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超伝導量子ビットの背景

量子コンピュータの基本構成要素で

ある量子ビットを１個の原子や１個の

電子へのアクセスによって実現しよう

という試みが，現在，世界中の研究機

関で進行しています．しかし，もしも

百万個，一億個といった粒子（原

子・電子）集団の状態を使って量子

ビットをつくることができるならば，

個々の原子や電子の状態を制御し，

読み出すという非常に困難な過程を回

避できます．しかし，量子ビットの必

須条件である「ビットを定義する２つ

の量子状態の重ね合わせ状態を実現

し，自由に制御できること」と「多数

個の粒子を用いて量子ビットをつくる

こと」とは，一見相いれない条件のよ

うに思われます．ところが粒子のド・

ブロイ波＊１が巨視的な距離にわたって

コヒーレントな状態にある超伝導状態

や，ボース・アインシュタイン凝縮

相＊２のような巨視的量子状態(1)を使

えば，この欲張りな条件は実現するこ

とができるのです．数百万個の電子の

コヒーレントな状態で構成される超伝

導量子ビットは，現在の微細加工技

術で作製可能です．素子の寸法はマ

イクロメートル程度であり，原子サイ

ズに比べるとはるかに大きなスケール

です．この巨視的量子状態を用いた量

子ビットが最近注目を集めています．

超伝導状態

超伝導金属の温度を下げていくと，

超伝導臨界温度と呼ばれる相転移温

度（Tc）で抵抗が消失し，超伝導体

内部から磁場が排除され始めます．こ

れは，超伝導金属中の全伝導電子が

超伝導体全体にわたって位相を含めて

唯一の状態に凝縮し始めるからです．

強磁性体（磁石）では，Tc以下で秩

序変数である磁化が自発的に成長する

ように，超伝導体では，凝縮対の波動

関数（Ψ＝│Ψ│exp［iθ］，θ：位

相）自体が秩序変数です．常伝導金

属では，基底状態（EF）のすぐ上か

ら伝導電子の状態が連続的に存在し

ています（図１）．一方，Tcより十分
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＊1 ド・ブロイ波：1923年にLouis de Broglieに
よって導入された物質波の概念で，運動量
(p)を持つ粒子のド・ブロイ波長はλ=h/pと
定義されます．hはPlanck定数．

＊2 ボース・アインシュタイン凝縮相：ボース
統計に従う粒子（ボゾン）系において巨視
的な数の粒子が最低エネルギー状態に凝縮
することで出現する巨視的量子状態．
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基底状態から有限のエネルギーだけ隔

