可
能であることが実証した．次に，超低磁場 MRI の実現に向けて，フラックストランスフォーマ
と OPAM を組み合わせた MR 信号の遠隔計測に関して理論的検討と実測による検証を行った．そ
の後，日本初となる MR 信号とヒトの心磁図分布の計測に成功した。	 
 
研究成果の概要（英文）： 
In recent years, optically pumped atomic magnetometers (OPAMs) have reached sensitivities 
comparable to and even surpassing those of super-conducting quantum interference devices (SQUIDs). 
In this study, we developed an ultrahigh-sensitivity OPAM as a magnetic sensor for an ultra-low field 
(ULF) MRI system, which can measure biomagnetic fields and magnetic resonance (MR) signals 
simultaneously. First, we demonstrated that our newly developed K-Rb hyblid OPAM achieved high 
sensitivity. In addition, we demonstrated measurements of human magnetocardiograms with our OPAM. 
Finally, we successfully detected MR signals using the OPAM. 
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１．研究開始当初の背景 
	 医用イメージングシステムの中で磁気共
鳴画像（MRI）システムは臨床の現場で広く
用いられ非常に重要な地位を占めている。現
在の MRIシステムにおいては、磁気共鳴信号
の検出に RF 誘導コイル（ピックアップコイ

ル）を用いているおり信号強度を大きくする
ため超伝導磁石などによる強磁場の印加が
必要であり、大型・高額なシステムとなって
いる。また，静磁場強度の増大に伴い勾配磁
場も大きくなり、その変動に伴い人体に誘導
される電流の健康への影響が懸念される。 
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	 このような背景のもと、超伝導量子干渉素
子(SQUID)を用いた超低磁場MRIの試みが報
告されている。しかし、SQUIDは液体ヘリウ
ムによって冷却する必要があるため、装置の
小型、低価格化が困難である。 
 
２．研究の目的 
	 本研究では、脳磁図などの他のモダリティ
と融合可能な超低磁場マルチモダリティ
MRIシステムの実現に向けて，SQUIDを凌ぐ
新たな超高感度光ポンピング原子磁気セン
サ(Atomic magnetometer)を開発し，この新規
センサを用いた生体磁気信号ならびに磁気
共鳴信号の検出を行うことを目的とした。中
でも、光ポンピング原子磁気センサの感度を
上げるため、K 原子と Rb 原子という２種類
のアルカリ金属を混合したハイブリッド型
センサを提案し、Rb原子をポンピングし、そ
のスピン偏極をカリウムに移すことにより
計測系のノイズ低減を図ることにより高感
度化の達成を目指す。 
 
３．研究の方法 
	 本研究では、我々がこれまで開発してきた
光ポンピング原子磁気センサのさらなる高
感度化を図り、この磁気センサを用いて脳磁
図などとの同時計測を可能とするマルチモ
ダリティの超低磁場磁気共鳴画像システム
を世界に先駆けて実現するための実験的、理
論的検証を行なう。 
	 初年度はK原子と Rb原子のハイブリッド
型によるセンサの高感度化を中心に研究を
進め、次年度は磁気共鳴信号の検出ならびに
画像化のため、静磁場強度が 300μT以下で
ある超低磁場ならびに３軸の勾配磁場の印
加と制御可能な電磁石システムを用いて
MRI の実現可能性を実験的に示す。また、
光ポンピング原子磁気センサを用いて同じ
実験系において脳磁図計測も計画しており
マルチモダリティ MRI システムとしての可
能性を示す。 
 
3.1 原子磁気センサの原理と高感度化 
	 本研究で用いる光ポンピング原子磁気セ
ンサ(Atomic magnetometer)は、光ポンピング
法により生成したアルカリ金属原子のスピ
ン偏極を用いて磁場を測定するという原理
で動作する． 
	 光ポンピングとは近接した２つのエネル
ギー準位における原子の占拠数に光を用い
て大きな差を作る方法である.図 1 に示す様
に光ポンピングされたアルカリ金属原子（K
原子や Rb原子）はスピン偏極し、そこに印
加される磁場が直線偏光の偏光面を回転さ
せるため,この回転角により磁場を検出でき
る. 
	 このセンサは、特にスピン偏極の緩和レー

