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シリコン量子ビット技術と集積化に向けた研究動向
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あらまし 次世代のコンピュータとして量子コンピュータが注目を集めている．実用的な問題を量子コンピュー
タで高速に解くには，誤りを訂正しながら量子的な計算を実行する誤り耐性型汎用量子コンピュータが鍵とされ
る．この実現には，個々の量子ビットの性能の向上（質）と大規模化に適した構造の開発（量）の二つの側面から
のアプローチが重要になる．この両方の側面で適した量子ビットに，シリコン中の単一電荷のもつスピンを利用
した量子ビットがある．このシリコンスピン量子ビットは，既に高い量子ビット性能が実現されているのに加え
て，デバイスがナノサイズで集積化に適している．更に，既存の CMOS 技術・回路技術の応用が可能であること
から，大規模化に有望な系である．本論文では，この量子ビットについて，
「質」の側面として操作・読み出しな
ど量子ビット単体に求められる技術を，
「量」の側面として大規模集積化に向けた課題を概説する．デバイス，回
路，システムなど様々な技術レイヤーに関わる課題解決が求められており，幅広い分野の研究者に向けて，シリコ
ン技術に基づいた誤り耐性量子コンピュータ実現に向けた要素技術の現状と課題を紹介することをねらいとする．
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となる．

1. ま え が き

数千万規模の量子ビット集積化に向けて，超伝導体

2019 年，Google が開発した量子コンピュータが，

を始めとして，イオン，光など，様々な物理系で研究開

スーパーコンピュータでも 1 万年かかるという計算を

発が進められている．半導体もその候補の一つとなっ

200 秒で解き，注目を集めた [1]．それ以降，量子コン

ている．半導体集積技術との適合性や，量子ビットデ

ピュータの研究開発競争はますます熾烈になっている．

バイスサイズの小ささが利点である．半導体量子ビッ

従来のコンピュータが 0 または 1 のビットにより情報

トの中でも，3 次元的に閉じ込めた単一電荷（電子や

を表すのに対して，量子コンピュータでは 0 と 1 の両

正孔）のもつスピンの上向き，下向き状態を量子ビッ

方の状態を同時にもつ「量子ビット」により情報を表

トとするスピン量子ビット方式は注目を集めている．

す．Google が開発した量子コンピュータ「シカモア」

特に，雑音の小さい極低温下（数十 mK から数 K）で

では 53 の超伝導体量子ビットが量子計算に使われて

は，良好なコヒーレンス時間（量子情報を保持できる

いる．一方で，実用的な量子計算を行うためには，数

時間）をもつ．また，単一電荷の 3 次元閉じ込めは，

千万規模の量子ビットを 2 次元集積して制御する必要

半導体中のポテンシャルを人工的に制御することで実

があると言われている [2]．このような大規模な量子

現できる（図 1）．このような系は量子ドットと呼ば

ビットシステムを実現するためには，材料，デバイス，

れ，半導体微細加工技術により形成された微小電極に

回路，システムなど幅広い技術レイヤーの連携が重要

よって，量子ビットの電気的制御が容易である．
量子ドットを用いたスピン量子ビットに関する研究
は，20 年程前から主に GaAs を利用した系を用いて，
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4 ，2.2 で詳述）．
の読み出しを行うことができる（条件 ⃝
すなわち，5 条件をよく満たしている．
実用的な問題を量子計算により解くためには，誤り
を訂正しながら量子的な計算を実行する誤り耐性量子
計算が重要な役割を果たす．このための量子誤り訂正
図 1 (a) 3 次元的な量子閉じ込めによる量子ドット構造．
(b) 量子ドットに電荷を加えるのに必要なエネルギー
が離散化している様子とトンネル結合したドレイン
（D）
，ソース（S）のフェルミ準位（µD , µS ）．

符号には様々な方式があるが，最もよく知られている
のは，表面符号である [2]．この符号化法では，量子
ビットを 2 次元格子状に配列し，誤り検出・訂正を行
うことで，高い誤り耐性を実現している．更に，誤り
訂正を行う条件として，初期化，操作，読み出しの精度

