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量子コンピュータ

人工単一量子系

近年，サブミクロン領域の微細加工

技術や，希釈冷凍機を用いた温度数

10 mK，ns 時間領域でのマイクロ波

パルス技術等の発達に伴い，固体素子

でつくられた人工の単一量子系の作製

や制御が可能となってきました．これ

に伴い，単一モード共振器と相互作用

する量子ビット系で「状態の重ね合せ」

や「量子もつれ」を観測し，さらにこれ

らを積極的に制御しようとする試みが

始まっています．そのような例として，本

稿では超伝導量子ビットに関する研究

の進展について解説します（1），（2）．

この分野が注目されている背景には，

これらの現象あるいは技術を量子計算

や量子シミュレーション等の量子情報

処理へ応用できないかという期待があ

ります．また，超伝導量子ビットに関

しては，巨視的量子コヒーレンスの問

題等の量子力学の基礎にかかわる興味

も存在しています（3）．

物質と光の基本的な相互作用を光

子１個のレベルで取り扱う共振器量子

電磁力学，いわゆるcavity QED は，

従来Q値が大きいシングルモード空洞

共振器中の光子と二準位原子を使っ

て行われてきました．この原子を超伝

導量子ビットに，空洞共振器中の光子

を超伝導回路中のマイクロ波光子に，

それぞれ置き換えて同様な実験が可能

であると理論的には予想されていまし

た（4）．それが近年，実験で実証された

のです．しかも，超伝導量子ビットと

マイクロ波光子の相互作用は，従来知

られていた原子とマイクロ波光子の相

互作用に比べて数千倍も強く，cavity

QED実験に必要不可欠ないわゆる強

結合条件を比較的容易に実現できるこ

とも明らかとなってきました．このよう

に，チップ上の電気回路を用いた共振

器量子電磁力学（circuit QED）実

験では，従来の原子・分子を使った手

法では実現することが困難であったパ

ラメータ領域をも新たに開拓できる可

能性を秘めているのです．

超伝導量子ビットと単一光子の量子もつれ制御

単一モード共振器と相互作用する量子ビット系で，もつれた量子状態を自
在に制御できれば，量子計算の実現に必須な多ビット間のコヒーレントな結
合への可能性が拓かれます．NTTが世界に先駆けて成功したマイクロ波単一
光子と超伝導磁束量子ビットの時間領域でのもつれ状態の制御を中心に最近
の研究の進展について解説します．

量子計算 超伝導量子ビット cavity QED

せ ん ば こういち
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（a）　接合を含まないLC回路 （b）　ジョセフソン接合を含むLC回路 

図１　超伝導LC回路中のジョセフソン接合の有無と量子準位の模式図 
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超伝導量子ビット

常伝導金属のエネルギースペクトル

には，フェルミ準位直上から連続した

準粒子準位が存在しています．一方，

（アルミニウムなどの典型的なＳ波）超

伝導体では，連続した準粒子状態は，

超伝導基底状態から有限のエネルギー

ギャップを隔てて存在しています．こ

のエネルギーギャップ中に，準備され

た量子準位を使うことができれば，固

体中での凝縮体のエネルギー準位であ

りながら，真空中の原子のエネルギー

準位と類似した特性（長寿命の離散

スペクトル）が期待できます．実際，

超伝導体で，LC回路をつくれば，こ

の超伝導エネルギーギャップ中に量子

準位をつくることができます（図１）．

しかし，LC共振回路は，調和振動子と

等価であり，準位間隔がh/（2π ）

で等しく，このエネルギーに共鳴した

マイクロ波を照射しても，すべてのレ

ベルでの励起が生じてしまい，特定の

二準位を量子ビットとして操作する目

的には適しません．そこで，ジョセフ

ソン接合の持つ非線形性が必要となり

ます．接合をまたいだ超伝導体の位相

差をθとした場合，ジョセフソン接合

の超伝導凝集エネルギーはよく知られ

た関係式でE＝－EJ cosθと表わされ

ます．このポテンシャルcosθ の非線

形性のために，ジョセフソン接合を含

む超伝導回路の共振モードは，適度な

非線形性を獲得して，図１（b）に示す

ようにエネルギー準位間隔が非等間隔

となります．ここで，上準位から離れ

た最低二準位を量子ビットとして使え

ば，共鳴マイクロ波パルスを用いた量

子状態の制御が可能となります．ジョ

セフソン接合を含む超伝導回路を特徴

付ける２つのエネルギーの大小によっ

て，超伝導量子ビットは，大まかに位

LC

図２　空洞共振器中の単一モード電磁場と相互作用する二準位原子の模式図と系を記述するハミルトニアン 
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相量子ビット（EJ＞＞EC），磁束量子

