アリスの鍵

ボブの鍵
ファイバリンクを介した
量子暗号による鍵配布

量子暗号通信で
最長記録を達成

元データ

暗号化データ

ファイバを介した
データ転送

XOR

XOR

図１． one-time pad を量子暗号に使用した暗号通信の例−量子暗号
は，光ファイバにより結ばれたアリスとボブ間で暗号鍵を配布するために使
用されます。アリスは図に鍵のコピーを排他的論理和（XOR）にて付加して
暗号化し，通常の光通信ファイバにより送信します。ボブは受信データに暗号
鍵のコピーを付加（XOR）すると元の図が復元されます。
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巧妙なハッカーでも破ることのできない安全性を提供する，
光ファイバ網上での通信手段です。その安全性は物理法則に
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東芝欧州研究所では，標準光ファイバ上で世界で初めて伝送
距離が100 kmを超す単一光子量子暗号システムの開発に成功

図３．ファイバ長の関数として測定された
QBER−■は実測値，破線は変調エラーと
検出器エラーの寄与の理論計算結果，実線は
両理論値の和を表します。

図２．量子鍵配布システムの概念−システムは本質的にはマッハ−ツェン
ダー干渉計です。干渉計は位相変調器と遅延ループにより構成され，検出
器はゲートモードAPDと駆動回路から構成されます。
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出器による光子数カウントが最小にな
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るよう初期化されます。各クロックサ

ウントミス双方を含む理論計算結果を
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図４．異なる光ファイバ長に対するビット
生成率−■は実測値，実線は理論計算結果
を表します。
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量 子 暗 号 は ，光 ネット ワ ー ク 上 の
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ビ ット情報は二つの干渉ルートの位相
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の漏れを改良し，より効率の高い量子暗

変調器により光子に符号化されます。
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号プロトコルを採用することで，システ

符号化された光子信号は，タイミング用

つれて，ビットレートは0.20 dB/km
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です。しかし，これ以上距離を伸ばすに

われわれのシステムでは，図２に示
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示します。情報の受け手は，暗号化さ
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フ ァイバ長が101 kmであっても，

の量子中継器の技術が，任意の光ファイ

とにより，元の情報を復元できます。

なくなったことがわかります。ハッ
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バ長の鍵配布を可能にするでしょう。
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デ ータと同じ長さでなければならな

信を行うか，単純に時間を置いて通信を
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