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量子暗号は量子力学の原理を用いて，通信路における最高度に安全な秘匿
通信を実現する技術です．本稿では量子暗号技術全般に関して最近までの世

と く ら
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都倉 康弘

界の研究動向とNTTでの研究の位置付けと現状を簡単に解説します．また本
稿以降の記事では，ここで概観した技術の詳細を紹介します．

量子情報通信技術
20世紀初頭に生まれた量子力学は，
トランジスタをはじめとするエレクトロ
ニクスや，分子から生体に至るさまざ
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号は，従来の通信では困難であった盗

まず簡単にQKDの原理を説明しま

聴の検知を確実に行うことができるの

す．図１に示したように，アリスは０

が特長です．

と１からなる全くランダムな長いビッ

量子暗号小史

ト列を準備します．アリスはこの０/１
に応じて異なる量子状態にある光子を

現在インターネットを用いてやり取

準備しボブに光ファイバ等の経路を用

則としてその地位を確立しています．

りされているデジタル情報が，経路の

いて順次送ります．ボブは受け取った

同じく20世紀に大きく進展した技術に

途中で盗み見られている可能性は拭え

光子を１つずつ測定し，その結果に応

情報通信分野があります．近年この一

ません．そのためパスワードやクレジッ

じて０と１の論理値を得ます．ここま

見関係が薄く思える２つの分野にまた

トカードの番号等をやり取りする場合

では従来のデジタル通信と何ら異なる

がった新しい科学技術として，量子情

には暗号技術が利用されています．現

点がないようにみえます．仮にこの経

報通信が注目を集めています．この量

在実用技術として利用されている公開

路の途中で盗聴者が情報を盗もうとし

子情報通信は，量子力学からは新し

鍵暗号方式の安全性は，コンピュータ

たとします．古典通信では途中で経路

い側面で原理検証を行うことでより深

の性能やアルゴリズムの能率に根拠を

をわずかに分岐させることにより情報

い理解が可能になり，情報通信からは

置いています．一方盗聴されても絶対

を盗み出せます．しかし素粒子である

従来の古典通信では実現ができなかっ

に解読されることのない暗号として，

光子はそれ以上分割できないため，や

た新しい機能が提供できるという点で

ワンタイムパッド方式が広く知られて

り過ごすか，取り出すかのどちらかし

意義があります．例えば非常に難解な

います．しかしこの方式を用いるため

かできません．盗聴者が取り出した

問題を処理できる計算機として量子計

には全くランダムで，メッセージと同

ビットはボブに届かないので，途中に

算機が，また個人のプライバシが保護

じ長さの，たった一度きりしか使わな

損失があるのと同じ結果ではあります

される通信技術として量子暗号や量子

い秘密鍵を，暗号通信する２者（送

が，ランダムな０，１列の一部が欠け

認証が提案されています．量子の情報

信者をアリス，受信者をボブと呼称し

てもランダム列なので鍵として使えま

を担う媒体としてはあらゆる素粒子や

ます）が共有する必要があります．こ

す．ボブは後でどのビットが届かな

超伝導体のような巨視的な量子状態が

の問題を解決するために，必要な秘密

かったかをアリスに伝えることにより２

利用できますが，通信の観点からは光

鍵を安全に送受信者に配送する技術と

者は同じ秘密鍵を共有します．スマー

の量子，つまり光子を利用します．もっ

して量子暗号は提案されました．その

トな盗聴者は盗み出した光子を測定し

とも基本的な量子情報通信は，たった

ためこの技術は量子鍵配送（QKD:

