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あらまし 超伝導ディジタルエレクトロニクスの材料技術，回路技術，応用の歴史的な経過を述べるとともに，
その将来を展望する．
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1. ま え が き

にシステム技術を開発しなければならない，総合技術

この特集号のテーマは，
「この 40 年の各専門分野の

もたなければならない．ジョセフソンコンピュータを

変遷と将来展望について」ということで引き受けたが，

最初に提案した IBM は，ジョセフソン・トンネル接

である．その中で最も基盤となる材料技術はぜひとも

筆者が研究を始めたのは 1979 年であるので今年まで

合の材料として，Pb 合金を用いた．また，Pb 合金接

続けたとしても筆者の研究期間はいささか短いことに

合の集積技術も開発した [1]．当時トンネル接合の材料

気がついた．40 年という年月はやっぱり長いと思う

として，Pb を使うのが一般的であった．Pb は約 7 K

が，象徴的意味と考えて引き受けることにした．

の転移温度をもち，液体ヘリウム温度で使用できる．

超伝導エレクトロニクスの研究はこのころ（1975 年

しかし，純粋な Pb で接合を作ると，一度低温で測定

ごろ）から活発になってきたように思う．それは IBM

することはできるが，室温に戻しもう一度測定しよう

が始めた，ジョセフソン素子を使ってコンピュータを

とすると接合は壊れてしまうという欠点があった．つ

作ろうというプロジェクトが始まったからである [1]．

まり低温・室温間での温度サイクルにもちこたえられ

日本もこのころに，研究を開始している．そのころの

ないのである．この欠点を解決するために，IBM は，

我が国は，IBM の動向には極めて敏感で，次世代のコ

Pb を合金化することによって解決しようとした．Pb

ンピュータの素子は半導体ではなく超伝導であるとい

に In や Au を混ぜて接合を作ろうとするもので，こ

う IBM の考えは，我が国の中でも耳目を集めた．電子

れによって，耐温度サイクル性をもたせるものである．
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また，トンネル接合を作るときは，O2 雰囲気中で放電

電機の研究所で基礎的研究が始められた．その後，ジョ

酸化を行う．こうすると障壁膜は In2 O3 になる．Pb

セフソン素子を使ってコンピュータを作るという研究

合金の接合の特性はかなり良好で，使うには十分な特

は続けられ，多くの紆余曲折はあったが，超伝導エレ

性である．

クトロニクスの中心的課題となった．超伝導エレクト

日本の各研究所は，早速この Pb 合金接合を習得し

ロニクスの中で，一般にこういう分野をディジタル応

ようとした．当時の IBM はなかなか秘密主義で，Pb

用分野と呼ぶが，本論文ではこのディジタル応用分野

合金技術が分からず，技術の詳細は神秘的であったが，

の歴史的変遷を述べ，将来展望を試みることにする．

そのうち各研究所は作れるようになった．回路技術の

2. 材料技術の変革

研究も行われるようになった．

超伝導ディジタル技術は材料技術，回路技術，それ

とが分かった．それは，集積回路を作ったとき，ある

†

程度大規模になると，最初から接合が 2〜3 個壊れて

ところで，Pb 合金接合には致命的な欠陥があるこ

名古屋大学，名古屋市
Nagoya University, Nagoya-shi, 464–8603 Japan

428

電子情報通信学会論文誌

いる，または，1 回の低温・室温温度サイクルで数個
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壊れているらしいということである．当時は皆そうい

もたらす．現在のデファクトスタンダードは，Nb/Al

うことに気がついてはいたが，あまり問題にしなかっ

oxide/Nb 接合で，集積技術もできていて，多くの回

た．まだ実用化というようなことは考えられない時代

路研究に使われている．

であった．しかし，1000 個の接合を含む集積回路を

このように，超伝導エレクトロニクスの研究は，最

作ったとしたら，その集積回路は決して完全動作しな

初は材料研究の上でもあやふやであったものが，Nb

いということである．

系の超伝導体を使うことによって，しっかりしたもの

Pb 合金接合は純粋の Pb 接合に比べて耐温度サイ
クル性などについて著しく信頼性は向上させたが，完
璧ではなかったということである．やはり Pb 合金に
使う Pb や In は機械的に軟らかい材料であるという
ことである．

