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【目的】
量子鍵配送プロトコルの一つである BB84 のデモンストレーションを行うことにより量
子通信方式を理解する。
【理論】
インターネットの普及により、個人情報・機密情報保持などの視点からより安全性の高い
通信方式への関心が高まっている。秘匿性の実現のために暗号通信は古くから研究・実用化
が行われており、現在利用されているものでは情報を送信する暗号カギを公開し、受信者が
持っている秘密鍵で解読する「公開鍵暗号方式」が主流となっている。
公開鍵暗号は暗号鍵と復号鍵が異なる暗号方式である。Bob は暗号鍵 Pb と復号鍵 sb のペ
アを生成し、復号鍵 sb のみを秘密に保持し、暗号鍵を公開することができる。Pb を用いて
暗号化された平分は sb を持たない人以外は見ることができない。
したがって、
暗号文は Alice
も復号できない。公開鍵暗号では復号鍵は秘密にするが、暗号鍵を公開できることから暗号
鍵は公開鍵、復号鍵は秘密鍵と呼ばれる。

図 1 秘密鍵暗号の原理
公開鍵暗号の他に秘密鍵暗号がある。共通鍵暗号方式(秘密鍵暗号)とは暗号鍵と復号鍵が
同じ K であることから Alice(送信者)も Bob(受信者)も鍵 K を秘密に保持しなければならな
い。また、Alice が Bob 以外の Charlie に対して暗号文を送りたいときには Bob との間で鍵
を用いることができない。つまり、ｎ人と秘密通信を行うには n 個の鍵を秘密に管理しな
ければならない。

2018 年度春学期 物理工学 EP ROUTE 報告書

図 2 公開鍵暗号の原理
以下に公開鍵暗号と秘密鍵暗号の比較をまとめた。
表 1 公開鍵暗号と秘密鍵暗号の比較
公開鍵暗号

秘密鍵暗号

暗号・復号鍵の関係

暗号鍵＝復号鍵

暗号鍵≠復号鍵

暗号鍵

秘密

公開

復号鍵

秘密

秘密

暗号アルゴリズム

公開

公開あるいは秘密

秘密鍵の配送

不要

必要

鍵管理

容易

困難

デジタル署名機能

あり

なし

認証機能

不特定多数間で可能

特定ユーザー間で可能

処理速度

低速

高速

プログラムサイズ

大きい

小さい

適切な用途

デジタル署名
不特定多数間の秘密通信

特定機器間の秘密通信

不特定多数間の認証

特定機器間の認証

このように現在様々な暗号方式があるが、計算的安全性は量子コンピュータなどによっ
て将来的に解読されてしまう危険性を有している。そのため、解読不可能な秘匿通信を実現
する暗号方式として、量子暗号通信の研究が近年盛んになってきている。量子暗号通信は重
ね合わせの原理、量子複製不可定理、不確定性原理などの量子力学に基づいている。
量子鍵配送とは光子一つ一つの量子状態（偏光など）を利用して送受信者間で暗号用の鍵
を共有する通信方式である。
具体的な量子鍵配送プロトコルの一つである BB84 について本研究では取り扱うことに
した。BB84 とは IBM のリャールス・ベネットとジレ・ブラッサールが 1984 年に論文を発
表した革新的な暗号の鍵の分配技術である。方法は次の通りである。
① Alice は個々の光子を Bob に送る。個々の光子の偏光方向は完全に偶然で、前もって
約束された方向に対して 0,45,90,135 の値がでたらめに並んでいる。
② Bob は到着した光子が Alice の使った軸とは無関係な軸に沿っておかれた偏光子を通
過するかどうかを計測する。
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③ 測定が終わると Bob は個々の光子をどの偏光方向で測ったか(0/45 または 90/135)を
Alice に公開のチャンネルを通して伝える。その際、得られた結果は伝えない。Alice
はこれに答えて Bob が測った偏光方向と同じ方向の偏光子で測ったのはどの光子か
を知らせる。両者が一致しなかった測定はすべて破棄される。
また、BB84 は盗聴されたかどうかを確かめることができる。測定によって状態の収縮が
怒るので、Eve が光子の偏光方向を盗聴するために量子チャンネルに忍び込むと、盗聴され
た光子の偏光方向はそのために修復不能に崩れてしまう。Eve は自分が盗聴して壊したのと
同じ状態の光子を 1/2 の確率でしか Bob に送ることができないので後の 1/2 は謝った偏光
方向を選んで Bob に送ることになる。結果として Eve が送った光子のうち 1/4 は謝った偏
光方向を持つことになる。Alice と Bob は Eve から Bob に送られた謝った偏光方向をもつ
光子は誤りだと分かる。したがって Alice と Bob は鍵の安全性を保つことができる。
つまり古典通信で基底のやりとりをしているが、古典通信の間に盗聴者が入ったとして
も 1 又は 0 が分からないので安全であり、光ファイバーの間に盗聴者が入った場合出来上
がった鍵を重ねて比べると 4 回に 1 回一致しないことが分かるため盗聴者を発見できる。

