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NTT物性科学基礎研究所における量子光学研究の最前線

光の量子力学的な性質と光量子情
報処理

位相のそろった単色の光波を発生す
るレーザの発明と，波形を保ちつつ光
を遠くまで伝える光ファイバの発明
は，後の急激な技術革新を経て，今日
のインターネット社会をもたらしまし
た．そして光波が持つ多様な性質は，
通信にとどまらず，精密計測や情報の
入出力などに広く活用されています．
そうした中にあって，我々が充分に利
用しきれていない，あるいはいまだ活
用の方法に気付いていないかもしれな
い光の性質があります．それは光が本
来有している，もしくは有することが
可能な量子力学的な性質です．物質を
分割していくとまずは原子，やがては
素粒子に行き着くように，光波もまた
光子（フォトン）と呼ばれる，それ以
上には分割のできない素粒子によって
構成されており，光の強弱は光子の多
寡に対応しています．

光が持つ偏光（進む方向に対して電
場の振動面が水平か垂直か）の情報は，
光子の状態に継承されるため， １ つの
光子に「 ０（水平）か １（垂直）か」の
情報を載せることは容易です．これを
量子力学では「状態｜０ 〉か状態｜ １ 〉

か」と記述します．ここで興味深いこ
とは，量子力学の原理によれば，光子
のあらゆる量子状態は｜０ 〉と｜１ 〉の
何らかの重ね合わせ状態 a｜０ 〉＋ b｜１ 〉
によって記述されなければならないと
いうことです．状態をベクトルとみな
すと，その大きさが １ になるように係
数 a， bの値が決まり，それらはそれ
ぞれ状態｜０ 〉，｜１ 〉との重なり具合
を表しています．このことは状態｜０ 〉
と確実に判別が可能な状態は｜１ 〉し
かないことを意味しており，このよう
な ２ つの状態の組を基底と呼んでいま
す．面白いことに基底の選び方は一意
ではなく，例えば状態｜＋〉＝（ １ /√
２ ）｜０ 〉＋（ １ /√ ２ ）｜１ 〉と｜−〉＝

（ １ /√ ２ ）｜０ 〉−（ １ /√ ２ ）｜１ 〉も基
底を構成しています．このように複数
の基底を併用できることこそが，量子
情報処理の卓越した能力の起源となっ
ています．

量子暗号鍵配送では，鍵情報の送受
信の際に基底を合わせておかなければ
正しく状態が判別できない性質を上手
に利用しています．盗聴者が基底を知
らずに光子の状態を判別しようとする
と，正しい結果が得られないだけでな
く，光子の状態を変化させてしまいま
す．逆にこうした変化の痕跡がなかっ

た場合には，安心して鍵を使うことが
できるのです．量子計算では，基底を
変えることで同時にたくさんの入力状
態を表現できることを利用していま
す．例えば光子Aと光子Bの状態がそ
れぞれ｜＋〉Aと｜−〉Bであるとき，全
体の状態はあたかも掛け算のように，

｜＋ 〉A｜−〉B＝（ １ /２ ）｜０ 〉A｜０ 〉B

−（ １ /２ ）｜０ 〉A｜１ 〉B＋（ １ /２ ）｜１ 〉A

｜０ 〉B−（ １ /２ ）｜１ 〉A｜１ 〉Bと表すこと
ができます．

こ れ は ４ 種 類 の 入 力（００）,（０１）,
（１０）,（１１）の処理が並行して進むこと
を意味しており，量子計算の高速性を
示唆しています． ２ つの光子が相互作
用することで， ４ つの係数の値が時間
とともに発展し，全体の状態が変化す
るのです．これが量子計算での演算
ゲートのイメージです．時間発展の結果，
全体の状態が（ １ /√ ２ ）｜０ 〉A｜０ 〉B

−（ １ /√ ２ ）｜１ 〉A｜１ 〉Bとなることも
あります．このときはどんな基底を選
んでも ２ つの状態の掛け算では表すこ
とはできません．これは光子Aと光子
Bの状態を独立には決められない，つ
まり ２ つの光子の状態の間に相関があ
ることを意味しています．これは量子
もつれ状態と呼ばれ，量子情報処理の
重要なリソースの １ つになっていま
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量子光学研究が拓く未来の光量子情報技術

NTT物性科学基礎研究所では，量子光物性研究部を中心に，光が持って
いる量子力学的な性質を利用した，新しい概念に基づく情報通信処理の基
礎研究を進めています．それは，将来の情報セキュリティの問題を解決し
たり，現在のコンピュータでは扱うことの難しい問題の答えを出したり，
少しずつ片鱗をみせるようになってきた新しい技術の数々です．本特集で
は，光の量子状態の制御と，それを支える光と物質との相互作用に関する
研究の最新の取り組みを紹介します．
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す．その実例は本特集記事『光ファイ
バ中での量子もつれ光子対の3００ km
伝送実験』で紹介します．

光量子情報処理の実際

もし仮に，①必要な時刻に必要な個
数だけ確実に光子を発生させる，②必
要に応じて光子を減速し停止させる，
③十分な強さで ２ つの光子を相互作用
させる，④光子の状態を損なうことな
く確実に伝えて測定するという，これ
ら ４ つの課題が容易であれば，前述し
たような量子情報処理はすぐにでも実
現されることでしょう．しかし，これ
らはいずれも物理的には一筋縄ではい
かない難しい課題です．レーザパルス
光を極限まで弱めれば光子の供給は可
能なようにみえますが，この場合には
所望のパルスの中に光子を見出せるか
否か，どうしても確率の要素が入って
きます．逆にパルス中に確実に光子が
存在するように調整すると，余分な光
子が確率的に混じるのを避けられませ
ん．また光子は電荷を持たないことか
ら物質との相互作用が弱く，物質を介
しての光子と光子の相互作用はそれほ
ど強いものではありません．これらを
真正面から解決するためには，光と物
質との相互作用を充分に理解したうえ

