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集積フォトニクス技術を用いた量
子コンピュータの研究

光のエネルギー量子である「光子」
は，量子情報処理を行ううえで基本単
位となる量子ビットの担い手の候補で
す．量子情報処理の代表的な応用例と
して，物理法則によって保証された究
極的な秘匿性を提供することのできる
量子暗号通信と，量子力学の原理によ
り現在の計算機では苦手な，ある種の
計算を高速に行うことのできる量子コ
ンピュータとが挙げられます．本稿で
は光子を用いた後者の実現方法に注目
します．

現在の計算機から類推されるよう
に，大規模な量子情報処理装置を実現
するためには，個々の演算素子を微細
化し，装置自体をシリコン等の小さな
基板上に集積化することが必要である
と予想されます．NTTが長年にわた
り研究してきた石英系平面光波回路や
シリコンフォトニクス技術を用いるこ
とにより，光子に対する集積回路を実
現できます．集積光素子の代表例とし
て，光を異なる経路に分岐する方向性
結合器（ビームスプリッタ）が挙げら
れますが，このような素子が量子コン
ピュータの基本素子となる量子論理

ゲートへと直接応用可能であることが
近年提案されました（1）．このため，集
積光回路技術を用いた量子コンピュー
タの実現に向けた研究が，今や世界中
で精力的に行われています．

チップ上に集積された量子コン
ピュータの典型的な概念図を図 ₁に
示します．その構成要素は，単一光子
などの非古典的な光を発生させる非古
典光源，それら光子の状態を操作して
演算を行う量子回路，そして単一光子
検出器です．今回はこれらのうち光源
部および回路部を，極めて微小な光素
子として知られるシリコンフォトニッ
ク結晶を用いて実現した研究について
報告します．特に，フォトニック結晶
中で発現する，光の伝搬速度が真空中
に比べて劇的に遅くなるスローライト

効果（2）を用いることにより，これら素
子の高効率化および高機能化を達成す
ることができました（3）,（4）．

シリコンフォトニック結晶結合共
振器光導波路

今回用いたものは，シリコンフォト
ニクス技術を用いて作製されたフォ
トニック結晶結合共振器光導波路

（CROW）と 呼 ば れ る 素 子 で す（2）．
CROWとは，光を強く閉じ込める性
質を持つ共振器を，一方向に複数個連
結することで出現する結合共鳴モー
ドを用いた導波路のことです．この結
合モードの帯域幅，および分散特性は
隣接共振器間の結合強度に強く依存
します．したがって結合強度の調整に
より，高速な光信号を伝搬させるため

量子情報 フォトニック結晶 集積光量子回路

図 1 　集積光量子コンピュータの概念図
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非古典光源 量子回路 単一光子検出器

結合共振器光導波路を用いた光量子情報デバイス

光子を用いたスケーラブルな量子情報処理を実現するために，量子回路
の小さなチップ上への集積化が有効であると考えられています．本稿では
シリコンフォトニック結晶技術を用いた集積光量子情報デバイスの実現に
向けたNTTの取り組みについて紹介します．
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に広帯域化したり，光遅延線として用
いるために光の群速度を遅くしたり
といった設計が可能です．NTTのフォ
トニック結晶CROWの構造を図 ₂（a）
に示します．この構造はSOI（Silicon 
On Insulator）基板上の厚さ210 nmの
シリコン層に直径105 nm程度の空孔
を周期420 nm（格子定数a）の三角格
子状にパタニングしたものです．
CROWのベースとなる共振器は，フォ
トニック結晶内に設けられた線欠陥の
幅を，色のついた空孔をわずか数nm
だけ外側へシフトすることにより局
所的に変化させて光を閉じ込めるよ
うにしたもので，100万以上のQ値＊ 1

が達成されます．
今回の実験で用いた共振器間隔 5 a

のCROWにおける透過スペクトルと群
屈折率スペクトルを図 2（b）に示しま
す．ここで群屈折率ngは真空中の光速c
を媒質中の群速度で割った値で，大き
いほど光が遅く伝搬することを表しま
す． 6 nm程度の広い透過帯域幅と，帯
域内で群屈折率ng = 40程度のスローラ

イトモードが発生しています．CROW
を構成する共振器の高い閉じ込めQ値
により，CROWにおける面外方向への
光散乱が大幅に抑制され，損失の低い
光遅延線が実現できます．またNTTの
ナノ構造作製技術により，個々の共振
器の構造揺らぎを十分小さくし，伝搬
モードへ悪影響を及ぼす局在モードの
発生を抑えることができます（5）．これ
らの結果，これまででもっとも規模の
大きな共振器400個によるCROWの作
製に成功しています．

