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量子情報処理技術における新時代の到来

磁場センサの開発

生体や物質から出る微弱な磁場を高
感度で検出できる技術が開発されれ
ば，医療や生物学や材料工学の分野で
大きな役割を果たすと考えられていま
す．例えば核磁気共鳴画像法（MRI）
は磁場情報を検知することで物質の三
次元的な情報を得られるため臨床診断
のために医療の現場で用いられます．
また脳磁図は，人や動物の脳電気的な
活動から発生する磁場を計測してイ
メージングを行えるため生物の分野で
大きな役割を果たします．磁場センサ
のさらなる高感度化が進めば，従来の
技術では発見の難しかった病変の短期
間での特定や，脳機能の基礎研究に大
きなブレークスルーが可能になると期
待されます．

近年では特に，量子ビット＊ 1 と呼
ばれる素子を用いた磁場センサの開発
が，理論と実験の両面から世界中で行
われています．量子ビットとは，高速
計算が可能とされる量子コンピュータ
実現のための素子と考えられ，世界中
で研究が進められてきました．一方，
量子ビットが磁場と相互作用すること
を応用し，量子ビットを用いた高感度
磁場検出への実現に向けた取り組みが

始まっています．

超伝導磁束量子ビット

高感度磁場センサ実現のためにさま
ざまな量子ビットの利用が提案されて
きましたが，NTT物性科学基礎研究
所ではその中でも特に超伝導磁束量子
ビット（1）と呼ばれる素子に着目して研
究を行ってきました．超伝導量子ビッ
トは人工原子ですので，天然の原子を
量子ビットとして使う場合と比べる
と，制御性と拡張性が高く，集積化に
適しています．超伝導磁束量子ビット
とは， 3 つのジョセフソン接合＊ 2 を
含む超伝導体のループで構成されてい
ます（図 1（a））．ループを貫く磁束を

（n+0.5）φ_0程度に調整することで（n

は整数，φ_0は磁束量子），この素子
を量子ビットとして動作させることが
でき，さらに印可する磁場により量子
ビットのエネルギーを調整することが
できます．このように，エネルギーが
磁場依存性を示すため，超伝導磁束量
子ビットを磁場センサとして用いるこ
とができます．この量子ビットは，
300 nA程度の超伝導電流が時計回りに
流れる状態を 0 とし，反時計回りに流

超伝導量子ビット 量子計算 量子センサ

＊1	 量子ビット：従来のコンピュータのビット
では０と１の状態しか取れないのに対して，
０と１の量子力学的な重ね合わせが可能な
素子を量子ビットと呼びます．

＊2	 ジョセフソン接合：２つの超伝導体を，数
nm程度の薄い絶縁膜を通して，弱く結合さ
せた構造を指します．この構造をつくると，
トンネリング効果により電圧なしに超伝導
電流が生じます．
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図 1 　超伝導磁束量子ビット

4300個の超伝導磁束量子ビットとマイクロ波
共振器の協調的な結合

量子絡み合いとは，古典的な世界には存在しない強い相関を意味します．
超伝導磁束量子ビットは磁場を検出できることが知られていますが，もし
多数の超伝導磁束量子ビットの間に量子絡み合いが生成できれば，従来の
素子とは桁違いに感度の高い磁場センサが実現できると期待されていま
す．本稿ではそのような量子磁場センサの開発に向けた取り組みを紹介し
ます．
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れる状態を 1 とした， 2 つの状態から
構成されます．印加磁束が1.5φ_0に
おいて量子ビットの基底状態から励起
状態への遷移エネルギーは最小とな
り，このときのエネルギーをトンネル
エネルギーと呼びます（図 1（b））．

この超伝導磁束量子ビットを集積す
ることにより，さらに高感度な磁場セ
ンサを実現することも可能です．特に

「量子絡み合い＊ 3 」と呼ばれる古典論
では存在しない量子的な相関を用いる
と，そのような絡み合った状態は微弱
な磁場に対しても大きな応答を示すた
め，既存の磁場センサを大幅に超える
性能が実現できることが知られていま
す．具体的には，現在医療の業界では
生体からの磁場を計測するのに超伝導
量子干渉計（SQUID）＊ 4が用いられて
いますが，もし数万個から数百万個の
超伝導磁束量子ビット間に量子絡み合

いを生成できれば，SQUIDよりも感
度が三桁程度は高い磁場センサが実現
できると考えられています（2）．

共振器と超伝導磁束量子ビットの
結合

超伝導磁束量子ビット間の大規模な
量子絡み合いの実現のために，共振器
の利用が提案されています（3）．超伝導
体でLC回路を作製することで量子準
位が形成され，少数個のマイクロ波光
子を超伝導回路内に局在させることが
できます．このような素子をマイクロ
波共振器と呼びます．共振器と超伝導
量子ビットの結合を用いれば，マイク
ロ波光子を媒介させることで，原理的
には超伝導量子ビット間に大規模な量
子絡み合いを生成することが可能にな
ります（4）（図 2（a））．そのため，超伝導
量子ビットとマイクロ波共振器の間に

強い結合を生成することは，超伝導磁
束量子ビット間の量子絡み合いを生成
するうえで極めて重要です．

マイクロ波共振器と複数の超伝導量
子ビットの間の結合を増強させる方法
の 1 つとして，「協調的効果＊ 5 」と呼
ばれる原理があります．複数の超伝導
量子ビットがマイクロ波共振器の近傍
に配置されると，超伝導量子ビットの
量子的な波としての性質が顕著に現れ
ます．その結果，L個の超伝導量子ビッ
トがマイクロ波共振器と結合すると，
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図 2 　共振器と超伝導量子ビットの結合

