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量子情報実験のための光導波路デバイス
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あらまし 光を用いた量子情報処理の大規模化のために，量子光源や回路，光子検出器などの素子をシリコン
基板上に集積する研究が近年勢力的に行われている．本論文では，我々がこれまでシリコンや石英系の光導波路
を用いて実現してきた，高効率光子対源，量子もつれ光源，ユニバーサル線形光学回路などのオンチップ光導波
路型量子情報デバイスについて紹介する．
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明らかになっている [1]．そして，その実現に向け，量

1. ま え が き

子物理系を巧みに操る技術の開発 [2] が世界中で精力

量子情報処理は，量子力学の原理を取り入れること

的になされている．

で従来の枠組みを超えた情報通信を実現する情報処理

このような量子情報処理のための基本単位である量

技術である．これまでの研究の結果，古典計算機より

子ビットなどの量子状態を実現する物理系には様々な

高速な計算アルゴリズムや，原理的に盗聴を検知可能

候補がある．中でも光波長領域の「光子」は環境との相

な暗号通信などに代表されるような，計算，通信，計

互作用が極めて小さいため，その偏光や経路などに符

測を含む幅広い分野での魅力的かつ価値のある応用が

号化された量子状態は壊れにくい．またそのような量
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の研究が盛んに行われている（必ずしも光子一つ一つ
を基本単位に用いる必要はないが，線形光学素子を用
いて重ね合わせ状態を容易に作成・操作することがで
きるため，単一光子がよく用いられる）．最近では，50
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きる計算タスク [3] や，その各種応用 [4] が示されてお
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図 1 光量子情報処理システムの概念図

り，光量子情報処理の研究は大きな注目を集めている．
近年よく用いられている光量子情報実験系の概念図

図2

光子対発生に用いられる非線形過程のエネルギー図
と典型的なスペクトル．(a) 自発パラメトリック下
方変換（SPDC）．(b) 自発四光波混合（SFWM）

を図 1 に示す．その構成要素は，単一光子や量子もつ
れ光子等を発生させる量子光源，それら光子の量子状

ωp1 + ωp2 = ωs + ωi の条件を満たすシグナル・アイ

態を操作する光干渉計等によって構成される線形光学

ドラ光子対が確率的に発生する過程である．簡便さの

量子回路，そして単一光子検出器である．大規模かつ

ため，ωp1 = ωp2 のポンプ光波長縮退条件がしばしば

高度な量子情報システム実現のためには，これらの要

用いられる．3 次の非線形性に基づくため，オンチッ

素を微細化し，Si などの基板上に光導波路デバイスと

プ光導波路のコア材料である溶融石英や Si などの反

して集積化することが有効であると考えられる．本論

転対称性をもつ物質を媒質として用いることができる．

文では，そのような量子情報デバイスの集積化に関す

SFWM においては関与する四つの光波の周波数が

る研究について，特に光源部と回路部について我々の

互いに近接する（図 2 (b)）ため，それらが同一偏光

これまでの取り組みを中心に紹介する．

状態にあれば媒質中の波数も互いに近接する．その結

2. 量 子 光 源

果，光波間の位相整合条件の達成が比較的容易である．

2. 1 シリコンフォトニクスを用いた光子対源

Si 細線導波路に通信波長帯のレーザー光を入力するこ

量子計算やシミュレーションなどの実験のためには，

とで，SFWN 光子対を誰でも手軽に発生させること

例えば，何も考えずとも，数 mm〜cm 程度の長さの

レーザー光をただ減衰させただけでは得られない，光

ができる．この特徴は SPDC 光源にはない大きな利

子数確定状態（光子が 1 モードに m 個存在するよう

点である．ただし発生した光子対を，波長の近接した

な状態）などの非古典的な光を発する光源が必要とな

100 dB 以上高強度のポンプ光から S/N よく分離する

る．非線形光学効果を用いて得られる光子の対は，時

ことは必ずしも容易ではない．このことから SFWM

間・周波数や偏光などの特性が制御しやすいことから

光子対源の S/N は SPDC 光子対源に比べて低い．更

広く用いられている．光子対は，一方の光子の検出イ

に，導波路から光ファイバなどの外部光学系への取り

ベントに基づき，他方の光子を単一光子として扱う伝

出しに生じる光損失は一般に小さくなく，損失によっ

令付き単一光子源としても用いることができる．

て信号レートが著しく低下する多光子実験には不利で

光子対の発生に用いられる非線形過程として，2 次
の非線形光学効果である自発パラメトリック下方変換
（SPDC）と，3 次の非線形光学効果である自発四光波
混合（SFWM）とが挙げられる（図 2）．

