
重ね合わせ状態と測定

量子力学の世界では複数の状態が

同時に重ね合わさった状態を実現する

ことができます．量子計算機が従来計

算機で解くことが難しい問題を解ける

といわれているのも，この重ね合わせ

状態を利用して並列的に計算を行うこ

とができるためです．重ね合わせの例

としては図１（a）のように電子１個を

２重スリットに通すと，スクリーンに

到達する電子は１個であるにもかかわ

らず，スリット１を通り抜けた状態と

スリット２を通り抜けた状態の重ね合

わせになっているために干渉を示しま

す．ここで，どちらのスリットを通っ

たかを検出するために図１（b）のよう

にスリットの後ろに検出器を置いて測

定をすると，スリット１を通り抜けた

状態か，スリット２を通り抜けた状態

のどちらかの状態かが確定して，重ね

合わせ状態は消失して干渉は消えてし

まいます．

このように重ね合わせ状態にある量

子状態は，測定された物理量の固有状

態に収縮します（射影）．このとき，

電子が検出器に吸収されずに測定後の

固有状態を保つような測定を量子非破

壊測定と呼びます．

こういった一見不思議な量子状態の

測定はどのように取り扱えばよいので

しょうか．私たちは人工原子である超

伝導量子ビットと量子非破壊測定が

可能なジョセフソン分岐増幅（JBA:

Josephson Bifurcation Amplifi-

er）読み出し法＊１の系を用いて，量

子系への測定がどのように行われるか

を理論と実験の両面から研究していま

す．この研究は量子状態の観測という

量子力学の基礎的問題にかかわる研究

であり，この測定のメカニズムの解明

によって，将来さらに効率の良い量子

測定が実現する可能性があります．ま

た，実用的な面でも量子状態の測定を

正しく扱うことは重要です．量子情報

を担う量子ビットは環境との相互作用

のためにそのコヒーレンスを徐々に失っ

ていきます．これを回復させるために

は，補助量子ビットを含む論理ビット

を用意して，補助量子ビットを測定し

たときの状態に応じて量子状態を操作

する，量子エラー訂正が必要になると

考えられています．この量子エラー訂

正などのアルゴリズムの実現のために

も，量子状態の測定について知見を得

ることはとても重要です．

超伝導磁束量子ビット

超伝導体でできたループでは，ルー

プを１周回ったときに超伝導の波動関
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電気回路による量子非破壊測定の理論と実験

図１　量子力学の重ね合わせ状態と測定 

（a）　１個の電子の干渉 （b）　測定による干渉の消失 
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超伝導ループの電気回路から構成される磁束量子ビットは，エネルギーが
離散的な人工原子とみなすことができます．NTT物性科学基礎研究所では，
この量子力学的な性質が顔をあらわす電気回路を用いることで，量子系に対
する測定がどのように行われるかを理論と実験の両面から明らかにしようと
しています．
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＊1 ジョセフソン分岐増幅読み出し法：ジョセ
フソン接合の非線形性による双安定状態を
利用し，微小な変化を検出する方法．
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数の位相が一致しなければならないの

