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差動位相シフト量子鍵配送

近年，究極の暗号通信を実現する

方式として，量子力学の原理を利用し

た量子暗号（量子鍵配送）に注目が

集められています．差動位相シフト量

子鍵配送（DPS-QKD: Differential

Phase Shift-Quantum Key Distri-

bution）（1）は，2003年にNTTとスタ

ンフォード大学との共同で提案された

オリジナルな量子鍵配送方式で，微弱

な光パルス列のパルス間の位相差情報

が原理的に一部しか読み出せないこ

とを利用しています．本方式のセット

アップとプロトコルを図１に示します.

まず送信者であるアリスは，コヒー

レントな光パルス列を用意し，各光パ

ルス間の位相差を０もしくはπのラン

ダムに位相変調し，強度を１パルス当

り１光子未満に減衰させてから，受信

者であるボブに送付します．ボブは１
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差動位相シフト量子鍵配送（DPS-QKD）実験

図１　DPS-QKD方式のセットアップとプロトコル 

（a）　セットアップ 

（b）　プロトコル 

コヒーレント 
パルス 
光源 

位相変調器 

｛0, π｝ 

アリス 

アリス 時刻 

時刻 

位相差 

シフト鍵 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

0 π 0 0 0 π 

t2 t4 t6

１ 0 １ 

時刻 t2 t4 t6

検出器 Det2 Det1 Det2

位相差 

ボブ 

π 0 π 

シフト鍵 １ 0 １ 

0

ボブ 

減衰器 T
T

光干渉計 

0

… … 

π 0 0

0 π 0 0 π 0

0 π 0

光子検出器１ 

光子検出器２ 

NTT物性科学基礎研究所では，オリジナルな量子鍵配送方式である差動
位相シフト量子鍵配送（DPS-QKD）の研究開発に取り組んでいます．本稿
では，本方式の概要，原理実証実験，プロトタイプシステムの開発および
2010年10月に行われた東京QKDネットワークにおけるフィールド実験を紹介
します.
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パルス遅延の干渉計を用いてパルスど

うしを干渉させ，干渉計の出口に備え

られた光子検出器からの出力により，

パルス間の位相差の情報を読み出しま

す．送出時点での光強度が弱いことか

ら原理的に位相差情報の一部しか読み

出せませんが，読めた個所に関しては，

送信側の変調結果が反映されます．受

信者であるボブは，光子が検出できた

時刻（位相差の情報が読めた時刻）

とどちらの検出器で検出されたかの情

報（位相差の情報）を記録します．そ

して，位相差が０であった場合には，

ビット０，位相差がπであった場合に

は，ビット１を割り当てることにより

鍵を生成します．その後，検出できた

時刻の情報のみをアリスに送り返しま

す．アリスはこの情報と自ら位相変調

した際の情報から鍵を生成します．こ

の時点で生成された鍵をシフト鍵と呼

びます．この後，エラー訂正および秘

匿性増強と呼ばれる工程を経て，最終

的に暗号通信で用いる安全鍵と呼ばれ

る鍵を生成します.

原理実証実験

私たちはこれまでに本方式の原理実

証実験を進めて，光ファイバ上での鍵

配送距離および鍵配送速度を評価し

てきました．実験のセットアップを図

２に示します．送信者であるアリス側

では，レーザからの波長1 551 nmの光

を，強度変調器で１GHz繰り返しの

光パルス列に変換し，パルスパターン

発生器を用いて０もしくはπのランダ

ムな位相変調を施します．そして，減

衰器により，１パルス当り平均0.2光

子まで減衰させてから，光ファイバに

送出します．受信者であるボブ側では，

アリスから送られてきた光パルス列を

１パルス遅延の光干渉計に入れ，出力

に設置された光子検出器により，光子

を検出します．検出結果を時間間隔測

定器により，光子の検出時刻と，どち

らの検出器で検出したのかを記録しま

す．この記録結果から前述のプロトコ

ルにしたがってシフト鍵を生成し，鍵

配送速度やエラーレートなどを評価し

ます．

原理実証実験では，受信者である

ボブ側の光干渉計の安定化と光子検

出器の性能向上が課題となりました．

そこで安定な光干渉を得るために，

NTTで長年研究開発が進められてき

た石英系ガラス導波路を用いた光集積

回路であるプレーナ光波回路（PLC:

Planar Lightwave Circuit）技術に

よるマッハツェンダ干渉計＊を用いまし

た（2）．本干渉計は通常の光通信で用

いられるものに比べて光路差が10倍程

度長く，安定化が難しいとされてきま

したが，今回このPLCマッハツェンダ

干渉計により，消光比20  dB以上

（ビットエラーレート１％以下に相当）

を得ることに成功し，原理実証実験の

実施につながりました．また光子検出

器に関しては，その性能改善とともに，

伝送可能距離を伸ばしてきました．

2004年に，InGaAs（インジウムガリ

ウムヒ素）のAPD（Av a l a n c h e

Photo Diode）を用いた単一光子検

出器を用いて，基本動作の実証実験

に成功し，2006年には長波長帯の光

子を短波長の光子に変換して，高効率

高速なシリコンの単一光子検出器で検

出する方式の採用により，100 kmの

伝送に成功しました（3）．また，2007年

には超伝導体を用いた単一光子検出器

を用いて，200 km伝送実験に成功し

ました（4）．この実験では，繰り返し周

波数を10 GHzまで上げることにも成

功しました.