高効率スローライト光子対源

図 1 に示す非古典光源の代表的な
ものとして，時間相関光子対源が挙げ
られます．これは，発生時刻に相関の
ある 2 光子を出力する光源で，非線形
光学効果＊ 2 の 1 つである自然放出四
光波混合（SFWM: Spontaneous Four 
Wave Mixing）過程により生成されま
す．光ファイバやシリコン導波路へ適
切な波長のポンプ光を入力すると，
SFWMにより 2 個のポンプ光子が消

失し，それら光子とエネルギー保存則
を満たすような 2 個の光子（光子対）
が生成され，その発生時刻に相関があ
ります．このとき，それぞれの光子を

「シグナル光子」，および「アイドラ光
子」と呼びます．

またスローライトモードを用いるこ
とで非線形光学効果の強さを飛躍的に
向上させることができます．この概念
を図 2（a）に示します．媒質に入射し
た光パルスは，真空中のng倍だけ時間
をかけてゆっくりと媒質中を伝搬しま
す．すなわち，光と物質とが相互作用
する時間がng倍になります．さらに，
遅く伝搬する光パルスは媒質中では進
行方向に対して空間的に圧縮され，そ
のパルス尖頭値はng倍になります．非
線形光学効果はこれらの積，すなわち
ng

2倍だけ増強されます．実際には，
デバイス単位長さ当りの非線形性の強
さを示す性能指標として非線形定数γ

（/W/m）という値がよく用いられま
すが，このγがng

2に比例して増大しま
す．実験の結果，フォトニック結晶
CROWはng = 49においてγ= 13000 /
W/mを示しました（6）．これは例えば，
長さたった 1 mmのCROWで，10 km
の光ファイバと同等の非線形性が得ら
れることを示しています．同時に，シ
リコンをコア材料とする光導波路の中
では，これまでに報告された中でもっ
とも大きな非線形性です．

このスローライト効果を用い，時間
相関光子対源の効率向上を試みまし
た．実験の概略図を図 ₃（a）に示しま
す．中心波長1545.4 nmのポンプ光を
CROWへと入力し，SFWMによって

＊1 Q値：共振器への光閉じ込めの強さを表す
値．この値が大きいほど，光は共振器内に
より長い間保持されます．

＊2 非線形光学効果：2つ以上の電場の積で発
現する光と物質との相互作用効果．複数の
光波が関与するため，光波によるほかの光
波の制御や，新たな光波の生成が可能．

図 2 　フォトニック結晶CROW
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（b） 共振器数200のCROWにおける透過，および群屈折率スペクトル

（a）フォトニック結晶CROW（共振器数 7の例）の構造図と，伝搬する光パルスの模式図
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光子対を生成します． 2 つの光子は互
いに少しだけ異なる波長を持っている
ため，波長分割フィルタによってそれ
ぞれ異なる経路へ分離されたのち，単
一光子検出器によって検出されます．
発生する単位時間当りの光子対生成率
は， 2 台の単一光子検出器の同時計数
測定によって得ることができます．図
3（b）は実験結果で，ポンプ光強度の
2 乗に比例した光子対生成率が得ら
れていることが分かります．これは，
SFWMによる光子対発生は 2 個のポ
ンプ光子の同時消失によって起こるた
めです．また比較対象として，シリコ
ンフォトニック結晶上に作製された速
い伝搬モードを有する線欠陥導波路

（ng およそ 6 ）を参照導波路として用
い，同様の実験を行いました．両者の
比較から，CROWから得られる光子
対生成効率は，参照導波路に比べおよ
そ 2 桁も向上していることが分かり
ます．この効率向上は 2 つの導波路の
群速度，および長さの違いによりおよ
そ説明されます．ポンプ光平均強度

1 mW以下という微弱励起光に対して
1 パルス当りの光子対生成率約0.1が
得られていますが，これはSFWMを
用いた光子対発生素子としては十分な
値です．すなわち，スローライト効果
により，光子対発生効率を100倍も高
めることに成功しました（3）．

さらに，本技術を応用し，我々は光
子の量子もつれ状態を高効率に発生す
る実験にも成功しました（7）．量子もつ
れ状態は量子情報処理技術全般に重要
な要素となるため，これを高効率に生
成する技術は大規模な量子コンピュー
タの構築に向けた重要な技術です．