トが小さくなる状態において原理的に
SQUID を凌ぐ超高感度 (～0.01 fT/Hz1/2) が
達成でき，かつ冷却装置を必要としないこと
から，新たな磁気センサとして期待されてい
る．  

図１ 原子磁気センサの原理 
 

本研究では，この原子磁気センサの感度を
上げるため、K 原子と Rb 原子という２種類
のアルカリ金属を混合したハイブリッド型
を提案し、K原子を直接ポンピングする代わ
りに Rb原子をポンピングし、Rb原子のスピ
ン偏極を K原子と Rb原子のスピン交換衝突
により K 原子に移すことにより計測系のノ
イズ低減を図ることにより高感度化の達成
を目指す。併せてセルの作成の諸条件、最適
なレーザのパワーなどを理論と実験の両面
から明らかにする。 
センサの動作原理ならびに本研究の高感度
化のアイディアを現在使用している計測シ
ステム（図２）により説明する.図３に示すよ
うなアルカリ金属のK原子とHe, N2を混合し
た緩衝ガスを封入したガラスセル(27 cm3)を
3 層磁気シールドボックス内に設置されたオ
ーブン内で加熱する.磁気シールドを通過す
る微弱な磁場は,シールド内に設置された 3
軸ヘルムホルツコイルによって相殺される. 
図中に示すように、円偏光されたポンプレー
ザをK原子のD1遷移の共鳴波長である 770.1 
nm に調整し，ゼロ磁場中に存在する K 蒸気
に y軸方向から照射する． 
電子を選択的に励起することによって電子
スピンの向きが y軸方向に揃い，K原子のス
ピン偏極 Syが生じる．Syが生じている状態で
z軸方向へ測定対象磁場 Bzを印加すると，Bz
によって y 軸方向のスピン偏極 Syは Sy×Bz
で表されるトルクを受け，x-y 平面上で回転
する．この回転によりスピン偏極の x成分 Sx
が生じる． 
Sxの存在下で，K の D1 共鳴波長 770.1nm
から若干離調させ (769.9 nm)，直線偏光され
たプローブレーザを x軸方向から照射すると，
プローブレーザの偏光面が Sx に応じて角度
φだけ回転する．プローブレーザはセルを透
過後，偏光ビームスプリッターを用いて P偏
光成分と S偏光成分に分けられる．それぞれ



 

 

の成分をフォトダイオードで検知し，差動増
幅して得られる電気信号は偏光面の回転角
φに比例する．偏光面の回転角φは Bzによっ
て決まるので，差動増幅の電気信号から Bz
の大きさが得られる． 

 

図２	 計測システムの概要 

  	 	 	 	 	 	 	 	 	 

図３	 カリウム封入ガラスセル 
 

3.2 MR信号の計測 
	 本研究で開発する光ポンピング原子磁気
センサは計測しようとする磁気共鳴周波数
に依存せず、一定の感度を有するセンサであ
るため、信号の検出のために強い静磁場を加
える必要がない。すなわち、軽量なコンパク
トな電磁石の使用で磁気共鳴信号が計測可
能である。この実験には図４に示す３層ミュ
ーメタルの磁気シールドボックス中に図５
に示す静磁場と３軸勾配磁場を印加可能な
コイルシステムを用いる。 
 

 
図４	 磁気シールドボックス	 	 

 
図５	 実験用磁場印加コイルシステム 

 
	 図５の磁場印加コイルシステムでは円筒
の軸方向に 300μT の静磁場を加えることが
できる。このコイルシステムの中心に直径
2cm、長さ 5cm円筒状サンプル資料を配置し、
その直下に図２のガラスセルを置き、シール
ドボックスの外部に配置するポンピングレ
ーザならびにプローブレーザからのレーザ
光をガラスセル中心で交差させる。 
	 さらに磁気共鳴画像を取得するため、この
コイルシステムを用いて磁気共鳴信号検出
のために静磁場、勾配磁場制御のためのパル
スシーケンスの開発を行った。 
 
