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量子情報処理技術における新時代の到来

量 子 暗 号

パスワードや個人情報などの重要な
情報をインターネット上の通信路等に
より送受信する際には，情報漏洩を防
ぐために必ず暗号化をします．現在使
われている多くの暗号方式は，数理暗
号といって，素因数分解などの数学の
問題を解くことが現在の技術では難し
いことを上手く利用して情報を守って
います．したがって，将来の技術革新
によって計算速度が現在の計算機より
格段に速い計算機が開発される，また
は優れたアルゴリズムが発見される
ことによってこれらの暗号の安全性
は脅かされてしまいます．一方，量子
暗号（この記事では特に量子鍵配送に
ついて記述します）は，自然法則であ
る量子力学を上手く用いることに
よって情報を守っています．つまり，
盗聴者が量子鍵配送を破るためには
盗聴者は自然法則に逆らうことが必
要になるのですが，これは不可能なの
で量子鍵配送は現在の技術に対して
の安全性はもちろんのこと，将来に起
こるいかなる技術革新に対しても安
全であり続けるという究極の安全性
を有しています．量子鍵配送は，主に
光子と呼ばれるこれ以上分割できな

い光の粒が示す量子力学的な振る舞
いを上手く用いてこの高い安全性を
得ているので，量子鍵配送装置は光子
を発生，操作，伝送，検出しなければ
ならず，通常の光通信と比べて実現す
るための技術水準が高いです．しか
し，研究開発の進展により，量子鍵配
送装置はすでに商用化されており（１），
日本（２）をはじめとする世界各国で量子
鍵配送ネットワークを構築し試験運用
を行っており（3），量子鍵配送の実用化
はもはや夢物語ではありません．

量子鍵配送の安全性

インターネットで「量子鍵配送，ハッ
キング成功」というキーワードで検索
してみると，いくつかの記事や論文が
ヒットします．これは，前述の量子鍵
配送が持つ究極の安全性と矛盾してい
ます．この矛盾を説明するために量子

鍵配送の安全性の主張をもう少し詳し
く説明すると以下のようになります．
まず，量子鍵配送の安全性は，安全性
証明と呼ばれる理論によって保証され
ます．さらに，この安全性証明は量子
鍵配送の送信器と受信器が満たすべき
条件を仮定します．例えば，量子鍵配
送装置が用いている位相変調の値が
０，π/２，π，3π/２の ４値を厳密に実現
しなければならないなどの要求です
（図 ₁）．
安全性証明では，これらの仮定が成
立している，という前提の下で量子鍵
配送装置の安全性を証明します．つま
り，安全性証明は「もし量子鍵配送の
送受信機がある条件を満たすならば，
その量子鍵配送装置は安全である」，
という条件付きの保証しか与えず，そ
の条件をどのように実際に満たすの
かについては何の指針も与えてくれ

量子鍵配送 情報理論的安全性 実装安全性

図 1 　量子鍵配送装置の送受信機
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量子暗号におけるサイドチャネル対策

量子暗号は理論的には，任意の盗聴に対しての安全性を保証する究極の
暗号です．この究極の安全性が注目され，現在，日本をはじめ世界各国で
量子暗号ネットワークの構築が行われています．しかし，期待されている
究極の安全性は理論的なものであり，実際にそのような安全性を実現する
ためにはさらなる研究が必要です．本稿では，究極の安全性を実際に達成
することをめざした最近の研究の状況を紹介します．
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ません．したがって，もし安全性証明
が課す条件を実際の量子鍵配送装置
が満たしていない場合には，安全性が
崩壊することになります．この「理想
と現実のギャップ」を利用したハッキ
ングは実際可能で，その例がインター
ネット上で見つかる記事や論文とい
うわけです．
量子鍵配送を実際に使うときには，
理論的な安全性ではなく量子鍵配送装
置の実際の安全性（これは実装安全性
保証と呼ばれています）が重要になる
のですが，この実装安全性保証のため
には，①安全性証明が装置に課す条件
を装置が満たすように装置を改良する
という装置改良研究，②雑音などの実
際の装置が持つ不完全性を装置の仮定
に取り入れた安全性証明を構築すると
いう理論研究，の２つの研究を推進す
る必要があります．現在世界中の研究

機関がこの問題の解決に向けて研究を
行っています．NTT物性科学基礎研
究所では，ここ数年，主に理論的なア
プローチを研究してきました．本稿で
は私たちが行ってきた量子鍵配送の実
装安全性向上に向けた理論研究の成果
をいくつか紹介します．既存理論の何
が問題であったか，そしてそれを私た
ちが解決した結果，実装安全性がどの
ように向上したかについて，特に送信
器に的を絞って紹介します．

送信器の実装安全性向上

量子鍵配送装置は送信器と受信器の
１対から成り立っており，実装安全性
向上の理論研究のためには，まず実際
の送信器と受信器それぞれが持つ不完
全性を知ることが重要となります．ち
なみに，送信器と受信器をつなぐ光
ファイバなどの通信路は，盗聴者に完

