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特集：JST Ｓ−イノベプロジェクト「超伝導システムによる先進エネルギー・エレクトロニクス産業

の創出」の最近の進展 

高温超伝導 SQUID センサを用いた磁気的バイオセンシングシステムの開発 

九州大学 圓福 敬二 

 

１．はじめに 

科学技術振興機構の研究成果展開事業の中の戦略的イノベーション創出推進プログラム（Ｓイノ

ベ）において、「高温超伝導 SQUID を用いた先端バイオ・非破壊センシング技術の開発」の課題を推

進している。この課題では、日立製作所（神鳥明彦）、日立ハイテクノロジーズ（鈴木博之）、超電

導センシング技術研究組合（安達成司）、岡山大学（塚田啓二）、豊橋技術科学大学（田中三郎）と

共同で、高温超伝導 SQUID センサと磁気ナノ粒子を組み合わせた新規な磁気的バイオセンシング技

術の開発を行っている。すなわち、磁気的バイオセンシングの基盤となる高感度 SQUID の作製技術

と磁気ナノ粒子の特性評価技術を開発するとともに、体外診断を目指した磁気的免疫検査装置、及び

体内診断を目指した磁気粒子イメージン技術の開発を行っている。本稿では、これらの磁気的バイオ

センシングシステムの開発の現状について紹介する。 

 

２．磁気的免疫検査装置 

免疫検査とは疾患由来の蛋白質、細胞、DNA などのバイオ物質を検出する手法であり、血液検査

などの体外診断で多く用いられている。本研究では、磁気マーカーと SQUID センサを組み合わせた

磁気的免疫検査法を開発している。図 1 (a)に測定の原理を示す。固定用ポリマー粒子にバイオ物質

(Target)を固定し、その後、磁気マーカーをバイオ物質に結合させる。結合したものを結合マーカー

（Bound）、未反応のものを未結合マーカー（Free）と呼ぶ。すなわち、サンプル中には結合マーカー

と未結合マーカーが混在することになる。 

検査のためには、結合マーカーと未結合マーカーを分離(BF 分離)し、バイオ物質と結合した結合マ

ーカーの数を測定する必要がある。従来の検査法では、洗浄工程によりこの BF 分離を行っている。

これに対して磁気的手法では、結合マーカーと未結合マーカーの磁気特性の違いを利用して両者を磁

気的に識別している。このため、手間と時間のかかる洗浄工程を省くことが出来、検査の迅速化・簡

便化が可能となる。 

本研究では、サンプルからの第三高調波信号を測定する検査手法と、そのための交流磁気免疫検査

装置を開発している[1]。図 1(a)のサンプルに周波数 f、振幅 B= 4 mT の交流励起磁界を印加した時の、

サンプルから発生する第三高調波信号の大きさ M3 の周波数依存性を図 1(b)に示す。図では、結合マ

ーカーの個数 NBが NB / NT = 0, 0.2, 0.5 の場合を示している。なお、NTは投入した磁気マーカーの総数

であり、未結合マーカーの数は NFR =NT – NBで与えられる。図に示す様に NBの増加により、第三高

調波信号は減少する。これは、固定用ポリマー粒子に結合した結合マーカーの緩和時間が 10 秒と非

常に長くなるため、交流励起磁界に応答できないためである。従って、次式で与えられる交流磁化率

の減少分M から結合マーカーの個数 NB、即ちバイオ物質の量を求めることが出来る。 
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図１．交流磁気免疫法の原理。(a)結合マーカーと未結合マーカー。(b) 結合マーカーと未結合マーカ

ーが混在するサンプルの第三高調波信号の周波数依存性。結合マーカーの個数 NBが NB / NT = 0, 0.2, 

0.5 の場合を示している。 

 

