
は じ め に

近年，量子暗号，量子計算など，

量子力学の原理を生かした新しい情報

処理技術の研究が盛んに行われていま

す．これら「量子情報処理技術」に

おける重要な基本要素が「量子もつれ

状態」です．特に光子の量子もつれ状

態である「量子もつれ光子対」(1)は，

量子もつれ状態を伝送するための手段

として盛んに研究されています．本稿

では，NTTが世界で初めて成功した

シリコン細線導波路を用いた量子も

つれ光子対発生実験について述べま

す(2),(3)．

時間位置もつれ光子対

量子もつれ光子対とは，２つの光子

の間に古典論とは異なる相関が存在す

る状態です．例えば，光の偏波状態に

関する量子もつれ光子対は，個々の光

子の偏波は定まっていませんが，２光

子の偏波の関係性は定まった状態とい

えます(1)．時間位置もつれ光子対は，

光子が存在し得る２個の時間スロット

があり，個々の光子はどちらのスロッ

トに存在しているかは定まっていませ

んが，２個は必ず同一スロットに存在

している状態です．２個の光子をそれ

ぞれシグナル光子，アイドラ光子と呼

ぶことにすると，時間位置もつれ光子

対の量子状態は次式で与えられます．

（1）

上式の はx番目の時間スロット

においてy（＝s：シグナル，i：アイド

ラ）の光子が１個存在する状態を表し

ます．

実は，「個々の光子の時間スロット

はランダムだが２個が必ず同一スロッ

トに観測される」という状況は古典的

相関を用いても実現できます．しかし，

古典的相関の場合には，当初の測定

に対し非直交の関係にある測定（例え

ば偏波測定の場合，「縦・横」測定に

対し｢右斜め45度・左斜め45度｣の測

定など）を行えば，相関は消滅してし

まいます．上記の説明で用いた「光子

が のどの状態にあるか」とい

う測定に対して非直交な物理量の測定

の一例として，「光子が状態

の位相差０の重ね合わせ状態であるか，

πの重ね合わせ状態であるか」という

測定があげられます．すなわち光子yが

次式で示す状態 のいずれの

状態にあるかを判別することに相当し

ます．

（2）

ここで，（2）式で定義された を

用いて（1）式を書き直すと以下のよう

になります．

（3）

この式から，測定法を変更しても，

その測定結果は必ず同じになることが

分かります．このように，非直交な測

定方法を用いても，測定結果の相関が

保持されます．これは，古典的な相関

を持つ２粒子では実現できない量子も

つれ光子対ならではの特徴です．

量子もつれ光子対を用いた

量子鍵配送

前述の量子もつれ光子対の性質を用

いてさまざまな量子情報処理を行うこ

とができます．一例として，離れた２

者間（アリス，ボブと呼ぶことにしま

す）に絶対に盗聴不可能な暗号鍵を

送付する｢量子鍵配送｣について述べま

す（図１）．式（1）量子状態を持つ量
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光子を用いた量子情報処理を実現するためには，高品質な量子もつれ光子
対の発生は重要な技術課題です．本稿では，NTTが世界に先駆けて行ったシ
リコン細線導波路中の非線形光学効果を用いた量子もつれ光子対発生実験に
ついて述べます．
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子もつれ光子対を多数用意し，シグナ