た後，送信者になりすまして光子を送

１つの光子に情報を載せ，暗号通信の

Quantum Key Distribution） とも

る戦略を採るかもしれません．しかし

ための鍵を送る量子暗号です．量子暗

呼ばれます．

測定により光子の状態が意図しない量

まな物質のナノスケールを支配する法
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量子鍵配送の原理

子状態に遷移してしまうこと（測定の

したときは必ず正しい答えを得ます．

ント（レーザ）光源を極端に減衰させ

反作用）があり，その結果に基づいた

したがって，アリスとボブは後で自分

たものを用いても安全であることが示

なりすましは必然的にエラーを引き起

が選んだ基底を開示し，それが一致し

されています．またBB84のほかにもさ

こします．盗聴者は測定前に光子を複

たときだけその結果をシフト（ふるい）

まざまな量子暗号プロトコルが提案さ

製してそのコピーのみを測定すること

鍵とします．盗聴者を検知するために

れ，その安全性が検討されています．

もできません．なぜなら未知の量子状

アリスとボブは一定の割合で得られた

本特集では量子暗号の安全性に関し

態は複製できないという非クローニン

鍵の値を比較して，エラー率を評価し

て詳しく解説しています．

グ定理があるからです．このように盗

ます．得られた量子ビットエラー率が

伝送路としては光ファイバがよく利

聴者はビットエラーを発生させずには

一定値以下であれば盗聴者からの攻撃

用されます．最初BB84は光子の偏光

鍵の情報を得ることができません．逆

はないと判断できます．さらに後処理

状態を基底として利用するように提案

にアリスとボブはビットエラーから盗聴

としてシフト鍵に対しエラー訂正とそ

されましたが，光ファイバで伝送する

者の有無を判定できます．

れまでの過程で盗聴者に漏れた可能性

際には偏光状態を保持することは困難

1984年に提案された最初のQKDプ

のある情報をなくす操作（プライバシ

です．そこでその代わりに図２に示す

ロトコルは，提案者C. H. Bennettと

増幅）を行い，最終的に暗号通信に

ように二連パルスを準備し，その第１

G. Brassardの頭文字を取りBB84プ

用いる安全鍵を生成します．

パルスに光子がいるか，第２パルスに

ロトコルと呼ばれ，単一光子の２つの

後述するように一度に単一光子を放

いるかの基底（時間位置基底），ある

偏光基底，例えば円偏光（右・左回

出する理想的な単一光子光源の場合

いは２つのパルスに広がった状態でそ

り）と直線偏光（水平・垂直）をラ

には，盗聴者が伝送路において量子力

のパルス間の位相差が０か，πかの基

ンダムに選択し，各基底で論理値０，

学の許すあらゆる手段を駆使しても秘

底（位相基底）を利用します．あるい

１を割り当てて送ります．ボブも測定

密鍵を安全に配送できることが証明さ

は ， 位 相 差 が {0， π } と {π /2，

基底をランダムに選んで各光子を測定

れています（無条件安全性）．また最

3π/2} の２基底が利用されることも

しますが，アリスが選んだ基底と一致

近では単一光子光源でなく，コヒーレ

あります．
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で古典的なビットに変換することなし
に，量子状態そのものを中継して遠隔
地に送る量子中継技術があります．こ

進行方向
第２パルス

/ t+dt>

第１パルス

/ t>

れは量子鍵配送に限らず，量子情報通
信の中核となる技術と位置付けられ，

重ね合わせ状態

現在世界的に活発に研究が始められて
います．
１つの光子が
２つのパルスに広がって
存在している！

φ=π

φ=０

NTTの研究の位置付け
NTT研究所は量子通信技術の基礎
分野である量子光学の研究で長い歴史
を持っています．量子暗号に関してま

図２

時間位置基底と位相基底

ず主 に理 論 的 側 面 の研 究 を進 め，
2000 年ごろから実験的研究にも着手

実際のシステムでは単一光子検出器

よります．この距離を今後飛躍的に延

しました．スタンフォード大学の山本

の感度，暗計数（光子が来なくても検

ばすのは困難ではありますが，この課

喜久教授のグループとの共同研究を通

出してしまうレート）や伝送路の損失

題を解決するために３つの方法が考え

じて，量子ドットを用いた単一光子光

によって安全鍵の生成率と伝送可能な

られています．

源 （ 波 長 は0 . 8 μ m ） を利 用 した

距離の上限が制限されます．ではどれ

１つは信頼できる中継地点を50〜

B B 8 4 Q K D 実験を行いました（8）．図

くらいまで遠くに安全に秘密鍵を配送

100 kmごとに準備し，中継地点で一

３左の走査型電子顕微鏡写真に示す

実用的な光の

度得られた秘密鍵を交換することによ

ピラー型の構造の中程に埋め込まれた

伝送路として利用されている光ファイ

り長距離２地点間で秘密鍵を共有す

量子ドットから一度に１つずつ出てく

バの場合，もっとも損失が小さい波長

るというもので，欧州では2008年に

る光子に２基底×２論理値＝４値の

（1）

できるでしょうか ？

（5）

偏光状態を設定してボブに送ります．

である1.5μm帯の光子を用いる必要

SECOQCプロジェクト

がありますが，この遠赤外の単一光子

にはNTTも参加した東京QKDネット

ボブは偏光ビームスプリッタと４つの

の持つエネルギーは小さく，それを検

ワークと呼ばれるテストベッドネット

単一光子検出器を用いてランダムに基

（6）

で，2010年

底を選んで測定します．

出できる良い単一光子検出器がないこ

ワーク

とが技術的な課題でした．ここ数年で

２ 番 目 は 地 上 基 地 と衛 星 間 で空 間

2003年には新しいQKDプロトコル

安全鍵の生成率と伝送距離が急激に

レーザ光を利用した量子通信で鍵を生

で あ る DPS（ Differential Phase

伸びており，50 km 以下であれば毎秒

成し，後に別の遠隔地の地上基地と

Shift：差動位相シフト）-QKDをスタ

衛星で鍵を交換するというものです．

ンフォード大学と共同で提案しました．

実際EUと日本で実験の準備が進めら

これは，光通信で使用されているデジ

（2）

１Mbit/s

，また鍵生成率は小さい
（3），（4）

ですが200 km程度まで

は送る

ことが可能となっていますが，これは
主に単一光子検出器の性能の向上に
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で実証実験が行われました．