ある．しかし，量子回路も同一の導波路プラットホー
ム上に集積できれば，この弱点は解消される．
我々はこれまで，Si 導波路を用いて SFWM 光子対
源を実現してきた．Si 導波路の特長として，材料自身

SPDC は，非線形媒質に入射した強いポンプ (p) 光

の高い 3 次非線形性と数百 nm サイズのコアへの光閉

の中の一つの光子が消滅し，ωp = ωs + ωi のエネル

じ込めによる高い光子対発生効率，ノイズ源であるラ

ギー保存則を満たすシグナル (s)・アイドラ (i) 光子の

マン散乱光子（純度の高い単結晶 Si においては励起

対が確率的に発生する過程である．2 次の非線形性に

波長から 15.6 THz だけ離れた長波長側に狭帯域に発

基づくため，非線形媒質は反転対称性を欠く物質に限

生）の除去が容易といった点が挙げられる．2006 年の

られる．

最初の報告以降，Si 導波路は SFWM を用いた光子対

一 方 ，SFWM は ，ポ ン プ 光 の 2 光 子 が 消 滅 し ，

発生のためのデバイスとして広く用いられている [5]．
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図3

フォトニック結晶結合共振器光導波路 (CROW) の
模式図 [9]

2. 2 シリコンフォトニック結晶導波路を用いた光
子対発生効率のスローライト増幅

図 4 フォトニック結晶 CROW の透過強度及び群屈折率
スペクトル [9]

と得られる．したがって，再隣接結合係数 κ1 と共振

我々は，Si 導波路における光子対発生効率をスロー

器間隔 R の調整により，vg を設計することができる．

ライト効果によって更に高める，よりコンパクトな

しかし一般に R と κ1 はトレードオフの関係にあり，

SFWM 光子対源の実現を目指した [6]．

両者を同時に小さくするためには個々の共振器の閉じ

非線形媒質中で伝搬する光の群速度が小さくなると，

込めモード体積が小さいことが重要である．

光波の媒質中における滞在時間が長くなり，光–物質

本 試 料 の 透 過 ス ペ ク ト ル を 図 4 に 示 す．我々の

間相互作用を増強することができる．更に，光波がそ

CROW は帯域幅約 6.0 nm の明瞭なパスバンドを

の進行方向に圧縮され，媒質中での光強度が大きくな

示している．この帯域幅から κ1 の値は 0.02 と得ら

る．これら二つの効果の組み合わせにより，媒質の非

れ，この値は，同一構造で共振器数 5〜10 の試料と一

線形性の強さを表す非線形定数 γ (/W/m) は ng 2 に

致する [12]．このことは，ナノメートルスケールの空

比例する（スローライト効果 [7]）．これまで ng 〜100

孔位置シフトに基づく構造にもかかわらず，CROW

程度のスローライト導波路が実現されており [8]，これ

の強結合的なモードが共振器数 100 以上の領域に渡っ

による大幅な導波路非線形性向上が期待できる．

て維持されていることを示している．このことは光伝

我々は 図 3 に 示 す よ う な 結 合 共 振 器 光 導 波 路
（Coupled-resonator optical waveguide; CROW）型
のフォトニック結晶スローライト導波路を用いた．格

搬特性の統計的解析によっても確認された [9]．また，
光パルスを用いた Time-of-ﬂight 測定により，帯域中
心付近における ng は 40 程度と見積もられた（図 4）．

子定数 a = 420 nm，空孔半径 r = 0.25a，厚さ 0.25a

ここで群遅延スペクトルの形状は，式 (1) より得られ

の Si フォトニック結晶スラブ上に，N = 200 個の

る左右対称な形状とは異なるが，これは共振器個々の

モードギャップ閉じ込め型共振器 [8] を Γ-K 方向に間

もつ分散の影響によるものである．

隔 R = 5a で 200 個連結させて作製した．赤色及び

次に，本 CROW において SFWM を用いた光子対

緑色の空孔は外側にそれぞれ 4 及び 8 nm ずつシフト

発生実験を行った [10]．実験系を図 5 (a) に示す．時

しており，シフト穴のまとまりの一つ一つが幅変調に

間幅 130 ps，中心波長 1545.4 nm のポンプ光パルス

より Q 値 100 万程度の微小共振器を形成する．強結

(TE 偏波) を，先球ファイバを用いて試料へ入力する．

合（Tight binding）条件のもとで，結合共振器の固

光子対を含む出力光は別の先球ファイバで取り出され

有モードは連成モードとなり，その分散関係は

ω = ω0 (1 + ΔΩ/ω0 + κ1 cos(kR))