 図 2(a)に測定システムの概略図を示す。励磁コイルにより振幅 4 mT、周波数 1 kHz の交流励起磁界

を印加する。検出コイルはグラディオメータとなっており、サンプルから発生する信号磁界を信号電

圧に変換する。グラディオメータの出力は共振用コンデンサに接続され、第三高調波(3 kHz）に対す

る共振回路を構成している。共振回路を介して、グラディオメータの出力電圧は HTS-SQUID へ信号

磁束として伝達されて、SQUID で測定される。SQUID の出力は多機能回路装置内の信号処理回路に

伝達され、信号電圧の第三高調波成分が検出される。 

この測定の際には、大きな励起磁界(4 mT)中で小さな(pT レベル)信号磁界を測定することになる。

このため、SQUID に入力される励起磁界を如何に低減するかが高感度検出の際には重要になる。この

ため、以下の３つの手法を用いている。まず、グラディオメータのバランスを機械的に微調整するこ

とにより、グラディオメータに鎖交する励起磁界の強さを 1/1000 程度に低減している。次に、図 2(a)

に示す共振用コンデンサを用いた共振回路により、第三高調波成分を選択的に SQUID へ伝達するよ

うにしている。最後に、多機能回路装置により励起磁界をキャンセルするための補償信号を SQUID

に印加している。これらにより、SQUID に入力される励起磁界を 1/106程度(nT レベル)に減少させて

いる。また、励起周波数(f = 1k Hz)と信号周波数(f = 3 kHz)を分離することにより、微小な第三高調波

磁界(pT レベル)の検出を可能としている。この事は、第三高調波測定法の利点の一つである。 
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図２．交流磁気免疫検査装置。(a) 概略図。(b)HTS SQUID。 

 

図３に本手法を用いて Resovist と呼ばれる市販の磁気粒子を検出した結果を示す。図の横軸は磁気

粒子の濃度であり、縦軸は検出電圧である。なお、第三高調波信号の結果とともに、基本波測定の結

果を参考のため示している。図に示す様に第三高調波信号は粒子濃度の極めて広い範囲で濃度に比例

しており、この実験での測定の下限値は 0.2 g / mL となった。サンプル溶液の量は 50 L であるた

め、10 ng の微量な磁気粒子を検出したことになる。 

これに対して、基本波信号を測定した場合には、測定信号は 2 g / mL 以下の低濃度では一定に留

まった。この一定値は溶媒（水）の反磁性により発生しており、この事は基本波測定では溶媒の影響

が大きいことを示している。これに対して、第三高調波測定では溶媒の影響を受けずに磁気粒子の高

感度検出が可能である。この事は、第三高調波測定法の利点の一つである。 
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図３．磁気粒子の検出実験の結果。第三高調波信号と基本波信号の測定結果を示す。 

 

 図 4 に本手法を用いて蛋白質（ビオチン）を検出した結果を示す。図 1(a)に示す様に、固定用ポリ

マー粒子にビオチンを結合させ、ストレプトアビジンで標識した磁気粒子を結合させた。サンプルに

振幅 4 mT、周波数 1 kHz の交流励起磁界を印加し、サンプルからの第三高調波信号を測定した。図の

横軸はビオチンを結合したポリマー粒子の数であり、縦軸は(1)式で示される磁化率の減少分である。

図に示す様に、変化率とビオチンビーズ数の間には良い相関が得られている。この結果は、本手法に

より、洗浄工程による BF 分離無しでの免疫検査が正常に行われていることを示している。 

 

 

図４．蛋白質（ビオチン）の検出実験の結果。 

 

３．磁気粒子イメージング技術 

磁気粒子イメージングでは図 5 に示す様に、磁気粒子を体内に注入して疾患部位に集積させ、

その後、励起磁界を印加して患部に集積した磁気粒子から磁気信号を発生させる。体表面で測定

した磁気信号の画像から磁気粒子の位置と量を検出することにより、疾患の位置と程度を診断す
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るものであり、新しい体内診断法として期待されている。本手法を乳癌検査に応用するためには、

30～50 mm の深さの体内に集積した、数 g 程度の微量な磁気粒子を空間分解能 10 mm 程度で検

出する必要がある。本研究では、これらの要求を満足する磁気粒子イメージング手法の開発を行

っている。 

 

図５．磁気粒子イメージング 

 

磁気粒子イメージングでは微量な粒子を高感度にかつ高い空間分解能で検出する必要がある。

このため、本研究では高調波信号測定法と傾斜磁場を組み合わせたイメージングシステムを開発

している。すなわち、磁気粒子に 

GxftBtxB ac  )2cos(),(     (2) 