オンチップ量子バッファ

図 1 の量子回路は，量子論理ゲート
などの演算素子により構成されます．
光子を用いた場合，ビームスプリッタ
における 2 光子の間の量子力学的な
干渉効果を用いることで量子論理ゲー
トを実現することができますが，異な
る光源から出力された光子がこれらに
到達する時刻を正確にそろえる必要が

あります．このような光子の同期を行
う機能は，光子の到達時刻を能動的に
制御する「量子バッファ」があれば実
現可能です．

我々はフォトニック結晶CROWを用
いて量子バッファを実現しました（4）．
実験方法を図 4（a）に示します．時間
相関光子対源から発生した光子対を波
長選択フィルタで分離し，異なるポー
トへ出力します．このうちシグナル光
子の経路へフォトニック結晶CROW
を挿入します．その後それぞれの光子
は単一光子検出器によって検出され，
それら検出信号の到達時間差が同時計
数測定器によって記録されます．この
到 達 時 間 差 が フ ォ ト ニ ッ ク 結 晶
CROWの挿入の有無で変化すること
を観測します．ここでは単一光子検出
器として，光子パルスを高い信号対雑
音比，かつ高い時間分解能で検出する
ことのできる超伝導単一光子検出器を
用いました．

実験結果を図 4（b）に示します．横
軸は 2 光子の到達時間差で，アイドラ
光子に対してシグナル光子がどれだけ
遅れて到達したかを示しています．縦
軸はピーク値で正規化された同時計数
です．CROWの比較対象として，前
述の実験でも用いた線欠陥導波路を用
いました．この線欠陥導波路を用いた
際の光子対到達時間差を横軸の原点に
とります．線欠陥導波路をCROWで
置き換えると，図に示すとおり150 ps
程度の明確なシグナル光子の遅延が観
測されました．すなわち，オンチップ
集積された単一光子遅延線を世界で初
めて実現しました．CROW透過後も
明瞭な信号が観測できているのは，
フォトニック結晶共振器の高い閉じ込
めQ値により低損失なCROWが実現
できているためです．

さらに我々は単一光子の遅延時間を

図 3 　CROWにおけるスローライト効果を用いた高効率光子対生成
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能動的に制御する実験を行いました．
これには，図 2（b）に示すngの波長依存
性を利用しました．この波長依存性は，
CROWの温度を上昇させることで長
波側へとシフトさせることができま
す．チップ温度を約55 ℃としたとき
の同時計数波形を図 4（b）に示します．
このときの遅延時間は約103 psであ
り，室温の結果と比べておよそ50 ps
もの遅延時間チューニングが実現され
ました．

上記に加え，量子もつれ光子対の片
方の光子がこの量子バッファを通過し
ても， 2 光子の間の量子もつれ状態が
保持されていることを確認しました（4）．
これには，NTT研究所が培ってきた
高純度な量子もつれ光子対の発生技術
と，石英系平面光波回路として作製さ
れた遅延干渉計を用いた時間位置量子
もつれ検出技術を応用しています．こ
の結果は，光子に符号化された量子状
態を操作する回路として，フォトニッ
ク結晶CROWによる量子バッファを
直ちに用いることができる直接の証拠
です．

今後の展望

図 1 に示すような量子コンピュー
タを実現するためには，オンデマンド
な（確率 1 で発生する）単一光子源が
必要になります．これを実現する 1 つ
の方法として，複数の時間相関光子対
源を組み合わせて同時に励起する方式
が検討されていますが，このためには
多数のSFWM光子対源を同時に励起
可能な極めて高強度のポンプ光が必要
になります．必要とされるポンプ光強
度は個々の光子対源の効率に強く依存
するため，本稿で紹介した高効率ス
ローライト光子対源を用いることが有
効な手段になると考えられます．

そのほか，光子を分離する波長フィ
ルタや，単一光子検出器などをチップ
上に集積して組み合わせていくことが
必要です．今後も 1 つひとつのハード
ウェアを構築していくことで，スケー
ラブルな集積量子コンピュータの構築
を目指します．
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図 4 　単一光子の量子バッファ実験
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私たちは集積フォトニクス技術を用いる
ことで，量子もつれ光源や量子バッファと
いったハードウェアを実現してきました．
実験で実際に何ができるのかを示すことで
理論研究も刺激を受け，量子情報処理研究
の一体的な加速につながると考えています．
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