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第 1 章 

序論 

 

・光の二重性 

 

 かつて、万有引力の発見で名高いニュートンは「光」に対する研究も行った。白色光を、

プリズムを用いて分割し、白色光は多くの色の光の集合であることを明らかにした。また、

「光」の正体に関して、その直進性から微小な物質、すなわち粒子でないかと述べている。

明らかな波である「音波」は、壁の向こうからでも聞こえてくるのに対して、壁の向こう

から発される「光」は見えない、というのが、直感的な「光」が波ではないということの

説明にあたる。 

 しかし、入射と屈折の角度と光速の関係が、粒子説とは逆になることが分かった。小さ

な穴を通った光が広がっていく回折現象、2穴を通った光が明暗の干渉縞模様をつくるヤン

グの干渉実験といった、波動性の根拠となる事象が次々と発見され、直進性にしても、ホ

イヘンスの原理で説明されるようになった。その結果、「光」は波動である、との説が定説

となり、やがて、マクスウェルが電磁気学の方程式にまとめ、「光」は電磁波であることが

明らかになった。 

 ところが、今度は「光」が波であるとすると、説明ができない事象が現れた。それが黒

体輻射の問題である。この問題に対してプランクは、光の持つエネルギー𝜖は周波数𝜈とプ

ランク定数hの積 h𝜈 の整数倍の値しかとらない、と仮定したプランクの黒体輻射の法則を

導出し、「光」の粒子性を示す根拠となった。また、アインシュタインによって光電効果の

法則が発見され、これも粒子性を支持する現象であった。光電効果では、電子のエネルギ

ーギャップ以上のエネルギーを持った光を照射すると、電子が励起される。励起された電

子は運動エネルギーによって移動して電流としてはたらき、または逆に再結合して光の放

出が起こる。 

 結局、「光」は、アインシュタインの光量子化説によって、粒子性も波動性も兼ね備えた

「量子」である、という結論がでたことで、粒子か波かの議論は結末を迎えた。光量子仮

説では、振動数νの光は、波であると同時にh𝜈のエネルギーを持った粒である光子でもある。 

 

 本研究では光の粒子性に注目し、研究を行った。 

1 円玉を分割していけば、やがて、これ以上分割できない 1 個の Al 原子に至る。素粒子

は物理的には分解不可能である。同様に光も分割していけば、これ以上分割できない 1 個

の光、すなわち単一光子まで至る。また、光子が 1個のみで、2個以上存在しない状態（単

一光子状態）は、量子暗号の分野での活躍が期待されており、応用を目指した単一光子光
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源の開発が、近年盛んに行われている。現在、様々な手法で単一光子状態が確認されてい

る（附録①）が、本研究では、半導体ナノ粒子（コロイド量子ドット）という、容易に手

に入る市販品を用いて、常温にて単一光子を得ることに成功した。 

 

 

 

 

 

コロイド量子ドットは化学的に合成され、図 1-1のように多彩な発光波長のものが市販さ

れている。常温で、大気中や溶媒、ポリマー中など様々な環境下で機能する発光体であり、

応用面で期待がもてる発光源である。本研究で用いたコロイド量子ドットは CdSe/ZnS のコ

アシェル型で図 1-2のような分子構造をしている。 

 

 

・本論文の構成 

 

第 2章で単一光子状態の定義や、その量子光学的な振る舞い、コヒーレント状態との違

いを議論し、相関関数の相違についても併せて議論する。 

第 3章では単一光子状態の具体的な応用法である、量子暗号について解説する。暗号通

信の基礎から、現在の光通信手段、量子暗号の特徴である安全性の起源、攻撃を防ぐ様々

なプロトコルについて述べる。 

第 4章ではコロイド量子ドットのエネルギー構造及び発光メカニズムを解説する。コロ

イド量子ドットが単一光子を放出する原理と特徴、また、化学的な合成法や先行研究に対

する考察について述べる。 

第 5章では市販のコロイド量子ドットを購入してから、光子統計の観測を行うまでの、

実験過程の詳細と、各実験の結果報告及び考察を行う。 

第 6章では本研究の今後の展望を紹介する。 

 

図 1-1 発光波長の異なるコロイド量子ドット達 

    シグマアルドリッチ社  

図 1-2 CdSe/ZnSの分子構造 
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(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

第２章 

単一光子状態 

 

本章では、単一光子状態を含む個数状態とコヒーレント状態について簡単に解説する。ま

た、単一光子状態を証明するための物理的根拠である、強度相関関数についての解説、及

び観測するためのモジュールや手法についての解説も併せて行う[1][2][30]。 

 

1. 個数状態とコヒーレント状態 

 

電荷密度も電流密度も存在しない、真空中の電磁場 E , B はマクスウェル方程式 

∇・𝑬＝0 

∇・𝑩＝0 

 

∇ × 𝑬＝−
𝜕𝑩

𝜕𝑡
 

 

∇ × 𝑩＝𝜀0𝜇0
𝜕𝑬

𝜕𝑡
 

を満たす。ここに、ベクトル公式∇ × (∇ × 𝑬) = ∇(∇・𝑬) − ∇2𝑬を用いると、(2.1)、(2.3)、(2.4) 

から、 

∇2𝑬 −
1

𝑐2
𝜕2

𝜕𝑡2
𝑬 = 0 

という形に式変形でき、(2.5)の解は、 

𝑬(𝒓, 𝑡) = 𝐸0𝑒
𝑖(𝒌∙𝒓−𝜔𝑡) + 𝐸0

∗𝑒−𝑖(𝒌∙𝒓−𝜔𝑡) 

である。同様にして、磁場に関しても、 

𝑩(𝒓, 𝑡) = 𝐵0𝑒
𝑖(𝒌∙𝒓−𝜔𝑡) + 𝐵0

∗𝑒−𝑖(𝒌∙𝒓−𝜔𝑡) 

である。なお、光速 𝑐 ≡ 1 √𝜀0𝜇0⁄  とする。 

 ある体積 Vの内部の電磁場エネルギーを考える。z方向に進む電磁波で、x方向に電場が、

y方向に磁場が振動する直線偏光を考える。この時に、(2.6)及び(2.7)は、電場の次元の係数

ℇ = √ℏ𝜔 2𝜀0𝑉⁄ と振幅の大きさを表す無次元複素数 a、𝑎∗ に分けると、(2.6)、（2.7）は 

{
𝐸𝑥(𝒓, 𝑡) = 𝑖ℇ[𝑎𝑒

𝑖(𝒌∙𝒓−𝜔𝑡) − 𝑎∗𝑒−𝑖(𝒌∙𝒓−𝜔𝑡)]

𝐵𝑦(𝒓, 𝑡) = 𝑖
ℇ

𝑐
[𝑎𝑒𝑖(𝒌∙𝒓−𝜔𝑡) − 𝑎∗𝑒−𝑖(𝒌∙𝒓−𝜔𝑡)]

 

と書き換えることができる。また、体積 V内の電磁場エネルギ－ℋは rについての体積積分
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(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

であり、 

ℋ =
1

2
∫[𝜀0𝐸𝑥

2(𝒓, 𝑡) +
1

𝜇0
𝐵𝑦
2(𝒓, 𝑡)]𝑑3𝑟

 

𝑉

 

と表せられ、この(2.9)に(2.8)を代入すると 

ℋ =
1

2
ℏ𝜔(𝑎∗𝑎 + 𝑎𝑎∗) 

が得られる。ここで、aや 𝑎∗ を実部と虚部に分けて、 

{
 

 𝑎 ≡
1

√2ℏ𝜔
(𝜔𝑞 + 𝑖𝑝)𝑒𝑖𝜔𝑡

𝑎∗ ≡
1

√2ℏ𝜔
(𝜔𝑞 − 𝑖𝑝)𝑒−𝑖𝜔𝑡

 

とすると、(2.10)に代入して 

ℋ =
1

2
(𝑝2 +𝜔2𝑞2) 

