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量子技術の現在地
OVERVIEW

量子コンピューターが実現すると、それらの端末同士
を量子ネットワークで結ぶことにより、膨大な情報の
送受信が可能になるとともに、総体としての量子コン
ピューター群の能力は指数関数的に高まる。この実現
に向けて、すでに世界中に張り巡らされた光ファイ
バーを使った量子通信技術の開発が進む。大阪大学量
子情報・量子生命研究センターの井元信之特任教授（現
東京大学特命教授室特命教授）は、光子の量子状態を長
距離でも光損失による伝送速度の低下を抑えて配信す
る量子中継器の原理実証に成功し、
「 グローバル量子
ネットワーク」実現に向けて着実に歩み続けている。

量子通信

長距離で中継器の原理実証に成功
井元 信之
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録となる10キロメートル以上の長

ルビジウム原子雲量子ドット発生装置（左）と電子雲の形成を示す輝点(右)
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距離量子通信を達成した。
「これによ

原子雲が形成されたことを示す輝点

り、
光ファイバーネットワークを活用
して、遠く離れた原子メモリー間で
量子ネットワークを形成し、長距離
セキュリティ通信ができることを実
証できました」
と井元さんは語る。
続く19年には、光デバイスだけで
構成された「全光量子中継」の原理検
証実験に世界で初めて成功し、高速

実験装置には量子ビットとして用いるルビジウム原子雲のトラッピング（真空中捕獲）を行うガラスセルと、捕獲のた
めの磁場形成用コイル、原子供給源を備えている（左）。真空ガラスセル中に原子雲が形成されたことを示す輝点を、赤
外線カメラで撮影した様子（右）。この光る小さな雲がひとつの量子ビットとして働く。今後はもっと微小な雲を多数捉
える「アトムチップ」として、多量子ビットの集積化が図られる。

かつ低消費電力の「グローバル量子
ネットワーク」
の実現につながる大き
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幅して送り出している。
量子通信では、この中継
器を量子通信用に交換
しなければならない。
量子中継で情報をた
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偏光無依存型波長変換器により形成された量子ネットワーク
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換器によって光ファ
イバー通信波長に変換
し、冷却原子による量
子メモリーと光ファイ
バー通信波長の光子の
間で量子ネットワーク
が形成されることが確
認された。これにより、
量子ビットメモリー(近
可視光子で読み書きす
る原子雲)と通信用量子
ビット(近可視の倍波長
の光子)との量子もつれ
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うになった。
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