となる磁界を印加する。第１項が空間的に一様な交流励起磁界であり、第２項が場所的に変化す

る直流の傾斜磁界を表す。ただし、簡単のため x 方向のみで変化するとしている。 

式(2)で与えられる磁界が印加されると磁気粒子の非線形性により高調波信号が発生する。また、

傾斜磁場のため、高調波信号の大きさは磁気粒子の存在する場所 x で異なることになる。従って、

傾斜磁場を用いることにより、測定された高調波信号の大きさが磁気粒子の位置情報を含むこと

になる。この情報を基に、測定した磁気画像の逆問題を解くことにより、磁気粒子の３次元分布

を得ることが出来る。 

この際の空間分解能は傾斜磁場の勾配 G に大きく依存する。このため、励起磁界の大きさ Bac

と勾配 G を適切に選ぶ必要がある。図 6 に第三高調波信号を用いる場合の、信号強度と空間分解

能X の Bac 依存性の計算結果を示す。図 6(a)に示す様に信号強度は交流磁界 Bac の増加とともに

増大する。一方図 6(b)に示す様に、磁気粒子検出の際の空間分解能X は Bac の増加とともに劣化

する。なお、空間分解能は勾配 G に反比例するため、図 6(b)の縦軸は GX で表している。 

本研究では、交流磁界として Bac = 2 mT 程度の低磁界を用いている。この場合には GX= 2 mT

程度となる。従って、磁場勾配として G = 0.2T/m を用いれば、空間分解能としてX = 10 mm が期

待できることになる。なお、Bac = 2 mT の場合には信号磁界は小さくなるが、共振回路を介した狭

帯域測定システムを用いることにより、微弱な信号を高感度に検出することは可能である。 

本手法の特長は、小さな交流磁界 Bac と磁場勾配 G を用いて、高感度で高分解能なイメージン

グシステムを開発する事である。この場合には、従来手法に比べて励起コイルや傾斜磁場コイル

の小型化が可能である。なお、本研究では磁気粒子から発生する高調波信号として、第三高調波

腫瘍

磁気マーカー
抗体

磁気マーカー
注入

信号磁界

SQUID

磁界
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成分と第二高調波成分を検出するシステムを開発している。 

 

図６．第三高調波信号の特性。(a)第三高調波信号の大きさと励起磁界 Bac の関係。(b)傾斜磁場を

用いた場合の空間分解能 GX と励起磁界 Bac の関係。 

 

図 7 に第三高調波測定法を用いて、2 つの磁気粒子の 3 次元分布を求めた結果を示す[2]。実験

では、2 個の磁気粒子サンプル（重さ 10 g）を間隔 15 mm 離して 3 次元的に配置し、励起磁界（2 

mT, 3 kHz）と傾斜磁場（0.2 T/m）を印加し、サンプルからの第三高調波信号を 5 個の検出コイルを

用いて測定した。サンプルを走査することにより磁気画像を取得し、この画像の逆問題を解くことに

より磁気粒子の位置を検出した。図 7 は得られた磁気粒子の 3 次元分布である。図に示す様に、粒子

分布には二つのピークが明確に得られており、アーチファクトもほとんど見られない良好な結果が得

られた。このピークが二つのサンプルに対応することになる。表 1 には実際のサンプル位置と推定し

た位置の比較を示す。表に示す様に、xy 方向に 2 mm の誤差があるものの，両者はよく一致してお

り，磁気粒子の三次元位置推定が精度よくなされていることが分かる。 

 

 

図７．第三高調波測定法を用いた磁気粒子イメージングの結果。二つの磁気粒子サンプルの３次

元濃度分布を示す。 
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表 1. 推定した二つのサンプルの３次元位置。かっこ内は実際のサンプル位置を示す。 

 

 推定された位置 

（実際のサンプル位置） 

 x (mm) y (mm) z (mm) 

Sample 1 -10 (-8) -10 (-8) 50 (50) 

Sample 2 6 (8) 6 (8) 35 (35) 

 