＊3	 量子絡み合い：量子の世界では，古典の世
界では存在しないほど強い相関を量子ビッ
ト間に持たせることができて，そのような
量子的な相関のことを量子絡み合いと呼び
ます．

＊4	 超伝導量子干渉計：超伝導体でループ構造
をつくり，ジョセフソン接合を用いること
で構築される磁場センサを指します．

＊5	 協調的効果：マイクロ波や光などに多数の
量子ビットが結合した際に，量子ビットが
協調的に振る舞う特性のことを指します．
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結合の強さがL^｛ 1 / 2 ｝倍に増強さ
れます．すでに，マイクロ波共振器の
近傍に20個の超伝導磁束量子ビット
を作製した素子において分光測定が行
われ（5），協調的効果による結合の増強
を示す共振周波数シフトが観測されて
います（図 2（b））．しかし高感度磁場
センサを構築するためには，より多く
の超伝導量子ビットと共振器の協調的
効果による結合増強を実現していき，
将来的には大規模な量子絡み合いを生
成する必要があります．

そこで私たちは，4300個の超伝導
磁束量子ビットをマイクロ波共振器の
近傍に作製し，分光測定を行いました．
その結果，協調的効果による結合の増

強を実験的に観測しました（6）．これほ
ど大きな数の超伝導量子ビットがマイ
クロ波共振器と結合した例は報告され
ておらず，私たちの成果は高感度磁場
センサ実現のための重要な成果だとい
えます．

マイクロ波による透過分光測定

希釈冷凍機を用いて，ベース温度が
20 mK程度となる環境下で，試料（サ
ンプルA）のマイクロ波による透過分
光測定を行いました．すると印加磁束
を変えていくことで，共振器の共鳴周
波数が250 MHz程度，下方にシフトす
ることが分かりました（図 3（a））．こ
のような周波数シフトは，超伝導磁束

量子ビットのトンネルエネルギーがマ
イクロ波共振器の共振周波数よりも大
きく，これら 2 つの素子の間に結合が
存在するときに観測されることが知ら
れています（図 2（b））．協調的効果を
取り込んだ理論を用いて計算を行った
ところ，シミュレーションにより実験
結果を良く再現することができまし
た．また理論計算から，数千個程度の
超伝導量子ビットが結合していなけれ
ば，この実験結果は説明できないこと
が分かります．そのため，確かに数千
個という数の超伝導磁束量子ビットが
協調的効果によりマイクロ波共振器に
結合していることが確かめられま 
した．
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図 3 　マイクロ波による透過分光測定
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さらに，作製の条件を変えた別の試
料（サンプルB）で，やはり希釈冷凍
機を用いた透過分光測定を行いまし
た．すると，印加磁束を変えていくこ
とで，20 MHz程度の共振周波数の上
方シフトが観測されました（図 3（b））．
このような上方への周波数シフトは，
超伝導磁束量子ビットのトンネルエネ
ルギーがマイクロ波共振器の共振周波
数よりも小さい場合に起こります（図
2（b））．また，サンプルBで観測され
た周波数シフトの値は，サンプルAで
観測されたものより一桁程度小さく
なっています．これは超伝導磁束量子
ビットのトンネルエネルギーが低くな
り，環境の熱エネルギーに近づいたた
め，熱の影響で協調的効果による結合
増強が起こりづらくなっていることに
起因しています．実際に，熱の影響ま
で取り込んで理論計算を行ったとこ
ろ，シミュレーションと実験が良く一
致しました．また，熱の影響を定量的
に調べるために，環境の温度を20 mK
から200 mKまで変えて分光測定を
行った結果，温度の上昇に伴い周波数
シフトの値が小さくなることが確認で
きました（図 3（c））．これは協調的効
果による結合定数の増強効果を，温度
の調整により弱めたり強めたりできる
ことを示しています．

今後の展開

このようにして私たちは，4300個

の超伝導磁束量子ビットをマイクロ波
共振器の近傍に作製し，これらの結合
を実験的に観測しました．特に数千個
の超伝導磁束量子ビットが波としての
性質を持ち，協調的効果の原理により
マイクロ波共振器に結合していること
を実験と理論の両面から確認しまし
た．しかしながら，超伝導量子ビット
集団とマイクロ波共振器とが強く結合
していることを示す真空ラビ分裂＊ 6

は分光測定では確認されませんでし
た．これは超伝導磁束量子ビットの特
性に不均一性が存在し，特に共振周波
数にばらつきがあることが原因だと考
えられます．共振周波数のばらつきが
大きい場合は量子絡み合いを生成でき
ないため，私たちがめざす感度の達成
は，現状では難しいといえます．その
ため今後の課題としては，超伝導磁束
量子ビットの制御があげられます．制
御ラインを複数作製して，それぞれに
直流電流を流すことで超伝導磁束量子
ビットの周波数を調整することが可能
になります．これにより，超伝導磁束
量子ビット集団の共振周波数を均一化
し，マイクロ波共振器との強い結合の
実現をめざします．さらに将来的には
超伝導磁束量子ビット間の量子絡み合
いを生成し，高感度磁場センサの実現
をめざしていきます．
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＊6	 真空ラビ分裂：マイクロ波光子が超伝導量
子ビットと同じ共鳴周波数を持つときに分
光測定を行うと，本来は１つしか現れない
ピークが２つに分裂して観測されること．
これは２つの系が強く結合していることを
示す現象であることが知られています．
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高感度量子磁場センサは実現されれば，
医療や生物学に大きなインパクトを与えま
す．私たちの研究がいつの日か実用化され
ることを期待して，研究に取り組んでい
ます．
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