となる。𝑝が運動量、 𝑞が位置に対応する、調和振動子ハミルトニアンを得ることができる。 

 

 ここで、電磁場の量子化を考える。運動量演算子�̂� と、位置演算子�̂� には、 

[�̂�, �̂�] = �̂��̂� − �̂��̂� = 𝑖ℏ 

という交換関係が成り立つ。(2.11)の𝑎 → �̂�、𝑎∗ → �̂�+と演算子に置き換えると、(2.13)の交換

関係から、 

[�̂�, �̂�+] = �̂��̂�+ − �̂�+�̂� = 1 

が導かれる。この(2.14)を用いるとハミルトニアンは 

ℋ̂ =
1

2
ℏ𝜔(�̂�+�̂� + �̂��̂�+) = ℏ𝜔(�̂�+�̂� +

1

2
) 

とすることができる。 

 

 ハミルトニアンℋ̂の固有値を E、固有状態を|𝜙⟩とする。すなわち 

ℋ̂|𝜙⟩ = 𝐸|𝜙⟩ 

である。ここで、�̂�+�̂� ≡ �̂�とし、その固有値を n 、固有状態を|𝑛⟩とすると、 

�̂�|𝑛⟩ = 𝑛|𝑛⟩ 

また、(2.15)から、 

ℋ̂|𝑛⟩ = ℏ𝜔 (𝑛 +
1

2
) |𝑛⟩ 

と書き換えることが出来るので、エネルギー固有値 Enは 

𝐸𝑛 =  ℏ𝜔 (𝑛 +
1

2
) 

で与えられる。 
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(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

演算子�̂�や�̂�+と�̂�の交換関係を考える。 

[�̂�, �̂�] = [�̂�+�̂�, �̂�] = [�̂�+, �̂�]�̂� = −�̂�

[�̂�, �̂�+] = [�̂�+�̂�, �̂�+] = �̂�+[�̂�, �̂�+] = �̂�+
 

すると、(2.17)と(2.20)から、 

�̂��̂�|𝑛⟩ = (�̂��̂� − �̂�)|𝑛⟩ = �̂�|𝑛⟩

�̂��̂�+|𝑛⟩ = (�̂�+�̂� + �̂�+)|𝑛⟩ = (𝑛 + 1)�̂�+|𝑛⟩
 

が求まる。よって、�̂�|𝑛⟩は固有値が(𝑛 − 1)の固有状態|𝑛 − 1⟩に対応し、係数をつけると、 

�̂�|𝑛⟩ = 𝑐|𝑛 − 1⟩ 

である。(2.22)は両辺とも共役をとれば、 

⟨𝑛|�̂�+�̂�|𝑛⟩ = 𝑛 = |𝑐|2 

であるので、係数 𝑐 は√𝑛である。同様にすると、 

{
�̂�|𝑛⟩ = √𝑛|𝑛 − 1⟩

�̂�+|𝑛⟩ = √𝑛 + 1|𝑛 + 1⟩ 
 

を得ることが出来る。(2.19)より、�̂�はエネルギー固有値をℏ𝜔、すなわち光子 1個分減らす

作用をするので消滅演算子、�̂�+は光子数を増やす作用をするので生成演算子と呼ぶ。また、

(2.23)で nは非負である。この(2.24)を使って、m 回消滅演算子をかけるとすると、 

�̂�𝑚|𝑛⟩ = √𝑛�̂�𝑚−1|𝑛 − 1⟩ = ⋯ = √𝑛(𝑛 − 1)⋯ (𝑛 −𝑚 + 1)|𝑛 −𝑚⟩ 

となる。 (2.25)は光子数に限りがあることを考慮すると、消滅演算子をかけられる回数にも

限界があるはずである。ここで、n = 0での固有状態|0⟩では、 

�̂�|0⟩ = 0 

とすると、nの値は 1ずつ変化するので、nは 0以上の整数である。(2.19)より、エネルギー

固有値𝐸𝑛はℏ𝜔刻みの離散的な値をとり、n = 0の基底状態でのエネルギーはℏ𝜔 2⁄ である。

また、|0⟩は特に真空状態と呼ぶ。さらに、(2.25)の逆過程を考えると|𝑛⟩は、真空状態|0⟩に

対して、生成演算子を n回演算したとも考えられるので、 

|𝑛⟩ =
�̂�+

√𝑛
|𝑛 − 1⟩ =

(�̂�+)2

√𝑛(𝑛 − 1)
|𝑛 − 2⟩ = ⋯ =

(�̂�+)𝑛

√𝑛!
|0⟩ 

である。すなわち|𝑛⟩は真空から、光子を𝑛個増やした状態であり、光子の数が定まっている

状態なので、これを個数状態と呼ぶ。光子数の期待値である〈�̂�〉 = ⟨𝑛|�̂�+�̂�|𝑛⟩ = 𝑛となり、分

散〈∆𝑛2〉 = ⟨𝑛|(�̂� − 〈�̂�〉)2|𝑛⟩ = 0である。また|𝑛⟩は、∑ |𝑛⟩⟨𝑛| = 1∞
𝑛=0 と、規格完全直交関数系

を張るため、任意の光の状態 |Ψ⟩ は、光子数状態の重ね合わせであり、 

|Ψ⟩ =  ∑𝐶𝑛|𝑛⟩

∞

𝑛=0

 

のように展開できる。ここで、展開係数𝐶𝑛は𝐶𝑛 = ⟨𝑛|Ψ⟩である。 

 

 

 



8 

 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

 つぎに、𝐶𝑛 = 𝛼
𝑛 √𝑛!⁄ となる状態を考える。𝛼は任意の複素数で、この状態|𝛼⟩は、 

|𝛼⟩ = |0⟩ + 𝛼|1⟩ +
𝛼2

√2!
|2⟩ + ⋯+

𝛼𝑛

√𝑛!
|𝑛⟩ + ⋯ 

と記述できる。この状態に消滅演算子�̂�を作用させると、 

�̂�|𝛼⟩ = 𝛼|0⟩ +
𝛼2

√2!
√2|1⟩ + ⋯+

𝛼𝑛

√𝑛!
√𝑛|𝑛 − 1⟩ +⋯ = 𝛼|𝛼⟩ 

と|𝛼⟩は消滅演算子の固有状態となる。規格化することで、(2.29)は 

|𝛼⟩ =  𝑒−|𝛼|
2/2  ∑

𝛼𝑛

√𝑛!

∞

𝑛=0

|𝑛⟩ 

となり、この|𝛼⟩をコヒーレント状態と呼ぶ。コヒーレント状態の光子数確率分布 Pnは 

𝑃𝑛 = |⟨𝑛|𝛼⟩|
2 = 

𝑒−|𝛼|
2
|𝛼|2𝑛

𝑛!
 