る．ポンプ光は阻止域幅 1.0 nm のノッチフィルタ，ア

(1)

レー導波路回折格子 (AWG) そしてバンドパスフィル
タ (BPF) によって除去される．一方，シグナル及び

で与えられる [18]．ここで κ1 は隣接共振器間の結合

アイドラ光子は AWG によって別々のポートへ分離さ

係数，ω0 は各共振器の中心周波数，ΔΩ はバンド中

れ，それぞれ単一光子検出器 (SPAD) によって検出

心周波数の ω0 からのオフセットである．この式より，

される．シグナル (アイドラ) 光とポンプ光の離調は

結合モードの帯域幅は 2ω0 κ1 ，また群速度は帯域中心

0.8 nm である．また全波長フィルタのシグナル (アイ
ドラ) 光波長における透過率は −6 dB，対してポンプ

において

vg =
80

dω
= ω 0 κ1 R
dk

光波長における透過率は −130 dB である．

(2)

Time-to-digital converter を用いた同時係数測定の

招待論文／量子情報実験のための光導波路デバイス

図5

(a) 光子対発生の実験系と (b) 実験結果 [10]

結果得られた，導波路出力端における単位ポンプ光パ
ルスあたりの光子対発生レートを図 5 (b) に示す．こ
こで横軸は導波路に結合した光強度である．黒いデー
タ点（CROW）と赤い点（参照導波路）の比較から，

CROW においてスローライト効果により光子対発生

図 6 シリコンフォトニクスを用いた様々な量子もつれ光
源．(a) 偏波もつれ [13]，(b) 時間位置もつれ [14]，
(c) 経路もつれ光源と測定系 [16]

効率が 2 桁ほど向上していることが分かる．ここで参
照用導波路の長さは CROW の長さの約 2 倍である．
また，試料なしの状態で測定したファイバパッチコー
ド部で発生する光子対（青色）の影響はほとんどない．

SFWM によって発生する光子対レート（/ポンプ光
1 パルス）μ は次式で与えられる．
2

μ = ΔνΔt(γP Leﬀ )

ることを示している．
このほか，我々は Si 導波路のグラフェン修飾によって
も局所的な非線形性を大幅に増強できることを確認して
おり [11]，SFWM 光子対源への応用を検討している．

2. 3 シリコンフォトニクスを用いた量子もつれ光源
(3)

前述の光子対発生技術を拡張することで，量子もつ
れ光子対の発生が可能となる．量子もつれとは，二つ

ここで，Δν はシグナル（アイドラ）波長におけるフィ

以上の系全体の波動関数が，個別の系の直積で書くこ

ルタの透過帯域幅，Δt はポンプ光パルスの時間幅，P

とができないような状態のことであり，通信，物理乱

はポンプ光パルスのピーク強度，Leﬀ は伝搬損失で平

数生成，計算や量子論の基礎の検証に至るまで幅広く

均した導波路長である．
図 5 (b) の破線は式 (3) を用いた各データのフィッ
ティング結果を示している．どのデータも良い P 2 依
存性を示しており，光子対が SFWM によって生じた

用いられる．ここでは 2 光子の量子もつれ状態発生に
ついて述べるが，2 光子のもつれは多光子もつれ状態
のリソースとして用いることができる．
量子状態を割り当てることのできる光の物理量は，

ことがわかる．CROW のデータのフィッティングよ

偏光，空間位置（経路）
，時間位置，周波数，時間–周波

り，CROW の非線形定数 γ = 9,000 /W/m を得た．

数モード，軌道角運動量状態など様々である．我々はこ

この値は，同様のサンプルを用いて行った誘導四光波

のうち，
「偏光」
「時間位置」
「経路」の状態についての量

混合による光波長変換実験から得られた値とよく一致

子もつれ状態を，Si 導波路デバイスを用いることによ

した．この値は通常の Si 細線導波路における値のお

り実現した（図 6）[12]〜[16]．本論文ではこれらのう

よそ 30 倍（光子対発生効率で比較すると 302 倍）で

ち，経路量子もつれ光源 [16] について詳しく紹介する．

ある．このことは，Si 細線導波路に基づく SFWM 光

デバイスの模式図を図 6 (c) に示す．等しい強度の

子対源の長さを，効率を落とさず 1/30 に短尺化でき

二つのポンプ光を同時に 2 本の Si 導波路に入力し，そ
81
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れぞれの導波路において SFWM 光子対を確率的に発