図８には第二高調波測定法を用いた場合の結果を示す[3]。実験では図に示す様に、直径 2 mm、

高さ 3mm の容器に磁気粒子サンプルを入れ、二つの容器を 10 mm 離して設置した。励起磁界（11 

mT, 2kHz）を印加し、サンプルからの第二高調波信号を測定した。なお、この実験では空間分解

能を高めるため強い傾斜磁場（1～3 T/m）を用いた。サンプルを xz 方向に走査することにより得

られた磁気信号の２次元画像を示す。図に示す様に、磁気画像には二つの明瞭なピークが得られ、

このピークが二つのサンプルに対応する。ピークの得られる範囲は容器の幅(2 mm)とほぼ同じで

あり、また、ピーク位置の間隔もサンプル間隔（10 mm）と良く一致し、FWHM は 2mm であっ

た。この事は、高い空間分解能で磁気粒子を検出出来ていることを示している。 

 

 

図 8.  第二高調波測定法を用いた磁気粒子イメージングの結果。 二つの磁気粒子サンプルのか

ら発生する磁気画像の測定結果を示している。 

 

４．終わりに 

 本研究では、高温超伝導 SQUID センサと磁気ナノ粒子を組み合わせた新規な磁気的バイオセンシ

ング技術の開発を行っている。本稿では、磁気的免疫検査法と磁気粒子イメージン技術の開発の現状

を紹介した。今後は、磁気マーカーの特性に基づいて計測手法と計測装置を最適化することにより、

さらなる高性能化を目指していきたい。 
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特集：JST Ｓ−イノベプロジェクト「超伝導システムによる先進エネルギー・エレクトロニクス産業

の創出」の最近の進展 

高温超伝導を用いた高機能・高効率・小型加速器システムへの挑戦 

京都大学 a、（株）東芝 b、（大学共同利用機関法人）高エネルギー加速器研究機構 c、 

（国研）量子科学技術研究開発機構 d、（国研）日本原子力研究開発機構 e 

雨宮 尚之 a、来栖 努 b、荻津 透 c、野田 耕司 d、吉本 政弘 e 

 

1. はじめに 

CERN の Large Hadron Collider、高エネルギー加速器研究機構の J-PARC のニュートリノビーム

ラインなどの大型の物理研究用の加速器システムにおいては、低温超伝導を用いた超伝導マグネ

ットが用いられている。これに対して、医療用などの中小型円形加速器においては、超伝導マグ

ネットはほとんど用いられてこなかった。しかるに、重粒子線がん治療装置の円形加速器や回転

ガントリー、放射性廃棄物の有害度低減に役立つ加速器駆動核変換システム用の円形加速器など、

中小型の円形加速器や高エネルギービーム輸送系においても、小型・軽量化、省エネのために超

伝導マグネットはメリットを発揮し得ると考えられる。 

京都大学、東芝、高エネルギー加速器研究機構、量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研

究所、日本原子力研究開発機構のメンバーから構成される研究グループにより、高温超伝導を用

いた高機能・高効率・小型加速器システムを実現するための要素技術の研究開発を進めている。 

2009 年度（2010 年 1 月）にプロジェクトがスタートし、2009–2011 年度のステージ I、2012–2015

年度のステージ II を経て、現在は、2016–2018 年度のステージ III の中盤に差し掛かったところで

ある。応用先の加速器システムとしては、重粒子線がん治療用の FFAG 加速器、加速器駆動核変

換システム用の FFAG 加速器を「例」としてとりあげつつも、広範な加速器システムに適用可能

な要素技術の確立を目指している。本稿では、最近のものを中心とした本プロジェクトの主な成

果、ならびに、ステージ III で目指しているビーム試験について紹介する。 

 

2. 最近の主な成果 

2.1 高精度 3次元巻線技術の研究開発とモデルマグネットの製作 

加速器用超伝導マグネットにおいては、しばしば、図 2-1 に示すような、3 次元形状部や・負曲

率部などをもった複雑な形状のコイルが要求される。さらに、加速器用マグネットでは高い磁場

精度が要求されるので、これらの複雑な形状のコイルを精度よく巻線する必要がある。これらの

要請に応えるための高精度 3 次元巻線技術の研究開発を実施し、図 2-2 に示すような巻線機を開

発した。なお、この巻線機は研究開発の進展に伴い、改修を行っている。 
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 図 2-1 3 次元形状部や負曲率部を持ったコイル 図 2-2 3 次元巻線機 [1] 

 