3.3	 生体磁気計測 
	 原子磁気センサを用いた生体磁気計測に
先立ち，ヒトの頭部を模擬した生理食塩水の
入った球状のガラス容器内に電流ダイポー
ル型の微小電極を配置したファントムを作
成し，それをセンサ近傍の平面上でスキャン
することにより磁場分布を計測する．計測結
果の妥当性ならびに信頼性を検証するため
理論値との比較を行った． 
	 続いて，生体磁気信号として信号強度の大
きい心磁図の計測を行った．被験者は年齢
25-33 才の健常男性３名である．原子磁気セ
ンサ上面に非磁性の木製ベッドを配置し，被
験者はベッドにうつ伏せ状態で横たわり，心
臓近傍の 20cm x 20cm の領域において 5cm
間隔で計 25 箇所で心臓から発生する磁気信
号を計測した． 
 
４．研究成果 
	 2010年度は、光ポンピング原子磁気センサ
の高感度化に主眼をおいて研究を進めた。高
感度化のため、まず計測感度と帯域幅のセン
サ動作条件依存性に関する理論的・実験的検
討を行った。 
	 実験においては、K 原子と Rb 原子という
２種類のアルカリ金属をまず単体で用いた
場合に関して、特に低周波数帯域における環
境磁気ノイズや計測システム系の磁気ノイ
ズの低減を図った。その後、K 原子と Rb 原
子という２種類のアルカリ金属を混合した 



 

 

 
 

 

 

 
図 6  MCG信号測定領域（上段）と全計測点
における加算平均後の MCG波形（中段），R
波のピーク時間における心磁図分布（下段） 
 
ハイブリッド型セルを作成し、ポンピングさ
れた原子のスピン偏極をスピン交換衝突に
よりもう一方の原子に移すことによりノイ
ズを低減し高感度化が図れる事を示した。併
せてセルの作成の諸条件、最適なレーザのパ
ワーなどを理論と実験の両面から明らかに

した。 
	 2011 年度はまず前年度の研究成果を踏ま
え，引き続き光ポンピング原子磁気センサの
高感度化の研究を進めた。2010年度の研究に
おいてアルカリ金属の K原子または Rb原子
を混合したハイブリッド型の新たなガラス
セルを作成し，ポンピングする原子とプロー
ブする原子を別にすることで高感度化が可
能であることが実証できたので，2011年度は
両原子の混合比やレーザのパワー，波長とい
った実験パラメータの最適化について理論
的，実験的な検討を行ってさらなる高感度化
を図った． 
	 次に，超低磁場 MRIの実現に向けて，フラ
ックストランスフォーマと光ポンピング原
子磁気センサを組み合わせたMR信号の遠隔
計測に関して理論的検討と実測による検証
を行った．フラックストランスフォーマはピ
ックアップコイル、インプットコイルと、そ
れに直列に接続した可変コンデンサからな
る。本研究では、原子磁気センサの物理的制
約を考慮したフラックストランスフォーマ
のコイルの位置、形状、サイズを，SNRを最
大にするようシミュレーションによって決
定し実測により妥当性を実証した。 
	 2011年度実施したMR信号の遠隔計測実験
には 300μT の静磁場と３軸勾配磁場を印加
可能なコイルシステムを用いた。このコイル
システムの中心に，さらに 30mTのプリポー
ラライズ磁場を印加可能なコイルを設置し，
MR 信号検出のために静磁場、勾配磁場制御
のためのパルスシーケンスの開発を行った。 
	 一方、マルチモダリティシステムに向けヒ
トの生体磁気信号の計測を試み，日本初とな
る原子磁気センサによる心磁図分布計測（図
６）に成功した。 
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