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量子情報通信用光源の実現にめど 

－究極の安全性を持つ量子暗号通信実用化への一歩－ 

 

平成１７年 ８月３１日 

独立行政法人物質・材料研究機構 

概要 

１．独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：岸 輝雄）、物質研究所光学単結晶

グループ（ディレクター：北村健二）の栗村 直主任研究員、日本大学量子科学

研究所の井上修一郎助教授、早稲田大学の中島啓幾教授らは、世界最高効率の直

交偏光１)光子対発生素子 2)を実現し、量子情報通信用単一光子源 3)および高効率な

偏光量子もつれ光子対 4)発生の実現にめどをつけた。本研究成果は、（独）情報通

信研究機構の委託研究「量子制御光変復調技術」を受けて行われたものである。 

 

２．量子情報処理 5)は次世代情報処理技術として量子暗号通信 6)、量子コンピュータ

などの応用が期待されており、特に量子暗号（量子鍵配布）7)は実用レベルに近い

システムが構築されている。量子暗号通信では、盗聴により光子の量子状態が変

わることを利用して盗聴者を検知できるため、究極の安全性を保証することが可

能である。 

 

３．量子情報通信の実用化には光源の開発が重要な要素であるが、量子情報通信で

要求される単一光子発生の技術は未だ確立されていない。非線形光学過程により

発生した光子対は分離したのち利用されるが、その分離方法には波長分離もしく

は偏光分離が利用される。波長分離では関連する波長が三波長になるため過程が

複雑で光導波路の設計が難しく、高効率化に限界があった。偏光分離は理想的で

あるが、従来直交偏光をもつ光子対の発生効率が低く実用的でなかった。 

 

４．今回開発した光子対発生素子はニオブ酸リチウム化合物から作製しており、そ

の電気的極性が周期的に分極反転 8)しているものである。微細分極反転構造および

接着リッジ光導波路 9)を両立したことで、従来のホウ酸系波長変換素子やチタン拡

散導波路 10)に比べて１０倍以上の変換効率を達成できた。言い換えると入射光と

なる励起用レーザ光源の出力が１／１０で良いことになる。これにより、量子情

報通信用光源の小型化、低消費電力化が可能になり、量子情報通信システムの実

用化に向け大きなはずみがつくものと思われる。 

 

５．本研究成果は、９月開催の応用物理学会および１０月に開催される国際会議

Microoptics Conference（微小光学国際会議）にて発表される予定である。 
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研究の背景 

 半導体デバイスや光学デバイスでは、微細化に伴い量子効果が顕在化してき

ており、量子効果を利用した新しいデバイスやシステムが提案されてきている。

量子暗号、量子コンピュータなどの量子情報処理は次世代情報処理技術として

期待されており、特に量子暗号（量子鍵配布）は実用レベルに近いシステムが

構築されている。量子鍵配布では、盗聴により光子の量子状態が変わることを

利用して、盗聴を検知しながら暗号鍵を共有できるため究極の安全性が保証さ

れる。このため安全保障、外交、金融などの分野で機密情報の通信に利用が検

討されている。また量子コンピュータでは量子重ね合わせの原理により格段に

計算能力が向上し、現在のコンピュータの数億倍の計算能力が期待される。 

 量子暗号通信では、安全な鍵配布のために単一光子源が要求される（図１）。

単一光子による鍵配布は光路内盗聴を直ちに検知できるため、盗聴が検知され

た場合には配布鍵の変更を可能にする（図２）。ただしレーザ光を減衰させた擬

似単一光子状態を利用する場合には平均光子数が１であっても、光子数２や３

の確率も存在するため、確実に盗聴の検知を行うことは難しい。そこで盗聴の

検知を確実にするために、同時に発生した光子対を分離し、一方の光子を鍵配

布に、他方の光子をゲートのタイミング検出に用いることで光子数１の状態を

実現する。 

 光子対の発生には２倍のエネルギーをもつ１光子からパラメトリック下方変

換（Spontaneous Parametric Down Conversion）11)によって１倍のエネルギーを

もつ２光子を取り出す手法が用いられている。この現象はあたかも２倍のエネ

ルギーをもつ光子を２つに分割する過程とみなすことができるため、フォトン

カッターと呼ばれることもある。SPDC 過程では、ほぼ同時刻（10 の-12 乗秒以

下の同時刻性）に光子対を発生できるため、量子鍵配布の光源として理想的で

ある。 

 しかしこのような光子対を効率よく分離して一方を鍵配布に、他方をゲート

のタイミング検出に利用しようとするならば、故意に異なる特性を持たせ光子

対を分離することが必要となる。従来マサチューセッツ工科大のグループは、

光子対を異なる波長で発生させプリズムで分離する方法を提案している（波長

分離）。ただし光ファイバ内の損失が波長 1550nm 帯では低いため、長距離通信

には少なくともひとつの光子は 1550nm 帯であることが望ましい。また関連する

波長帯が増加すると光導波路の設計が複雑になるため、導波路化による高効率

化が困難となる。 

 他方北大のグループなどでは偏光による分離（偏光分離）の可能な光子対発

生法を提案しているが、利用できる SPDC 結晶の関係で効率が低く、波長も 700nm

帯で行われていた。これを高効率化するために、大阪大学のグループがチタン

拡散光導波路による擬似位相整合デバイスを提案して先駆的な研究を行ってい

るが、単位入力パワーあたりの規格化効率は 6.4%/W であった。 
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成果の内容 