並行して、重粒子線がん治療用 FFAG 加速器の実機マグネットの概念設計を行い [2]、これを実

現するために必要な巻線要素技術を抽出し、これらを反映した負曲率コイル、3 次元形状コイル

から構成されるモデルマグネットを設計した [3, 4]。モデルマグネットのコイルの外観を図 2-3 に

示す。要素コイル A~D（A が最小、D が最大）は負曲率部のある平面コイルで、これら 4 つの要

素コイルを入れ子状に組み合わせた上で、これを 3 段積み重ねている。また、要素コイル E は 3

次元形状部（立体部）を持ったコイルであるが、要素コイル E の形状は、概念設計を行った FFAG

加速器用マグネットのうちの一例のコイル形状を模している。 

 

 

図 2-3 モデルマグネットのコイルの外観 [4] 

 

このような要素コイル A~E を巻線機により巻線した [3, 4]。巻線に先立ち、巻線機の付帯設備と

して製作した線材寸法測定機により、線材全長に渡って、線材幅と線材厚さを測定した。また、

巻線過程において、線材幅方向の巻線誤差（巻線表面粗さ）ならびに線材厚さ方向の巻線誤差（巻

線過程での厚み誤差）をレーザ変位計によって測定した。それらの結果をまとめたものが表 2-1 で

ある。線材寸法の誤差と巻線技術としての巻線誤差が畳み込まれて仕上がりの巻線誤差になると

考えると、線材寸法の誤差と仕上がりの巻線誤差から逆畳み込みで、巻線技術としての巻線誤差

を求めることができる。その値を表 2-1 の最右列に示した。本プロジェクトで目標とした巻線精

度は 0.1 mm であり、これを上回る精度での巻線に成功していることがわかる。 
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表 2-1 線材寸法の誤差（線材幅・厚さの標準偏差）、仕上がりの巻線誤差（コイル表面粗さ、

巻線過程で実測した厚み誤差）、巻線技術としての巻線誤差 

 

線材寸法の誤差 仕上がりの巻線誤差 巻線技術としての巻線誤差 

線材幅の標準偏差 コイル表面粗さ 線材幅方向の巻線誤差 

19.3 m 32.1 m 12.9 m 

線材厚さの標準偏差 巻線過程の厚み誤差 線材幅方向の巻線誤差 

2.3 m 31.6 m 29.3 m 

 

要素コイルは図 2-4 に示すように電磁力支持構造と伝導冷却用の伝熱パスを兼ねたアルミニウ

ム製シェルに組込み樹脂で固定し蓋を被せた。その後、シェルを積層してフレームに組込み、ク

ライオスタット内に設置した。なお、要素コイルの巻線後ならびにシェルへの組込み後に液体窒

素中で通電試験を行い、製作工程におけるコイルの超伝導特性に劣化がないことを確認している。 

 

 

図 2-4 モデルマグネットのコイルの外観 

 

クライオスタットの外に鉄リターンヨークを取り付けたモデルマグネットの外観を図 2-5 に示

す。このモデルマグネットには 150 A まで通電し、0.25 T の磁場発生を確認した。 
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図 2-5 モデルマグネットの外観 

 

 

2.2 高精度磁場発生技術の研究開発 

加速器用マグネットは高精度の磁場を大きな空間に発生する必要がある。高精度の磁場を発生す

るためには、まず、高精度な巻線技術が重要であるが、モデルマグネットの巻線に表 2-1 で示した

程度の巻線誤差が存在した場合に磁場がどの程度変化するかを評価した結果を図 2-6 に示す。例え

ば、達成した巻線精度より悪い 50 m の巻線誤差がある場合でも磁場の相対変化は 1  10-4であり、

プロジェクトの目標（1  10-4）を達成していることがわかる。 

 

 
図 2-6 巻線誤差による磁場の変化 [3] 

 

