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あらまし 超伝導を用いた単一磁束量子回路（SFQ 回路）や断熱量子磁束パラメトロン回路（AQFP 回路）は，
CMOS に比べて高速かつ低消費エネルギーである特長から研究が盛んに行われている．これらの超伝導回路は主
にニオブ系の金属材料を用いて作製されており，4K 近辺に冷却する必要がある．また，超伝導回路は本質的に磁
場に対して敏感であることから，磁気シールドを行うとともに磁化のない環境が必要である．我々は AQFP 回路
などを 5GHz 程度の高速信号で評価を行うために，48 個の入出力端子を有する広帯域クライオプローブを自主開
発した．このプローブは超伝導チップに配置した電極パッドと直接コンタクトし，液体ヘリウム（LHe）に直浸
して 4.2K に冷却する方式である．開発したプローブは，室温—4.2K 間で，8GHz まで −3dB 以下，15GHz まで
−4〜−5dB 以下と良好な通過特性 S21 を得た．また開発過程で生じた問題点として，基板として用いている Si の
導電性とチップ上の電極パッドに起因した問題とその解析結果に関しても述べる．
キーワード 単一磁束量子回路，SFQ，断熱量子磁束パラメトロン，AQFP，広帯域クライオプローブ，超伝導
集積回路

チップの評価・交換には一日程度要する．多くの研究

1. ま え が き

機関では，基本的な実験は LHe による直浸冷却が行わ

超伝導集積回路は CMOS に比べて 3〜5 桁程度小さ

れている．その際，搬送用の液体ヘリウム容器内に測

な消費エネルギーで動作することから，近年増大する IT

定用のプローブを挿入することで，被測定チップを短

機器によるエネルギー消費を軽減することが期待でき

時間で冷却及び交換できるとともに 4.2K の安定した

る．我々は SFQ 回路 [1], [2] や AQFP 回路 [3]〜[5] に

温度に冷却できる．このプローブの冷却部分（ヘッド）

よる低消費電力かつ高速な高性能コンピュータ [6], [7]

は熱容量を小さくし磁気シールドを行うなどの条件は

や高感度センサー [8] 及び量子コンピュータの制御回

あるが，低速測定用のプローブは自作するか外注によ

路への応用を目指して研究を行っている．超伝導回路

り比較的容易に製作できる．しかし高速信号を入出力

の実験的な評価を行う際に厄介なこととして超伝導

するプローブでは，グランド電位の変動やクロストー

の臨界温度以下である 4K 程度の極低温に冷却する必

クの低減化など高周波の知識やノウハウも必要であり

要があることである．現在は 4K 冷却すること自体は

製作をするのは容易ではない．SFQ 回路の場合には

冷凍機により比較的容易に実現できるものの，冷却に

チップ上に高速パルスの発生回路や入出力信号を一時

は数時間の時間がかかり，昇温などを含めると被測定

的に蓄えておくシフトレジスタを配置しておくことに
より，高周波性能の基本的な評価を室温環境からの低
速信号の入出力で行うことが可能である（オンチップ
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ンを用いたビットエラーテスト（BERT）など，より
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高度な測定を行うには室温環境との高速信号の入出力
が必要である．また．AQFP 回路ではそのバイアス電
流に相当する励起電流が本質的に AC 電流駆動である
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ことからオンチップでの高速評価が困難である．超伝
導回路を高速で評価できる広帯域クライオプローブは
残念ながら外注することも困難であること等から，当
面 5GHz での測定を目標に自主開発した [9], [10]．開
発したプローブを用いることにより，AQFP の高速動
作テストに必要な SQUID ドライバの開発やチップ内
のマイクロストリップラインなどの特性インピーダン
スの評価，AQFP 回路の高速での動作などの実証が可
能になった [11]〜[14]．本報告では，我々が開発した
広帯域プローブに関して，ノウハウを含む設計製作技
術及びその性能の評価結果を述べる．またこのプロー

図 1 (a) プローブ全体図と (b) ヘッド部の構成

ブと電気的な接触をさせる際のチップ上の電極と Si 基
板の導電性に起因した問題及び解析結果についても述
べる．

できず，専用のプローブが必要である．また，我々が

2. 広帯域クライオプローブの設計
2. 1 背

景

最も一般的な超伝導集積回路は Si 基板上に超伝導
配線層として Nb 薄膜，絶縁層として SiO2 薄膜，ス

設計している SFQ 及び AQFP の集積回路チップのサ
イズは 5mm 角と 7.1mm 角，更に最近は 10.5mm 角サ
イズも加わっている，研究の進展に伴いこれら異なる
サイズのチップの高速での評価の必要性が重要になっ
てきている．

