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研究の概要（４行以内） 
固体中のナノ量子システムにおいて、スピン縮退した量子系の幾何学的量子操作により、長距
離伝送光子の量子状態を多数の核子で構成された集積量子メモリーに選択的に書き込み、長時
間保持し、誤り訂正し、メモリー間の量子もつれを読み出す技術を確立する。これにより決定
論的な量子中継の要素技術を確立し、スケーラブルな第三世代量子光通信の実現可能性を示す。 

研 究 分 野：ナノ構造物理 

キ ー ワ ー ド：量子情報技術・光量子技術・スピントロニクス 

１．研究開始当初の背景 
モノのインターネット（IoT）によるビッ

グデータ社会の到来に向け、情報通信は飛躍
的な量的進化を要求される一方で、マイナン
バー制度による個人情報や医療情報、スマー
トグリッドなどのエネルギー情報を安全に
配信するための質的変革も緊急の課題であ
る。これを可能とする量子光通信ネットワー
クの実現が不可欠である。スケーラブルな量
子中継の実現より、量子光通信の距離制限が
解消されるとともに、古典的な通信容量限界
を超えた量子光通信などの新たな活用法が
期待され、破壊的イノベーションにつながる。 

２．研究の目的 
ダイヤモンド窒素空孔（NV）中心に備わ

る量子システム（図１）を中核とし、それを
量子情報処理システムとして実用化するた
めに不可欠な、誤り耐性のある量子メディア
変換集積固体量子メモリーの開発を目的と

する。 

３．研究の方法 
ダイヤモンド NV 中心の周囲にある窒素核

子および多数の同位体炭素の核子を量子メ
モリーとし、伝送光子との媒介として NV 中
心の電子の縮退部分系を論理キュービット
として量子制御に用いる（図２）。まずは量
子テレポーテーション原理による光子から
窒素核子への伝令付き量子メディア変換を
達成し、次に光子から集積メモリーとなる同
位体炭素核子への選択的転写を独自の幾何
学的スピンエコーを応用して実現する。さら
に光だけでなくマイクロ波・ラジオ波の偏光
も用いてメモリー間の完全ベル測定を行う
ことで、入射した光子間の量子もつれ検出を
行う。スケーラブルな量子中継を可能とする
ため、多数の核子を論理キュービットとする
量子誤り訂正や光通信波長の光子とダイヤ
モンド吸収波長の光子の量子波長変換を合
わせて行う。 
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図 1 ダイヤモンドNV中心による量子メディア

変換集積固体量子メモリー。 
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図２ ダイヤモンドに備わる量子ナノシステム。 



４．これまでの成果 
①量子テレポーテーション原理による光子から核

子への量子メディア変換  

伝送媒体である光子から記憶媒体である
核子に量子状態を転写して保存する量子メ
ディア変換に成功した。電子のスピン軌道相
互作用、電子・核子間の超微細相互作用とい
う物質に内在する量子もつれの力を利用し、
独自の伝令付き量子テレポーテーション転
写を原理とした（図３）。光子から窒素核子
への任意偏光状態の転写で忠実度８５%以上
の量子メディア変換と 10 秒以上の量子メモ
リー時間を達成した[1]。 

②集積メモリー核子への選択的転写 
光子の偏光量子から複数の同位体炭素 13C

の核子への選択的な転写に成功した。13C 核
子には 14N 核子のようなゼロ磁場分裂がない
ので、窒素をナノマグネットとして用いて電
子－炭素間の量子もつれを生成し、ゼロ磁場
下での転写を忠実度７８％で実証した。さら
に、炭素二つと結合した NV 中心を用い、片
方の炭素のみへの選択的な転写にも忠実度
は約８０％で成功した。独自の GRAPE 手法
で波形最適化されたマイクロ波を用い、複数
の 13C の中からターゲットとする 13C だけを
電子ともつれさせることで、これを可能とし
た。以上により、集積量子メモリー核子への
選択的量子状態転写（図１）の目途を得た。 
③集積メモリー核子間の決定論的量子もつれ測定 
スケーラブルな量子中継には、光子から核

子への量子メディア変換に加え、NV と結合

した二核子間の決定論的な量子もつれ測定

が必要である。まずは、マイクロ波あるいは

光波を用いた電子スピンのホロノミック（幾

何学的）量子操作に成功した[3,4]。また、マ

イクロ波偏波による電子－核子の万能なホ

ロノミック量子操作に忠実度９９％で成功

し[5]、二核子間のもつれ操作が電子を介して

可能であることを示した。次に窒素核子の決

定論的な測定（シングルショット測定）に忠

実度８７％で成功し、同位体炭素核子でも同

様の測定を行っている。これらの組み合わせ

で決定論的量子もつれ測定が可能である。 
④複数核子による量子誤り訂正 

複数の同位体炭素と結合した NV では、電

子スピンのコヒーレンスが 1µsのオーダーで

消失する。独自の幾何学的デカップリング

（バンバンエコー）により、量子誤り訂正す

ることなく、量子メモリー時間を３０００倍

伸長することに成功した [2]。 
⑤光通信からダイヤモンド波長の量子波長変換 
非線形光学結晶で作られた PPLN 導波路

に 1.064µm の高強度ポンプ光を導入するこ

とにより、光通信波長とダイヤモンド波長

637nm の光子間の相互変換に成功した。これ

までに量子効率３０%を達成した。この方式

では、ポンプ光の波長制御で波長多重や波長

トリミングが行えるという利点がある。 
⑥ダイヤモンド光電量子変換素子へ向けた取り組み 

NV 中心からの発光・受光効率の向上に向

けた取り組みとして、ダイヤモンド上に直接

半径 800nm のソリッドイマージョンレンズ

（SIL）を形成し、中心に配置した NV 中心

の受光・発光量の増強最大 6 倍を達成した。 
５． 今後の計画 
忠実度のさらなる向上を目指し、機械学習

を量子系へ適用したハミルトニアン学習の

技術を構築する。既に複数のパラメタの同時

推定に成功している。ハミルトニアン学習と

GRAPE による最適量子操作を組み合わせ、6
つ程度のメモリーアクセスを可能とする。 
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図３ 光子から核子への量子テレポーテーション転写 