となる。これは平均光子数が|𝛼|2のポアソン分布であることを表す。光子数の期待値は

〈�̂�〉 = ⟨𝛼|�̂�+�̂�|𝛼⟩ = |𝛼|2であり、その分散〈∆𝑛2〉 = ⟨𝛼|(�̂� − 〈�̂�〉)2|𝛼⟩ = |𝛼|4 + |𝛼|2 − |𝛼|4 = |𝛼|2 

と求まる。すなわち、コヒーレント状態では期待値と分散が同じ値になる。また、光子数

のゆらぎ∆𝑛は、∆𝑛 = |𝛼|となるので、相対的なゆらぎは、 

∆𝑛

〈�̂�〉
=

1

|𝛼|
=

1

√〈�̂�〉
 

と平均光子数の増加に対して、その平方根に反比例して小さくなっていく。レーザー光は

(2.33)のような光子数ゆらぎを持つので、レーザー光はコヒーレント状態である。 
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(2.34) 

(2.35) 

(2.36) 

2. 相関関数 

 

 

 

 

有名な図 2-1のヤングの二重スリットの実験では、スリット r1とスリット r2からきた光

の電場をそれぞれ𝐸1(𝑟1, 𝑡1)、𝐸2(𝑟2, 𝑡2)とすると、スクリーン上での干渉𝑃(𝑟, 𝑡)は 

𝑃(𝑟, 𝑡) =  〈𝐸∗(𝑟1, 𝑡1)𝐸(𝑟1, 𝑡1)〉 + 〈𝐸
∗(𝑟2, 𝑡2)𝐸(𝑟2, 𝑡2)〉 

   +〈𝐸∗(𝑟1, 𝑡1)𝐸(𝑟2, 𝑡2)〉+〈𝐸
∗(𝑟2, 𝑡2)𝐸(𝑟1, 𝑡1)〉 

 

と書くことができる。第 1項と第 2項はスリットを通った光そのものの強度を表し、第 3

項と第 4項が干渉による強度を表す。第 1項と第 2項に対する、第 3項と第 4項の大きさ

が、系の干渉の度合いを表すので、第 3項と第 4項を第 1項と第 2項で規格化したものを

𝑔(1)(𝑟1, 𝑡1, 𝑟2, 𝑡2) とすると、 

𝑔(1)(𝑟1, 𝑡1, 𝑟2, 𝑡2) =  
|〈𝐸∗(𝑟1, 𝑡1)𝐸(𝑟2, 𝑡2)〉|

√〈𝐸∗(𝑟1, 𝑡1)𝐸(𝑟1, 𝑡1)〉√〈𝐸∗(𝑟2, 𝑡2)𝐸(𝑟2, 𝑡2)〉
 

と記述でき、この𝑔(1)を 1次の相関関数と定義する。ここで、2つのパスを通ってきた光が、

元は同一の光源から出たもので、スクリーン上では区別できない、ということを考えると

𝑔(1)はスクリーンに届くまでの光路差による時間差 𝜏 のみに依存する形で書き表すことが 

 

でき、 

𝑔(1)(𝜏) =  
〈𝐸∗(𝑡) 𝐸(𝑡 + 𝜏)〉

〈𝐸∗(𝑡) 𝐸(𝑡)〉
 

と表せられる。|𝑔(1)(𝜏)| = 1ならば完全にコヒーレントな強い干渉縞になり、|𝑔(1)(𝜏)| = 0な

らば逆に干渉は起こらない。また、τ = 0ならば必ず𝑔(1)(0) = 1となるので、どのような光

源を用いても光路差 0ならば干渉が起こることを表している。 

 

図 2-1 ヤングの二重スリットの実験概念図 
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(2.37) 

(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) 

 次に、(2.36)を拡張して 2 次の相関関数 𝑔(2)(𝜏) を考える。𝑔(2)(𝜏)は 

𝑔(2)(𝜏) =  
〈𝐸∗(𝑟1, 𝑡)𝐸

∗(𝑟2, 𝑡 + 𝜏)𝐸(𝑟2, 𝑡 + 𝜏)𝐸(𝑟1, 𝑡)〉

〈𝐸∗(𝑟1, 𝑡 )𝐸(𝑟1, 𝑡 )〉〈𝐸∗(𝑟2, 𝑡 + 𝜏)𝐸(𝑟2, 𝑡 + 𝜏)〉 
 

と定義される。また、𝐼(𝑟, 𝑡) = 𝐸∗(𝑟, 𝑡)𝐸(𝑟, 𝑡)を用いると、 

𝑔(2)(𝜏) =
〈𝐼(𝑟1, 𝑡)𝐼(𝑟2, 𝑡 + 𝜏)〉

〈𝐼(𝑟1, 𝑡)〉〈𝐼(𝑟2, 𝑡 + 𝜏)〉 
 

のように光強度で記述することもできる。この𝑔(2)(𝜏)は強度相関とも呼ばれる。なお、𝑟1 = 𝑟2

の場合には自己相関関数、𝑟1 ≠ 𝑟2では相互相関関数と呼ばれる。特に𝜏 → 0において、(2.38)

は 

𝑔(2)(0) =
〈𝐼(𝑡)2〉

〈𝐼(𝑡)〉2
= 1 +

〈(∆𝐼(𝑡))2〉

〈𝐼(𝑡)〉2
 ≥ 1 

と 1以上の値になる。ポアソン過程では、強度揺らぎが小さいポアソン光において等号が

成り立ち、揺らぎの大きいスーパーポアソン光では〈(∆𝐼(𝑡))2〉が有限の値を持つために 1よ

り大きくなる。〈(∆𝐼(𝑡))2〉 = 〈𝐼(𝑡)〉2となるような最悪なスーパーポアソン光では𝑔(2)(0) = 2

となる。 

 

しかし、ポアソン過程では無い場合は異なる値になる。𝑔(2)(𝜏)が 

𝑔(2)(𝜏) =  
〈�̂�∗(𝑡)�̂�∗(𝑡 + 𝜏)�̂�(𝑡 + 𝜏)�̂�(𝑡)〉

〈�̂�∗(𝑡)�̂�(𝑡)〉〈�̂�∗(𝑡 + 𝜏)�̂�(𝑡 + 𝜏)〉 
 

と定義される。ここで𝜏 → 0での光子数状態|𝑛⟩の𝑔(2)(𝜏)を計算すると、 

𝑔(2)(0) =  
⟨𝑛|�̂�+(𝑡)�̂�+(𝑡)�̂�(𝑡)�̂�(𝑡)|𝑛⟩

⟨𝑛|�̂�+(𝑡)�̂�(𝑡)|𝑛⟩2
= 
𝑛(𝑛 − 1)

𝑛2
= 1 −

1

𝑛
 

と１よりも小さい値になる。 

また、どんな光源由来でも1次の相関が遅延時間 τ=0で𝑔(1)(0) = 1 であったのに対して、

量子力学によって求めた𝑔(2)(0)は光の状態に応じた、異なる値をとる。具体的には、 

 

  光子数状態       𝑔(2)(0) = 1 − 1 𝑛⁄  

  コヒーレント状態    𝑔(2)(0) = 1 

  スーパーポアソン光 𝑔(2)(0) > 1 

 

という値をとる。光子数状態での𝑔(2)(0) < 1という性質は光子のアンチバンチングと呼ばれ

る。とくに単一光子状態では𝑔(2)(0) = 0である。また、コヒーレント状態は３次以上の高次

な相関をとっても、値は 

⟨𝛼|�̂�+�̂�+⋯�̂�+�̂��̂� ⋯ �̂�|𝛼⟩

⟨𝛼|�̂�+�̂�|𝛼⟩𝑚
=
|𝛼|2𝑚

|𝛼|2𝑚
= 1 

と、常に 1になる。 
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 𝑔(2)(0) = 0となるのは、2台の検出器を用いて同時に光子を観測することが無い、つまり、

同じ情報を 2人以上が同時に観測することが絶対にない、という証である。例えば、単一

の原子のような二準位系ならば、発光した直後は、励起寿命の間では次の光子を放出しな

い。結果として、2個の検出器では同時に光子を観測することが起こらないので、𝑔(2)(0) = 0

を得る。よって、単一光子状態の観測には、𝑔(2)(0) = 0の観測が必要条件である。 

ただし、例えばエンタングルした 2光子対のように、単一光子状態でなくても同時観測

しない場合もあるので、𝑔(2)(0) = 0の観測は、単一光子状態の十分条件ではない。必要十分

条件を満たすには、量子状態トモグラフィーを行う必要がある[29]。 

 

 

3. 単一光子状態の検出 

 

 

 

 