ビット（EJ＞EC），電荷量子ビット

（EJ＜EC）に分けられます（5）．ここで，

EJは接合のジョセフソンエネルギー，

ECは帯電エネルギーです．以下では，

NTT物性研で研究が進行中の超伝導

磁束量子ビットを中心に解説していき

ます．

磁束量子ビットとは，サブミクロン

スケールのジョセフソン接合を周上に

複数個（通常３個）有する超伝導体

のループです．超伝導のループを貫く

磁束は，磁束量子（Φ0≒2×10－15 Wb）

の整数倍に量子化される性質＊がある

ことを利用し，加える磁場の大きさを

制御してループを貫く磁束を意図的に

0.5Φ0付近に設定します．すると，時

計周りに超伝導電流が流れてループを

貫く全磁束が 0 の状態と，反時計回

りに超伝導電流が流れてループを貫く

全磁束がΦ0の状態（一般的には線形

結合）が量子二準位系を形成するた

め，これを量子ビットとして用いるこ

とが可能となります．

cavity QED

量子もつれに代表される，原子と光

の基本的な相互作用を光子１個のレ

ベルで観測するためには，まず，微小

な空洞共振器等を用いて，原子と実効

的に相互作用する電磁場のモードを１

個のオーダにまで極端に減少させるこ

とによって，原子の自然放出を抑制す

る必要があります．ここで，反射率が

極めて高い鏡で囲まれた微小共振器を

低温に準備することによって，共振器

中の光子数を０個または１個に制限す

ることが可能となります．

図２に示すような空洞共振器中の単

一モード電磁場と相互作用する二準位

原子を考えます．電磁場は，共振器に

よって離散化されており，原子と実効

出典：Phys. Rev. Lett.， Vol．76， p．1800， 1996（8）． 

基本的な道具：量子Rabi 振動 

真空Rabi 振動数50 kHz

光子の可逆な吸収と放出 

二準位原子n=50，51

シングルモード 
空洞共振器 

図３　原子と空洞共振器による共振器量子電磁力学（cavity QED）実験の例 

＊ 「フラクソイド（fluxoid）の量子化」といい，
ドーナツ状の超伝導体の穴の部分に外部から印
加した磁束（flux）と，超伝導体の磁場侵入長
程度の表層を流れる超伝導電流のつくる磁束の
和（fluxoid）が，磁束量子〔Φ0＝h/（2e）〕の
整数倍に量子化される現象．これは，ドーナツを
一周したとき，凝縮した電子対の波動関数の位
相が，2πの整数倍の値を取り得ることに由来．
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的に相互作用するモードは，１つであ