体制御技術との融合，GaAs 系において開発された技

（より正確には忠実度と呼ばれる）が 99% を超えてい

術や知見の移植により，基盤的な研究が目覚ましく進

る必要があると考えられている [2]．デジタル素子であ

展した [3]．最近は，世界中で企業や研究所と大学が連

る古典コンピュータのビットと異なり，アナログ素子

携し，シリコン量子コンピュータに向けた研究開発が

である量子ビットにおいて，このような高い精度の実

精力的に行われている．

現は容易ではないが，近年，シリコンスピン量子ビッ

本論文では，シリコン量子ドットを用いたスピン量

トを用いて，超伝導量子ビットに匹敵する精度（広く

子ビットに焦点を当てて，シリコン量子コンピュータ

用いられている誤り耐性量子計算におけるしきい値を

に向けた近年の研究を紹介する．実用的な量子コン

超える 99.9% 程度）が実現されてきている [5]〜[7]．

ピュータの研究開発は，量子ビットの質と量の両輪で

この章では，量子ビットの質的側面として，このよ

進めることが重要になる．ここで「質」とは，量子ビッ

うな高性能な量子ビットの読み出しと操作に焦点を当

ト性能の向上を意味し，本論文の 2. において読み出し

て，そこで使われている回路，機器などの技術詳細を

と操作という量子ビットの最重要性能について概説す

含めた具体的な実験方法について説明する（以下では，

る．また 3. では，「量」に相当する大規模化に向けた

簡単のため電子スピンを仮定して説明する）
．

取り組みとして，量子ビットの動作温度向上，極低温

2. 2 スピン読み出し

回路制御，2 次元集積構造について紹介する．本論文

2. 2. 1 スピン状態の単発測定

により，デバイス，回路，システムなど様々な分野の
研究者に興味をもって頂き，タイアップした研究開発
に繋がると幸いである．

2. シリコンスピン量子ビット
2. 1 は じ め に

量子的な重ね合わせ状態は，観測によって破壊され，
量子ビットの状態が 0 か 1 へ収束する．破壊せずに複
製することが原理的に許されないために，量子ビット
の誤りを検出するためには，誤りが生じた事象を，平
均化を行わずに検出する必要がある．このため量子誤
り訂正には，量子状態を単一試行で（すなわちアンサ

量子コンピュータを構成するための量子ビットに求

ンブル平均を取ることなく）読み出す，単発測定が要

められる要件として，D. P. DiVincenzo が提唱した 5

求され重要になる．この単発測定は，少なくとも量子

1（多量子ビット集積を可
条件が良く知られている． ⃝

ドット内のスピン上向き，下向きの状態が変わってし

2（操作時間に比べて）長いコヒー
能とする）拡張性，⃝

まうエネルギー緩和時間（電子スピンの場合，100 ms

3 初期化能力， ⃝
4 読み出し能力， ⃝
5 ユニ
レンス時間， ⃝

程度）よりも十分短い時間で行う必要がある．更に，

バーサル量子操作（任意の量子演算を実行するのに必

読み出し時間が誤り耐性量子計算の速度を律速しない

要な操作の組み合わせ）である [4]．シリコンスピン

ためには，量子ビットの操作（1 回の操作で 100 ns 程

量子ビットは，半導体技術を活用でき拡張性に優れる

度）と同程度に高速な読み出しが望ましい．

1 ，3. で詳述）．また，極低温下で長いコヒーレ
（条件 ⃝

このようなスピン量子ビットの読み出しでは，電荷

2 ）．更
ンス時間をもつことが実証されている（条件 ⃝

数変化の検出が重要な役割を果たす．スピンはその磁

3 ），任意の量子
に，基準となる状態に初期化し（条件 ⃝

気モーメントの小ささから磁気的に直接読み出すこと

演算実行に必要な 1 量子ビット操作と 2 量子ビット操

が難しい．また，電気的環境と直接結合しないため，

5 ，2.3 で詳述）を繰り返した後に，量子状態
作（条件 ⃝

電気的な読み出しも容易ではないが，スピン–電荷情
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図2

量子ドット（QD）の電子数の変化による電荷検出器
（CS）電流の増減の例．この例では，丸い QD にドレ
イン（D）とソース（S）が結合している．QD-D 間と
QD-S 間のくびれ部分それぞれでトンネル障壁が形
成される．QD と CS は静電的に結合しているので，
QD 内の電子数変化により CS の電流値も変化する．

報変換を介して，電荷検出により読み出すことが可能
になる．量子ドットは，他の量子ドットの電荷検出に
も有用である．その理由は，コンダクタンスが電位の
関数として鋭いピークをもつために，電気的環境に敏
感だからである．容量結合を介して電荷検出器の量子

図 3 (a) エネルギー選択読み出しと (b) パウリスピン閉塞
(PSB) 読み出し．スピンに応じて量子ドットの電子数
(Qdot(, L) ) が異なる時間変化をする（(a)，(b) 右図）．
(a) の読み出し手法では，量子ビット間のエネルギー
差に対して，リードのフェルミ分布の広がりが十分
に小さい必要がある．(b) では上向きスピンの場合の
み電荷移動が速やかに生じるのに対し，下向きスピ
ンの場合はスピン緩和が生じるまでの時間，電子が
左側に留まり続ける．(b) 右図の灰色の領域は，緩和
のため読み出しに適さない範囲であることを示して
いる．