単一光子の検出には SPCM (Single Photon Counting Module) を用いる。受光面に光子が来

ると、光電効果によって自由電子が発生する。この自由電子に対して、真空中及び半導体

の空乏層において強い電場をかけて加速させる。すると、加速された電子の運動エネルギ

ーが、電極内の原子と衝突して電離エネルギーに転化し自由電子がなだれ的に増加する。

これをアバランシェ効果と呼び、元の光子数に比例した大電流を得ることができる。SPCM

はこの現象を用いて、大電流が閾値を越えた際に TTL信号を出力することで、光子のパル

スを電気信号へと変換するモジュールである。アンチバンチング時間のような短い時間ス

ケールでの強度変化を測定するには、SPCMを 2台組み合わせて図 2-2のような実験系を組

む必要がある。 

図 2-2はハンバリー・ブラウン、トゥイスの干渉計とも呼ばれる測定系である[3]。強度

相関をとるだけなら検出器は 1台でも良いが、SPCMにデッドタイム（35ns）があるために、

図 2-2  強度相関測定実験概念図 
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1 台では nsオーダーの強度相関を測ることはできない。デッドタイムに阻害されずに正確

な強度相関を測定するためには、2台の SPCMによる観測が必要となる。遅延回路による遅

延時間 𝜏 = 𝑡2 − 𝑡1を動かすことで、(2.38)の強度相関を求めることができる。単一光子状態

ならば、図 2-3のように、𝜏 = 0で凹んだヒストグラムが得られるはずである。 

なお、本研究では、遅延回路を用いず、TDC(Time to digital converter)による測定データを

計算処理することで、遅延時間を計算している（具体的な手法は第 5章及び附録③）。 

 

 

図 2-3 単一光子状態での強度相関イメージ 
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第 3 章 

古典暗号と量子暗号 

 

単一光子状態は量子暗号に有用である、ということを冒頭で述べた。本章では現代の暗

号通信に利用されている古典暗号[4]と、近年研究が盛んに行われている量子暗号について、

簡単に紹介する [5]。実用的な面では、高速通信ができても情報が駄々漏れの古典暗号通信

と、絶対安全な量子暗号を組み合わせて、安全な通信を行うことが期待されている。 

 

1. 古典暗号 

  

 暗号通信では、送信者(Alice)は平文（ひらぶん：人間が読んで意味が分かる文）を秘密鍵

（平文と暗号文を繋ぐ鍵）を用いて暗号文（人間には意味が分からない文）へと変換し、

その暗号文を共通の秘密鍵を持った受信者(Bob)へと送り、平文へと再変換することで情報

の伝達を行う。最古の暗号通信として歴史に残っているのは、革紐を棒に巻きつけて文章

を書き、解いてから受信者へ渡し、同じ太さの棒に巻きつけて情報を読み取る、というス

キュタレー暗号である。スキュタレー暗号では、棒の太さが秘密鍵として機能する。 

 暗号解読というと最も有名なものはシャーロックホームズの「踊る人形」である。この

作品では、一見子供の落書きのような人形の絵のポーズ１つ１つにアルファベットが割り

当てられている。アルファベットであると、どうしても"a”や”e”などの母音にあたる文字が

増え、逆に"z"や”x”といった文字は使用頻度が少ない。暗号を解読する際には、こういった

分布の偏りを統計的に見つけて出す手法をとる。逆に言えば、安全な暗号通信を行うには、

暗号文に統計的な偏りがないようにする必要がある。 

 現在の秘密鍵暗号では、平文、秘密鍵、暗号文のどれも 0と 1のビット列で表現される。

平文を暗号化する際には、平文のビット列に XOR演算などをする。この時、平文１ビット

毎に鍵を用意し、一度使った鍵は二度と使わずに捨ててしまうというワンタイムパッドと

いう方法を用いれば、暗号文からいかなる平文の情報も得ることが出来ない。この、いか

なる平文の部分情報も読ませない暗号通信を、完全秘匿性を満たす暗号という。また、情

報理論の父と呼ばれたクロード・シャノンは、完全秘匿性を満たすためには、平文よりも

長い秘密鍵を用意する必要があることを数学的に証明した[6]。 

 ただし、送信したい平文よりも長い鍵が必要となると、通信手段としての実用性に難が

あると言える。そのために、擬似乱数生成器（同一引数に対して、同一乱数列を返す機械）

を用いて短い鍵を共有し、真の乱数と区別のつかない暗号文を作るという手法をとってい

る。また、鍵の更新を頻繁に行うことにより安全性の高い通信を行っている。 

秘密鍵の共有方法として、2 つの方法がある。1 つは Alice と Bob が全く同じ鍵を持つ、
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共通鍵暗号通信である。共通鍵暗号通信では、暗号文の送受信の前に秘密鍵を共有するこ

とになるが、盗聴の可能性を考えると安全に鍵を渡すのは難しい。また、万が一秘密鍵が

盗聴者(Eve)に渡ってしまうと情報の盗聴や改竄が意のままに為されてしまう危険がある。

この危険性から、公開鍵暗号という方法が編み出された。 

 公開鍵暗号は Bob 側が、Alice に対して事前に暗号化のみを行う秘密鍵を送り、Alice は

その鍵を用いて平文を暗号化する。暗号文を複号する鍵は Bob のみが持っており、送られ

てきた暗号文は Bob のみが平文へと復号できる。復号用の秘密鍵のやりとりがないので、

盗聴される心配がなく、仮に暗号文を盗聴されたとしても Eve は平文を得ることはできな

い。現在は、公開鍵暗号を用いて共有秘密鍵の受け渡しを行うハイブリッド暗号と呼ばれ

る手法が主流となっている。 

  

2. 古典通信の手法 

 

現在、主流の通信方式は図 3-1の ASK(Amplitude Shift Keying)方式である。 

 

 

 

LD(Laser Diode)への注入電流を閾値近辺で振ることで、光の有無を 0と 1の信号にする方法

である。図 3-1 の右図のように、位相空間で考えると、有限の振幅を持つか否かに、0 と 1

を決める。振幅の大きさでさらに区別をつければ、アナログ通信である。ASK 方式では振

幅の有無のみが情報となり、位相は考えない。 

この方法に対して、より高速通信が可能な方法が図 3-2の PSK(Phase Shift Keying)方式で

ある。 

図 3-1 ASK通信 
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図 3-2 下のような光学系を組み、LD から出た光を EOM(Electro-Optical Module)で位相変調

をかけて信号光をつくる。位相変調された信号と、LO(Local Oscillator)との干渉を 0と 1の

信号に用いる。この方法は、図の赤×で示した位相が 0と πの組み以外にも、緑×の π/2と

3π/2、さらには π/4 と 5π/4 など、自在に拡張できる(BPSK、QPSK…)ので、ASK方式と比べ

て遥かに高速な通信が可能である。 

ただし、どちらの方法でも、通信時には情報が駄々漏れである。特に、秘密鍵の伝送時

には通信速度を犠牲にしてでも、安全性を確保せねばならない。よって、安全な暗号通信

である量子暗号が必要となる。 

 

2. 量子暗号 

 

 古典暗号においては完全秘匿性を満たさない暗号通信の場合、安全性の拠り所となるの

は、計算の困難さである。擬似乱数生成器のような一方向性関数は逆算が困難である。例

えば、大きな数をいくつか掛ける計算なら、筆算すれば小学生でもできるし、電卓を使え

ば誰でも苦も無く瞬時にできるが、逆に大きな数の素因数分解は非常に困難である。ただ

し、これは数学的に解けないのではなく、計算量が膨大であるが故に解けないのである。

超高性能なスーパーコンピュータがあれば、解ける問題である。 

これと同じで、Eveが高機能な計算機を持っていた場合、古典暗号では解読を可能にして

しまう。しかし、量子状態に情報を載せるのなら、盗聴されたときには痕跡が残る。 

例えば、Alice から Bob に通信を行う際に、Eve はビームスプリッター等を用いて情報を

盗み見るという光子数分割攻撃によって盗聴を行う。このとき、2個以上の光子が同時に存

在すると、Bobが受信した情報を、同時に Eveも受信できる。しかし、情報を持った光子が

1個しかない状態では、Eveが情報を盗み見たとすると、盗聴＝観測によって光子は失われ、

図 3-2 PSK通信 
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Bob側に情報が伝わらない。Bobは情報が消失したことによって、盗聴行為の存在を感知で