 直交光子対発生は２倍のエネルギーをもつ光子から１倍のエネルギーをもつ

光子を２個発生させる波長変換プロセスであるため、波長変換の効率を上げる

ことが重要である。このため波長変換材料の自発分極（磁石の自発磁化Ｎ、Ｓ

に対応する電気の＋、－）を反転させる方法が、過去１５年以上にわたり研究

されてきており、電極を任意のパターンに加工した後に高電圧をかける方法が

世界に先駆けて日本で実現されている。波長変換材料に周期的に分極反転構造

を施すことで、変換効率を格段に向上させることができる。 

 また波長変換の際に光導波路を用いると、光を狭い領域に閉じ込めて長く伝

搬させることができるため、漏れが少なく、高い波長変換効率が得られること

が知られている。分極反転構造と光導波路を組み合わせることで、格段の効率

向上をはかることができる。 

 今回、波長変換材料としてマグネシウム添加ニオブ酸リチウム（Ｍｇ：ＬＮ）

を用いて平面導波路を作製し、周期的な分極反転を施した。その後両側を削り

こんでリッジ導波路に加工を行い波長変換デバイスを作製した。このデバイス

形態は既に当グループで発表してきたものであるが、従来は同一偏光の光子対

しか発生させることができなかった。今回は分極反転の条件を精査することで

周期を１６μｍから８μｍに短くし発生する光子対を直交偏光させることに成

功して、偏光分離型の光子対発生デバイスを実現することができた。また導波

路を接着リッジ型構造とすることで、拡散導波路 9)と比べて閉じ込めが向上し、

チタン拡散を利用した直交偏光光子対発生デバイスに比べて約４０倍の高効率

化ができた。 

 作製された分極反転構造の写真を図３に示す。周期 8μmの微細構造が長さ 30 

mm の導波路全体に作製されている。図４右は実際のデバイス、左は分極反転を

観察しやすくするために腐食したもので、導波路全体に高い均一性をもってい

ることがわかる。この周期分極反転構造にレーザ光を入射し、シングルパスの

パラメトリック下方変換 SPDC による光子対発生実験を行った。 

 導波路 SPDC において、波長 769 nm のチタンサファイアレーザから、波長 1538 

nm の光子対が同一波長で得られた。またこのときの偏光は垂直偏光（TM モード）

および水平偏光（TE モード）モードの直交偏光で発生していることが確認でき、

偏光分離できることが確認された（図５）。これらのデバイスの変換効率は通常

入射光のパワーに比例するため、入射光で除した規格化効率で比較するが、チ

タン拡散を利用した直交偏光型光子対発生デバイス（6.4%/W）に比べ約４０倍

の 250%/W の高効率が実現できた。導波路出射端での出力計測法の場合、導波路

の損失が高い場合には規格化変換効率を高く見積もってしまう場合があるが、

今回の導波路損失を高く見積もっても、チタン拡散導波路に対して約１０倍の

効率化がなされている。 
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波及効果と今後の展開 

 従来の光子対発生素子では、直交偏光光子対を通信波長帯において効率よく

発生できないため、暗号鍵の配布率が低く抑えられていた。世界最大効率をも

つ直交偏光光子対発生デバイスが実現できたことで、量子鍵配布の鍵配布率に

格段の向上が見込まれ、偏光量子もつれ光子対の高効率発生により量子テレポ

テーション、量子コンピュータなどへの応用も期待される。 
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用語解説 

１）直交偏光 

 光は横波であるため、縦に振動する波と横に振動する波をつくることができ

る。直線上に振動面が偏っている場合は直線偏光と呼び、この振動面が直交し

ている場合に直交偏光と呼ぶ。両眼に視差をつくって立体画像を擬似的につく

りだすシステムでも直交偏光が使われている。 

 

２）光子対発生素子 

 ２倍のエネルギーをもつ光子から１倍のエネルギーをもつ光子を２個発生さ

せる素子。２つの光子のエネルギーが異なることもあるが、合計のエネルギー

は元の光子のエネルギーと一致する。完全に同じタイミングで発生することか

ら、片方を鍵配布に他方をタイミングをとるために利用できるため、単一光子

源を実現するためのキーデバイスである。また、SPDC で発生させた光子対から

量子もつれ合いの状態を生成することができ、量子コンピュータの基本構成単

位となる量子ビットを実現できる。 

 

３）単一光子源 

 光の単位である光子を一個ずつ発生させる光源。単一光子源による量子鍵配

布では盗聴を検知できる。 

 