ル光子をアリスに，アイドラ光子をボ

ブにそれぞれ光ファイバなどを用いて送

付します．アリスとボブは共に，前項

において述べた２つの非直交な測定

を行う装置を持っています．ここで

は，光子が のどの状態にあ

るかを判別する測定を測定基底

X， を測定基底Yと呼ぶこと

にします．彼らは，受信する光子の

各々に対し，２つの測定基底からラン

ダムに選んだ測定基底を用いて測定を

行い，測定結果と測定に用いた基底を

記録しておきます．すべての光子を測

定し終えた後，両者は普通の通信回線

を用いてそれぞれの光子に対してどの

測定基底を用いたかを公開します．ア

リスとボブは，測定基底が一致した

場合のみを抽出することにより，相

関のある測定結果を共有することが

できます．これを，例えば測定結

果 をビット0， を

ビット１と割り振ることにより，ラン

ダムなビット列を２人で共有すること

ができ，暗号通信の秘密鍵として用い

ることができます．本方式により共有

した暗号鍵を第三者が盗聴することは，

将来いかに技術が進歩しても原理的に

不可能です．鍵の安全性の証明には注

意深い議論が必要なのですが，直感的

には量子もつれ光子対の性質を古典的

な２粒子で模倣することが不可能であ

ることが安全性の源だといえます．量

子鍵配送に基づく暗号通信は究極の

ネットワークセキュリティを実現する技

術として期待されています．

シリコン細線導波路による発生

我々は，光ファイバ伝送に適した

1.5μm帯の量子もつれ光子対を，シ

リコン細線導波路(4)を用いて発生し

ました．シリコン細線導波路は，幅

400  nm，高さ200 nm程度の非常に

微小なコアを有するシリコン単結晶導

波路です．この小さなコアにより，導

波路内の断面積当りの光強度は非常

に強くなり，結果として非常に大きな

非線形性を得ることができます．我々

の実験で使用した導波路は，従来の石

英光ファイバに比べると５桁程度大き

な非線形性を有します．シリコンは反

像対称性の材質なので，２次の非線形

性を持たず，３次の非線形光学実験

に利用することができます．今回の実

験では，３次の非線形光学過程の１

つである自 然 放 出 四 光 波 混 合

（ SFWM ： Spontaneous Four-

Wave Mixing）を用いて時間位置も

つれ光子対を発生しました．

ポンプ光として，波長1.5 μm帯に

ある角周波数ωpの光パルスをシリコン

細線導波路に入力すると，SFWMに

より次の関係を満たす角周波数ωsとωi
の光子対が発生します．

（4）

これはすなわち，ポンプ光子が２個

消滅して，シグナルとアイドラの光子

対が発生することを示しています．こ

こで，２光子は必ず同時に発生するの

で， といった｢２個の光子が必

ず同時に観測される｣状態を得ること

ができます．

このようにして，時間相関のある光

子対を発生することはできますが，ま

だ式（1）のようなもつれ状態にはなっ

ていません．そこで，ポンプ光として，

互いの位相差が固定された２連のポン

プパルスを用います．このとき，第１

のパルス，第２のパルスはそれぞれ確

率的に ， の状態が発生

します．ここで，ポンプ光の強度を比

較的弱く設定することにより，これら

２つの光子対状態が同時に発生する確

率を十分小さくすることができます．

その結果，これらの線形重ね合わせ状

態，すなわち式（1）で示される時間位

置もつれ光子対を得ることができます．

シリコン細線導波路を用いた量子も

つれ光源は，従来用いられてきた光

ファイバ中のSFWMに基づく量子もつ

れ光源に比較して，雑音が少ない高品

質な量子もつれ光子対を発生すること

が可能であるという利点があります．
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図１　量子もつれ光子対を用いた量子鍵配送 
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実　験

図２の実験系を用いて時間位置もつ

れ光子対を発生しました(2),(3)．波長

１551.1 nmで，互いの位相関係が固

定された２連パルスをシリコン細線導

波路に入力します．使用した導波路

は，幅460 nm，高さ220 nm，長さ約

１cmであり，導波路損失は約１dBで

した．本導波路中のSFWMにより式

（1）で示される時間位置もつれ光子対

が発生します．導波路から出力された

光子は，ファイバブラッググレーティ

ングを透過させることによりポンプ光

を抑圧し，アレイ導波路格子に入力し

てシグナル・アイドラ光子に分離しま

す．ここで，シグナル，アイドラ光子

の波長は1 547.9 および1 554.3 nmに

設定しました．それぞれの光子は，残

余ポンプ光をさらに抑圧するために

光バンドパスフィルタを通過した後，

１ビット遅延干渉計に入力されます．

これは，２光路間に２連パルスの時間

間隔に等しい時間遅延を有する干渉計

です．干渉計から出力された光は単一

光子検出器により受信されます．

１ビット遅延干渉計に，２つの時間

スロットからなる状態の光子を入力す

ると，干渉計出力に接続された光子検

出器は３つの時間スロットにおいて光

子を検出する可能性があります．この

うち，２番目の時間スロットにおいて

光子を検出した場合，入力された光子

が次式で表される状態であると判別さ

れたことになります．

（5）

ここでφyは干渉計の２光路で誘起

される位相差です．よって，位相差φ

を０または－πに設定することにより，

それぞれ入力光子が先に述べた状
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図２　量子もつれ光子対発生系 
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態　　　　　のいずれであるかを判別

する測定が実現できます．

時間位置もつれ状態の発生を確認す

るために，シグナル側干渉計の位相差

を０とし（φs＝０），アイドラ側干渉

計の位相差φiの関数として２光子の

同時計数を測定しました．結果を図３

の□で示します．同時計数率が正弦波

状に変化していることから，２光子の

測定結果に相関があることが分かりま

す．特に，φiが２nπ（nは整数）の

とき波形はピークをとります．すなわ

ちシグナル，アイドラともに に射

影されたとき同時計数率が最大になっ

ており，式（1）の２光子状態の特徴を

示しています．

次に，シグナル側干渉計の位相差

を－π/2（φs＝－π/2）とすること

によりシグナル光子に対して非直交な

測定を行い，アイドラ側干渉計の位相

差を掃引して２光子の同時計数を測定

しました．結果を図３の○で示します．

このように，非直交な測定基底を用い

た場合にも，２光子の測定結果に相関

があることが分かり，量子もつれ光子

対の発生を確認することができました．

得られた干渉波形の明瞭度は96.3％

（φs＝０），95.2％（φs＝π/２）で

あり，非常に品質の良い量子もつれ光

子対が得られていることが分かります．

ま と め

以上のように，NTTではシリコン細

線導波路を用いた量子もつれ光子対の

発生に世界で初めて成功しました．本

技術により，光通信波長帯における高

品質な量子もつれ光源を簡易な構成で

実現できます．
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量子もつれの実験を始めて６年になりま
す．当初は最大瞬間風速的な観測で精一杯
でしたが，現在は数百キロのファイバ上で
のもつれの分配や，「量子テレポーテーショ
ン」などができるようになりました．この
研究が今後どこまで発展するかとても楽し
みです．
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図３　二光子の同時計数率測定結果 
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