になった．

3. 高温超伝導体の発見
1986 年，ある種の銅酸化物が，その臨界温度が 77 K
を超える超伝導体になるという発見があった [7]．それ

この問題に対して，機械的に硬い材料，Nb や NbN

までの超伝導体は，Nb3 Ge の 23 K が最高であったの

を用いたリフラクトリ接合を使えばよいことになる．

で，液体窒素温度を超える臨界温度をもつ超伝導体の

このことは当時もよく分かっていた．しかし，IBM

発見は多くの人の関心を呼び，フィーバーとまで呼ば

がジョセフソンコンピュータのプロジェクトを始めた

れた．

ときは良好なリフラクトリ接合がなかったのが実情で
あった．

超伝導エレクトロニクスへの応用も関心を呼
び ，研 究 が 行 わ れ た ．薄 膜 化 の 研 究 も 行 わ れ た ．

リフラクトリ接合の研究は集積技術を含めて日本

YBa2 Cu3 O7−x ，Bi2 Sr2 Ca2 Cu3 O8+x などの薄膜が

でいち早く始まった．最初は NbN を用いた接合で

よく作られ，良好な特性を示した．ただ，接合がうま

あった．どうもよく考えてみると，Nb 系接合をうま

くできなかった．特性をコントロールして作ることが

く作るにはいかに Nb 表面の不活性化を図るかとい

難しかった．まず，材料構造が複雑で，構成物質も複

うことにつきると思う．NbN は Nb に比べて不活性

雑であった．そのために，回路を作ることが難しく，

である．したがって，NbN/Oxide/NbN 接合が比較

その方向の研究は進まなかった．できたとしても小

的良好な特性を示すことになる [2]．また，集積プロ

規模なもので，接合数にして 10〜50 個程度の回路で

セス技術も，反応性エッチング技術を使って開発され

あった．

た．NbN/MgO/NbN も開発され，更に特性が向上し
た [3]．

したがって，高温超伝導体が超伝導エレクトロニク
スに与えた影響は，最初の思惑に比べると現在のとこ

1983 年，IBM がジョセフソンコンピュータプロジェ

ろあまり大きなものとなっていない．高温超伝導体の応

クトを突然中止した [4]．その理由は，ジョセフソン素

用としては，超電導量子干渉素子（Superconducting

子が半導体素子と比べてそれほど優位性がなくなった，

Quantum Intereference Device-SQUID）（これは接

最も重要なメモリがうまく動かないなどであった．多

合が 2 個使われるもの）や携帯無線の基地局のフロン

くの世界の研究所では，皆 IBM に刺激されて研究を

トエンドに使われるフィルタ（接合は使われていない）

始めたので，大変困ったことになった．日本も，研究

などである．

をやめるところもあったが，ちょうどそのころ，リフ
ラクトリ接合の研究が進んでいたので，材料を Pb 合
金からリフラクトリに換えて研究を進めることにした
経緯がある．

4. 回路技術の進化
IBM が提案した，コンピュータ素子をトランジスタ
からジョセフソン素子に換えるという発想は，消費電

こ の こ ろ（1980 年 代 初 め ）に な る と ，Nb/a-Si/

力の小さいジョセフソン素子を高密度にパッケージン

Nb [5]，Nb/Al oxide/Nb [6] などの接合が開発され，

グしてコンピュータの性能を向上させようとしたこと

その特性の良好性は感動的であった．これらは，Nb

である．この考えは今も正しい．どんどん微細化して

表面に人工的に別の物質を張り不活性にするというこ

集積度が向上する半導体素子はその発熱から性能は頭

とである．また，どのような物質でもよいわけではな

打ちになる．ジョセフソン素子はこの問題を根本から

く，Nb の表面との濡れ性が良いことが重要である．特

解決する．

に，Nb と Al の関係は絶妙で，非常に良好な特性を

初期の考えは，電流–電圧特性にヒステリシスのあ
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るトンネル・ジョセフソン接合の「超伝導状態」を論