きる。パルスあたりの光子数が少ない(0.1 くらい)の微弱なコヒーレントパルス光源（フェ

イントパルスレーザー）を使えば、単一光子源がなくても、Bob と Eveの両方に光子が向か

うことは無い。ただし、平均光子数 0.1 のパルスでも、ポアソン分布で考えると、0.4％の

確率で 2光子状態が存在してしまう。つまり、平均光子数を下げれば下げるほど、2光子確

率も下がって量子暗号の安全性は増すが、通信速度も平均光子数に比例して減少する。よ

って、通信速度と安全性がトレードオフの関係になってしまっている。これを両立するに

は、2光子状態のありえない単一光子源が必要である。 

 また、たとえ単一光子源による通信を行っても、Eve が盗聴を行った上で、光子の再送を

する、という再送攻撃を受ける可能性もある。再送攻撃を受けた際に察知できるプロトコ

ルを紹介する。 

  

 ・BB84プロトコル 

1984 年に Bennett と Brassard によって提案されたプロトコルである[7]。偏光に情報を載

せる場合を例に挙げる。縦偏光(00)、横偏光(01)、右回り円偏光(10)、左回り円偏光(11)の４

つの状態を用意する。2ビットのうち上位１ビットが測定系を、下位１ビットが偏光を表す。

Aliceは Bobに４状態のいずれかを送信し、Bob は直線偏光(0)か円偏光(1)のどちらかで観測

する。その後、公開通信路で、上位ビットについてのみの答え合わせを行い、合っていた

ときのみ偏光情報を鍵として用いる。Bob の測定系の選び方は二択なので、答え合わせの正

解率は通信路にロスのない場合は、統計的に 50％である。Eve がハーフミラーを用いて盗

聴を行うと、Bob と Eve どちらにパルスがいったのかという条件が加わり、Alice との答え

合わせの正解率が 25％に落ちることになる。正解率の低下から、盗聴を察知できる。 

 

・B92プロトコル 

1992 年に Bennett によって提案されたプロトコルである[8]。Alice がビット配列に応じた

２つの非直交な量子状態|𝑢0⟩、|𝑢1⟩を送信する。Bob は対応する演算子𝑃0 = 1 − |𝑢0⟩⟨𝑢0|、

𝑃1 = 1 − |𝑢1⟩⟨𝑢1| を用意し、Bobのビット配列に応じたどちらかの演算子を作用して観測す

る。一致していれば 0、外すと有限の値を得ることができる。公開通信路で Bobは Aliceに

0 か別の値かを伝える。盗聴が無ければ、0か否かの 2択なので、Bobの返答から、Aliceは

Bob の持つビット配列を知る。しばらく通信した後、公開通信路で Bob のビット配列の答

え合わせをする。1箇所でも不正解なら、盗聴の可能性があるので、全てを捨てる。必ずし

も全てを付き合わせる必要はないが、確認するビットが多いほど信頼性は増す。 

 非直交な 2状態を用いると、それらの複製に対応する量子状態は生成できない(No-cloning

の定理)を以下に示す。 
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図 3-3 において、Eve が露見しないように盗聴するには、|𝑢0⟩か|𝑢1⟩の情報を一切変化させ

ず、自らは|𝑥(𝑖)⟩
𝐸
を得るためのユニタリ変換 Uを作用させる必要がある。とすると、 

𝑈 |𝑢(𝑖)⟩|𝑥⟩
𝐸 =  |𝑢(𝑖)⟩|𝑥(𝑖)⟩

𝐸 
 

と、|𝑢(𝑖)⟩は変化せず、|𝑥(𝑖)⟩を得ることになる。i = 0 , 1 で共役をとると、 

⟨𝑢(1)|𝑢(0)⟩ =  ⟨𝑢(1)|𝑢(0)⟩⟨𝑥(1)|𝑥(0)⟩
𝐸

 

となるが、⟨𝑢(1)|𝑢(0)⟩ ≠ 0より⟨𝑥(1)|𝑥(0)⟩
𝐸

= 1であるから、Eveは 0でも 1でも同じ状態しか

得られないことが分かる。よって、再送攻撃からは非直交な 2 状態をビットとして用いる

ことで防御できる。 

 

 ・E91プロトコル 

 

 

 1991 年に Ekert によって提案された[9]。特徴としては EPR 状態（エンタングルした 2 光

子対）を用いる。Alice と Bob は偏光ビームスプリッターを毎回ランダムな𝜃𝐴、𝜃𝐵に傾け、

光子を観測したかどうかを報告しあう。Aliceと Bob が同時に光子を観測したときには、お

互いの光子の偏光は必ず直交している。両者とも測定できた場所を共通のビット配列とし

て共有する。この手法は、鍵の伝送ではなく、Alice と Bob が共通の鍵を作る手法である。 

Eveが第 3の光子を送り込んできても、EPRと同じ状態は作り出せないので、部分的に答え

合わせをすれば、攻撃を見破ることが出来る。 

 

図 3-3 No-cloning 

(3.1) 

(3.2) 

図 3-4 エンタングルメントによる鍵生成 
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第 4 章 

半導体ナノ粒子の発光メカニクス 

 

 コロイド量子ドットとも呼ばれている、半導体ナノ粒子の発光原理、また、発光時にお

ける特徴的な振る舞いについて本章で述べる。 

 

1. エネルギーバンドギャップ 

 

 

 

 金属では、比熱や電気伝導性などの物性を考える際には、金属中の電子は自由電子気体

と考えてもほとんど問題ないという事実がある。これは、金属内では自由電子が自由に移

動できることが理由にあげられる。 

 しかし、絶縁体では、電子は自由に移動できないために、自由電子気体で考えるのは適

さない。そこで、金属、絶縁体、半導体を包括的に説明するのがバンド理論である。 

 結晶格子の周期的ポテンシャルにより、連続的に分布していたエネルギー準位に、電子

のとり得るエネルギー準位の帯である許容帯と、とり得ない帯の禁制帯が現れる。この禁

制帯がバンドギャップである。電子が詰められる準位で最も高いエネルギー準位をフェル

ミ準位と言い、この準位が許容帯内にあるか、禁制帯内にあるかで、その物質が金属か絶

縁体かが定まる。フェルミ準位が禁制帯にある物質は絶縁体や半導体であり、図 4-1 のよう

に、許容帯にも、フェルミ準位より下で電子が詰まっている価電子帯（V.B：Valence Band）

と、フェルミ準位より上で電子が空の伝導帯（C.B：Conduction Band）を持つ。 

ここではまず、周期的ポテンシャルによってバンドギャップが生じる理由について、ク

ローニッヒ- ペニーモデルを用いて説明する。図 4-2 の クローニッヒ‐ペニーの周期的ポ

テンシャルのモデルを仮定すると、その波動方程式は 

図 4-1 半導体エネルギーバンド 図 4-2 Kronig-Penneyの井戸型周

期ポテンシャルモデル 
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−
ℏ2

2𝑚
 
𝑑2𝜑

𝑑𝑥2
+ 𝑈(𝑥)𝜓 =  𝜖𝜓 

であり、図 4-2 のように 0<x<a においては、𝑈(𝑥) = 0なので、この範囲では、 

𝜓 = 𝐴𝑒𝑖𝐾𝑥 + 𝐵𝑒−𝑖𝐾𝑥 

そのエネルギー𝜖 は 

𝜖 =
ℏ2𝐾2

2𝑚
 

となる。また、-b<x<0 の障壁の範囲では 

𝜓 = 𝐶𝑒𝑖𝑄𝑥 + 𝐷𝑒−𝑖𝑄𝑥 

で、ここで出てくる波数 Q は 

𝑈0 − 𝜖 =
ℏ2𝑄2

2𝑚
 

 ここで、ブロッホの周期的条件を導入すると、 

𝜓(𝑎 < 𝑥 < 𝑎 + 𝑏) = 𝜓(−𝑏 < 𝑥 < 0)𝑒𝑖𝑘(𝑎+𝑏) 