ドットのコンダクタンスが敏感に変化するため，測定
対象の量子ドットの電荷数変化を検出できる（図 2）
．
スピン–電荷情報変換には，二つの手法がよく知ら

ade, PSB）読み出しと呼ばれる．電子がフェルミ粒子

れている（図 3）．(a) 量子ドットとリード間の結合を

であることから，パウリの排他律が働き，スピンが平行

利用した読み出しと [8]，(b) 二つの量子ドット間の結

な二つの電子は量子ドット内の同一の軌道を占有する

合を利用した読み出しである [9]．(a) の読み出しはエ

ことは許されない．トンネル結合した二つの量子ドッ

ネルギー選択読み出しとも呼ばれ，磁場印加によるス

ト（二重量子ドット）に電子が一つずつ入っている状

ピン状態間のエネルギー差（ゼーマン分裂）を利用す

況を考えたとき，この二つの電子のもつスピンが平行

る（図 3 (a)）．リード（ソースやドレイン）のフェル

な場合には，パウリの排他律により，ドット間のトン

ミ準位を，ゼーマン分裂の中間に調整したとき，量子

ネリングが禁止される．一方で反平行の場合にはトン

ドット中の電子スピンが励起状態にある場合は，電子

ネリングが可能なため，電荷分布の違いが生じる．こ

が量子ドットからトンネリングし（量子ドット内の電

のようなスピンに依存した電荷分布の差異から，スピ

子数は 1 から 0 に変化）
，その後，基底状態のスピンを

ン状態の読み出しが可能になる．この手法は，エネル

もつ電子が量子ドットにトンネリングする（量子ドッ

ギー選択読み出しと比べ，2 スピン状態の緩和によっ

ト内の電子数は 0 から 1 に変化）．このトンネルは電

て読み出し時間に制限がある一方で，比較的高温でも

子スピンが初めからエネルギーの低い基底状態の場合

動作するといった利点がある．

は起こらないため，電子数変化とスピン状態の対応か

量子ビットの読み出しは，初期化と（複数回の）量

ら，量子ビット状態を検知できる．更に，最終的なス

子操作の後に行われる．図 4 では，二重量子ドット中

ピン状態は基底状態に初期化される．ただしこの手法

の 2 量子ビット系における，(a) 電子数の初期化，(b)

では，リードのフェルミ分布の広がり（電子温度に比

スピンの初期化，(c) 操作，(d) エネルギー選択読み出

例）が，ゼーマン分裂に対して，十分狭い必要がある．

しにおけるエネルギー準位図を示している．ゲート電

もう一方の，(b) 二つの量子ドット間の結合を利用

極に電圧パルスを印加し，初期化・操作・読み出しを

した読み出し方法では，パウリの排他律を利用する

繰り返し行うことで，確率的に得られるスピンの演算

（図 3 (b)）
．これはパウリスピン閉塞（Pauli spin block-

結果を知ることができる．このような電圧パルスによ
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る制御には，任意波形発生装置が用いられる．特に，