によって，大幅に回路量が削減された．

理 “0” に，「電圧状態」を論理 “1” に対応させて論理

もう一つ，ラッチング論理と大きく違うところがあ

を実行する．論理ゲートの構造は基本的に SQUID で

る．ラッチング論理は，ジョセフソン接合がいったん

ゲートとゲートは抵抗によってつないでいる．この方

スイッチすれば，電源が切れるまで接合は電圧を出し

式は，抵抗状態にスイッチしたとき，抵抗状態に「ラッ

続ける．したがって，論理方式は CMOS など半導体

チ」してしまうために，いったん電源を切らないと超

素子と変わらないことになる．しかし，SFQ 方式は磁

伝導状態には戻らない．したがって，交流電源を用い

束量子が接合を通過するときにパルスを出す．論理の

なければならない．こういう論理をラッチング論理と

結果を検出するにはこのパルスを検出することになる．

呼ぶ．
このラッチング論理を用いて，様々な回路のデモン

ラッチング論理をレベル論理とするならば SFQ 論理
はパルス論理ということができる．

ストレーションがなされたが [8], [9]，結局次にくる単

SFQ 方式の最も大きな利点は，その消費電力にあ

一磁束量子（Single Flux Quantum-SFQ）論理に席

る．先ほど述べたように，SFQ 論理の場合，単一磁束

を譲らなければならなかった．ラッチング論理の速度，

が接合を通過するときだけに電圧パルスを出す．この

消費電力はゲートとゲートをつなぐ抵抗で決められ，

とき，電力の消費が起こるわけで，これは非常に小さ

速度は CR 時定数，消費電力はこの抵抗で消費される

い．ラッチング論理方式の場合，〜10 µW のレベルだ

電力ということになる．大雑把に計算をしてみると，

とすると，この千分の一ということになる．すなわち

速度は数 ps/ゲート，消費電力は〜10 µW/ゲートとい

ナノワット（nW）のレベルである．

うことになる．

このように，SFQ 方式はラッチング方式に比べて圧

1985 年ころになるとロシアの研究者から，SFQ 論

倒的に優れていることが分かり，その後 SFQ 方式の

理という新しい方式が提案された [10]．このような考

研究が日本とアメリカを中心として盛んになった．特

えは，既にいくつか提案されていたが，体系として

に日本は，グループ同士ユニークな連携をとりながら

方式が整理されたのはこの論理方式であった．彼ら

研究を進め，大きな成果を上げた．

は，RSFQ（Rapid Single Flux Quantum）論理と呼
んだ．

回路設計技術では，回路を論理機能単位ごとにセル
化し，トップダウン設計が行えるようにした [11]．ま

SFQ（RSFQ）論理方式は，二つのジョセフソン接

た，自動配置配線も行える．このようなセルライブラ

合を用いた SQUID を基本とする回路で，その中を動

リをグループ間で共有化し，標準化した．また，NEC

く磁束量子の基本単位，単一磁束量子の “ある”，“な

で開発されたジョセフソン臨界電流 Jc = 2.5 kA/cm2 ，

し” をディジタルの “1” と “0” に対応させるものであ

最小線幅 = 1.5 µm の集積プロセスを用いて各グルー

る．ジョセフソン接合もトンネル接合である必要はな

プが回路を作製した [12]．こうすることによって，日

く，ヒステリシスがない接合でよいということになる．

本は研究が大いに進み，成果が上げられた．

しかし，実際は，接合の特性をそろえる必要があるの
で，ヒステリシスを消すためにトンネル接合を抵抗で

5. 応

用

短絡して使っている．したがって，ラッチング論理の

1985 年以降，ラッチング方式に換えて，SFQ 方式

場合のように交流電源を使う必要がなく，直流電源で

が研究された．また，ジョセフソンコンピュータの開

よいことになる．

発ばかりではなく，もっと幅広い応用が模索されるよ

この論理方式は 1 個の粒子（磁束）を回路中で動か

うになった．しかし，半導体技術が進歩し続けている

す，いわゆる粒子性の論理であるので，ゲートとゲー

現状において，あえて超伝導技術を使うためには，超

トを結ぶ方式はジョセフソン接合を組み合わせたジョ

伝導技術がもっている特長を十二分に発揮できるもの

セフソントランスミッションラインを使う必要がある．

でなくてはならない．それは，100 GHz 以上の高ス

そのために回路量は多くなる．しかし，研究が進んで

ループット性をもち，半導体デバイスに比べて 3 けた

くると，必ずしもジョセフソントランスミッションラ

も低い電力で動作するという SFQ 論理の特長を生か

インを使う必要がなく，よく整合のとれた，ストリッ

すことである．

プラインでよいことが分かった．これをパッシブトラ

米国では，90 年代後半，SFQ 論理回路をプロセッ

ンスミッションライン（PTL）と呼んでいるが，これ

サの中心部に用いる，いわゆる「ペタフロップスコン
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ピュータ」プロジェクトがあった．これは，100 GHz