イッチング素子として Nb/AlOx /Nb ジョセフソン接合

2. 2 設計指針と構成

による多層薄膜技術により作製されている．我々は産

図 1 に (a) 広帯域プローブ全体と (b) ヘッド部の概念

業技術総合研究所（AIST）のご協力によりチップを製

図を示す．被測定チップをセットするヘッド部，同軸

作していただいている [15], [16]．低速での測定評価の

ケーブルからなる信号伝送及び支持部，コネクタボッ

際には非磁性の専用パッケージ上の電極とチップの電

クス，から構成される．このプローブを図とは逆さに

極パッドをワイヤーボンディングし，低速用プローブ

して液体ヘリウム容器に挿入，チップを LHe に直浸し

を LHe に直浸（いわゆるじゃぼ浸け）して 4.2K に冷

4.2K に冷却して測定を行う．広帯域クライオプローブ

却している．

の開発に際して以下の性能や条件を課した．

SFQ 回路，AQFP 回路とも基本的には磁束量子を情

•

室温—4.2K 間での目標帯域は DC-5GHz（でき
れば DC-10GHz）で −3dB 以下とする

報単体としており，これが消費エネルギーの小さい要
因であるが，チップ外部への出力信号の振幅は数 mV

•

室温側の同軸コネクタは SMA タイプとする

からそれ以下程度と小さい．低速測定の際には出力信

•

信号の端子数は最大で 48 まで対応できる

号は差動増幅器により同相ノイズを除去することがで

•

グランド電位の変動やクロストークを極力抑え

き低振幅の信号を検出しやすい．しかし，高速動作に

る（そのためにチップとは直接コンタクトする）

よる測定では端子間のクロストークやグランド電位の

•

液体ヘリウム環境で二重の磁気シールドをする

変動などの問題が顕著になる上に雑音や位相ずれ等か

•

磁気シールドを含めた外径は 50mm 以下とする

ら差動増幅器を用いることは困難である．そのためプ

（液体ヘリウム容器に直接挿入可能なこと）

ローブ自体でこれらの影響を低減することが重要と

•

熱容量，熱流入はできるだけ小さくする

なる．

•

複数のチップサイズに対応できること（更に後

CMOS や化合物半導体などでは信号レベルが数
100mV〜数 V と大きいとともに，高速あるいは高周波

からでもチップサイズを変更可能にする）

•

測定は，市販されている高周波プローバーや高周波部

非磁性化は必須（金メッキの下地を含めて Ni

品を組み合わせることで行える．しかし，超伝導回路
を LHe で冷却して評価するには高周波部品などのス
ペースや磁化の問題を含めてこれらを使用することは
194

超伝導チップをセットするプローブヘッド部の
不可）

•

周辺の磁場を低減するためにプローブヘッド部
以外の他の構成部品もできる限り非磁性化する．

招待論文／超伝導集積回路評価用の広帯域クライオプローブの開発

2. 3 基 本 設 計
市販の搬送用の液体ヘリウム容器（50〜100 L）に
直浸して被測定チップを冷却する場合，容器の口から
底までの長さなどを考えると，プローブの長さとして
は 1m 位の長さが必要である．この長さの伝送線路と
しては高周波信号の損失や外来ノイズ及びクロストー
クの観点からセミリジッド同軸ケーブル（特性イン
ピーダンス：50Ω）が望ましい．この際，熱流入の観
点からからは熱伝導率が小さなキュプロニッケルな
どを用いた同軸ケーブルも考えられるが抵抗損によ
る高周波での損失が大きく，パルス信号を扱う広帯域

