総力特集

量子技術の現在地
OVERVIEW

医療から宇宙観測に至るまで幅広い応用が期待で
きる計測やセンシングでも、量子技術の活用が期待
されてきた。しかし、実際に計測技術として社会実
装するためには、理論の検証だけでなく、デバイス
や検出器などの開発が不可欠である。京都大学大学
院工学研究科の竹内繁樹教授は、広帯域周波数量子
もつれ光の光源を開発するとともに、それを組み込
んだ量子光干渉断層計（量子OCT）を実現した。光
子1つ1つを制御し、これまでにない高い精度で計
測技術の確立を目指す。
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研究科の竹内繁樹教授は、量子もつ
れ光子を使った新たな量子光計測技
術の確立を目指している。
大学院で超
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左のスラブ導波路素子は光を垂直方向にのみ閉じ込めるのに対し、右のリッジ導波路素子は光を垂直・水平方向に閉じ
込める構成を持つ。実験の結果、前者はバルク結晶の生成効率の300倍、後者は600倍以上とそれぞれ想定を大きく上
回る量子もつれ光が実現できた。

戦略的創造研究推進事業CREST
「大強度広帯域周波数もつれ状態の実現と応用」
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リッドOCTシステム

OCTシステム
量子OCTシステム

サンプル

既存のOCTシステムに量子OCTを組み込んだ、高速・高分解能のOCTハイブ
リッドシステム。通常の分解能でのスキャンを古典OCTで高速広範囲に実施
し、特定の箇所をOCTによる超高分解能断層撮影を行う。

図3

広帯域オンチップ量子もつれ光源
40

103
102

30

101

20

100

10

0
-100
10

20

30

[cps]

組み込んだ量子OCT

OCT/量子OCTの
光プローブ
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同時計数

OCTは眼底の観察に広く用いられ

ハイブリッドOCTシステム

シグナル光の周波数モード

（OCT）が浮上したという。

図2

（TEXT：森部信次、PHOTO：石原秀樹）
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アイドラー光の周波数モード
オンチップリング共振器による世界最大の帯域とモード数をもつ量子もつれ
光源を実現した。開発した窒化ケイ素（SiN）オンチップリング共振器は直径
約300マイクロメートル（左）。グラフの縦軸はシグナル光の周波数モード、
横軸はアイドラー光の周波数モードを示している（右）。これらがちょうど一
致したところで、量子もつれ光子対が発生していることがわかる。オンチップ
リング光源から発生したもつれ光子対としては、世界最大の帯域となる全幅
100ナノ（ナノは10億分の1）メートルを実現した。
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