ためである．RF 反射測定とは，RF 信号（100 MHz〜

図 4 に示したようなエネルギー選択読み出しの場合に

1 GHz 程度）をデバイスに印加し，デバイスのインピー

は，ゼーマン分離に相当する 100 マイクロ電子ボルト

ダンスに依存する反射信号を測定することで，低周波

程度に対して十分な精度を与える数 10 µV 程度の垂直

雑音の影響を抑制できる手法である．加えて，測定回

分解能と，電子を完全に追い出すための数 10 mV 程

路の帯域幅も通常大きくとれるため，数 MHz の測定

度の電圧パルスをデバイスに印加することが必要であ

帯域幅が実現できる．一般に 1 MΩ 以上の大きなイン

る．また，室温で生成された電圧パルスは，熱雑音を

ピーダンスをもつ量子ドットを用いて RF 反射測定を

抑えるため，温度の低下に合わせて段階的に配置され

行う場合には，LC の共振回路を利用したインピーダ

た減衰器により減衰されることが多い．実際の任意波

ンス整合をとる必要がある（LC マッチング回路）
．電

形発生器としては，最大振幅 1 V 程度，垂直分解能が

荷検出器のインピーダンスに依存して，反射率が変わ

14 bit 程度のものが用いられる．

るため，電荷検出が可能になる．実際の等価回路は，

パルス電圧とデバイスの動作条件の調整のための

誘電損失や表皮効果などの要因によって複雑になり，

DC 電圧との合成に用いられる回路として，バイアス

それらを考慮したパラメータ設定が要求される．デバ

ティがある．バイアスティは，抵抗と静電容量から構

イスをマウントするプリント基板の誘電損失もその要

成でき，減衰器による DC 電圧の低下を避けるため，

因の一例である [11]．

最低温部に配置される．パルス入力側から見るとハイ

次に RF 反射信号読み取りのためのエレクトロニク

パスフィルタとして機能するため，操作に必要な数 ns

スについて説明する．室温にある信号源から出力され

程度の立ち上がり時間を維持したまま合成できる．

た信号は，熱雑音を抑えるため異なる温度で段階的に

2. 2. 2 RF 反射測定

減衰させながらデバイスに印加される．デバイスに印

量子ビットの読み出しを高速化するために，RF 反

加されるパワーは，発熱を避け，線形応答領域に収める

射測定がよく用いられる [10]．通常の IV コンバータ

など感度を保つ工夫のために，典型的には −100 dBm

を用いた読み出しで達成できる帯域は数 10 kHz であ

程度である [12]．デバイス端で反射された信号は低温

るのに対し，RF 反射測定では MHz 以上を実現できる

部にある方向性結合器により分岐され，入射時とは異
なる経路を通る．極低温アンプにより，熱雑音による
信号雑音比の低下が起こる前に，低温下（〜4 K）で増
幅することで，信号雑音比の悪化を緩和できる．この
とき，増幅率は，室温と低温での熱雑音の電力の比よ
りも十分大きいことが求められる (30 dB 程度)．最後
に，室温で RF ミキサーとローパスフィルタによりダ
ウンコンバートした後，デジタイザにより測定される．
このような RF 反射測定技術を用いて，99.99% の忠実
度で電荷分布変化の読み出しが実現されている [12]．

2. 3 スピン操作
2. 3. 1 単一スピン操作
DiVincenzo の条件に挙げられるユニバーサル量子
図4
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二重量子ドットにおける 2 量子ビット系の初期化・
読み出し・操作のエネルギー準位図．(a) 電子数の初
期化におけるエネルギー準位図．二重量子ドット内
の電子を全て追い出す．(b)（右側ドットにおける）
スピンの初期化のエネルギー準位図．エネルギー差
によるスピン選択的なトンネル過程を利用している．
同様にして左側のドットにおける初期化も行う．(c)
スピン操作におけるエネルギー準位図．1 量子ビット
操作や 2 量子ビット操作を行う．(d)（右側量子ドッ
トにおける）スピンの読み出しのときのエネルギー
準位図．(b) と同様エネルギー的なスピンの選択性を
利用している．

操作は，特定の 1 量子ビットと 2 量子もつれ操作の
組み合わせにより構成が可能である．そのうち 1 量子
ビットには，電子（正孔）スピン共鳴操作によって可
能となる任意の 1 量子ビット回転操作が用いられる．
なお，以下では簡単化のため，電子と正孔に共通する
内容は電子に統一して記述する．
スピンの上向き |↑⟩ と下向き |↓⟩ のゼーマン分裂を
誘起する外部静磁場を印加すると，電子スピンはラー
マー歳差運動と呼ばれる，位相回転運動を生じる．こ
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の歳差周波数と周波数の一致した高周波磁場を，外部