図2

設計したプローブの (a) 構造図と (b) 磁気シールドを
取り付けた際の写真

プローブには不向きだと考えられる．同軸ケーブルの
損失は抵抗損が主であり基本的には同軸ケーブルの
直径に反比例する．市販の特性インピーダンス（Z0 ）

セミリジッド同軸ケーブルの室温側にはフランジ付き

が 50Ω の同軸ケーブル（無酸素銅を用いたコアック

の SMA コネクタを取り付けコネクタボックスの周囲

ス社の SC-119/50-SC）の 10 GHz での損失を調べると

に 2 段で配置した．室温側の SMA コネクタとプロー

3.73dB/m であり（後述するように冷却することによ

ブヘッドのポリイミド基板上のマイクロストリップラ

る損失が改善される），目標性能に対して最も適切で

イン（MSL）間はコネクタなどを介さずに一本の同軸

あると思われた．また，SC-119/50-SC の外導体の外

ケーブルで直接接続した（MSL との接続方法の詳細は

径は 1.19 mm であり，SMA タイプのコネクタが市販

後述する）．同軸ケーブルの長さはコネクタボックス

されているメリットもある．室温—液体ヘリウム間で

内での配線余裕をみて 1.2m とし，プローブの長さは

48 本の同軸ケーブルで接続することになるが，熱流入

約 1.1m となった．なお製作する際に気をつけること

による液体ヘリウムの蒸発量は許容範囲（これまでの

として，セミリジッド同軸ケーブルは冷却した際に誘

経験などから < 1L/hour と予想）であると考えた．

電体であるテフロンの熱収縮により中心導体も収縮す

ヘッド部に関して：チップ上の電極パッドと同軸

る．断線を防ぐために事前に液体ヘリウムにより冷却

ケーブルとの信号を仲介するプローブヘッド部の伝送

処理をした後，SMA コネクタの取り付けや他端の処

線路は，マイクロストリップライン構造とした．プリ

理を行った．また，図 2 に示すように機械的な補強の

ント基板としてフレキシブルなポリイミド基板（絶縁

ためにガラスエポキシの芯棒を設けるとともに，取り

層の厚み：65µm）を採用した．この柔軟性を利用して

扱い易さとケーブル保護のために同軸ケーブルの周り

基板上とチップ上の電極を押し付けて電気的にコンタ

にはテフロンチューブのカバーを設けた．更に，磁気

クトする構造とした．この位置合わせはテフロン製の

シールドは芯棒で支える構造とした．

ガイドによる落とし込みでのセルフアラインとした．

図 3 にコネクタボックスの内部写真とプローブの

磁気シールドに関して：低温での透磁率が大きなク

信号伝達経路を示す．コネクタボックス内の 48 本の

ライオパーム相当のパーマロイを用いた，内側シール

同軸ケーブルはプローブヘッド間の長さを揃えるため

ド（外径 40mm，長さ 196mm）と外側シールド（外径

に曲げ加工を施し余裕を設けている．信号伝達の経路

44mm，長さ 200mm）による二重磁気シールドとした．

（2 経路分のみ）を右図に示したが 48 本とも同一構成

長さと直径の比率が約 5 であり，肉厚は両者とも 1mm

である．基本的には，同軸ケーブル—ポリイミド上の

で底板がある円筒状の形状とした．この底部には液体

MSL—チップ上の配線とこれらの接続からなる．

ヘリウムが通るように直径 3mm 程度の穴をあけてい

図 4 にプローブヘッドのポリイミド基板表面の写真

る．この二重磁気シールドにより円筒の水平方向で数

及び同軸ケーブルと MSL の変換部（接続部）の断面

千分の 1 以上の遮蔽率が得られると考えられる．

図を示す．基板の裏面側には同軸ケーブルが貫通した

2. 4 製作及び詳細な構造

銅製のブロック（表面は金メッキ）がありこれをグラ

図 2 (a) に広帯域プローブ全体の詳細図，(b) に製作

ンドとして MSL を形成している．同軸ケーブルの外

した写真を示す．入出力端子数は 48 の構成である．

導体は断面図に示すように銅ブロック（グランド）に
195
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図 5 チップ上の電極パッドのレイアウトと構成

ブルの内導体が露出した部分のインダクタンス（L）に
対して，ポリイミド上のランド及びクリップピンとグ
ランド間でのキャパシタンス（C）が大きいと考えら
図3

コネクタボックス内写真と信号の伝達経路

れた．
これを改善するため，断面図に示すようにポリイミ
ド基板の裏面と銅ブロック間には 0.15mm 厚のテフロ
ンシートを挟みキャパシタンスを低減化してインピー
ダンス整合を図った．右図は中央付近の写真である．

MSL のライン幅は約 120µm であり，クロストークが
小さくなるように隣接するラインとの間隔はライン幅
に比べて十分広くとっている．MSL の末端には信号
バンプ，その近辺にはグランドバンプを設けている．
これらは測定するチップの電極と対向するように配置
している（写真は 7.1mm 角チップ用のものである）．
使用したポリイミド基板は厚さ 65µm と薄いのでグラ
ンドバンプの高さを低くでき寄生抵抗やインダクタン
図4