たって存在しています．これは超伝導

状態では，電子はクーパー対と呼ばれ

る一種の分子状態を形成しており，凝

縮したクーパー対を励起するには，対

の束縛エネルギーに打ち勝つエネルギー

を与えて１個のクーパー対を壊して２

個の伝導電子にする必要があるから

です(2)．またこの超伝導ギャップは，

ギャップ内の量子状態を外界から適度

に隔絶し，さまざまなノイズから守る

役目も果たします．

量子ビットをつくる

さて，では実際に超伝導体を用いて

量子ビットをつくるにはどうしたらよい

のでしょうか？　超伝導体でLC共振

回路をつくれば，この超伝導ギャップ

中に，超伝導電流のプラズマモードが

立ちます．ところがこのLC共振モード

は調和振動子的であり，すべての準位

間隔が等しく，二準位を特定して量

子ビットとするには不向きです．そこ

で重要となるのがジョセフソン接合

です．

ジョセフソン接合とは，クーパー対

がトンネル効果で行き来できるほど薄

い絶縁層を２つの超伝導体で挟んだ

構造を持つ素子のことです．絶縁層付

近は，クーパー対の密度が低く，超伝

導秩序が局所的に弱められた部分です．

例えば，ジョセフソン接合を流れる

超伝導電流は，接合の両側の超伝導

体の位相の差のSin関数で表されるこ

とが知られています（ジョセフソン効

果(3)）．位相差は２πの周期関数であ

るため，強い非線形性を持っていま

す．ジョセフソン接合を含む超伝導回

路の量子状態は，この非線形性を反

映してほどよい非調和性を持つため，

超伝導ギャップ内に量子二準位系

（量子ビット）を準備することができ

ます．

典型的な超伝導材料であるアルミニ

ウム（Al）を用いた微小ジョセフソン

接合作製プロセスの概要を図２に示し

ます．

シリコン基板上に図のように二層レ

ジスト構造を準備し，上層レジストに

電子ビームリソグラフィ技術を用いて

微細パターンを描きます．これを溶液

中で化学的に現像して，下層レジスト

にアンダーカットを持つ橋構造を得

ます．真空蒸着装置中で－θ方向か

らA lを蒸着直後，酸素を導入し

（AlOx）絶縁層を形成後に真空度を

上げて＋θ方向から再度A l蒸着しま

す．その後，リフトオフ＊３によりレジ

ストを取り除くとサブミクロン寸法の

Al/AlOx/Al構造を持ったジョセフソ

ン接合が得られます(4)．このような方

法を用いてA lリング中に３個のジョセ

フソン接合を含む量子ビットをつくる

ことができます（図３(a)）．量子ビッ

トを構成する二準位は，リングを右回

り（│R＞），左回り（│L＞）に流れ

る超伝導永久電流の重ね合わせ状態で

す．二準位のエネルギーは，リングを

貫く磁束（Φqub i t= fΦ０，Φ０=h/

（2e）：超伝導磁束量子）の関数で，

図３(b)のように変化します．量子ビッ

トの基底状態（│0＞：赤）は，磁束

fの増加に伴い│R＞→│L＞へと変化

し，第一励起状態（│1＞：緑）は

│L＞→│R＞に変化します．破線で

示した古典的な状態│R＞，│L＞の

エネルギーが等しいf＝1.5では，これ

ら二状態（│R＞，│L＞）の量子力

学的な結合により，古典的状態では

不可能な│0＞∝│R＞＋│L＞，│1＞

∝│R＞－│L＞のような重ね合わせの

状態がエネルギー固有状態として実現

しています．

検出器SQUID

私たちは，量子ビットの状態検出器

に，SQUID（Superconduc t i ng

QUantum Interference Device）

素子（図３(a )）を用いています．

SQUIDは，２つの等価なジョセフソ

ン接合を含むリング状の量子干渉素子

で，リング内の磁束を磁束量子Φ０の

1 000分の１程度の極めて高い感度で

図２　ジョセフソン接合作製プロセス�
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必要な構造を残してレジスト層を取り去る
プロセス．
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検出することができます．電圧を伴わ

ずにSQUIDに流せる最大超伝導電流

（スイッチング電流）は，SQUIDを貫

く磁束（Φ）の関数として図４(a)のよ

うに2I0│cos（πΦ/Φ０）│で変化し

ます．量子ビットの永久電流がつくる

磁場が反転するf＝1.5付近（図４(b)）

のデータを拡大すると，χ字状をした

量子ビットからの信号が見られます．

実際には，量子ビットの信号が

SQUIDのS/N比が最大となる領域に

現われるように，量子ビットとSQUID

の２つのループの面積比は最適化され

ています．

単一回読み出し

2I0│cos（πΦ/Φ０）│のバックグラ

ウンドを引き去った量子ビットからの

信号を測定温度の関数として図５ (a)

に示します．χ字状のデータ分布の１

点１点が単一回の測定結果に対応し

ます(5),(6)．ガイドラインを示したステッ

プ状の分枝が量子ビットの基底状態，

他方の分枝が第一励起状態に対応す

る信号です．ここで大切な点が２つあ

ります．

１つ目は，図５(a)のデータが，基底

状態，励起状態のいずれかに，はっき

りと分別されて読み出されていること．

これは，この測定が単一回読み出しで

あることを表します．

２つ目は，25 mKから300 mKの範

囲では，温度が変わっても基底状態，

第一励起状態の分枝のかたちは変わ

らず，二状態へのデータの分布だけが

変化していることです．これは読み出

されている状態が量子状態であること

を裏づけています．外部磁場を固定し

て，各磁場でのデータを平均した後の

読み出し結果を示したものが図５(b)

で，こちらは期待されるとおり量子ビッ

トのステップが温度上昇に伴って緩や

かになっていることが分かります．

次に，量子ビットに共鳴マイクロ波

を照射した場合の実験結果を図６に

示します．図６(b)に示すグラフは，図

６(a)の破線部分でのデータの断面に

相当します．共鳴マイクロ波の照射に

よって，励起状態の占有割合が顕著

に増加していることが分かります．こ

れは量子ビットの任意操作に向けた第

一歩と位置づけられます．

図４　SQUIDの信号に反映された量子ビット状態�
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今後の課題

以上述べてきましたように，NTT物

性科学基礎研究所では，SQUIDを用

いた超伝導磁束量子ビットの単一回

状態読み出しに世界に先駆けて成功

しました．この単一回読み出しは，将

来の量子コンピュータの動作に必要不

可欠な条件です．今回紹介したのは，

SQUIDのバイアス電流を数百Hzで変

化させる手法での状態読み出しです

が，将来的に超伝導磁束量子ビット

を実際の量子コンピュータの素子とし

て動作させるためには，高速パルスを

用いた時間領域での操作を確立する

必要があります．

予備的なパルス実験からは，量子

ビットの緩和時間T1＝1.6μs，デコ

ヒーレンス時間T2(Rabi)＝30 nsが得ら

れています．今後，１量子ビットのコ

ヒーレント操作，複数量子ビットの

ゲート操作を実現するためには，現状

のnsオーダのデコヒーレンス時間をい

かに延ばすことができるかがもっとも重

要な課題となります．
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仙場 浩一

量子ビット研究の流れは，原子１個へア
クセスするか，人工的な原子をつくって，
その安定度を高めるか，大きく２つの方向
があります．巨視的量子状態でできた人工
原子（超伝導量子ビット）は，まだ誕生し
たばかりで，ほんの数年の歴史しかありま
せん．その可能性に期待したいと思います．
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