くため，微小磁石などの付加構造なしに電気的な高速

静磁場と直交する向きに印加することで，電子スピン

スピン操作が可能である [14]．ただし，忠実度が 99%

共鳴が生じる．このとき，スピンは上向きと下向きを

を超える操作を行うためには，スピン軌道相互作用の

交互に行き来するが，この振動のことをラビ振動，そ

正確な理解と制御が必要と考えられ，今まさに盛んに

の周波数をラビ周波数と呼ぶ（図 5）．

研究が行われている．

電子スピン共鳴に必要となる高周波磁場は，例えば

いずれの操作手法でも，スピンの共鳴周波数に対応し

量子ドット近傍に配置した微小コイルにマイクロ波等

た高周波（数 GHz から数 10 GHz）を試料電極に印加す

の印加によって交流電流を流す方法で得ることができ

る必要がある．現状では読み出し用の制御機器と同様，

る．実験は極低温環境下で行っているため，発熱の影

信号源である高周波信号発生器は室温に設置されてい

響を考慮する必要があり，シリコンスピン量子ビット

る．操作忠実度の制限因子とならないよう，位相雑音

におけるその最高速度は，1〜数 MHz 程度である [13]．

が極めて小さい装置（例えば Keysight 社の E8267D で

高周波磁場の代わりに高周波電場によって同様の共

は，オフセット周波数 100 kHz において −100 dBc/Hz）

鳴を駆動する，いわゆる電気双極子スピン共鳴の方が，

が用いられることが多い．ただし文献 [15] では，オフ

速度の観点では有利とされている．これは電場駆動の

セット周波数 1 MHz に対して −106 dBc/Hz の位相雑

方が制御信号を局所的に印加しやすく，発熱が抑えら

音水準であれば 99.9% の忠実度に十分と試算されて

れるためである．実際，量子ドット直上に微小磁石を

いる．実際に回転操作に用いる制御波形はこの高周波

配置し，その磁場勾配を利用する方法では，数 10 MHz

キャリアに IQ 変調を施し，オンオフ制御及び回転軸

程度のラビ振動が観測されている [5]．特に同位体制

制御（X 回転と Y 回転の切り替え）を行う．典型的に

御を施さない（核スピンを有する同位体 29 Si が天然比

は，10 MHz 程度のサイドバンド変調を行って，振幅

である約 5% 存在する）シリコンにおいて，忠実度が

を所望のラビ周波数に正確に合わせこむために，サン

99% を超える操作を行うには，このような高速操作が

プリング時間が 1 ns 程度で，垂直分解能が 14 bit 程度

重要となる．また，同位体制御された 28 Si の量子ドッ

の任意波形発生器が用いられる．

トと組み合わせることで，忠実度が 99.9% を超える操

2. 3. 2 2 量子ビット操作

作が実現している [5]．

ユニバーサル量子操作には，単一スピン操作に加え

シリコン中の電子スピンに働くスピン軌道相互作用

て，特定の 2 量子ビット操作が必要となる．その原理

（スピン自由度と軌道自由度の混成）は弱いため，電気

は，シリコン量子ビットの場合，隣接する量子ドット

双極子スピン共鳴を駆動するのに，微小磁石による人

中の電子（正孔）スピンの間に働く，交換相互作用 J

工的なスピン軌道相互作用が必要となる（スピンは磁

である．その起源は量子ドット間での電子のトンネル

気的な自由度であり，軌道と異なり，そのままでは電

による交換であり，トンネル結合（波動関数の重なり

場に応答しない）．正孔スピンの場合は，電場を印加

積分に比例）を電極に印加する電圧によって変えるこ

することで電子に比べ大きなスピン軌道相互作用が働

とで，電気的に制御できる．交換相互作用 J によって，
パリティが奇のスピン（ |↑⟩|↓⟩ や |↓⟩|↑⟩ ）は，その固有
エネルギーが減少（安定化）する．これは他方の量子
ビットの状態に依存した相互作用であるため，2 量子
ビット操作に応用できる．
一例として， |↑⟩|↓⟩ と |↓⟩|↑⟩ の固有エネルギー減少
が，時間発展の意味では位相シフトに相当することを
考えれば（時間に依存しないシュレディンガー方程式
を積分して時間発展演算子を計算すると得られる）
，制

図5

ラビ振動の周波数を 10 MHz としたときの，マイク
ロ波印加時間に応じた上向きスピンを検出する確率
の模式図．マイクロ波によって，電子スピンに対し
て高周波磁場，あるいは実効的な高周波磁場となる
高周波電場が印加される．マイクロ波の印加時間は
典型値で，ラビ周波数に依存する．

御位相ゲートと考えることができる．交換相互作用 J
をこのように利用することで，最近では忠実度 99.5%
の 2 量子ビット操作が達成されている [7]．交換相互
作用 J は試料電極に制御波形を印加することで制御さ
れるが，読み出し以上に精密な調整が必要とされる．
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3. シリコン量子ビットの大規模化
3. 1 は じ め に
前章で説明したような高性能なシリコンスピン量子
ビット実現の知見の蓄積から，小規模な（3 量子ビット
程度）量子ビットへの制御性の拡張が進んでいる [16]．

は通常，希釈冷凍機温度（10〜100 mK）で動作するが，
より高温で動作できれば冷却能力も向上し（例えば，

1.2 K で数十 mW，4 K で 1 W 程度），同一チップ上に
量子ビットと制御回路を集積することも視野に入って
くる（図 6）．
近年，シリコン量子ドットを用いたスピン量子ビッ

シリコンスピン量子ビットの「質」の面が実証される

トが 1 K 程度で動作できることが実証された [18]．高

中，一方で，大規模化を現実的に視野に入れて，トッ

温環境が量子ビットに与える影響としては，リードの

プダウンのアプローチによる量的側面からの研究も始

フェルミ分布の広がりと，雑音の増加がある．2.2 で

められており，大規模量子ビット作製に適した手法で

述べたように，フェルミ分布の広がり（電子温度に比

量子ドット構造の 2 次元集積が行われている [17]．

例）によって，エネルギー選択読み出しは大きな影響

また，大規模量子ビット系の制御に適したエレクト

を受けるが，PSB 読み出しは比較的高温でも動作す

ロニクスも開発研究が進められつつある．小規模な量

る [19]．一方で，雑音の増加は，エネルギー緩和時間

子ビット系を制御するために用いられる，市販の高周

とコヒーレンス時間を大幅に低下させるため，その抑

波源や任意波形発生装置などの機器は，量子ビットを

制が高温動作での鍵となる [18]．コヒーレンス時間を

冷却する冷凍機外に配置されている（図 6）
．大規模な

制限する要因の一つである電荷雑音（1/ f 雑音）は，高

量子ビット系で，同様の制御を行おうとすると，配線

温下で増加する．デバイス中の欠陥に電荷が出入りす

を伝う高温部からの熱流入や配線数の増加から，冷凍

ること等で生じるため，欠陥の低減が重要になる．

機の冷却能力や（同軸線などの）容積・重量が問題と
なる．このような問題に対して，極低温エレクトロニ
クスが重要になると考えられている．
この章では，
「量」の側面からの取り組みの代表例と