ると仮定します．このとき，原子と電

磁場の相互作用は，いわゆる Jaynes-

Cummings ハミルトニアンによって記

述されます．ここで，第１項は二準位

原子のエネルギー，第２項が電磁場の

エネルギー（零点エネルギーは定数な

ので除いてあります），そして第３項が

二準位原子と電磁場の相互作用を表

わします．原子と光子の間の量子もつ

れ振動である真空ラビ振動 は，いわ

ゆる強結合条件と呼ばれる条件が満た

される場合に限り，観測可能です．こ

れは，原子と電磁場の相互作用（g）が，

空洞共振器からの光子のロス（κ），原

子からの自然放出（γ），あるいは，空

洞共振器を原子が通過する時間の逆

数（t－1transit）のいずれよりも十分大き

い場合（g＞＞κ, γ, t－1transit）にのみ，

相互作用に起因した量子振動が観測

可能となることを意味しています．

このような実験の代表例としては，

図３に示すS. Haroche 率いるENS

Paris グループが行った美しい実験が

よく知られています（6）．彼らは，イオ

ン化寸前の巨大な電気双極子モーメン

トを有するリドベリ状態の二準位原子

（主量子数n＝50 :│g＞, 51 :│e＞）

と，内面に超伝導体Nbを蒸着したQ

値108に達する空洞共振器を 0.3 Kに

冷却することによって，強結合条件を

準備し，│e, 0＞ ⇔│g, 1＞ 間の量子

もつれ（真空ラビ）振動の観測に成功

したのです．

超伝導量子ビット circuit QED

私たちが測定に用いた超伝導磁束量

子ビット・LC共振器システムを図４

に示します．LC回路は，アルミニウム

製であり，量子ビットおよび量子ビッ

ト状態測定デバイスであるSQUIDの

数10ミクロン外側に配置されています．

アルミニウムベースプレートを酸素プラ

ズマで酸化処理して作製されたオンチッ

プキャパシターの設計値はC＝10 pF,

アルミニウムの細線のインダクタンス設

計値はL＝140 pH です．等価回路を

図４（b）に示します．

図５（a）に示すスペクトルの外部磁場

で変化しない共鳴ピークがLC共振モー

ドで，その振動数は，設計値とよい一

（a）　実験に用いた試料の電子顕微鏡写真 （b）　等価回路 

図４　超伝導磁束量子ビット・LC共振器システム 
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磁束シフトパルスの持続時間 
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図６　観測された真空ラビ振動とエネルギー状態 
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マイクロ波周波数 
（GHz） 

（GHz） 
マイクロ波周波数 

（a）　弱励起スペクトル 

（b）　共鳴点付近の拡大図（明瞭な反交差を観測） 

（任意単位） 

（任意単位） 

外
部
磁
場 

外
部
磁
場 



特
集

NTT技術ジャーナル 2007.11 23

致で4.35 GHz と観測されました．こ

れは温度に換算すると約200 mKに相

当し，希釈冷凍機を用いた測定温度

（20 mK）では，熱励起は無視でき，

LC共振モードは基底（真空）状態に

あると近似できます．共鳴点付近にお

いて，LC共振モードの励起を抑えるた

め，制動パルスを援用して得られたス

ペクトル測定から，量子ビットとLC

モードのエネルギー分散には，0.1

GHz程度の反交差が確認されました

（図５（b））．

動的な量子もつれ振動の観測は，次

のように行いました．まず，外部磁場

により量子ビットをLCモードと非共鳴

な最適読出し条件の磁束に固定してお

きπ-パルスによって励起状態に遷移

させます（図６①→②）．次にns-幅

の磁束シフトパルスを用いて量子ビッ

トのエネルギーをLC共振量子のエネ

ルギー（4.35 GHz）との共鳴条件へ

素早く移動させます（図６②→③）．

この，共鳴条件に留めておく時間（パ

ルス幅）の関数として，量子ビットの状

態を最適読出し磁束で測定した結果を

図６に示します（図６②あるいは④）．

このようにして，│e, 0＞ ⇔│g, 1＞

間の量子もつれ振動（真空ラビ振動）

を時間領域で観測することに成功しま

した（7）．この現象は，量子ビットが励

起状態のとき，電磁場が真空であるこ

とから真空ラビ振動と呼ばれています. 

光子との相互作用の大きさに比例す

る真空ラビ振動数は140 MHz にも達

し，リドベリ原子と光子の場合（50

KHz）のおおよそ2 800倍です．今回

実験に用いたチップ上のLC回路のQ値

は，100程度であり原子の場合の空洞

共振器のQ値と比べて非常に小さいに

もかかわらず，真空ラビ振動の時間領

域測定に成功できた主な理由は，この

桁違いに大きな相互作用にあります．

このように，マクロな量子現象である

超伝導を用いれば，量子もつれの制御

そのものであるcavity QED実験に必

須な強結合条件は比較的容易に実現

可能であることが実証されました．今

後，この系のコヒーレンス時間を改良

するとともに，共振回路を介した複数

の量子ビット間のもつれ制御（量子バ

ス動作を実証すること）が重要な課題

と考えられます．
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ここでご紹介した成果は，超伝導量子物
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超伝導磁束量子ビット系での量子計算の原
理実証を目指します．
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