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齊藤レポート ： 量子情報技術研究の現場から (3)

ハイブリッド量子システム
NTT 物性科学基礎研究所
量子電子物性研究部
グループリーダ 齊藤 志郎

博士（工学）

超伝導量子ビットとダイヤモンドを組み合わせることにより、それぞれの量子系の特徴を活かしたハイブリッド量子システムを構築
し、単体よりも優れた特性を示すデバイスの実現を目指した。

１．はじめに
量子情報技術とは、量子計算、量

年 間 で 5 桁 ほ ど 改 善 し て き た が、

２．超伝導・ダイヤモンドハイ
ブリッド量子システム

近年 100μs 程度で頭打ちとなって

子センシング等の例に見られるよう

前回の記事で紹介したように超伝

に、量子状態を制御し従来技術では

導磁束量子ビットは、超伝導ループ

一方、量子メモリとして利用する

到達し得ない高性能な機能を実現す

を右回りと左回りに流れる電流状態

のはピンクダイヤモンドの色の起源

る技術である。ここで、量子状態を

の巨視的重ね合わせ状態を実現で

となる NV 中心である。NV 中心と

担う物理系には様々な候補があり、

き、 量 子 ビ ッ ト（ 量 子 2 準 位 系 ）

は、ダイヤモンド格子中の炭素に置

それぞれ長所と短所を有する。例え

として利用できる。超伝導ループを

換した窒素（N）と、それに隣接す

ば、光子を用いた量子ビットは光

貫く磁場を制御すると、例えば右回

る炭素が抜けてできた空孔（V）か

ファイバにより長距離転送が可能な

り電流がエネルギーの低い安定状態

らなる複合不純物欠陥である（図

ため量子通信に適しているが、単一

１）。NV 中心の電子の基底状態は、

光子を正確に発生する技術が確立し

|0 、左回り電流がエネルギーの高
い励起状態 |1 となる（図１）。こ

ておらず大規模量子計算は難しい。

のエネルギー差に相当する周波数

分裂を示す。この分裂は、超伝導量

一方、超伝導量子ビットのような人

（数 GHz 程度）のマイクロ波を照射

子ビットのエネルギースケールと一

工構造は集積化が可能であり大規模

すると超伝導量子ビットを励起する

致しており、両者間の量子情報の書

量子計算への応用が期待されている

ことが可能となる。超伝導量子ビッ

込み・読出し動作に適している。ま

が、周りの環境との相互作用が強く

トのコヒーレンス時間は、ここ 20

た、この電子状態は、低温で数秒の

量子状態の寿命（コヒーレンス時間）
が短いという問題がある。また、天
然の原子や電子は周りの環境から孤

量子計算
超伝導磁束量子ビット

制御が難しい。そこで、それぞれの
いいとこ取りのできるハイブリッド
量子システムが注目を集めている。
本稿では、量子計算用の超伝導量子
ビットと、そのメモリとして働くダ
イヤモンド中の電子集団とのハイブ
リッド系における量子メモリ動作の
実証実験を紹介する。
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れており、量子メモリとして有望で

表面の清浄性を保ったダイヤモンド

ある。さらに、NV 中心の電子状態

結晶を注意深く貼り付けることで、

には、このマイクロ波帯の遷移に加

1μm 未満の基板間隔が実現可能と

えて、光学波長帯の遷移も存在する

なった。図 2 の写真に光の干渉縞

（図１）
。将来は、超伝導量子ビット

が見えることから、基板間の距離が

で操作するマイクロ波帯の量子情報

可視光の波長（数百 nm）程度であ

を光学波長帯へ変換し、量子通信へ

ることが分かる。また、ダイヤモン

と展開するための量子周波数変換素

ド結晶中の NV 中心濃度から、超伝

子への応用も期待できる。

導量子ビット近傍には約 1 千万個

３．量子メモリの実証実験

の NV 中心が存在することが推測さ
れ、空間配置とＮＶ中心の数から結
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ハイブリッド系におけるメモリ動

合 強 度 は 約 10MHz と 見 積 も ら れ

作で重要となるのは、異なる２つの

た。この値は、実験から得られた結

物理系の間の結合強度の大きさであ

合強度 14MHz と非常に良い一致を

モリに保存している間は、どの NV

る。何故ならば、書込み・読出しに

示している。

中心が励起されているかは判断でき

図 3 （a）励起状態に対する量子メモリ動作
（b）重ね合わせ状態に対する量子メモリ動作

要する時間が結合強度の逆数で決ま

量子メモリ動作を実現するための

ず、任意の NV 中心 1 個が励起され

り、強結合が実現できれば、それだ

パルス配列を図 3 の挿入図に示す。

ている状態が 1 千万個分重ね合わ

け早い動作が可能になるからであ

まず、量子ビット（演算素子）にマ

せられた状態（ディッケ状態と呼ば

る。超伝導量子ビットと NV 中心の

イクロ波を適切な時間照射し、励起

れる）が実現されている。

場合、お互いの距離が近いほど、ま

状態 |1 あるいは重ね合わせ状態 |0

た NV 中心の数が多いほど結合が強

+ |1 を準備する。次に iSWAP パル

ビットに準備した任意の量子状態を

くなる。

スにより量子ビットと NV 中心を

ダイヤモンド結晶中の電子スピン集

次に実験で用いた試料の作製方法

30ns 共鳴させることで量子状態を

団に転写し保存、さらに読み出すと

を紹介する。超伝導磁束量子ビット

NV 中心（メモリ）に転写する（書

いう量子メモリ動作を実証した。

は、シリコン基板上に、電子線描画

込む）
。量子状態を時間 t だけ保存

リソグラフィーとアルミニウムの斜

した後、再び iSWAP パルスにより

め蒸着を用いて作製した。一方、ダ

逆転写し（読み出し）、量子ビット

これまでの実験では、電子スピン

イ ヤ モ ン ド 中 の NV 中 心 は、100

の状態を測定する。図 3 のスイッ

集団に保存した量子状態の寿命は短

ppm 近い窒素不純物を含むダイヤ

チング確率は量子状態の再現度を表

いが、今後、電子スピンの低密度化、

モンド基板に、炭素イオンを打ち込

しており、保存時間 t とともに量子

不純物の低減、新しいスピン系の開

むことで欠陥を導入し、熱処理に

情報が失われていく様子が分かる。

拓等により、長寿命量子メモリの探

実験値とシミュレーションをフィッ

索が可能である。更に、量子計算と

トすることにより、励起状態と重ね

量子通信を結ぶ量子周波数変換素子

合わせ状態の寿命がそれぞれ、21

に進むと、長距離量子通信を可能に

ns、34 ns であると求められた。

する量子中継器や分散量子計算の実
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以上の実験により、超伝導量子

４．おわりに

現が期待される。

の超伝導量子ビットが 1 千万個も

＜超伝導量子回路の事なら下記へ＞

の NV 中心と協調的に結合している
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点である。そのため、励起状態をメ
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