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１．はじめに
生体磁気計測はヒトの生体活動を磁気信号として捉えるものであり，電気的計測よりも高い空間分解能を得やすい利点
がある．生体磁気信号は極めて微弱であり従来の磁気センサでは検出が困難であったが，ジョセフソン接合（超伝導トン
ネル接合）を用いる超伝導量子干渉素子（SQUID）の登場により十分高い信号対雑音比が得られるようになった．SQUID
を用いた脳磁計や心磁計が既に実用化されているが，液体ヘリウム冷却や磁気シールドの必要性などコストの問題で医療
現場等への普及率は低い． また技術的な課題としても，ジョセフソン接合の高品質化及び作製歩留まりの向上による安
定供給，アレイ化及び計測の簡便性などが強く求められている．
近年，超伝導を用いた電磁波検出分野では，超伝導体特有のインダクタンスであるカイネティックインダクタンスを利
用するマイクロ波カイネティックインダクタンス検出器が精力的に研究開発されている 1．この検出器は超伝導共振器か
ら構成され，共振器に超伝導ギャップ周波数以上の電磁波が入力されると超伝導電子対破壊が生じ，共振器内のカイネテ
ィックインダクタンスが変化する．そのため電磁波入力をインダクタンス変化による共振周波数変化として検出できる．
この検出器の特徴は，複雑な作製プロセスを必要とせず単層膜で極高感度性能が達成できること，また共振器を多段接続
することで周波数多重読み出しが可能であるため計測やアレイ化が極めて簡便になることである．
またカイネティックインダクタンスは印加電流に対して非線形的に増大することが知られている 2．超伝導ループ内に
磁束が印加された際，超伝導ループにはその磁束を排除するよう遮蔽電流が流れる．そこで，マイクロ波カイネティック
インダクタンス検出器の原理及びカイネティックインダクタンスの電流非線形性に基づき，磁束変化量を共振周波数の変
化量として検出する新たな超伝導磁束計の実現を目指す．本研究において，超伝導共振器型磁束計の設計及び単結晶窒化
ニオブチタン（NbTiN）薄膜におけるカイネティックインダクタンスの電流非線形性評価を行ったので報告する．

２．超伝導共振器型磁束計の設計
磁束計として動作する超伝導共振器を電磁界シミュレータ（SONNET）により設計した．共振器構造を図１(a)に示す．
共振器は，超伝導ループと櫛形電極による LC 共振器が読み出しラインに結合した構造になっている．超伝導ループは 4
m の線幅で面積は 5×5 mm2 とした．Port 1 から Port 2 に高周波信号を入力した際の通過特性 S21 の計算結果を図１(b)に
示しており，周波数 5 GHz で共振が現れている．本磁束計は，超伝導ループに磁束が入力することにより生じる共振周
波数変化を検出することを動作原理としている．
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図 １．超伝導共振器型磁束計 (a) 共振器構造． (b) 共振特性の電磁界シミュレーション

２．カイネティックインダクタンス電流非線形性の測定

薄膜は DC 反応性スパッタにより作製しており，X 線回折パ
ターンの測定から作製した NbTiN 薄膜は MgO 基板上に単結
晶成長していることを確認している．CPW 線路の寸法は，
ストリップ幅 4 m，ギャップ 2 m，膜厚 45 nm 及び線路長
0.2 m である．ストリップ導体に電流が印加されるとカイネ
ティックインダクタンスの変化に応じて線路の電気長が変
化する．そこで，作製した単結晶 NbTiN 薄膜 CPW 線路の透
過係数 S21 をベクトルネットワークアナライザにより測定し，
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印加電流に対する NbTiN 薄膜のカイネティックインダク
タンス変化を調べるため，超伝導 NbTiN 薄膜コプレーナ

電気長の変化量を評価した．作製した CPW 線路は筐体に実

図 ２．電流印加時の単結晶 NbTiN 薄膜 CPW 線路の電気長

装し， 冷凍機により 4 K まで冷却している．電流はバイア

及びカイネティックインダクタンス変化量

スティを通してストリップ導体に供給した．また電流を印加
していない場合の値が基準値となるようベクトルネットワークアナライザを校正した．図２に電流印加時の電気長の変化
量の測定結果を示す．測定周波数は 5 GHz である．電気長の変化量は，電流を印加していない場合の電気長（90.9 rad@5
GHz）で正規化している．また，図２に測定した電気長から算出したカイネティックインダクタンスの変化量を示す．単
結晶 NbTiN 薄膜のストリップ導体に電流が印加されることにより，カイネティックインダクタンスが非線形的に増大し
ていることが確認された．この測定を基に，設計した磁束計に磁束が入力した場合の共振周波数シフト量を予測してみる．
磁束計の超伝導ループに磁束 100 fT が入力された場合，超伝導ループには遮蔽電流として 10 A が流れる．測定結果か
らこの遮蔽電流に対してカイネティックインダクタンスは約 1.003 倍増大する．その結果生じる共振周波数のシフト量は
59 kHz と見積もっており，ベクトルネットワークアナライザを用いて十分検出可能な量である．

４．まとめ
ジョセフソン接合を用いず単層膜で作製可能な超伝導共振器型磁束計の設計を行った．また単結晶 NbTiN 薄膜 CPW 線
路の電気長をマイクロ波帯で測定し，ストリップ導体に電流を印加することでカイネティックインダクタンスが増大する
ことを示した．この測定結果から設計した磁束計でフェムトテスラオーダの磁束に対して十分検出可能な共振周波数シフ
ト量を見積もっており，今後の予定として磁束計を作製し，磁場印加実験を行う．本研究は，公益財団法人豊田理化学研
究所の豊田理研スカラー助成によって遂行されたものであり，ここに感謝を申し上げます．
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