ポリイミド基板上の接続部の写真と詳細図

スが小さく，グランド電位の変動を小さくできる．
図 5 はチップ上の電極パッドのレイアウトの一例で

インジウム及び銀ペーストにより接着している．左上

ある．7.1mm 角のチップ周辺に信号用の電極パッドを

の図は周囲部分の写真であり，セミリジッド同軸ケー

48 個，その内側にグランドとの接続用の電極パッド

ブルと MSL の変換部である．ポリイミド基板を貫通

を同数配置している．信号パッドは両側にグランドを

した同軸ケーブルの内導体をクリップピンで挟みかつ

設けた高周波で良く使われる配置，いわゆる “GSG”

MSL の端部に設けたランドにテフロン製のカバーを

構造となっている．この場合には電極パッドサイズは

介して押し付けることで両者を接続している．このよ

約 0.2mm 角，パッド間隔は 0.52mm である．実際の

うなはんだ付けをしない構造により基板の交換を容易

測定では，プローブの電極の寿命を延ばすとともに接

にしている．

触を確実にするために，チップのパッドにはアルミワ

同軸—MSL 変換部ではある程度のインピーダンス

イヤーをボンディングしバンプとしている．左図中の

不整合が生じるのは避けられないが，設計時点では問

写真に示すようにプローブと接触した後にアルミワイ

題にしていなかった．製作過程でこの信号線の接続部

ヤーが押しつぶされている様子がわかる．

でのインピーダンスを後述する TDR で評価すると，

また注意すべきこととして，超伝導集積回路は基本

キャパシタンス成分により反射が起こっていることが

的に全面にグランド面（グランドプレーン：GP 層）

分かった．波長の 1/10 程度の短い長さの範囲であれ

を設けているが [15], [16]，右図のように信号用の電極

ば，Z0 = (L/C)1/2 の集中定数回路で特性インピーダン

パッド下の GP 層は除いている．もし，GP 層を除か

スを考えること可能であると言われている．同軸ケー

ないと信号パッドと GP 間のキャパシタンスが約 2pF
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図7

セミリジッド同軸ケーブルの損失

図 6 測定チップのセッティングとコンタクト

となり，10GHz でのインピーダンスが 8Ω 程度と小さ
くなってしまう．チップ内の MSL の特性インピーダ
ンスも 50Ω であるので，高周波信号はパッド部でリー
クして回路内への信号は減衰してしまう．
図 6 は組立後のプローブヘッドの写真であり，測定

1 チップ
チップのセッティングの様子を示している． ⃝
はテフロン製の枠内に落とし込むことによりチップ内
の電極パッドとポリイミド基板のバンプの位置がセル

2 次にプッシャーを挿入後， ⃝
3こ
フアラインできる． ⃝
れを押し付けるネジを締めることで，チップ上の電極
パッドとポリイミド上バンプとの電気的なコンタクト