である。 

 𝜓 や d𝜓/𝑑𝑥 が𝑥 = 0, 𝑎で連続になるように、各係数 A~D を決める必要がある。𝑥 = 0では、 

{
𝐴 + 𝐵 = 𝐶 + 𝐷

𝑖𝐾(𝐴 − 𝐵) = 𝑄(𝐶 − 𝐷)
 

𝑥 =  𝑎では 

{
𝐴𝑒𝑖𝐾𝑎 + 𝐵𝑒−𝐾𝑎 = (𝐶𝑒−𝑄𝑏 + 𝐷𝑒𝑄𝑏)𝑒𝑖𝑘(𝑎+𝑏)

𝑖𝐾(𝐴𝑒𝑖𝐾𝑎 − 𝐵𝑒−𝑖𝐾𝑎) = 𝑄(𝐶𝑒−𝑄𝑏 − 𝐷𝑒𝑄𝑏)𝑒𝑖𝑘(𝑎+𝑏) 

(4.7)と(4.8)の 4 つの方程式では、A~D に作用する 4×4 行列の行列式が 0 のときのみ、これ

らの方程式は解を持つので、 

[
𝑄2 − 𝐾2

2𝑄𝐾
] sinh 𝑄𝑏 sin  𝐾𝑎 + cosh 𝑄𝑏 cos 𝐾𝑎 = cos 𝑘(𝑎 + 𝑏) 

ここで、b→0、U0→∞にて、P＝Q
2
ab / 2 が有限の値をとると近似すれば(4.9)は、 

(
𝑃

𝐾𝑎
) sin 𝐾𝑎 + cos 𝐾𝑎  = cos 𝑘𝑎 

(4.10)で、P=2π としたときの左辺を表したのが下の図 5-3 である。 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 
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 ここで、(4.10)の右辺は係数のついてない cos 関数なので、とり得る値は必ず-1~1 の範囲

にある。よって図 5-3 の赤で塗った部分には、Ka は値をとることができない。(
𝑃

𝐾𝑎
) sin 𝐾𝑎 +

cos 𝐾𝑎  が-1 から+1 の範囲にあるときのみ、K の値が許される。また、(4.3)より、K の範囲

に制限が加わるために、エネルギー𝜖も許される値の範囲に制限がある。 

 よって波数 k とエネルギー𝜖の関係は図 4-4 のようになり、ka = π、2π、3π…において、エ

ネルギーが連続な値にならず、この差がバンドキャップを表す。 

 

 

バンドギャップの大きさは P の値によって変化し、物質固有の値である。。例えば、本研

究で用いた CdSe は常温では 1.73eV である。それ以外に工業的に利用されている半導体で

は、Si が 1.11eV、Ge は 0.67eV、GaN が 3.4eV、AlN が 6.3eV と多岐に渡る[10]。 

図 4-3  P=2πでの(
𝑃

𝐾𝑎
) sin𝐾𝑎 + cos𝐾𝑎   

図 4-4 クローニッヒ・ペニーモデルのエネルギーと波数の関係 
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2. ドットの粒径と閉じ込め効果 

 

 バンドギャップの値は物質に固有である。しかし、図 1-1 のように、様々な波長のコロイ

ド量子ドットが市販されている。これは、波長ごとに別々の物質を使っているのではなく、

全て CdSe 結晶である。同じ物質であるにもかかわらず発光波長が異なるのは、粒径の差に

よる閉じ込め効果の大きさの差が原因である。ここでは、閉じ込めによるエネルギー固有

値の変化を見積もってみる。 

 

 

 

 ナノ結晶では、電子は狭い領域に閉じ込められる。ここで、閉じ込められる範囲（粒径）

を L として、 

𝑉 = {
0   ,   0 < 𝑥, 𝑦, 𝑧 < 𝐿

∞   ,    それ以外  
 

となる井戸型ポテンシャル𝑉を考える。この場合に 

−
ℏ2

2𝑚∗
∇2𝜑 + 𝑉𝜑 = 𝐸𝜑 

を解くと、そのエネルギー固有値𝐸は 

𝐸 =
𝜋2ℏ2

2𝑚∗𝐿2
(𝑛𝑥

2 + 𝑛𝑦
2 + 𝑛𝑧

2)  (𝑛𝑥𝑦𝑧 = 1.2.3 ⋯ ) 

である。この𝐸の値に、本研究で用いたコロイド量子ドット CdSe/ZnS のパラメータ

｛𝑚∗ = 0.13 × 9.1 × 10−31kg（換算質量）  , 𝐿 = 6.3 × 10−9 m ｝[11]を代入すると、その最低

図 4-5 閉じ込め効果によるエネルギーシフト 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 
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表１ 相互作用エネルギー比較 

エネルギー固有値（𝑛𝑥 = 𝑛𝑦 = 𝑛𝑧 = 1)は𝐸 = 0.22eV という値が求まる。 

 よって、バルクでは 1.73eV のバンドギャップを持つ CdSe/ZnS は、6.3nm の粒径にするこ

とで、閉じ込め効果による最低エネルギー固有値の上昇によって、1.95eV のギャップを持

つことになる。粒径の値を変えることで、(4.13)よりエネルギー固有値が変化し、図 1-1 の

ような様々な発光波長の量子ドットを得ることが出来る。 

 

 

3. エキシトンの生成 

  

 

 

 半導体の内部では、価電子帯の電子が励起されると、伝導帯へと遷移する。このときに、

価電子帯では、電子の抜け穴である正孔ができ、正電荷の粒子とみなすことが出来る。や

がて、この正孔―電子の 2 粒子は、まるで、陽子―電子の水素原子のように束縛状態を作

る。この状態を励起子（エキシトン）と呼び、その結合エネルギー分だけ、電子はフォノ

ン散乱によってエネルギーを失う。この結果、励起子のエネルギー準位は、価電子帯と伝 

導帯間のエネルギーギャップよりも少し（CdSe だと 15meV）低くなる。なお、相互作用の

大きさで比較すると、 

 

バンドギャップ 閉じ込め効果 クーロン束縛 

1.73eV 0.22eV 0.015eV 

と、励起子生成による束縛エネルギーは、閉じ込め効果によるゼロ点エネルギー上昇より

もかなり小さい。クーロン励起子は準安定状態であり、その寿命は数十 ns である。これは、

伝導帯でのフォノン散乱の時間（数 ps）に比べて十分に長い。図 4-5 はドット内での 1 電子

あたりのエネルギー準位図である。励起光に励起され、フォノン散乱を経てエキシトンを

生成。その後、光子を放出して電子と正孔は再結合して基底状態に戻る。この一連のサイ

クルがコロイド量子ドットの発光のメカニズムである。なお、励起子の電子と正孔の平均

図 4-6 ドット内での電子のエネルギー準位 
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距離にあたるエキシトンボーア半径は水素原子と比較することで得ることが出来る。水素

原子のボーア半径𝑎𝐻は、 

𝑎𝐻 =  
4𝜋𝜀0ℏ2

𝑚𝑒𝑒2
= 0.053 nm 

である。励起子の場合は、CdSe の比誘電率𝜖 = 10をかければよいので、 

𝑎𝑒𝑥 =  
𝑚𝑒

𝑚∗
 𝜖 𝑎𝐻 = 4.1nm 

という値になる。文献値では 4.8nm [12]や 5.4nm [13]という値である。この長さはコロイド

量子ドットのコア半径(～3nm）よりもやや長い。すなわち、ドットそのものよりも大きな

体積になる励起子を、閉じ込め効果によってドットに強引に閉じ込めている、ということ

である。バルクでは結晶のサイズが大きいために、励起子は拡がって分散するが、量子ド

ットでは逃げ道が無いために狭い領域に閉じ込められる。 

 