次に、遮蔽電流、すなわち線材磁化による磁場精度劣化についての考え方であるが、我々は、高温

超伝導テープ線材が低温超伝導線なみのフィラメント径 10 m 程度以下の多芯化ができない以上、線

材磁化の存在自体は、受け入れざるを得ないと考えている。その上で、高度な数値電磁場解析技術に

より、遮蔽電流磁場を予測し、遮蔽電流磁場が小さくなるようなコイル形状を設計するか [2, 5]、遮

蔽電流磁場を織り込んだ上で必要な精度の磁場を発生するか、いずれかのアプローチが現実的である

と考えている。2.1 でも言及した重粒子線がん治療用 FFAG 加速器の実機マグネットの概念設計 [2]、

ならびにモデルマグネットにおいては前者のアプローチを採用した。図 2-7 には、概念設計した実機

マグネットならびにモデルマグネットにおいて、遮蔽電流磁場が多極磁場に与える影響を示した。実
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機マグネットにおいては、遮蔽電流磁場の影響は 2 極磁場成分設計値に対する相対値で 1  10-5以下

と十分小さくなっている。モデルマグネットの場合は、2 極磁場成分については 5  10-4とやや大きく

なっているが、これはモデルマグネットは実機マグネットに比べ小さく、ビームが存在する領域とコ

イルが近いためである。また、2 極成分の誤差はステアリングマグネット等を用いて比較的容易に補

正できる。 
 

 

(a) 概念設計した実機マグネット 

 

 

(b) モデルマグネット 

図 2-7 遮蔽電流磁場が多極磁場成分に与える影響 

（2 極磁場成分設計値に対する相対値）[2] 

 

3. ビーム試験計画 

ステージ II までの目標は、加速器用高温超伝導マグネットの要素技術の研究開発とその検証であっ

たが、ステージ III の主目標は、高温超伝導マグネットの加速器用マグネットとしての機能実証であ

る。そのために、ビーム試験用マグネットを製作し、放射線医学総合研究所の HIMAC 物理汎用照射

室（図 3-1）にてビーム試験を実施する計画で、現在、ビーム試験マグネットの設計を進めている。

現段階の設計ではビーム試験用マグネットは、積層レーストラックコイルをスプリット配置し、その

周囲の低温部に鉄リターンヨークを配置した構成になっており、室温のビーム空間に 2 T 超の磁場を

発生する 2 極マグネットである。最初に、ビーム偏向マグネットとしての機能実証試験を行い、その

のち、コイルにビームが入射した場合の超伝導状態の安定性、常伝導転移の様子を観察するビーム入

射試験を行う予定である。これは、加速器におけるビームロスと呼ばれる事象のうち、もっとも過酷

であるコイルへの直接入射を模擬する実験である。 
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 (a) HIMAC の全体模型 (b) 物理汎用照射室のビームライン 

図 3-1 放射線医学総合研究所の HIMAC 物理汎用照射室 
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事務局から 

 

超電導 Web21 は季刊発行となります 

 

 国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が実施中のＳ−イノベプロジェクト「超伝導システムに

よる先進エネルギー・エレクトロニクス産業の創出」は、2009年度から開始して９年目を迎えていま

す。低温工学・超電導学会の学会誌「低温工学」で、このプロジェクトの目的と進捗状況を紹介する

特集が 2013 年の 1 月号に掲載されました。それから４年が経過しておりますので、その後の成果や

進捗状況を紹介していただければ、多くの読者に興味を持っていただけると思って、今回の特集を企

画しました。応用基礎研究(ステージⅠ、全額委託)、要素技術の研究開発(ステージⅡ、全額委託)を

経て、アプリケーションの研究開発(ステージⅢ、マッチングファンド)段階にある 2つのプロジェク

ト「高温超伝導 SQUIDセンサを用いた磁気的バイオセンシングシステムの開発」、「高温超伝導を用い

た高機能・高効率・小型加速器システムへの挑戦」について寄稿していただきました。執筆者の方々

に感謝します。 

 

 つくば応用超電導コンステレーションズ（Applied Superconductivity Constellations of 

Tsukuba: ASCOT）は、産業界から 19機関、国立研究機関・大学から５機関（産総研を含む）が参加し

て昨年５月に発足しました。その広報誌である「超電導 Web21」は、昨年の５月、７月、９月、11月

と隔月で４回発行しました。今年は、第 29回国際超電導シンポジウム 29th International Symposium 

on Superconductivity (ISS2016) の報告を中心記事とする 1月号（冬号）を発刊しましたが、その

後は、春号、夏号、秋号の年４回の発行とすることにしました。読者の皆様には、引き続いてご愛読

していただけますよう、宜しくお願いします。 

 


