(57)【要約】
【課題】

量子もつれ状態、初期化、及び、多量子ビッ

ト化の課題を解決した、新しい動作原理に基づく、ま
た、実証された技術のみで構築できる多量子ビット固体
量子計算機を提供する。
【解決手段】

同一の同位体元素から構成されるセン亜
鉛鉱結晶構造（１１１）面である、Ａ（ 111Ｃｄ）面、
Ｂ（ 113Ｃｄ）面、Ｃ（ 123Ｔｅ）面、及び、Ｄ（ 125
Ｔｅ）面を超格子積層周期として構成されるＣｄＴｅ同
位体超格子半導体結晶を４量子ビットに用いる。４種類
の同位体元素が、各々異なった磁気回転比を有してお
り、これらの４核種は十分に離れたＮＭＲ周波数を有す
るので、４量子ビットの量子計算機が構築できる。Ｃｄ
とＴｅの共有結合に基づくＪ結合が支配的であり、良好
な量子もつれ状態が実現され、また、円偏光照射によっ
て初期化を行えると共に量子純粋状態を形成できる。
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【特許請求の範囲】

【０００３】量子計算機を実現するために原理的に最も

【請求項１】

少なくとも、単一の同位体から成る面を

重要な課題は、第一に量子ビット間の良好な「量子もつ

同位体を異ならせて複数積層した積層単位を超格子積層

れ状態」を形成できること、第二に各量子ビットを「初

単位とした同位体超格子構造を有する半導体結晶と、レ

期化」できること、第三には量子ビット数を増大できる

ーザー光源と、ＮＭＲ装置とを有することを特徴とす

ことである。これらの技術的課題を克服した多量子ビッ

る、同位体超格子構造を有する半導体結晶を用いた固体

ト固体量子計算機を実現するには、既存のＮＭＲ技術だ

ＮＭＲ量子計算機。

けでは原理的に不十分であることが自明であり、新規技

【請求項２】

術開発が不可欠である。本発明はこれらの課題を解決す

前記同位体超格子構造を構成する互いに

隣り合う同位体面の同位体は互いに共有結合しているこ

るものである。

とを特徴とする、請求項１に記載の同位体超格子構造を

【０００４】

有する半導体結晶を用いた固体ＮＭＲ量子計算機。

【発明が解決しようとする課題】次に、上記課題をさら

【請求項３】

前記レーザー光源は、前記半導体結晶の

に詳細に説明する。初めに第一の課題「量子もつれ」に

バンドギャップ・エネルギー以上のエネルギーの円偏光

ついて説明する。ＮＭＲ量子計算機では「量子もつれ状

を発生することを特徴とする、請求項１に記載の同位体

態」を形成させるために核スピン間相互作用を使う。固

超格子構造を有する半導体結晶を用いた固体ＮＭＲ量子

体ＮＭＲにおける第一の課題は、コヒーレントな量子状

計算機。

態の寿命が短すぎて計算時間の余裕がないことである。

【請求項４】

前記同位体超格子構造を有する半導体結
晶が、同位体 111Ｃｄ、 113Ｃｄ、 123Ｔｅ、及び、
125Ｔｅを構成元素とするセン亜鉛鉱結晶構造を有し、

寿命が短くなる原因は核双極子相互作用、金属における

上記セン亜鉛鉱結晶構造の各々の（１１１）面が上記同

にある。これらを「量子もつれ」に積極的に利用する案

位体のいずれか１つの同位体元素から構成され、かつ、

もあり詳しく研究もされているが、不特定多数の粒子に

上記４種類の同位体の（１１１）面の積層周期を超格子

よる量子効果であるためにゼーマン・ハミルトニアンと