（7）

れています ．
最後はまだ将来の技術ですが，途中

タル変 調 方 式 の１ つであるD P S K
（Differential Phase Shift Keying）＊１

特
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図３

単一光子光源を用いたBB84QKD実験系

を量子力学の領域に適用したもので，

究所ではこのDPS-QKD方式を採用し

長帯の光子には感度が低いため，光子

図２の下に示したように単一光子が多

て繰り返しレート１GHz から10 GHz

の周波数をPPLN非線形結晶 ＊３ とポ

数のパルスにわたり広がった状態を利

のシステム実験を報告しています（3）．

ンプ光を用いて高く（波長を短く）し，

用します．それまで提案されたQKDプ

本特集では，このDPS-QKD方式のシ

Si-APDで検出する周波数上方変換型

ロトコルが単一光子自体の量子状態を

ステム実験に関して解説します．

単一光子検出システムの有効性を実証

利用するため単一光子光源を想定して

また，NTTでは高機能単一光子検

しました．本特集でこの技術を解説し

いたのに比べ，DPS-QKDでは最初か

出器の開発も進めています．通信波長

ています．さらに，Si-APDよりも高速

ら微弱コヒーレント光源が利用でき，

帯の単一光子の検出のために従来用い

に 動 作 す る HPD（ Hybrid single

また光子数を数えて一部の情報を盗み

られてきたInGaAs（インジウムガリウ

Photon Detector）を用いて，高い鍵

取る光子分離攻撃に耐性があるという

ム ヒ 素 ）-APD（ Avalanche Photo

生成率のQKD実験を行っています（9）．

特長を持っています．さらに，BB84

Diode）＊２は量子効率が低い，暗計数

最近では，InGaAs-APDの光子信号

では基底が一致しなかった測定結果は

率が高い，また光子を検出した後に残

解析回路を工夫することにより，１

棄却するのに比べ，DPS-QKDでは到

留 電 荷 によるノイズ信 号 （ A f t e r

GHzを超える高繰り返し動作も実現

達した光子の情報はすべて利用できる

pulse）が観測されるため，低繰り返

こと，またシステムが簡単で高速化に

し周波数のゲートモードでの動作が必

適用可能である等の特長を持っていま

要になる，などの問題がありました．

す．関連するプロトコルとしてCoher-

これに対してSi（シリコン）-APDは高

ent One-Way（COW）方式が知ら

効率，低暗計数，ゲート動作が必要

（4）

れています ．NTT物性科学基礎研

でない等の特長を持ちますが，通信波

＊1

＊2
＊3

DPSK：差動位相偏位変調．位相のずれた
複数の波の組み合わせで情報を表現するデ
ジタル変調方式PSKの１つ．
APD：高速光通信用の光信号検出器．
PPLN非線形結晶：周期分極反転ニオブ酸
リチウム結晶の略称で，大きな光非線形性
を持つため高い効率で波長変換などを行う
ことができます．
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しています．一方非常に低い暗計数と

送った秘密鍵の取り扱いがずさんであ

高速動作により注目されているのは超

れば，全体の安全性はゼロとなります．

伝 導 を用 いた単 一 光 子 検 出 器

その意味で量子暗号の研究開発は究極

（ SSPD: Superconducting Single

の安全性に対するチャレンジと位置付

Photon Detector）です．このデバイ

けられると思います．また，これまで

スは最近特にその性能の向上が著しい

はハード技術指向のシーズ的な研究開

です．本特集でもSSPDの最近の開発

発が進められてきましたが，今後はこ

状況について解説します．

れをどう使うかという適用システム，ソ

ここまでは単一光子もしくは微弱コ

フトウェアの比重が高くなると考えら

ヒーレント光を用いたQKDについて述

れます．量子暗号は実用的な面や量子

べてきましたが，量子力学では複数の

力学の適用分野としてのサイエンス上

量子の間に量子もつれ状態と呼ばれる

の興味も尽きない魅力的なテーマです．

不思議な状態が実現できることが知ら

なお，本研究の一部はNICT，JST-

れています．２つの光子によるもつれ

CRESTの支援を受けて行われました．

光子対の生成技術は近年成熟しつつ
あり，特に通信波長帯のもつれ光子対
生成ではNTTは先導的な成果を上げ
てきています．本特集ではこの通信波
長帯量子もつれ光子対の生成とそれを
用いたQKD実験に関しても解説しま
す．今後は量子中継などを実現するこ
とにより，遠隔地の量子計算機や量子
標準システムを結び，高度に発達した
量子ネットワーキングの実現を目指し
研究開発を進めていきます．

ま と め
近年の高度情報化社会でますますプ
ライバシ保護の重要性が認識されてき
ている中，量子暗号の無条件安全は
非常に魅力的にみえます．しかしシス
テム全体の安全は，それぞれの要素の
持つ安全性の総和ではなく，かけ算で
与えられます．例えば量子鍵配送で
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都倉 康弘
量子情報処理は高速な情報処理，低エネ
ルギー，新機能などの特長があります．こ
の新しい分野は，数学，情報科学，化学，
物理，材料科学などの分野をまたいだ学際
的な視点が欠かせません．相対性理論がグ
ローバル・ポジショニング・システム
（GPS）の基礎として普通に使われているよ
うに，いつか量子情報が日常に使われる日
が来るかもしれません．
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