４）偏光量子もつれ光子対 

 量子もつれ光子対とは量子力学的な相関をもった二個の光子を指す。重ね合

わせの原理が適用できるため量子コンピュータの基本構成単位となる量子ビッ

トを実現できる。 

 

５）量子情報処理 

 光子や電子などは、単一光子や単一電子の世界では、粒子としての性質と波

としての性質を併せ持つ量子としてとらえられる。量子を通信や演算に利用す

る情報処理分野を量子情報処理と呼び、量子の示す不確定性原理や、重ね合わ

せの原理を用いることで、量子暗号通信や量子コンピュータを実現する。 

 

６）量子暗号通信 

 現在の通信における暗号化技術は、データに複雑な暗号処理を行うことで盗

聴を防いでおり解読に膨大な時間を要させることで実質的に解読を不可能にし

ている。しかし盗聴されたこと自身は検知できず、盗聴されたデータを長大な

時間をかけて計算することで解読が可能とされる。量子コンピュータのような

桁違いに高速のコンピュータが登場すると、解読時間の飛躍的な短縮が危惧さ

れる。 

 量子暗号通信では、暗号処理は従来法であっても量子をもちいるため盗聴の

検知が可能である。このため盗聴が発生した瞬間に暗号を変更することができ、
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究極的な安全性が保証される。 

  

７）量子鍵配布 

 暗号化した情報を解くための鍵を配布するのに、量子を利用する方法。鍵の

盗聴が行われた瞬間に新しい鍵に変更でき、究極的な安全性が保証される。 

 

８）分極反転 

 強誘電体の電気的なプラスマイナスである自発分極を反転させた構造。周期

的な分極反転構造を作製すると、レーザの波長変換デバイスとして高効率動作

する。周期によって発生する波長や偏光を選択することができ設計ができる。 

 

９）接着リッジ光導波路 

 導波路とは物質の一部の屈折率をあげて作製した光の道のことであり、光フ

ァイバはその典型例である。光を狭い領域に閉じ込めて伝搬させることができ

るため、漏れが少なく、高い波長変換効率が得られる。光導波路のない場合に

比べて、１００－１００００倍の効率が得られる。 

 特に接着リッジ型導波路では、基板の上下方向および導波路の左右方向に段

差状に屈折率が変化するため導波路からの漏れ光が少なく閉じ込めの強い導波

路ができる。 

 

１０）拡散導波路 

 物質の一部の屈折率をあげるために、イオンの固体内拡散を利用した導波路。

イオンの拡散領域を限定することで光回路が作製できる。イオンの濃度が表面

から深さ方向に低下するため、屈折率の緩やかに変化する導波路となる。この

ため通常は導波路としての閉じ込めが弱い。一般には高温でイオンを拡散する

ため、基板の特性に影響を与える場合があり注意が必要である。 

 

１１）パラメトリック下方変換（SPDC：Spontaneous Parametric Down Conversion） 

 入射したレーザ光の光子を低いエネルギーをもつ複数の光子に分割する現象。

770nm の波長をもつ１光子から、より低いエネルギーをもつ赤外光 1540 nm の２

光子を発生させることができる。分極反転周期やデバイスの温度をかえること

で、出射するふたつの波長の組合せを選ぶことができるため、波長可変光源と

して利用されている。 
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問い合わせ先： 

〒305-0047 茨城県つくば市千現１－２－１ 

独立行政法人物質・材料研究機構 

広報室 TEL:029-859-2026 

 

研究内容に関すること： 

独立行政法人物質・材料研究機構 

物質研究所／ナノマテリアル研究所 

主任研究員 栗村 直（くりむら すなお） 

TEL:029-860-4365（ダイヤルイン）、029-860-4692（オフィス） 

E-MAIL：skurimura@nifty.com
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図４ 直交偏光型光子対発生デバイス： 

 右は実際の導波路デバイス、左は分

極反転を観察しやすくするために腐

食している。 

図１ 直交偏光光子対発生素子の単一光子源への応用例：光子対発生の確率には複数組同時

発生の確率があるが、偏光分離した光子のみを検知してゲートを開閉することで一組

の光子対発生の場合のみを選択し、単一光子源を実現する。 

図２ 量子暗号通信の安全性：量子暗号通信では暗号鍵を単一光子源で送付する。単一光子

で送信を行うと盗聴者がいた場合に容易に検知できるため配布する鍵を変更でき究

極の安全性が保証される。 

波長1540nm

波長1540nm

波長770nm

偏光ビームスプリッタ

検出器

ゲート

単一光子光源

直交偏光
光子対発生素子

半導体レーザ

単一光子の発生

図３ 周期８μｍ分極反転構造： 

周期を従来の１６μｍから８μｍに

微細化したことで、光通信波長帯に

おける直交偏光での光子対発生が可

能になった。 
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図５ 直交する偏光をもつ光子の発生特性：光通信波長の 1540 nm で、垂直偏

光（TM モード）、水平偏光（TE モード）の光子対が発生していることが

わかる。 