3. 3 極低温制御回路
極低温制御回路の実現も並行して進んでいる．Intel
と Delft 工科大学の共同研究 [20] において，スピン操
作のための機能を一部搭載した極低温信号回路が開発

して，量子ビットの高温化，極低温制御回路，2 次元

され，極低温制御系実現への第一歩が踏み出された．

集積化の 3 点について，最近の進展を紹介する．

この報告では，mK ステージに配置されたシリコンス

3. 2 高 温 化

ピン量子ビットを，3 K に配置された極低温制御回路

極低温エレクトロニクスの課題の一つは，消費電力

により操作している．ここで使用された極低温回路

である．シリコンスピン量子ビットの測定が行われ

は，スピン操作に用いられる IQ 変調された高周波信

る希釈冷凍機の最低温部では，
（100 mK のとき）高々

号を出力できる（消費電力 384 mW）．測定結果から，

1 mW の冷却能力しか得られない．スピン量子ビット

忠実度 99.7% の量子ビット操作が，室温装置による制
御と遜色なく行えることが示された．操作用の回路に
加え，高速なゲート電圧パルス印加や RF 反射測定に
よる読み出し機能も備えた第 2 世代の制御用チップも

2020 年に開発されている [21]．
将来的な目標として，更なる配線数の削減のため，
極低温制御回路のオンチップ化が挙げられる．しか
し，前節で説明したとおり，消費電力の問題があるた
め，オンチップ化には量子ビット側の高温動作が望ま
れる．このアプローチでは，シリコン量子系かつスピ
ン量子ビットというシリコン量子ビットの特徴が，オ
ンチップ化と高温動作の両面で活かされる．

3. 4 2 次元集積
2.1 でも触れたとおり，量子誤り訂正には 2 次元集
図6
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冷凍機（無冷媒希釈冷凍機）の内部構造の概略図と
各温度ステージの典型的な温度と冷却能力．

積化が重要であり，そのようなデバイスの開発も進ん
でいる [22]．しかし，数千万規模の量子ビットを直接

招待論文／シリコン量子ビット技術と集積化に向けた研究動向

制御しようとすると，量子ビット数の数倍の配線数が

る．実際，海外では Intel と Delft 工科大学，CNRS と

必要となってしまう．この配線数削減のため，ダイナ

CEA-Leti とグルノーブル工科大学などがタイアップ

ミック・ランダム・アクセス・メモリ（DRAM）を参

している．国内においても，2018 年から光・量子飛躍

考にした構造が提案されている [23]．DRAM 構造と

フラッグシッププログラム（Q-LEAP）のもとで産総

同様ワード線とビット線によりゲート電極を指定する

研を中心に東工大，名古屋大，理研等が連携し，2020

が，1 量子ビット操作を行う場合はビット線一つ，2

年からムーンショット型研究開発事業のもとで日立製

量子ビット間操作を行う場合はビット線二つを利用し

作所を中心に東工大，神戸大，理研が連携し，研究開

て，必要なゲート電極一つを選択する．これにより量

発を推進している．今後，より多くの研究グループ・

子ビット数の平方根に比例する程度に配線数の増加を

技術レイヤーが一丸となって，シリコン技術に基づい

抑え込める．

た誤り耐性量子コンピュータの実現を目指したい．

集積化に適した読み出し方法の一例としてゲートセ

謝辞 本研究で紹介した成果の一部は，JST CREST
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から読み出す．電荷検出器のような読み出し専用の構
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造が不要となるため，集積化に有利と期待されている．
通常，この静電容量の変化は数十 aF 程度であり，現

文
[1]

状ではこの方式による読み出しには数 µs 程度かかっ

conducting processor,” Google AI blog, Oct. 2019.
https://ai.googleblog.com/2019/10/quantum-supremacy-using-

てはいるが [24]，量子静電容量の信号は温度依存性が
小さいため高温読み出しにも期待されている．

programmable.html
[2]

また，現状の量子ビット構造における面内のゲート

ボラトリーズ（HRL）グループは，標準的な CMOS 製

tion,” Phys. Rev. A, vol.86, pp.032324-1–48, Sept. 2012.
[3]

米田

淳，樽茶清悟，“シリコン量子ドットの量子計算へ

の応用，
” 固体物理，vol.53, no.10, pp.511–523, Oct. 2018.
[4]

造技術の援用により面直ゲート構造を備えた量子ドッ
ト構造を実現している [25]．この構造は，3D-NAND

A.G. Fowler, M. Mariantoni, J.M. Martinis, and A.N. Cleland,
“Surface codes: Towards practical large-scale quantum computa-

構造を，三次元配線によって面直のゲート構造に置き
換えなければならない．米国のヒューズ・リサーチ・ラ

献

J. Martinis, “Quantum supremacy using a programmable super-

D.P. DiVincenzo, “The physical implementation of quantum computation,” Fortschr. Phys., vol.48, pp.771–783, Oct. 2000.