あるいは SFWM において光波間の群速度整合が満た

生させる．それら Si 導波路は，AWG の入力側スラ

されることが必要条件であるが，群速度整合を達成可

ブに接続されている．AWG は光通信における波長合

能な光子対の波長は，材料分散に依存した特定の一つ

分波回路として広く用いられている．ここでも AWG

の値に固定されていた．最近我々は，導波路分散を積

はそれぞれの光子対に対して波長分離回路としてはた

極的に用いることで，群速度整合波長を 1 オクターブ

らき，シグナル・アイドラ光を異なるポートへ分離す

以上の広い範囲にわたってチューニングできることを

る [17]．AWG 入力部において 2 本の Si 導波路の接続

初めて示している [19]．

位置がずれているため，発生した光子対の AWG 出力

3. 量 子 回 路

側における集光位置もずれる．それらの出力位置に接
続された導波路から光子を取り出すことで，
「シグナル

量子計算などの回路構築のためには，1 光子の量子

光とアイドラ光がともに経路 1 にある状態」と「とも

状態を操作する線形光ゲートに加え，複数光子の量子

に経路 2 にある状態」との重ね合わせ状態

状態をもつれさせる非線形光ゲートが必要となる．光


1 
|ψ = √ |1, 1s,i + eiφ |2, 2s,i
2

波長領域の光子を量子ビットの担い手として用いる場

(4)

合，前者は線形光学素子で容易に実装できるが，後者
のためには単一光子強度下で動作する光学非線形素子

を得ることができる．AWG においてポンプ光による
余分な光子対発生を防ぐため，AWG 導波路コアには
非線形性の低い石英系材料 SiOx を用いた．作製には
光通信用デバイスのために培われた Si 石英モノリシッ
ク導波路集積技術を用いた [18]．
発生した量子もつれ状態を評価するため，位相シフ
タと 3 dB カプラを用いた光子の経路状態測定系を構
築した（図 6 (c)）．相対位相 φA を固定し，φB に対
して 2 台の単一光子検出器（SPCM）の同時計数をプ
ロットすることで 2 光子干渉波形を得る．互いに非直
交基底を張る二つの φA の値（例：0◦ と 90◦ ）にお
いて高い干渉明瞭度が得られれば，量子もつれ状態の
発生が確認できる．φA と φB の経時変化を利用した
自動測定の結果，図 7 に示すような 2 光子干渉波形が
得られた．実験結果のフィッティング（曲面）により

0.813 ± 0.002 という高い干渉明瞭度を得ることがで

が必要となる．しかしながら，一般の非線形素子にお
ける非線形性が極めて小さいこと [20] がその実現を妨
げていた．ところが 2000 年代初頭に，線形光学回路と
測定結果の確率的事後選択あるいは測定フィードフォ
ワードとを組み合わせることで光子間の実効的な非線
形操作が可能であることが示され [21]，線形光学素子
を用いた量子情報の実験研究が加速した [22], [23]．し
かし，目的とする実験に応じて自由空間光回路や集積
光回路を都度構築するには，光学調整技術や数週間〜
数か月の準備期間が必要である．
我々はこの問題を解決するユニバーサル線形光学回
路を実現した（図 8）[24]．この回路はチューナブルな
熱光学位相シフタを含む多数の Mach-Zehnder 干渉計
からなり，各位相シフタに印加する電圧を制御するこ
とで，原理的にあらゆる線形光学ユニタリー変換回路
を実装できるものである．我々は 30 の位相シフタ及

きた．明瞭度の不完全性は，位相差変動の高周波成分
によるものと考えられる．
ところで，2 個以上の光子対源を用いる多光子干渉
実験においては，光子対の時間–周波数領域における
もつれがないことが必要となる．そのためには SPDC

図7
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経路もつれ光子対の 2 光子干渉波形測定結果 [16]

図 8 ユニバーサル線形光学回路 [24]
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