積層周期として構成されるＣｄＴｅ同位体超格子半導体

交換しないなど本質的に制御性が悪く、何か特殊な工夫

結晶であることを特徴とする、請求項１に記載の同位体

を開発する必要があり、ここに大きな開発課題を抱えて

超格子構造を有する半導体結晶を用いた固体ＮＭＲ量子

いる。

計算機。

【０００５】次に、第二の課題「初期化」を説明する。

【請求項５】

前記ＣｄＴｅ同位体超格子半導体結晶の

ルーダーマン−キッテル相互作用、磁性不純物等の磁気
的欠陥に起因する長距離で量子効果の強い相互作用など

初期化技術は、計算機のレジスター、すなわち、量子ビ

＜１００＞方向に磁場を印加してＮＭＲを行うことを特

ットを初期状態にリセットするために必要なだけでな

徴とする、請求項４に記載の同位体超格子構造を有する

く、良好な「量子もつれ」状態、すなわち量子純粋状態

半導体結晶を用いた固体ＮＭＲ量子計算機。

を形成するためにも必要である。核スピンは偏極率が極

【発明の詳細な説明】

めて低く、通常の大きさの磁場による初期化では１ｐｐ

【０００１】

ｍ程度の微弱な核スピン偏極しか与えられないので、量

【発明の属する技術分野】この発明は、新規の動作原理

子純粋状態の実現からは天文学的に遠い。

に基づく多量子ビット固体量子計算機に関する。

【０００６】次に、第三の課題「多量子ビット化」を説

【０００２】

明する。量子ビットを増やすということは、即ち、異な

【従来の技術】現在までのところ、溶液ＮＭＲで５から

るＮＭＲサイトを増やすことである。そのために様々な

７量子ビットの量子計算機が実現されているが（Ｐｈｙ

手法が提案されている。例えば、（１）高分子中の異な

ｓ．Ｒｅｖ．Ｌｅｔｔ．８５（２０００）５４５２、及

るサイトを用いる。（２）特殊な極微小磁石を作り込ん

び、Ｎａｔｕｒｅ

４１４（２００１）８８３）、専門

で素子中に原子サイズの磁場勾配を発生させ、サイト毎

家の間では溶液ＮＭＲでは１０量子ビット程度が限界で

に共鳴磁場をずらす。（３）量子ドットや分子設計など

あろうと推測されている（例えば、数理科学４２４（１

ナノテクノロジーの新技術を駆使してサイトを増やす。

９９８）４３、数理科学１９５（２００１）５６）。量

（４）バケツリレー法（北川勝浩「数理科学」２００１

子計算機の当面の目標値は量子現象のシミュレーション

年６月号サイエンス社参照）などのソフトによる手法な

に役立つ数十量子ビットないし、それ以上にあるので、

どが並行して研究されている。これらはいずれも、基礎

近い将来、固体を用いた多量子ビット量子計算機の開発

研究の段階であり、まだ実現はしていない。

が中心的課題になると予想される。現在のところ、固体

【０００７】このように、多量子ビット固体量子計算機

ではまだ２量子ビットすら実現されていないが、固体量

を実現するためには、量子もつれ状態、初期化、多量子

子計算機開発のための課題抽出は既に始まっており、必

ビット化の課題を解決した、新しい動作原理を必要とし

要とされる要素技術のための方法論の検討作業と基礎実

ている。

験が進められている。

【０００８】上記課題に鑑み本発明は、量子もつれ状
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態、初期化、及び、多量子ビット化の課題を解決した、