で，新しい物理過程を設計 ・ 創出しな
くてはなりません．本特集記事『結合
共振器光導波路を用いた光量子情報デ
バイス』と『量子情報操作プラット
フォームとしての希土類単結晶』には，
そうした側面を紹介しています．

一方で，利用できる要素技術に物理
的な制約があるのならば，それに合わ
せて情報処理の枠組みを工夫するとい
うアプローチもあります．量子鍵配送
の成功がその典型的な一例です．ここ
では光子に載せられる情報はあくまで
乱数ビットであって，最終的に届いた
光子の情報だけを掻き集めても充分に
乱数の要件を満たしています．よって，
伝送の途中で頻繁に光子が欠損した
り，受信パルスの中に本来あるべき光
子がなかったとしても，レートは低下
するものの，生成された暗号鍵の性能
には影響を与えません．そのため，レー
ザ光を減衰させて長い光ファイバに入
れて受信端で光子を検出するだけで量
子鍵配送ができてしまうのです．この
ように物理だけではなく，方式やプロ
トコルにおける創意工夫も重要な研究
要素なのです．また，本稿でも光子の
偏光に情報を載せる例を紹介しました
が，情報の載せ方にもさまざまな創意
工夫が可能です．

光量子情報処理研究の新しい流れ

NTT物性科学基礎研究所では，こ
れまで主に量子鍵配送を中心として成
果を創出してきました．そして研究は
基礎段階を終えて，現場での実証段階
に移行しています．それとともに基礎
研究の標的も，量子中継（量子鍵配送
の伝送距離を拡大する）や光による量
子計算の実装など，各段に難易度の高
いテーマに移行しつつあります．そこ
では，前述した ４ つの課題に真正面か
ら，一歩譲っても側面から取り組むこ
とを余儀なくされます．そうした観点
から，今回の特集の各記事の内容を簡
単に紹介します．
『結合共振器光導波路を用いた光量

子情報デバイス』では，光と光の相互
作用を増強しようという意図（課題③）
から，媒質中の光速度を著しく遅くし
て（課題②）相互作用の時間を稼ぎ，
結果的に光子対の発生効率を飛躍的に
改善しています．ここで片割れの光子
を検出できれば，もう １ つの光子の発
生を保証できるため，光子の確実な供
給の要請にもこたえられます（課題
①）． ２ つの光子を相互作用させる（課
題③）ためには，バラバラに到着する
光子のタイミングをそろえなければな
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りません．そのためには光子の速度を
操作して遅延を調整する必要がありま
す（課題②）．本記事の後半ではそう
した試みを紹介します．これらは非常
に小さな集積光回路上で実現されてい
ますが，将来の量子計算光回路が充分
に安定している状態であるためにも集
積化によるサイズ縮小は本質的要請 
です．
『光ファイバ中での量子もつれ光子

対の3００ km伝送実験』では， ２ つの
光子の量子もつれ状態を実際に発生さ
せて，総延長3００ kmにわたる量子相
関の存在を確認しました．各光子が
別々の光ファイバ中を１5０ kmも伝搬
しているにもかかわらず，量子もつれ
状態が損なわれることなく維持されて
いることは（課題④），量子もつれ配
送が十分に現実的な技術であることを
確信させてくれます．
『量子情報操作プラットフォームと

しての希土類単結晶』『Er3+イオンの
精密分光で探るガラスの物性』は，光
子を物質中に停止させて保存してお
き，後で取り出す（課題②），いわば
光子メモリに関係した研究の報告で
す．正確には光子を止めるのではなく，
光子の量子状態を物質中の電子の状態
にそのまま書き移します．このような

技術は冷却原子気体などではすでに実
現されているのですが，残念ながら光
通信波長である１.5 μm帯には適当な
原子種がありません．そこで通信波長
帯に鋭い光共鳴遷移準位を持つ固体中
のエルビウム（Er）イオンを採用し
ます．前者では，光メモリへの応用に
適していると考えられるEr２O3光学結
晶を独自に作製し，その量子準位の特
性を報告しています．後者では，ガラ
ス中のErイオンの量子準位の振る舞
いから，ガラスの物性を反映した不思
議な物理現象を発見したエピソードを
紹介します．
『永久電流アトムチップによるボー

ス ・ アインシュタイン凝縮』では，量
子情報処理のプラットフォームとし
て，光ではなく冷却原子気体を用いる
研究について報告します．チップ上に
加工された超伝導ループがつくる永久
電流磁場によって原子気体を強く安定
に捕捉し冷却することで，すべての原
子が最低の運動エネルギー状態に落ち
込む，いわゆるボース ・ アインシュタ
イン凝縮を実現しました．これは位相
がそろった物質波をチップ上に出現さ
せたことになり，雑音から隔離された
安定な巨視的量子状態を提供します．

清水　  薫

途中で中断はあるものの，私は15年近く
光量子情報技術の研究に携わってきました．
半信半疑始めたころには机上の空論としか
思えなかったようなことが，現在それなり
に実現しかけています．人間の発想力の豊
かさと課題解決能力の高さ，そして技術の
進歩には驚くばかりです．
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