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齊藤レポート ： 量子情報技術研究の現場から (4)

超伝導量子ビットを用いた
量子センシング
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超伝導磁束量子ビットを用いて、高感度・高空間分解能を有する磁場センサの実現を目指している。応用例として、微小な試料に対
する電子スピン共鳴を測定した実験を紹介する。
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超伝導回路を用いた局所 ESR

域の実験は難しい。また、共振器サ

レーションすることにより、電子ス

イズの制約からこれ以上検出体積を

ピンと核スピンの相互作用パラメー

小さくすることも困難である。

タを正確に見積ることに成功した。
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図 2 電子スピン共鳴測定装置
(a) 3 次元共振器 (b) 2 次元超伝導共振器
(c) 超伝導磁束量子ビットおよび、その読
み出し用の超伝導量子干渉計 (SQUID)

子干渉計（SQUID）は、電子スピ

ピンを読み出す感度を達成した。そ

ンの磁化を直接測定するため、測定

の後、超伝導磁束量子ビットを利用

可能な周波数領域に制限がない。す

し、検出体積 0.05 pL、感度 400 ス

なわち、周波数と磁場の２つのパラ

ピンまで磁場センサの特性が改善し

一致した時に共鳴が起こり共振器の

メータを掃引しながら ESR スペク

ている（図 4 参照）。

反射特性が変化する。この手法によ

トルを測定することが可能である。

り電子スピン共鳴を観測するために

更に、検出体積が素子のループサイ

個程度の電子ス

ズで決まるため、共振器より微小な

は、試料中に 10

13

ピンが含まれている必要がある。
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を超伝導磁束量子ビットを用いて実

な YSO 結 晶 中 の エ ル ビ ウ ム（Er）

現し、固体物性評価に有用であるこ

磁場 (mT)

す。Er の電子スピンは、

マイクロ波周波数(GHz)

磁場 (mT)

(b)

これまでに測定されてこなかった

体 積 を 検 出 可 能 で あ る（ 図 2（c）

の ESR スペクトルを示

(a)

５．おわりに
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うことで、これらの準位
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図 3 Er:YSO の ESR スペクトル
(a) 実験結果 (b) シミュレーション

ビジネスコミュニケーション

2019 Vol.56 No.3

間の複雑な遷移を観察

＜超伝導量子回路の事なら下記へ＞

することに成功した。さ
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らに、実験結果をシミュ
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