図 3 BB84 プロトコル

【実験】
1.実験装置
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図 4 実験装置
①658nmRed レーザー
②偏光子
③コリメータ F280APC-B
④コリメータ F280APC-B
⑤偏光子 LPVISB100-MP2
⑥液晶波⾧板 CRM1/M
⑦PBS
⑧PBS
⑨フィルターFB600-10
⑩偏光子 LPVISB100-A
⑪ND フィルター
⑫パワーメーター
⑬コリメータ F280APC-B
⑭コリメータ F280APC-B
⑮コリメータ F280APC-B
⑯コリメータ F280APC-B
⑰パワーメーター
⑱633nmRed レーザー
⑲ピエゾ
2.実験方法および結果
A タイムビン系
D 偏光のレーザー光をマッハツェンダー干渉計に入射させタイムビン縺れ状態とし光の
波の性質により干渉を生じさせる。使用した干渉計では 2 分割した光路⾧に差があり、2 連
パルスの光子波束状態で表現されるもつれを生じさせることができる。
本実験中は 658nm の Red レーザーを使用しているが、安定化用に波⾧の異なる 633nm の
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Red レーザーを用いた。先行実験では同じ波⾧のレーザーを用いていたが信号用のレーザ
ーと安定化用のレーザーが出力するときに混ざってしまう問題が生じたため、波⾧を変え
て安定化を行うことにした。
まず、実験系を組んだ。すべての光学機器を取り外し、組み立て直した。二つの経路 short
経路(⑧PBS→⑦PBS→⑰フォトディテクタ)と long 経路(⑬コリメータ→⑲ファイバー→⑯
コリメータ→⑦PBS→⑰フォトディテクタ)で⑱633nmRed レーザーが干渉するようにアラ
イメントを行った。このとき干渉縞が 1~2 本になるように調節した。干渉縞の本数を少な
くする理由は high と low のコントラストを大きくし、後に干渉を安定化するために PID 制
御が行いやすくすることである。
ケージシステムを通った short と long をコリメータとファイバーにカップリングさせた。
レーザー光が入るようにコリメータのあおりを調節した。このときレーザー光は微小であ
るので short を少しずつ大きくし、カップリングさせた。カップリング効率は 30％程度を
保つようにしている。フォトディテクタを干渉が見えるところに置き、光の強さを電圧に変
換してオシロスコープで観察した。
安定化用レーザーの干渉をマイコンでピエゾを伸び縮みさせることによって波⾧を調節
して一定にした。⑲ピエゾを伸び縮みさせると光路⾧が変化し、干渉を安定化させることが
できる。プログラムのパラメータを調整した。
Vout=(Kp * Enow + Ki * Esum + Kd +(Enow – Ebefore))/3000
Kp,Ki,Kd のパラメータを調整した。PID 制御ができた。しかし、ファイバーの⾧さが温度に
よって変化することにより値が発散してしまうことがあったので⑲のファイバーおよびピ
エゾを梱包用のビニールで覆った。振動は緩やかになり、温度変化の影響を受けにくくなっ
た。
安定化用レーザーの干渉が安定化できることが確認されたので交路がずれないように信
号用のレーザーも干渉させるように調節した。Short 経路(⑦→⑧→⑫)と long 経路(⑦→⑯
→⑲→⑬→⑧→⑫)が干渉するように⑬～⑯のコリメータを調節した。⑫で観測される
658nm の信号用レーザーが安定化していることを確認した。図 5 は⑫において 40 秒以降
安定化していることが分かる。40 秒以降⑰から出力される干渉も安定化していることをオ
シロスコープにより観察できた。

図5
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B Tiger 系について
1.実験装置
レンズ

ミラー

ピンホール

ミラー

レンズ(f=35mm)