4. 状態密度と吸収発光スペクトル 

 

 伝導帯中の電子の状態密度を考える。半導体では伝導帯には電子がほぼ空なので、3 次元

自由電子気体と近似できる。とりあえず、3 次元自由電子気体を考える。 

 電子が一辺 L の立方体内に閉じ込められているとすると、周期的境界条件から波動関数

𝜓𝑛(𝒓)は 

𝜓𝑛(𝒓) = 𝐴exp [ 𝑖(𝑘𝑥𝑥 + 𝑘𝑦𝑦 + 𝑘𝑧𝑧)] ≡ 𝐴 exp{ 𝑖[𝑘𝑥(𝑥 + 𝐿) + 𝑘𝑦(𝑦 + 𝐿) + 𝑘𝑧(𝑧 + 𝐿)]} 

となる。これを満足する k は𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 , 𝑘𝑧 = 2𝑛𝜋 /𝐿 (𝑛:整数)である。また、このときのエネル

ギー固有値𝜀𝑘は 

𝜀𝑘 =
ℏ2

2𝑚
𝑘2 =

ℏ2

2𝑚
(𝑘𝑥

2 + 𝑘𝑦
2 + 𝑘𝑧

2) 

である。 

 また、波数空間において、半径𝑘𝐹のフェルミ球を考える。この波数空間の体積要素は

(2𝜋 𝐿⁄ )3である。体積要素 1 個につき、1 個の状態が存在するので、フェルミ球の体積を体

積要素と比較すれば、状態の数 N が算出できる。すなわち、 

𝑁 = 2
4𝜋𝑘𝐹

3/3

(2𝜋 𝐿⁄ )3
=

𝑉

3𝜋2
𝑘𝐹

3 

である。2 はスピン量子数で、𝐿3を𝑉とした。 

 (4.18)を𝑘𝐹について書き換えると、 

𝑘𝐹 = √
3𝜋2𝑁

𝑉

3

 

である。(4.19)を(4.17)へ代入し、さらに𝑁についての形にすると 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 
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𝑁 =
𝑉

3𝜋2
(

2𝑚𝜀

ℏ2
)

3/2

 

となる。単位エネルギーあたりの状態の数である状態密度𝐷(ε)は 

𝐷(ε) =
𝑑𝑁

𝑑𝜀
=

𝑉

2𝜋2
(

2𝑚

ℏ2
)

3/2

∙ √𝜀 ∝ 𝜀1/2 

とエネルギーの 2 乗根に比例することが分かる。なお、半導体の場合はエネルギーギャッ

プ𝜀𝑔を考慮する必要があるので、(4.21)は 

𝐷(ε) ∝ (𝜀 − 𝜀𝑔)
1/2

 

となる。(4.22)はバンドギャップよりも高エネルギーな伝導帯では、エネルギーが高くなれ

ばなるほど、とり得る状態密度も高いということを表している。 

 電子のとり得る状態密度が高いということは、電子の行き先が多いということである。

よってバンドギャップより高いエネルギーをもつ光ならどんな波長でも吸収するというこ

とである。 

 一方バンドギャップよりも低いエネルギーでは、励起子形成による離散的なエネルギー

準位を持つ。この準位は、陽子－電子ペアである水素と同じく、下の準位ほど間隔が空く。 

 以上からコロイド量子ドットの状態密度は図 4-7(a)のような分布をしていると考えられ

る。ε > 𝜀𝑔では(4.22)より、エネルギー差の 2 乗根に比例した連続的な分布に、ε < 𝜀𝑔では、

励起子による離散的な準位になる。 

 吸収スペクトルは、励起された電子の状態密度を表すものである。よって、(a)の状態密

度から想像すると、(b)のような吸収スペクトルになる。 

 励起された電子は、フォノンによって緩和し、励起子による離散的なエネルギー準位に

まで落ち込み、励起子の最低エネルギーから正孔と再結合して発光する。よって励起光の

波長によらず、(c)のような発光スペクトルをもつ。 

 本研究で用いたコロイド量子ドットの吸収発光スペクトルが図 4-8 である。状態密度から

予想したとおり、短波長側の幅広い吸収スペクトルと、離散準位からのガウシアン型の発

光スペクトルを持つことが分かる。 

 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 
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(a) 

(b) 

(c) 

図 4-7 状態密度と吸収発光スペクトル 

0 

0 

0 

図 4-8 CdSe/ZnS の吸収発光スペクトル 

    シグマアルドリッチ社 HP 
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5. オージェ過程とブリンキング 

 

 励起子を非常に狭い領域に閉じ込めることで、バルクには起こりえない現象が起こる。

そもそも、輻射再結合は、エネルギー保存と、運動量保存を同時に満たす必要があり、エ

ネルギーが離散化されているために確率が低く、励起寿命は 10ns のオーダーである。これ

は、原子の電気双極子遷移と同じオーダーである。もし、複数個の励起子が同時に生成し

た際には、2 光子の放出が起こりそうである。しかし、それはめったに起きない。なぜなら、

クーロン散乱が優先されるからである。10ns オーダーの長寿命の輻射再結合に比べて、ク

ーロン散乱は、散乱後のキャリアのエネルギー準位が連続的であり、とり得る状態密度が

高い。それ故、散乱のレートが高まり、数～数十 ps オーダーでクーロン散乱が起こる。こ

のとき、一方の励起子は、もう一方の励起子にエネルギーを渡し、無輻射で基底状態へと

戻る。この緩和は Auger 緩和と呼ばれ、またこの緩和過程を Auger 過程と呼ぶ。 

また、エネルギーを受け取った方の励起子は、より高い励起状態に、場合によっては電

離するという状態へ移行する。電離すると、正孔がドット結晶の表面のトラップサイトに

トラップされ、ドット内部は電子が過剰となって負に帯電する。帯電した状態では、クー

ロン相互作用の増大により、数 ps の寿命の Auger 緩和が、数十 ns の励起子発光寿命よりも

遥かに支配的になるので、結果として発光の量子効率は激減する[12]。そして、その状態で

は発光がほとんど観測できないので off状態と呼ぶ。ただし、全く発光しないわけではなく、

少しは発光する。このときは、1 光子放出以外に、2 光子放出も起こす状態であり、Grey 状

態と呼ばれる[14]。2 光子は波長が異なるので、量子暗号の伝令として扱うこともできる。 

これに対して、帯電していない、励起と発光を繰り返す状態を on 状態と呼ぶ。一度 off

状態に移行すると、飛び出した電荷がまた戻ってくるまでは on 状態には戻らない。off 状態

になってから on 状態に戻るまでの時間すなわち off 時間の長さ𝜏𝑜𝑓𝑓と、各 off 時間の確率頻

度分布𝑃(𝜏𝑜𝑓𝑓)は 

𝑃(𝜏𝑜𝑓𝑓) ∝ 𝜏𝑜𝑓𝑓
−𝛼  

というべき乗則に従い、ここでの係数 α ~ 1.5 である[15][16]。そのために、どのくらい待て

ば on 状態に戻るのかという期待値を議論することは出来ない。 

カメラや検出器で発光観測を行っていると、この on 状態と off 状態の行き来を観測でき

る。カメラでは発光点が明滅している様子が観察でき、検出器では発光光子数が急に 0 近

傍まで減少しては元に戻るということが起こる。 

この明滅現象はブリンキングと呼ばれる現象である。 

 ブリンキングでは突然発光しなくなったり、もとに戻るのも突然であったりと、1 個の量

子ドットを延々と単一光子源として用いるには厄介な現象である。 

 しかし、ブリンキングの原因たる Auger 過程があるからこそ、2 光子以上の同時放出が起

こらないために、コロイド量子ドットが常温で単一光子源として機能するのである。単一

光子源として有効に活用するには、Auger 過程ができるだけ頻発しないように励起光の強度

(4.23) 
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を考える必要がある。励起光が強すぎることによって 2 光子吸収確率もあがり、加熱によ