[5]

J. Yoneda, K. Takeda, T. Otsuka, T. Nakajima, M.R. Delbecq, G.
Allison, T. Honda, T. Kodera, S. Oda, Y. Hoshi, N. Usami, K.M.

で用いられるような多層構造・垂直配線技術を利用し

Itoh, and S. Tarucha, “A quantum-dot spin qubit with coherence

て，ゲートをファンアウトさせることで，更に拡張で

limited by charge noise and fidelity higher than 99.9%,” Nat. Nanotechnol., vol.13, pp.102–106, Feb. 2018.

きると考えられる．
[6]

4. む す び

X. Xue, M. Russ, N. Samkharadze, B. Undseth, A. Sammak,
G. Scappucci, and L.M.K. Vandersypen, “Quantum logic with
spin qubits crossing the surface code threshold,” Nature, vol.601,

本論文では，シリコン量子コンピュータに向けた研
究動向について，量子ビットの性能向上と大規模化の

pp.343–347, Jan. 2022.
[7]

Scappucci, and S. Tarucha, “Fast universal quantum gate above the

観点から紹介した．量子物理と精密技術に基づく読み

fault-tolerance threshold in silicon,” Nature, vol.601, pp.338–342,

出しと操作の性能向上が実証され，動作温度向上，極
低温回路制御，2 次元集積化の取り組みも進展してい

Jan. 2022.
[8]

shot read-out of an individual electron spin in a quantum dot,”

今後開発していくべき技術課題も多い．例えば，ばら

Nature, vol.430, pp.431–435, July 2004.
[9]

3 次元配線，極低温エレクトロニクス，発熱制御，高
温動作時のコヒーレンスと読み出し信号の維持などで
ある．材料，デバイス，回路，システムなど幅広い技
術レイヤーのタッグによって解決できると考えられ

J.M. Elzerman, R. Hanson, L.H. Willems van Beveren, B.
Witkamp, L.M.K. Vandersypen, and L.P. Kouwenhoven, “Single-

る．大規模化に向けた研究は始まったばかりであり，
つき回避のための結晶品質向上，素子の歩留まり制御，

A. Noiri, K. Takeda, T. Nakajima, T. Kobayashi, A. Sammak, G.

C. Barthel, D.J. Reilly, C.M. Marcus, M.P. Hanson, and A.C.
Gossard, “Rapid single-shot measurement of a singlet-triplet
qubit,” Phys. Rev. Lett., vol.103, pp.160503-1–4, Oct. 2009.

[10]

米田 淳，溝口来成，小寺哲夫，“シリコン量子ドット単一
キャリアスピンの高周波反射計測，
” 固体物理，vol.56, no.5,
pp.265–276, May 2021.

233

電子情報通信学会論文誌 2022/7 Vol. J105–C No. 7
[11]

R. Mizokuchi, S. Bugu, M. Hirayama, J. Yoneda, and T. Kodera,

A. Sammak, G. Scappucci, and L.M.K. Vandersypen, “Rapid gate-

“Radio-frequency single electron transistors in physically defined

based spin read-out in silicon using an on-chip resonator,” Nat.

silicon quantum dots with a sensitive phase response,” Sci. Rep.,
vol.11, pp.5863-1–7, March 2021.
[12]

[13]

Nanotechnol., vol.14, pp.742–746, Aug. 2019.
[25]

W. Ha, S.D. Ha, M.D. Choi, Y. Tang, A.E. Schmitz, M.P.

A. Noiri, K. Takeda, J. Yoneda, T. Nakajima, T. Kodera, and

Levendorf, K. Lee, J.M. Chappell, T.S. Adams, D.R. Hulbert,

S. Tarucha, “Radio-frequency-detected fast charge sensing in un-

E. Acuna, R.S. Noah, J.W. Matten, M.P. Jura, J.A. Wright,

doped silicon quantum dots,” Nano Lett., vol.20, pp.947–952, Jan.

M.T. Rakher, and M.G. Borselli, “A flexible design platform for

2020.

Si/SiGe exchange-only qubits with low disorder,” arXiv preprint

J. Yoneda, W. Huang, M. Feng, C.H. Yang, K.W. Chan, T. Tanttu,

arXiv:2107.10916. July 2021.