APD

アイリス
レンズチューブ
レンズ固定用チューブ
CMOS カメラ
バンドパスフィルター
レンズ(f=150mm)
ダイクロイックミラー
コリメータ

Green 純粋化フィルター

対物レンズ

λ/2 波⾧板
90:10 ビームスプリッター
パワーメーター
ND フィルター
偏光子

NV を評価するための系である Tiger 系を組み立てた。
共焦点顕微鏡の仕組みを用いている。
・奥行き方向の精度がよい
・ミクロの中で NV が見つけられる
【結論・今後の展望】
1.結論
量子鍵配送プロトコルの一つである BB84 により量子通信方式を理解する実験を行い、波
⾧の違うレーザーによって安定化できた。
2.今後の展望
・Alice 側の実験系を組み立てたので今後は Bob 側を組み立てる。
・EOM(光変調器)を導入し、2 連パルスを打つことによって short 経路と long 経路のパル
スを干渉させ、信号が形成されることを確認する。
・液晶波⾧板によって偏光を変化させ、Alice-Bob 間で暗号通信が実現されていることを確
認する。
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目的
量子鍵配送プロトコルの一つであるBB84のデモンストレーションを行うことにより量子通信方式を理解する。

理論

実験・結果

1.量子鍵配布
光子一つ一つの量子状態（偏光など）を利用して送受信者間で暗号
用の鍵を共有する通信方式である。

A. タイムビン系
1. 実験装置
⑲

2.暗号
2.1共通鍵暗号方式(秘密鍵暗号)
暗号鍵と復号鍵が同じKであることから送信者受信者は鍵Kを秘密に
保持する。送信者と受信者は鍵が分かる。
暗号鍵

復号鍵

暗号化
Enc(K,m)

m

K

復号
Enc(K,m)

c

m

K

図1 秘密鍵暗号の原理

2.2公開鍵暗号方式
暗号鍵と復号鍵が異なる。受信者しか鍵が分からない。
暗号鍵

復号鍵

暗号化[PK1]
Enc(𝑃 ,m)

m

c

復号[PK1]
Enc(𝑠 ,m)

m

[PK2’]
𝑃

𝑠

図2 公開鍵暗号の原理

3.BB84
具体的な量子鍵配送プロトコルの一つである。
直線偏光

円偏光
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直線偏光検出系
|H>
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𝜆
図3 BB84プロトコル
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・古典通信で基底のやりとりをしているが、古典通信の間に盗聴者
が入ったとしても1 or 0は分からないので安全である。
・光ファイバの間に盗聴者(Eve)が入った場合、出来上がった鍵を重
ねて比べてみると４回に１回一致しないことが分かるため、盗聴者
を発見できる。

1. 結論
量子鍵配送プロトコルの一つであるBB84により量子通信方式を理解
する実験を行い、波⾧の違うレーザーによって安定化できた。
2. 今後の展望
・Alice側の実験系を組み立てたので今後はBob側を組み立てる。
・EOM(光変調器)を導入し、2連パルス打つことによってshort経路と
long経路のパルスを干渉させ、信号が形成されることを確認する。
・液晶波⾧板によって偏光を変化させAlice-Bob間で暗号通信が実現
されていることを確認する。
short
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図4 実験装置 ⑲ピエゾ
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2. 実験方法
D偏光のレーザー光をマッハツェンダー干渉計に入射させタイムビ
ン縺れ状態とし光の波の性質により干渉を生じさせた。使用した干
渉計では2分割した光路⾧に差があり、2連パルスの光子波束状態で
表現されるもつれを生じさせることができた。
本実験中は658nmのRedレーザーを使用しているが、安定化用に波
⾧の異なる633nmのRedレーザーを用いた。
先行実験では同じ波⾧のレーザーを用いていたが信号用のレーザー
と安定化用のレーザーが出力するときに混ざってしまう問題が生じ
たため、波⾧を変えて安定化を行うことにした。
⑲のピエゾを伸び縮みさせること
3.実験結果・考察
により光路⾧を変化させ、安定化
用レーザーのshortとlongの干渉を
安定化させた場合において⑫で観
測される658nmの信号用のレー
ザーが安定化していることを確認
した。
光路⾧は電圧を計測しPID制御を行
うことにより変化させた。
図5は⑫において40秒以降安定化し
図5 レーザーの安定化
ていることが分かる。40秒以降⑰
から出力される干渉も安定化して
いることをオシロスコープにより
観察できた。
B. Tiger系について
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