特徴とする。

かつ、実証された技術のみで構築できる、新しい動作原

【００１４】この構成によれば、４種類の同位体元素

理に基づく多量子ビット固体量子計算機を提供すること

が、各々異なった磁気回転比を有しており、これらの４

を目的とする。

核種は十分に離れたＮＭＲ周波数を有するので、磁場勾

【０００９】

配の作り込み等の特殊な工夫をしなくとも４量子ビット

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

の量子計算機が構築できる。また、各々の（１１１）面

に、本発明の同位体超格子構造を有する半導体結晶を用

が、同一の同位体で形成されているから、また、超格子

いた固体ＮＭＲ量子計算機は、少なくとも、単一の同位

周期構造を有するから、同種の同位体全体が単一の量子

体から成る面を同位体を異ならせて複数積層した積層単

ビットとして作用し、出力が大きい。

位を超格子積層単位とした同位体超格子構造を有する半

【００１５】また、ＣｄとＴｅは共有結合しているの

導体結晶と、レーザー光源とＮＭＲ装置とを有すること

で、共有結合した原子間のみで有効な核スピン間相互作

を特徴とする。また、同位体超格子構造を構成する互い

用であるＪ結合が支配的となり、Ｊ結合は、遠距離の量

に隣り合う同位体面の同位体は互いに共有結合している

子ビットに影響を与えることがなく、また、ゼーマン・

ことを特徴とする。レーザー光源は、半導体結晶のバン

ハミルトニアンと交換するので量子ビットの固有状態を

ドギャップ・エネルギー以上のエネルギーの円偏光を発

壊すことがなく、従って、良好な量子もつれ状態が実現

生することを特徴とする。

される。

【００１０】この構成によれば、複数の同位体元素が、

【００１６】また、互いに異なる同位体（１１１）面の

各々異なった磁気回転比を有しており、これらの複数の

積層を周期とした超格子構造を有するから、同一同位体

核種は十分に離れたＮＭＲ周波数を有するので、同位体

の（１１１）面が超格子周期長だけ離れている。同種の

の種類数の多量子ビットの量子計算機が構築できる。ま

核から成る（１１１）面が互いに離れているので同種核

た、各々の面が、同一の同位体で形成されており、ま

間に働く核双極子相互作用が劇的に小さくなり、その結

た、超格子周期構造を有するから、同種の同位体の全て

果、量子純粋状態が壊れにくい。また、ＣｄＴｅ結晶は

が単一の量子ビットとして作用し、出力が大きい。

１．６ｅＶのバンドギャップ・エネルギーを有する半導

【００１１】また、互いに隣り合う同位体面の同位体が

体結晶であるので、１．６ｅＶ以上のエネルギーの円偏

互いに共有結合しているので、核スピン間相互作用は共

光を照射すれば、円偏光によって励起された伝導体の自

有結合した原子間のみで有効な核スピン間相互作用であ

由電子の特定方向のスピンが超微細相互作用を介して核

るＪ結合が支配的となる。Ｊ結合は遠距離の量子ビット

スピンの超偏極を引き起こす。この結果、容易に、量子

に影響を与えることがなく、また、ゼーマン・ハミルト

計算機の初期化を行えると共に、量子純粋状態を形成で

ニアンと交換するので量子ビットの固有状態を壊すこと

きる。

がなく、従って、良好な量子もつれ状態が実現できる。

【００１７】また、ＮＭＲ装置のＲＦパルスによって核

【００１２】また、同一同位体の面が超格子周期毎に積

スピンを観測する際の磁場印加方向が＜１００＞方向で

層されているので、同一同位体の面間距離が大きく、同

あるので、双極子相互作用の角度依存性により双極子相

種核間に働く核双極子相互作用が劇的に小さくなり、そ

互作用が最小となり、量子コヒーレンスへの影響を最小

の結果、量子純粋状態が壊れにくい。また、半導体結晶

限に押さえることができる。

であるので、バンドギャップ・エネルギー以上のエネル

【００１８】

ギーの円偏光を照射すれば、円偏光によって励起された

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面

自由電子の特定方向のスピンが電子と核との間の超微細

に基づいて詳細に説明する。本発明の同位体超格子構造

相互作用を介して、核スピンの超偏極を引き起こす。そ

を有する半導体結晶を用いた固体ＮＭＲ量子計算機を、

の結果、容易に、量子計算機の初期化を行えると共に、

ＣｄＴｅ同位体超格子半導体結晶を用いた場合を例に説

ほぼ理想的な量子純粋状態を形成できる。

明する。なお、実際の量子計算を行う手順は、周知のＮ

【００１３】また、本発明の同位体超格子構造を有する

ＭＲ量子計算機と同等であるので説明を省略する。図１

半導体結晶を用いた固体ＮＭＲ量子計算機は、同位体超
格子構造を有する半導体結晶が、同位体 111Ｃｄ、 113

は、本発明の同位体超格子構造を有する半導体結晶を用

Ｃｄ、 123Ｔｅ、及び、 125Ｔｅを構成元素とするセン

子半導体結晶の単位胞を示す図である。図１において、

亜鉛鉱結晶構造を有し、（１１１）面が同一の同位体元

小さい球がＣｄ、大きい球がＴｅを表し、結晶構造はセ

素から構成され、かつ、これらの４種類の同位体の（１

ン亜鉛鉱構造である。細い実線は単位胞の立方体を表

１１）面の積層周期を超格子積層周期として構成される

し、太い実線はＣｄとＴｅの間の化学結合を表す。Ｃｄ

ＣｄＴｅ同位体超格子半導体結晶であることを特徴とす

とＴｅは共に４配位で、４つの化学結合は等価である。

る。また、ＮＭＲを行う際の印加磁場の方向はＣｄＴｅ

全ての化学結合に大きさ約５００Ｈｚの核スピン間のＪ

同位体超格子半導体結晶の＜１００＞方向であることを

結合が伴っている（Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｂ４４（１９９

いた固体ＮＭＲ量子計算機に用いるＣｄＴｅ同位体超格
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１）５３４３参照）。Ｊ結合とは、価電子のうち特に共