全に支配されており，物理学が許す原
理的に可能な操作などをすべて通信路
上で実行可能である，というこれ以上
なく強い仮定を安全性理論では仮定し
ます．実際に敷設する通信路には光損
失や雑音があるのですが，盗聴者は実
際の通信路を送受信者が気付かないよ
うに光損失や雑音が全くない通信路に
すり替えて，雑音のふりをして盗聴を
行う，という究極の攻撃も許すことに
します．したがって，雑音が小さく，透
過率の高い通信路は通信速度の向上に
は役立ちますが，通信路の改良によっ
て安全性が向上することはなく，安全
性保証のためにはあくまで送信器と受
信器の研究を行う必要があります．
それでは，送信器の不完全性につい
てみていきます．送信器には，光子の
位相を変調する光変調器が組み込まれ
ています．位相変調器を例にとると，
前述のように，既存理論では位相変調
の値が０，π/２，π，3π/２の ４値を厳密
に実現しなければならない，という条
件がありました．実際の位相変調器の
精度は雑音などの影響により当然有限
しかないので，この条件は厳しすぎま
す．この種の雑音の影響を考慮した安
全性証明はありましたが（４），やっかい
なことにこの理論では位相変調精度
がほんのわずか低下しただけで，通信
距離が大幅に制限されてしまう，とい
う問題がありました．その結果を図 ２

図 2 　既存のプロトコルによる通信速度（R）の対数の距離依存性

実線：位相変調器に雑音がない場合
破線：位相変調器に約 3.6 度のずれがある場合
点線：位相変調器に約 7.2 度のずれがある場合
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に示します．横軸は送信者と受信者の
距離（km）を表しており，縦軸はあ
る実験パラメータを仮定した際に，送
信器が１パルスを送信したときに達
成できる通信ビット数の対数を表示
してあります．この図から読み取れる
のは，3.6度や7.２度という現実的な位
相変調のずれが生じると，通信距離が
それぞれ約3分の ２および半分にま
で低下してしまう，という大きな問題
点です．
私たちはこの問題を解決するため
に，量子鍵配送が行っている手順（プ
ロトコル）を見直すことから始めまし
た．既存のプロトコルでは，受信器が
光子をせっかく検出しても，そのうち
のいくつかを捨ててしまっていまし
た．それらのデータは，送信データと
ほとんど相関がない，というのが捨て
られてきた理由なのですが，私たちは
このデータが実は上記の問題を解決す
るための鍵となることを見出し，積極
的に活用するようにプロトコルを変え
ることにより問題を解決しました（5）．
図 ２において用いた装置と全く同じ装
置で，私たちのプロトコルを使ったと
きに得られる通信ビット数を図 ３に示
します．この図では，図２に対応する
実線，破線，点線がほとんど重なって
しまっています．つまり，私たちのプ
ロトコルを用いることにより，位相変
調器のずれによる影響が解消されたこ

とを読み取ることができます．

サイドチャネル攻撃

今まで説明した送信器に関する不完
全性は，位相変調器のずれや精度に関
する問題だったのですが，盗聴者の立

場からするともっと積極的に情報を盗
み取る方法が存在します．それは，サ
イドチャネル攻撃と呼ばれるもので
す．例えば，図 ４のように，盗聴者は
非常に強い光を送信器内の位相変調器
に照射し，その反射光を読み取ること

図 3 　新しいプロトコルによる通信速度（R）の対数の距離依存性

実線：位相変調器に雑音がない場合
破線：位相変調器に約 3.6 度のずれがある場合
点線：位相変調器に約 7.2 度のずれがある場合
3本の線はほとんど重なっています
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図 4 　送信器内の光変調器に対するサイドチャネル攻撃の一種
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光変調器が選択する位相情報φを読み取るために，盗聴者は強い光を光変調器に照射
し，その反射光がφの情報を持っていることを利用する
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により，位相変調器がどの位相変調の
値を選択しているのかを盗み見る，と
いう盗聴方法です．このような盗聴は，
送信器の入り口に光アイソレータなど
を組み込むことにより，外部からの光
は送信器に届かないが内部からの光子
は外部に効率良く伝達することで防ぐ
ことができると思われます．しかし，
外部からの光を完璧に遮断することは
不可能であるため，盗聴者が微弱な反
射光によって盗聴を行うことに対する
対策を考える必要があります．理論的
には，このような反射光がある下での
量子鍵配送は，光子と，光子以外の別
のモードの光が同じビット情報を運ん
でいる，という多モードの光を用いた
量子鍵配送を行っている，とみなすこ
とができます．私たちは，これらの考
え方を発展させていくことにより，送
信器のどのような数学的なモデルが与
えられても，それに応じて安全な通信
をどのように行えば良いかを教えてく
れる安全性証明を構築しました（6）．こ
の安全性証明は，技術の進歩に合わせ
て安全性理論をいちいち再構築する手
間を省いた，という一般性を有する証
明として，現在や将来にわたって送信
器のサイドチャネル攻撃対策において
重要な役割を果たすものだと期待して
います．

今後の展開

本稿では，送信器に対しての安全性
対策について書きましたが，受信器に
ついても安全性対策の研究が大きく
進んでおり（量子鍵配送の最新のレ
ビューについては参考文献（3）をご覧
ください），実際の量子鍵配送装置が
安全になる日もそれほど遠くないと
思います．その日の実現のために，私
たちは今後も研究を続けていくつも
りです．
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玉木  潔

量子鍵配送は，量子情報はもちろんのこ
と，光通信，量子光学，符号化理論，ネッ
トワーク制御，アプリケーション開発など
非常に多岐にわたる学際的な分野であり，
多くの方々に興味を持っていただいて，研
究開発に参加していただけることを期待し
ています．
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