W. Gilbert, R.C.C. Leon, F.E. Hudson, K.M. Itoh, A. Morello, S.D.
Bartlett, A. Laucht, A. Saraiva, and A.S. Dzurak, “Coherent spin

（2021 年 11 月 7 日受付，2022 年 2 月 10 日再受付，
2 月 25 日早期公開）

qubit transport in silicon,” Nat. Commun., vol.12, pp.4114-1–9,
July 2021.
[14]

R. Maurand, X. Jehl, D. Kotekar-Patil, A. Corna, H. Bohuslavskyi,
R. Laviéville, L. Hutin, S. Barraud, M. Vinet, M. Sanquer, and S.
De Franceschi, “A CMOS silicon spin qubit,” Nat. Commun.,

溝口 来成

vol.7, pp.13575-1–6, Nov. 2016.
[15]

[16]

J.P.G. van Dijk, E. Charbon, and F. Sebastiano, “The electronic in-

2012 東京工業大学・工卒．2014 同大大

terface for quantum processors,” Microprocess. Microsyst., vol.66,

学院修士課程了．2018 グルノーブル第一大

pp.90–101, April 2019.

学博士課程了．2019 より東京工業大学研究

K. Takeda, A. Noiri, T. Nakajima, J. Yoneda, T. Kobayashi, and S.

員．博士（理学）
．量子ドット，RF 反射測

Tarucha, “Quantum tomography of an entangled three-spin state

定の研究に従事．

in silicon,” Nat. Nanotechnol., vol.16, pp.965–969, June 2021.
[17]

N. Lee, R. Tsuchiya, G. Shinkai, Y. Kanno, T. Mine, T. Takahama,
R. Mizokuchi, T. Kodera, D. Hisamoto, and H. Mizuno, “Enhanc-

米田

淳

ing electrostatic coupling in silicon quantum dot array by dual
gate oxide thickness for large-scale integration,” Appl. Phys. Lett.,
vol.116, p.162106, April 2020.
[18]

2009 東京大学・工卒．2011 同大大学院

修士課程了．2014 同大大学院博士課程了．

C.H. Yang, R.C.C. Leon, J.C.C. Hwang, A. Saraiva, T. Tanttu, W.

2014 理化学研究所，2019 ニューサウスウ

Huang, J. Camirand Lemyre, K.W. Chan, K.Y. Tan, F.E. Hudson,

ェールズ大学，2020 より東京工業大学特任

K.M. Itoh, A. Morello, M. Pioro-Ladrière, A. Laucht, and A.S.

准教授．博士（工学）
．量子ドット，電子ス

Dzurak, “Operation of a silicon quantum processor unit cell above

ピン制御，スピン量子ビットの研究に従事．

one kelvin,” Nature, vol.580, pp.350–354, April 2020.
[19]

Y. Yamaoka, K. Iwasaki, S. Oda, and T. Kodera, “Charge sensing

小寺 哲夫

and spin-related transport property of p-channel silicon quantum
dots,” Jpn. J. Appl. Phys., vol.56, pp.04CK07-1–4, March 2017.
[20]

[21]

X. Xue, B. Patra, J.P.G. Dijk, N. Van, Samkharadze, F. Sheikh,
E. Juarez-hernandez, B.P. Esparza, H. Rampurawala, A. Sammak,

2007 同大学特任助教．2009 東京工業大学

G. Scappucci, M. Veldhorst, and F. Sebastiano, “CMOS-based

助教．2014 より同大学准教授．博士（理

cryogenic control of silicon quantum circuits,” Nature, vol.593,

学）
．量子ドット，量子技術，スピン制御に

pp.205–210, May 2021.

関する研究に従事．

J. Park, S. Subramanian, L. Lampert, T. Mladenov, I. Klotchkov,
D.J. Kurian, E. Juarez-Hernandez, B.P. Esparza, S.R. Kale, A.B.
K.T., S.P. Premaratne, T.F. Watson, S. Suzuki, M. Rahman, J.B.
Timbadiya, S. Soni, and S. Pellerano, “A fully integrated cryoCMOS SoC for state manipulation, readout, and high-speed gate
pulsing of spin qubits,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol.56, no.11,
pp.3289–3306, Nov. 2021.

[22]

R. Mizokuchi, S. Oda, and T. Kodera, “Physically defined triple
quantum dot systems in silicon on insulator,” Appl. Phys. Lett.,
vol.114, pp.073104-1–4, Feb. 2019.

[23]

M. Veldhorst, H.G.J. Eenink, C.H. Yang, and A.S. Dzurak, “Silicon CMOS architecture for a spin-based quantum computer,” Nat.
Commun., vol.8, pp.1766-1–8, Dec. 2017.

[24]

234

2002 東京大学・理卒．2004 同大大学院

修士課程了．2007 同大大学院博士課程了．

G. Zheng, N. Samkharadze, M.L. Noordam, N. Kalhor, D. Brousse,