で，ループ内の磁束はとびとびの値し

か許されません．ループにジョセフソン

接合＊２を入れると接合のところでは位

相の小さなずれが許されるので，超伝

導の位相が時間変化できるようになり

ます．ただし，ジョセフソン接合の持

つエネルギーは接合での位相によって

変化します．そのため図２（a）のよう

に３つの適切なジョセフソン接合を含

むループを構成すると，ループのエネ

ルギーは位相空間で図２（b）のように

２重井戸型のポテンシャルを生成しま

す．γ＋とγ－は３つの接合それぞれの位

相γ１，γ２，γ３を用いて，近似的に
γ＋＝γ１＋γ２，γ－＝γ３の関係になって

います．L，Rと書いた２つの井戸に

とらわれた位相は，接合の帯電エネル

ギーによって２つの井戸の間を量子力

学的に飛び移ることができるようにな

ります．この状況は原子核にとらわれ

た電子とよく似ていて，超伝導ルー

プのエネルギーもまた図２（c）のように

とびとびの値を取るようになり人工原

子として振る舞います．とびとびのエ

ネルギー準位のうちもっとも低い２つ

を選んで量子ビットとして用いるのが

超伝導磁束量子ビットです．

量子ビットの状態を測定するには

超伝導磁束量子ビットの位相空間

内での２つの極小領域は，ループの超

伝導電流が右回り（R）と左回り（L）

の状態に対応します．そのため超伝導

磁束量子ビットの基底状態と励起状態

とで超伝導ループを流れる電流の向き

が異なります．量子ビットでは重ね合

わせ状態が実現するので，右回りと左

回りの超伝導電流が同時に存在する状

態をつくることもできます．しかしこの

重ね合わせ状態は測定によって確率的

にどちらかの状態に収縮するので，検

出されるのは右回りか左回りかのどち

らかの状態です（図３（a））．超伝導

ループを流れる超伝導電流は微小な磁

場を生じます．その向きは超伝導量子

ビットの量子状態に依存するので，こ

の微小磁場を検出することができれば

量子ビットの状態を測定することがで

きます．微小な磁場を測定するデバイ

スとしては超 伝 導 量 子 干 渉 計

（SQUID: Superconducting QUantum

Interference Device）があります．

SQUIDにつながっているリード線に電

流を流すと小さい電流ではSQUIDに

電圧が発生しません（超伝導状態）

が，ある臨界値より電流が大きくなる

と電圧が生じます．SQUIDの臨界電

流は磁場によって敏感に変化するので，

図３　磁束量子ビットの状態測定 

（a）　重ね合わせ状態の磁束量子ビットの 
測定と状態の収縮　　　　   

（b）　SQUIDによる状態検出 

測定 

｜0＞ 

｜1＞ 

｜ψ＞＝  ｜0＞＋   ｜1＞ 
｜  2｜＋｜  2｜＝1

a b
a b

図２　人工原子としての超伝導磁束量子ビット 

（a）　超伝導磁束量子ビット （b）　位相空間内の２重井戸型ポテンシャル （c）　磁束量子ビットのエネルギー図 
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＊2 ジョセフソン接合：２つの超伝導体を極め
て薄い絶縁膜を介して接触すると，超伝導
電子対が絶縁膜を通過し，電圧の発生なし
に電流が流れる現象をジョセフソン効果と
呼びますが，そのジョセフソン効果が生じ
る接合のことを指します．