Ｉz を含む項であり、共鳴磁場の大きさを一定の値だけ

有結合電子を媒介にする核スピン間相互作用であり、ス

ずらす効果を有する）とフリップ・フロップ成分（Ｉ+

カラー結合とも呼ばれる。

・Ｉ‑ ＋Ｉ‑ ・Ｉ+ を含む項であり、２スピン間の向き

【００１９】図２は、ＣｄＴｅ同位体超格子半導体結晶

を交換する効果を有する）の和であるが、このうち量子

の（１１１）面を斜め上方より見た斜視図である。図に

状態のコヒーレンスをこわす（量子純粋状態をこわす）

示すように、本発明の固体量子計算機に用いるＣｄＴｅ
同位体超格子半導体結晶は、同位体 111Ｃｄから成るＡ

原因はフリップ・フロップ成分である。フリップ・フロ

面と、Ａ面上に積層された同位体 123Ｔｅから成るＢ面
と、Ｂ面上に積層された同位体 113Ｃｄから成るＣ面

ンスを長く保つためには、同種核をできるだけ遠ざける

と、Ｃ面上に積層された同位体 125Ｔｅから成るＤ面を

ｇａｍ，

単位周期とした超格子構造を有している。各々の（１１

ップ成分は同種核間でのみ作用するため、量子コヒーレ
と効果的である（参考文献として例えば、Ａ．Ａｂｒａ
Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓｏｆ

Ｍａｇｎｅｔｉｓｍ

Ｏｘｆｏｒｄ

Ｎｕｃｌｅａｒ
Ｕｎｉｖｅｒｓ

１）面は同一の同位体元素で形成されており、同一元素

ｉｔｙ

の（１１１）面は超格子周期内では同位体が異なる。す

示したＣｄＴｅ同位体超格子半導体結晶は、同一同位体

なわち、元素がＣｄであるＡ面とＣ面は質量数が異な

の（１１１）面が超格子周期分だけ離れて積層されてい

り、また、元素がＴｅであるＢ面とＣ面では質量数が異

るので、Ｃｄ同種核間のフリップ・フロップ成分とＴｅ

なるように積層されている。実線はＣｄとＴｅの間の化

同種核間のフリップ・フロップ成分は通常の結晶よりも

学結合（各元素から正４面体の頂点方向へ４本出てい

著しく軽減されている。

る）を表すと同時にＪ結合も表している。上下に延びる

【００２２】軽減の割合いは以下のように見積もること

実線が＜１１１＞方向である。この積層方向は重要で、

ができる。ＣｄとＴｅの同位体をそれぞれ二種類ずつ用

この方向の場合に、それぞれの積層面は単一の同位体で

いた本発明の超格子構造における最近接同種核間距離

構成される。等価な積層面が４枚周期で繰り返すことに

は、ＣｄとＴｅの同位体をそれぞれ一種類ずつ用いた通

よって同位体超格子が構成される。ＣｄとＴｅはともに

常のＣｄＴｅ結晶の場合の最近接同種核間距離と比べ、

核スピン１／２の同位体を２核種ずつ持ち、磁気回転比

２倍になるので、核双極子相互作用が距離の３乗に反比

の違いからこれら４核種は十分に離れた共鳴周波数を持

例することから、核双極子相互作用の大きさは１／８に

つ。すなわち、本発明の量子計算機は４量子ビットであ

なる（具体的には、ＮＭＲ線幅及びおよび緩和時間が１

る。また、同一の同位体（１１１）面の全ての同位体は

／８となって観測できる）。このため本発明の超格子構

単一の量子ビットとして作用する。なお、スピンが１よ

造においては、核双極子相互作用が（１１１）面内の静

りも大きい核種が含まれると今日の量子計算機理論では

的成分が主になるので共鳴磁場をシフトさせる効果が主

取り扱い困難であるので、スピン１／２の核種だけで構

になり、量子コヒーレンスへの影響は最小限に抑えるこ

築できることが好ましく、本発明は、スピン１／２の核

とができる。

種だけで構築している。本発明のＣｄＴｅ同位体超格子

【００２３】また、本発明の量子計算機は、ＮＭＲを行

半導体結晶は、各同位体を濃縮した４種の原料をソース

う際の印加磁場方向をＣｄＴｅ同位体超格子半導体結晶

としたＭＢＥ法で作製可能である。

の＜１００＞方向とすることを特徴としている。核双極

【００２０】次に、本発明の量子計算機に用いるＣｄＴ
ｅ同位体超格子半導体結晶の作用を説明する。量子計算

子相互作用は、最近接同種核間を結ぶ方向と印加磁場方
向との成す角をθとして、３ｃｏｓ2 θ−１であらわさ

を行うためには、量子状態の量子もつれ状態を実現する

れ角度依存性を有している。ＣｄＴｅ同位体超格子半導

ことが必要である。Ｊ結合は、共有結合した原子間での
み有効な核スピン間相互作用であるため核スピン間相互

体結晶の最近接同種核間を結ぶ方向は＜１１１＞方向で
あり、印加磁場方向＜１００＞であるから、３ｃｏｓ2

作用は遠距離まで届かず、また、ゼーマン・ハミルトニ

θ−１＝０となり、核双極子相互作用は最小となる。ま

アンと交換するので固有状態を壊さない。このため、Ｊ

た、最近接以外の遠方の同種核の核双極子相互作用への

結合は、良好な量子もつれを実現することができ、実

寄与もこの方向が最小となる。

際、溶液で成功したＮＭＲ量子計算機は、全て、分子内

【００２４】核双極子相互作用は理論と実験の一致が確

のＪ結合を利用して量子もつれ状態を実現したものであ

立されており（参考文献として例えば、Ａ．Ａｂｒａｇ

る。本発明の量子計算機は、核スピン間相互作用にＪ結

ａｍ，

合を利用したものである。

Ｐｒｅｓｓ，１９６１、第４章）。図１，２に

Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ

Ｍａｇｎｅｔｉｓｍ

ｏｆ

Ｎｕｃｌｅａｒ

Ｏｘｆｏｒｄ

Ｕｎｉｖｅｒｓ

【００２１】図１，２に示したような同位体超格子を作

ｉｔｙ

Ｐｒｅｓｓ，１９６１、第４章）、角度依存性

るメリットは、核双極子相互作用のうちフリップ・フロ

や核双極子相互作用の絶対値を算出できる。実際にＣｄ

ップ成分（量子コヒーレンスを壊す原因）の占める割合

Ｔｅ同位体超格子半導体結晶について核双極子相互作用

を劇的に小さくできることにある。一般に双極子相互作

を計算した結果、印加磁場方向が＜１００＞方向で最小

用は静的成分（核スピンＩのｚ成分をＩz とし、Ｉz ・

になり、Ｃｄサイトに約８０Ｈｚ、Ｔｅサイトに約１２

(5)