図 8 テストチップ（CHIP1）のレイアウト

がとれる．具体的には，押し付ける強さを一定にする
ためにトルクドライバーを用いて，14 cN · m のトル

入して冷却した場合には −6dB 以下に減少した．すな

クで M3 のネジを締めてプッシャーを押している．こ

わち室温—4.2K 間での損失はこの 1/2 であり，−3dB

れにより付着物等が無く正常な状態であれば 48 端子

以下であった．なお，この測定では実際にプローブを

全てが 100 パーセントの歩留まりでコンタクトが取

冷却する場合と同様に液体ヘリウム容器の中で同軸

れる．

ケーブルの一部のみが 4.2K に冷却された状況での結

3. 評価結果と解析
3. 1 セミリジッド同軸ケーブルの冷却時の損失
事前の評価としてセミリジッド同軸ケーブル自身

果であるために損失の減少がさほど大きくない．

3. 2 チップ上の MSL を用いた性能評価と問題点
次に開発した広帯域プローブに超伝導チップをセッ
トして評価を行った．プローブを開発した時点では

（プローブで使用したコアックス社の SC-119/50-SC）

AIST-STP2 試作による 5mm 角の超伝導チップ上の

の損失を VNA で測定した．ケーブル長はプローブと

マイクロストリップラインの特性をベクトルネット

同一の 1.2m で両端に SMA コネクタを取り付けたも

ワークアナライザー (VNA) で測定し，良好な通過特

のを 2 本用意し，LHe で冷却する側は同軸コネクタで

性（S21）を得ていた [9]．

連結した．VNA で室温側から連結された 2.4m 長の同

その後，AIST-HSTP 試作の 7.1mm 角チップに対応

軸ケーブルの通過損失（S21）を測定した結果を図 7

したプローブで同様な測定をすると S21 が高周波で

示す．10GHz での通過損失は，室温で −9dB に対して

急激に悪化する結果となった．図 8 に測定に用いたテ

（仕様から計算した値：−3.73 dB/m × 2.4 m = −9 dB と

ストチップ（CHIP1）のレイアウトを示す．チップ内

一致）
，プローブ使用時と同様に液体ヘリウム容器に挿

には AQFP のテスト回路とともに以下のように長さや
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図 9 CHIP1 の MSL の通過特性 (S21) の測定結果

図 11 CHIP2 の MSL の通過特性 (S21) の測定結果

CHIP1 をセットして液体ヘリウム容器内の LHe に直
浸して測定した．図 10 (b) に，ポリイミド基板上のバ
ンプとチップパッドのフリップチップ接続部での反射
波形を示す．チップ上のどの種類の MSL を測定する
かによって反射パルスの波形に違いがあるものの，共
通して約 90mV（電圧反射係数 ΓV = −0.36）と接続部
で大きな容量性の反射があることが分かった．

3. 3 プローブ性能の改善と問題点の解明
このキャパシタンスが接続部のどこに起因している
のかは不明であった．ところが異なる時期に設計し
作製した別のチップ（CHIP2）で TDR 測定すると容
図 10 (a) TDR 測定のブロック図と，(b) CHIP1 での測定
結果

パッド配置が異なる 3 種類の Micro-strip 線路（MSL）
をレイアウトしており，これらにより評価した．

MSL-ST：〜6.5mm 長の直線状の MSL
MSL-L：〜22mm 長の meander 状の MSL
MSL-S：〜1.5mm 長の crank 状の MSL

量性の反射がなくなり，また VNA 測定による通過特
性 S21 も図 11 に示すように良好な結果を得た．ここ
で CHIP2 のレイアウトでは CHIP1 とは異なり MSL-L
と MSL-S の 2 種類を配置している．CHIP2 では測定
した全ての MSL で 18GHz までほぼ同一の特性を示
した．
同じプローブを使用したにもかかわらず CHIP1（図 9）
と CHIP2（図 11）で S21 が大きく異なることから，問
題点はプローブではなくチップの問題であることが明