臨界電流付近のバイアス電流を流して

SQUIDが臨界電流を超えて電圧状態

になるかを調べることによって磁場の

微小変化を知ることができます（図３

（b））．この方法は簡便ではあるものの，

SQUIDが電圧状態になる際に超伝導

状態を壊してしまうので，量子ビット

の状態もまた破壊してしまいます．そ

のため測定によってどちらの状態で

あったかは分かるものの，もう一度測

定したときには同じ状態にならないと

いうことです．壊れた状態はどのよう

な状態になっているのか分からないの

で，量子状態を破壊しない状態測定技

術が求められていました．

非線形分岐現象

ジョセフソン接合は電気回路中で図

４（a）のようにインダクタ（誘導子）

として働きます．通常のインダクタと

異なり，流れる電流（Ｉ）が大きくな

るとインダクタンス（誘導係数）も大

きくなる非線形の性質を持ちます．こ

の非線形素子であるジョセフソン接合

を含む共振器を外部から交流駆動する

と，駆動電流が大きくなるにつれてイ

ンダクタンスが大きくなるため，共振

周波数は低周波側にシフトします．元

の共振周波数よりもわずかに低い周波

数でこの非線形共振器を駆動すると，

小さい振幅で振動する低振幅状態と振

幅が大きく，非線形の効果でシフトし

た高振幅状態の双安定状態が実現し

ます（図４（b））．共振器を外部から駆

動させると，やがて高振幅状態か低振

幅状態のどちらかの状態に収束します

（図４（c））．どちらの安定状態が実現

するかは，共振器を動作させているパ

ラメータに敏感に依存します．

この双安定の境界付近で共振器を

駆動することによって，共振器と結合

した系の微小な変化を非線形共振器の

共振状態の違いとして検出することが

できます．共振器と超伝導量子ビット

を磁気的に結合させたとき，量子ビッ

トの量子状態に応じて非線形共振器の

終状態が変化するような駆動条件で共

振器を駆動すれば，非線形共振器が

低振幅と高振幅どちらの共振状態にな

るかで量子ビットの量子状態を知るこ

とができます．このとき，超伝導回路

は超伝導状態を保ったままなので，

SQUIDの臨界電流による読み出しに

比べて量子ビットの状態をはるかに壊

しにくい読み出し方法になっています．

この測定方法はJBA読み出し法と呼ば

れています．

測定の強さと固有状態への射影

JBA読み出し法では，読み出しマイ

クロ波パルスで非線形共振器を駆動し

て，量子状態を読み出します．このと

き重ね合わせ状態から固有状態への射

影はどのように起こるのでしょうか．私

たちは測定の強さを変えて，どこで重

ね合わせ状態から固有状態への射影が

起こるのかを調べました．

最初に重ね合わせ状態を準備し，そ

の状態に対して短い読み出しパルスを

入力します．重ね合わせ状態は特定の

ゲート操作を行うと元の状態に戻すこ

とができるのに対して，射影されてし

まった後の混合状態はゲート操作に

よっても元の状態に戻るとは限りませ

ん．そこで短い読み出しパルスの入力

後の量子ビットが固有状態に射影され

ているかを調べるために，ゲート操作

を行った後に状態を読み出します．こ

うして，読み出しパルスによって射影

が起こったかどうかを知ることができ

ます．測定の強さを変化させるために
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図４　非線形共振器の性質 

（a）　非線形インダクタンスとしての 
ジョセフソン接合　　　　 

（b）　線形・非線形共振器の共振曲線 （c）　非線形共振器の駆動 
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読み出しパルスの振幅を変化させ，測

定を行いました．その結果，固有状態

への射影が起こっているかを示すαの

値が，読み出しパルスの強さが1.0に近

づくにつれ急速に０になる様子を観測

しました（図５）．これは測定が弱い

ときには固有状態への射影が起こらず，

（│α│≠０）にある強さになると突然固

有状態への射影（│α│＝０）が起こる

ことを意味しています．

測定の理論的解析

JBA測定系は測定器である非線形

共振器と被測定系の量子ビットとが結

合している系なので，ほかの複雑な測

定系に比べると比較的簡単に理論モデ

ルをつくることができます．私たちはこ

のモデルを基に理論的な解析を行いま

した．その結果，重ね合わせ状態にあ

る量子ビットとJBA共振器の間に読み

出しパルスによって相互作用を引き起

こすと，系の時間発展に伴い量子ビッ

トとJBA共振器との間に量子もつれ状

態と呼ばれる状態が生じることが分か

りました．この量子もつれ状態では

「量子ビットが基底状態でJBA共振器

が低振幅状態」と「量子ビットが励起

状態でJBA共振器が高振幅状態」の

２つの状態の重ね合わせが実現してい

ます．時間発展に伴い，このもつれ状

態はデコヒーレンスによって突然に破

壊され，確率的にどちらかの状態に収

束し，測定が行われることが予測され

ました．このことは私たちの実験で観

測された測定の強さを強くしていった

ときに突然に固有状態への射影が起こ

ることに対応しており，このJBA測定

系での測定の理論解析の正当性を強く

支持しています．

今後の展望

超伝導磁束量子ビットのJBA測定

がどのような過程で実現しているか，

その理解が進んできました．これらの

知見を生かし，私たちは将来の量子演

算に不可欠な量子エラー訂正の実現に

向けた高速で精度の良い量子状態の測

定と制御の実現を目指します．

（左から）仙場 浩一/ 角柳 孝輔/

中ノ 勇人/ 齊藤 志郎

超伝導電気回路で量子力学の奇妙な世界
が見えてきています．

◆問い合わせ先
NTT物性科学基礎研究所
量子電子物性研究部
超伝導量子物理研究グループ
TEL 046-240-3767
FAX 046-240-4722
E-mail kakuyanagi.kosuke lab.ntt.co.jp
URL http://www.brl.ntt.co.jp/group/butsucho-g/

図５　測定の強さと射影 
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