特開２００３−３２４１９２

０Ｈｚの核双極子相互作用エネルギーが発生する（しか

ものである。この方法によれば、５０％を上回る巨大な

もその大部分が静的成分である）ことが分かった。ちな

核スピン偏極を得ることができる（久保・鹿取著「スピ

みに、＜１１１＞方向ではこの約２倍に達する。Ｊ結合

ンと偏極」倍風館１９９４年、補編３参照、また、半導

は実験から５００Ｈｚと報告されており（Ｐｈｙｓ．Ｒ

体でのＯＰＮＭＲの原理と応用については、Ｒ．Ｔｙｃ

ｅｖ．Ｂ４４（１９９１）５３４３）、このＪ結合は、

ｋｏ

＜１００＞方向の核双極子相互作用よりも４倍以上大き

Ｃｈｅｍ．１００（１９９６）１３２４０参照）。本発

いので、量子もつれ状態を実現するために十分である。

明の量子計算機は、量子ビットの初期化にこの方法を用

ちなみに、ＣｄとＴｅの同位体をそれぞれ一種類ずつ用

いる。５０％を上回る巨大な核スピン偏極を得ることが

いた通常のＣｄＴｅ結晶の場合には、本発明の場合に比

できるので、量子ビットの初期化と共に、ほぼ理想に近

べ核双極子相互作用が約２倍大きくなる上に、フリップ

い量子純粋状態を実現することができる。

・フロップ成分の占める割合も大きくなるので、通常の

【００２８】なお、具体的な量子計算の方法は、周知の

結晶格子では量子もつれ状態を実現することができな

ＮＭＲ量子計算機と同様な方法によって行うので説明を

い。

省略する。

【００２５】このように、本発明の量子計算機は、同位

【００２９】上記説明では、ＣｄとＴｅの同位体をそれ

体超格子構造を用い、かつ、特定の印加磁場方向を選択

ぞれ二種類ずつ用いた４量子ビット量子計算機の例に基

することによって、核双極子相互作用をＪ結合の４分の

づき説明したが、互いに共有結合した、さらに多くの種

１にまで削減することができ、従って、Ｊ結合による量

類の同位体から成る面を積層した超格子構造を用いれ

子もつれを固体において実現することができる。

ば、同位体の種類数だけの量子ビットを有する多量子ビ

【００２６】また、ＣｄＴｅ結晶は、１．６ｅＶの可視

ット固体量子計算機を実現できることは明らかである。

光域のバンドギャップ・エネルギーを持つ半導体である

【００３０】

ので、レーザー光による初期化（ＣｄとＴｅの核スピン

【発明の効果】以上の説明から理解されるように、本発

を同時に超偏極）が実現できる。初期化は量子計算機の

明によれば、磁気回転比の異なる同位体元素から成る面

量子ビットを初期状態にリセットするために必要なだけ

を複数積層するから、同位体元素の種類の数だけの量子

でなく、良好な量子もつれ状態、すなわち量子純粋状態

ビットを実現できる。また、隣り合う面の同位体原子同

を形成するためにも必要である。この課題を克服するこ

士の結合が共有結合であり、また超格子構造を有するか

とはＮＭＲにとって大きな夢と冒険である。核スピンは

ら、Ｊ結合に基づく核スピン間相互作用が実現でき、理

偏極率が極めて低く、通常の強度の印加磁場では１ｐｐ

想的な量子もつれ状態を実現できる。さらに、半導体結

ｍ程度の微弱な核スピン偏極しか生じないので、量子純

晶であるから、円偏光を用いて量子ビットを容易に、か

粋状態からは天文学的に遠い。

つ、理想的に初期化できる。従って、実用的な多量子ビ

【００２７】ＮＭＲ技術分野においては、光ポンピング

ット固体量子計算機を実現することができる。なお、本

技術を適用したＮＭＲ法、すなわち、ＯＰＮＭＲ（Ｏｐ

発明の量子計算機は、原理的には可能であるが技術的に

ｔｉｃａｌ

は多難が予測される他の固体ＮＭＲ量子計算機に比べ、

Ｐｕｍｐｉｎｇ

ＮＭＲ）法が知られてい

ａｎｄ

Ｊ．Ａ．Ｒｅｉｍｅｒ，Ｊ．Ｐｈｙｓ．

る。この方法は、円偏光によって励起された半導体中の

実証されている技術のみで実現可能である。

自由電子のスピンの向きが選択則により一方向に揃うの

【図面の簡単な説明】

で、超微細相互作用（一般に電子と原子核との磁気的・

【図１】本発明の同位体超格子構造を有する半導体結晶

電気的相互作用を超微細相互作用、Ｈｙｐｅｒｆｉｎｅ

を用いた固体ＮＭＲ量子計算機に用いるＣｄＴｅ同位体

Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎと呼ぶ。総合解説として例え

超格子半導体結晶の単位胞を示す図である。

ば、Ｃ．Ｐ．スリクター著、益田義賀訳「磁気共鳴の原

【図２】ＣｄＴｅ同位体超格子半導体結晶の（１１１）

理」シュプリンガー・フェアラーク東京、１９９７年参

面を斜め上方より見た斜視図である。

照）を介して、結果的に核スピンの超偏極を引き起こす

(6)

特開２００３−３２４１９２

【図１】

【図２】
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