対応する移動体通信方式にソフトウェア無線方式が

のクロック周波数で動作する SFQ プロセッサを 4000

ある．これは受信機のフロントエンドでアナログ信

個で構成し，プロセッサの全消費電力は 250 W であ

号をディジタル信号に変換して DSP（Digital Signal

る．このプロジェクトそのものは，調査研究の段階

Processor）で変復調などをディジタル処理で行うもの

で終了したが，SFQ 技術の研究は続けられた．ある

で，非常に柔軟性に優れたシステムになっている．こ

程度の複雑さをもつ SFQ マイクロプロセッサの開発

の場合，受信機の構成とすれば，アンテナから入って

が行われた．Nb 接合の電流密度 5 kA/cm2 ，接合数

来た RF 信号を，中間周波やベースバンドに変換する

65,000，クロック周波数 24 GHz のマイクロプロセッ

ことなく直接ディジタル信号に変換できれば，更に柔

サ（Flux-1）を試作したが，一部分だけが動作したと

軟性が増す．これは帯域 100 MHz 以上，SN 比 75〜

いう結果であった [13]．

100 dB の A–D 変換器ができるかどうかにかかって

日本では，CORE プロセッサがあった．このプロ

いる．

ジェクトは，大学が連携して，プロセッサを作るとい

SFQ 回路を使えば，比較的簡単な回路構成で，数

うもので，SFQ 論理回路の基礎研究として取り上げら

10 GHz に及ぶオーバサンプリング技術によって，広

れた．8 ビットのビットシリアルプロセッサで接合数は

帯域 A–D 変換器が実現できる．米国では，Hypres 社

5,000，接合の電流密度は 2.5 kA/cm2 で作製された．

が自らの集積プロセスを用いて A–D 変換器を開発し，

結果は，完全に動作し，クロック周波数 15.2 GHz，消

既に軍関係に納入し実用している [17]．

費電力は 1.6 mW であった [14]．その後，この研究は
更に進められているが，この結果は SFQ 技術が，将
来スーパコンピュータに応用されるという可能性を示
唆している．

6. む す び
超伝導ディジタル・エレクトロニクスの過去を調べ
てきた．その結果は様々な進歩があった．しかし実用

さて，このようなスーパコンピュータに応用するマ

という観点に立つと，まだ多くの課題がある．とりわ

イクロプロセッサの研究はまだ基礎研究の要素が強

け，極低温を使うということが大きな問題を提起して

い．もう少し実用に近い SFQ の応用として，日本はハ

いる．極低温環境を使用するということは，室温とそ

イエンドルータ用スイッチの研究を選んだ [15]．これ

れだけ遠くなるから実装にコストが掛かる．低温を

は，近年インターネットの進化が目覚ましいが，これ

使っても，なおかつメリットが生じるような応用，ま

は光ファイバなどで送られてくるデータを行き先別に

たは低温でしか起きない現象を用いユニークな機能を

振り分ける一種のスイッチ回路である．最近の調査で

もつ応用でなければならない．これまで述べてきた，

も，データ量は年々指数関数的に増加し，各ノードで

SFQ を用いたスーパコンピュータ，ルータ用スイッチ

のルータの性能として，毎秒 20 テラビット（Tbit/s）

は，従来の半導体で作られたものに比べて省電力であ

のスループットが必要であるとされている．

るところに特徴があり，環境問題での進展があればそ

SFQ 回路技術を使えば，その高スループット性のた

の出番がやってくるであろう．A–D 変換器は今でも使

めに，32 × 32 のスイッチチップを 40 GHz 動作させ

おうと思えば使うことができるレベルにある．既に，

れば，1.2 Tbit/s のスループットのスイッチを構成で

米国では軍用として実用化されているが，更に応用分

きる．SFQ スイッチモジュール（4 × 4）を開発したば

野の開拓を行わなければならない．超伝導検出器ア

かりでなく，MCM（Multi-Chip Module），低温–室

レーなどの精密計測技術への応用はこれから考えてい

温間の信号コミュニケーション技術を開発し，これら

くべきであろう．

をシステムとして 12.5 GHz の動作実験を行った [16]．
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