図 9 に VNA で測定した通過特性（S21）を示す．こ

らかになった．また，図 10 に示した TDR での結果

の時点では，特性の劣化がプローブ自体の問題かパッ

からチップパッドの周辺で容量性の負荷が存在してい

ドのレイアウトの問題かなど原因が分からなかった．

ることが分かる．図 5 に示したようにチップ上の電極

図に示した結果からは，評価する MSL の種類によっ

パッド下のグランドプレーンは取り除いたにもかかわ

て違いがあるように見えるものの，パッドの配置の違

らず CHIP1 ではグランドがあるのと同様な状況になっ

いやライン長の違いなどもあり原因が分からなかった．

ている．このような状況が起こるのはチップ作成に使

この特性劣化の原因箇所をサンプリングオシロス
コープの Time Domain Reflectometry（TDR）により調

用している Si 基板が 4.2K においても導電性があると
考えた．

べた．図 10 (a) に TDR 測定のブロック図を示す．使

導電性がある Si 基板上に超電導チップが作成され

用した TD24（テクトロニクス）は，立ち上がり時間

た際の影響を電磁界シミュレータ Sonnet lite [17] で解

35ps で 250mV のステップパルスを被測定デバイスに

析した結果を図 12 に示す．図中に示すように 625µm

入力しその反射パルスを測定している．プローブに

厚の Si 基板上に電極パッドと 50Ω に整合終端された

198

招待論文／超伝導集積回路評価用の広帯域クライオプローブの開発

図 12 Sonnet lite を用いた Si 基板の導電性の影響

図 14

図 13 導電性のある Si 基板上のチップパッドの寄生キャ
パシタンス

導電性 Si 基板の寄生キャパシタンスを考慮した (a)
WRspice 用の回路モデルと，(b) シミュレーション
結果

周波的には基板とショートしている．この寄生キャパ
シタンスを考慮したモデルで測定された結果が説明で
きるかを二種類の解析により検証した．

MSL（損失のない金属層による 1mm 長）の通過損失

その一つは図 10 に示した TDR 測定で得たタイムド

S21 を Si 基板の抵抗率を変えて解析した．抵抗率が

メインでの測定を模擬する回路シミュレーションモデ

0.1Ωcm 以下では損失がかなり大きくなることが分かっ

ルである．シミュレータとしては WRspice [20] を使用

た．超伝導回路は約 4K に冷却するため通常使用され

した．図 14 (a) に示すようにポリイミド基板上の MSL

ている基板ではキャリアのフリーズアウトにより導電

として遅延時間 100ps の伝送線路とチップ上の MSL

性は問題にならないと考えられていた．しかし，モッ

の接続箇所に相当する 2 か所に 1.4pF のキャパシタン

ト遷移により縮退した半導体になるキャリア濃度は，

スを挿入した．入力側から立ち上がり 50ps のステップ

Si の場合には 1.1 × 1018 cm−3 以上（室温での抵抗率

パルスを与え，チップの他端はそのまま 50Ω で整合終

は 10−1 Ωcm 以下）であると報告されている [18], [19]．

端した．このモデルでチップ内の MSL の長さを CHP1

超伝導回路の作製用 Si 基板の表面には 300nm 厚の熱

に配置した 3 種類の長さ（6.5mm, 22mm, 1.5mm）に

酸化シリコン膜が形成されている [15], [16]．直流的に

ついてシミュレーションした結果を図 14 (b) に示す．

は Si 基板と超電導回路は不純物のドープ量にかかわ

寄生キャパシタンスに挟まれたチップ内の MSL の長

らず絶縁されているが，高周波信号を入出力する際に

さに対応した多重反射が起こり測定結果（図 10）と良

は高濃度にドープされた基板では図 12 に示すように

く一致する結果が得られた．

損失が問題になるとことが分かった．

次に，CHIP1 を用いたときの周波数特性の劣化と

次に測定結果を説明するための回路モデルを検討し

チップ内の MSL の長さによる違い（図 9）が説明

た．図 13 に示すように，電極パッドとグランドプレー

できるかを Ansoft Designer SV [21] を用いて確かめ

ンが導電性の Si 基板間でキャパシタンスを形成して

た．図 15 (a) に解析したモデルを示す．ここで同軸

いるとした．開発したプローブを使用する際のチップ

ケーブルの損失は簡略的に長さ 1m として，損失は

上の 200µm 角の電極パッドと導電性 Si 基板間のキャ

Coax (Loss) = 1(dB/m) · f 1/2 (GHz) とした．また，ポ

パシタンスは 1.4pF になると見積もられる．またグラ

リイミド基板の損失は小さいとして無視した．図 15(b)

ンドプレーンは基本的にチップ全面にあるので導電性

に解析結果を示す．MSL-S (1.5mm 長) では 8GHz 付

Si 基板間のキャパシタンスは 1.4pF より十分大きく高

近まで S21 の減少が比較的小さいこと，逆に MSL-ST
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測定した結果，約 1.1 L/hour であった（ヘリウム容器
は CRYOFAB 社 CMSH-60 を使用，約 10 分で冷却を
完了してから 7 時間放置した後に蒸発した LHe 量を 7
時間で割った値（7.5 L/7.0 h）であり，初期の冷却で
の蒸発量はゼロとした値である）
．

4. む す び
SFQ 回路や AQFP 回路などの超伝導集積回路の高
速での測定評価のために搬送用の液体ヘリウム容器内
に挿入して LHe で直浸冷却するタイプの広帯域プロー
ブを開発した．開発したプローブは室温と 4.2K 間の
通過損失（S21）が，8GHz まで −3dB 以下，15GHz ま
で −4〜−5dB 以下と良好な結果を得た．これは，我々
図 15 (a) Ansoft を用いたプローブの回路モデルと，(b) シ
ミュレーション結果

の当面の目標である AQFP の 5GH 動作のためには十
分な性能である．また，プローブ開発の過程で超伝
導回路を作製している Si 基板が高濃度にドープされ

(6.5mm 長) では 12GHz 付近まで S21 の減少が大きい

4.2K においても導電性がある場合の問題に遭遇した．

こと，更に MSL-L (22mm 長) で多くの共振ピークが

電極パッドと Si 基板間のキャパシタンスにより高周

見られることなど定性的に良く一致する結果が得ら

波信号がチップ内に伝送されない状況が起こることが

れた．

TDR 測定やシミュレーションとの比較により明らか

これらの結果から図 9 に示した通過特性 S21 の劣
化は Si 基板の導電性に起因した寄生キャパシタンス

になった．
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