図１にあるプロトコルで説明したよ

うに本方式では大量の乱数列が必要と

なります．通常は計算機により生成さ

れた疑似乱数が用いられていますが，

安全性向上のためには高速の物理乱数

源が求められます．これについては最

近，レーザ光のカオス的な揺らぎを用

図２　DPS-QKD原理実証実験のセットアップ 
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いた１Gbit/sを超える生成レートを持

つ乱数源が開発され（5），これを用いた

DPS-QKD実験も行いました．

プロトタイプシステム

これまでの原理実証実験によりDPS-

QKDの実現性が見込めたことから，

次のステップとしてプロトタイプシステ

ムの開発に取り組みました．システム

の外観を図３に示します．プロトタイ

プシステムの実装にあたり，新たに

FPGA（ Field Programmable Gate

Array）を用いた高速信号発生および

その記憶装置を開発しました．これは

送信者であるアリス側で位相変調のた

めの信号発生およびその情報を鍵生成

段階まで保持するためのハードウェア

です．原理実証実験と同様に，アリス

側ではレーザからの光を強度変調器に

より１GHz繰り返しの光パルス列に変

換し，FPGAボードからの位相変調信

号を用いて，０もしくはπのランダム

に位相変調を行います．そして減衰器

により減衰させてから，ボブ側に送出

します．ボブ側では，PLCマッハツェ

ンダ干渉計と単一光子検出器を用い

て位相差を測定します．光子検出器か

らの出力を時間間隔測定器により記録

します．その情報をPCから連続的に

読み出し，シフト鍵を生成します．同

時に，アリス側に検出時刻の情報のみ

をネットワークを通じて送付します．ア

リス側ではその情報を基にFPGAボー

ド上に蓄えられている位相変調の情報

を読み出し，アリス側のシフト鍵を生

成します．そして，それぞれで生成さ

れたシフト鍵は，NECにより開発され

たエラー訂正および秘匿性増強を行う

ハードウェア（鍵蒸留基板）に渡され，

最終的に暗号通信で用いる安全鍵が

生成されます.

フィールド実験

前述のプロトタイプシステムを用い

て，私たちは（独）情報通信研究機構

（NICT）主導による「東京QKDネッ

トワーク」と呼ばれるテストベッドネッ

トワーク実験に参加しました（6）．本実

験には，NICTからの委託研究を受け

ているNEC，三菱電機，NTTに加え

て，東芝，ヨーロッパの研究機関（Id

Quantique，All Vienna）のチーム

が参加しました．本テストベッドネッ

トワークは，NICTの保有するテスト

ベッドネットワークJGN2plusの大手

町，小金井，白山，本郷の各拠点間

に敷設された光ファイバ上に構成さ

れました．

伝送距離は大手町拠点を基点に，

小金井拠点間約45 km，白山拠点間

約12 kmおよび本郷拠点間約13 km

でした．小金井―大手町―白山区間

には，複数の光ファイバが並走して敷

設されており，さまざまな回線形態を

構成しました.

今回の実験におけるネットワーク構

成を図４に示します．下層はQKDレ

イヤと呼ばれ，各チームの装置がそれ

ぞれ対向で配置され，６つのノードが

形成されました．QKDにより生成さ

れた秘密鍵は，物理的に同じ場所に配

置され，上位の鍵管理レイヤの鍵管理

エージェントに吸い上げられます．そ

して鍵管理エージェントに保持された

暗号鍵を用いて，TV電話や音声通信

などの暗号化通信を行います．直接つ

ながっていない拠点間の通信は，中間

ノードで中継することにより，暗号通

信を行うことができます.

NTTは，NICTと共同で本ネット

ワーク中の最長区間となる小金井―大

手町間の往復90 kmの区間を担当し

ました．前述のプロトタイプシステム

とNICT開発の超伝導単一光子検出

器と組み合わせることにより，安定し

た鍵共有を実現しました．事前に行っ

たシフト鍵生成の安定性評価実験で

は，約８日間にわたり，安定したシフ

図３　DPS-QKDのプロトタイプシステム 
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ト鍵供給に成功しました．このときの

平均鍵共有速度は18 kbit/sで，平均

のビット誤り率は2.2 ％でした．また，

エラー訂正および秘匿性増強まで含め

た安全鍵生成の安定性評価実験では，

約４時間にわたり，安定した安全鍵供

給に成功しました．このときの平均の

安全鍵生成速度は，2.1 kbit/sでし

た．また，2010年10月に開催された

国際会議UQCC（Updating Quan-

tum Cryptography and Communi-

cations）2010（6）において，ライブデ

モンストレーションを行い，そこでは盗

聴による盗聴検知およびその回避のた

めの経路切替や，完全秘匿のTV会議

などを行いました．
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NTTではオリジナルな量子鍵配送方式で
あるDPS-QKDの研究開発を進めてきまし
た．方式の提案および原理実証実験，プロ
トタイプシステムの開発，東京QKDネット
ワークにおけるフィールド実験を通じて，
本方式のフィジビリティを示してきました．
今後は，さらなる高性能化を目指して，研
究開発を進めていきます．
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図４　東京QKDネットワークの構成 
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