って、on-off の行き来の頻度が上がるという現象が起こる[17]。加熱を抑えるには、励起光

強度自体を強くし過ぎず適切な強度にし、また cw レーザーではなくパルスで励起すること

で、余計な励起子の生成を防ぐといった対策が必要である。 

 なお、複数の単一コロイド量子ドットを用意すれば、たとえ光源として扱っていたドッ

トが off 状態になっても、on 状態の別のドットに変更することで、長時間単一光子源として

扱える。 

 

6. コロイド量子ドットの工業的な製造法 

 

 コアシェル型コロイド量子ドット(CdSe/ZnS)の工業的な製造方法を紹介する[18]。 

まず、原材料として以下のものを用意する。全て一般に市販されている薬品である。 

 trioctylphosphine (TOP) 

 trioctylphosphine oxide (TOPO) 

 セレン 

 ジメチルカドミウム 

 ジメチル亜鉛 

 トリメチルシリル硫黄 

(1)TOP 中にセレンとジメチルカドミウムを混ぜる（溶液①）。 

(2)別の TOP 中にジメチル亜鉛とトリメチルシリル硫黄を混ぜる(溶液②)。 

(3)フラスコ内に TOPO を入れて 200℃まで加熱し、ガス吸引を 20 分続けて不純物を取り

除く。 

(4)容器を 1 気圧の Ar ガスで封じ、350℃までさらに加熱する。 

(5)溶液①を投入し 310℃まで冷却する。結晶が生成し始めるので、適当な時間待つ。ここ

での待ち時間によってコロイド量子ドットのコア径が変化し、発光の中心波長に影

響する。 

(6)300℃に冷やし、20 秒おきに 5 分ほど溶液②を投入し続ける。 

(7)100℃まで冷却して 1 時間待つ。 

(8)無水メタノールと遠心分離機を何度も用いて、無反応物を飛ばして、コロイド量子ド

ット(CdSe/ZnS)を得る。 
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7. コロイド量子ドットを用いた先行研究 

 

 コロイド量子ドットを用いた単一光子放出は既に観測されている[19][20]。これらの方法

では図 4-9 のような共焦点顕微鏡の形の光学系を組んでいる。 

 

 

 

ピンホールを用いて、空間コヒーレンスの高い測定を行う。検出器では、ピンホールを

通るモードの光しか検出しない。よって、シングルモードファイバーに導入しなくても、

シングルモードの発光を観測できる。ちなみに、「共焦点」とは、対物レンズの焦点と、ピ

ンホールの位置が共役である、という意味で、励起光の焦点の位置は無関係である。 

 ただし、この方法ではサンプルをスキャンして、「確率論」的に集光空間内に発光体が入

ることを期待しながら探す必要があるので、観測に時間がかかる。サンプル内の量子ドッ

ト密度を上げて探す手間を少なくできるが、密度を濃くすると１モードに｢確率論｣的に複

数のドットが入り込む場合も多くあり、強度相関を測るなどの観測をしてみないと単一粒

子かどうかわからない手法でもある。 

 本研究では、低密度で量子ドットを分布させることで、集光空間内には「決定論」的に 2

個以上の量子ドットが入らないようにし、励起光を広い領域に照射し、CCD カメラで発光

を観測しながら集光アライメントを行うことで、「自在に」狙った量子ドットの発光を観測

することが出来る。 

  

図 4-9 共焦点顕微鏡型の集光光学系 
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第 5 章 

単一光子発生実験 

 

 本章では、実際に市販のコロイド量子ドットを購入してから、単一光子発生を確認する

までに行った各作業や実験について、その方法や得られた結果の報告、及びその考察を行

う。併せて、いくつかの予備的、補助的な実験も行ったので、これも一緒に述べる。 

 

1. ドットを含んだポリマー薄膜の作成 

 

まずは、量子ドットをドープするためのポリマー薄膜を作成する。市販の PMMA(Poly 

methyl methacrylate : シグマアルドリッチ社)を 1.0gとトルエンを 20ml混合し、超音波洗浄

機を用いて攪拌した。十分に溶解したものを、PMMAのトルエン液として用いる。 

次に、顕微鏡用のカバーガラスを壊れた PC のハードディスク上に固定する。カバーガラ

スの半分にテープを貼って、そちらには溶液が行かないようにする。スイッチを入れ、カ

バーガラスを回転(5400rpm)させて、そこに図 5-1 のように PMMA トルエン液を滴下する。

遠心力によって均等な膜厚の薄膜が出来、この手法はスピンコートと呼ばれる。ここで、

遠心力と重力を比較すると表 2の通りになり、重力の 100倍以上の加速度がはたらいてい

ることが分かる。 

                     

 

 

 

 

遠心力 1400 m/s
2 

重力 9.8  m/s
2 

 

 スピンコートが終わると、カバーガラス上にはトルエンの揮発した、PMMAの薄膜が生

PMMAトルエン溶液 

カバーガラス テープ 

図 5-1 カバーガラス上の薄膜作成 

表 2 加速度の比較 
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成している。ここで、テープを外すと、薄膜部分との境目がはっきりと目視で確認出来る。

この境目の両側を、光学顕微鏡で確認し、各々の表面にピントを合わせると、そのときの

マイクロステージの目盛の差は約 15μmであった。 

 よって、PMMA1g とトルエン 20mlから、10～20μmのポリマー薄膜が作成できることが

確認できた。 

 

 次にコロイド量子ドットを適量に希釈して、薄膜にドープする。コロイド量子ドットは

CdSe/ZnSコアシェル型量子ドット (Lumidot640 CdSe/ZnS : シグマアルドリッチ社)を使用

した。製品は 2mlのトルエン中に 5mg の量子ドットが懸濁している。発光波長 640nmのも

のは、分子量がおよそ 20万なので、製品 2ml中にはおよそ 10
16個のコロイド量子ドットが

存在することになる。 

 本研究で用いる顕微鏡(NIKON)と CCD カメラ(Cascade650：Photometrics)では、カメラの

視野はテストターゲットを用いて校正するとおよそ 50μm四方であった。視野内の PMMA

の体積は、50μm × 50μm × 15μm ≈ 4 × 10−10cm3である。これに PMMAの比重 1.19g/cm
3

をかけると約 5×10
-10

gとなる。よって、PMMA1gは、顕微鏡の視野 1箇所分の PMMA の

10
9倍の量であることが分かる。 

 顕微鏡の１箇所の視野に数個（10個以下）の量子ドットが存在するようにしたい。この

ためには、1gの PMMAに対して 10
9個の量子ドットを混ぜればよいので、原液が 1mlあた

り 10
16個であることから、10

7倍に薄めればよい、という計算になる。 

 この計算をもとにドットを含んだ薄膜作成を行った。PMMAトルエン溶液 20mlに 10
7倍

に薄めた、コロイド量子ドットトルエン液を混合した。なお、膜厚の測定時は、カバーガ

ラス上に薄膜を作成したが、ドットの発光観測時に振動等の影響を少なくするために、図

5-2のように三角プリズムの斜面上に直接薄膜を生成させる方法をとった。 

           

 
図 5-2 薄膜作成 
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 数十秒でトルエンは揮発するので、生成した薄膜に励起光を当て、CCDカメラで撮影す

ることで、予定通りに希釈できたかどうかを確認した。図 5-3は薄膜中で発光する個々のコ

ロイド量子ドットを撮影したものである。 

 

 図 5-3では明るく光る発光点が 3点あることが見て取れる。この画像は露光時間を 10sと

長くとったので、on時間と off 時間の分布の相違により、3 点の輝度にも差がついている。

露光時間が短いと off状態のままのドットもあるので、正確な濃度は分からない。前頁で計

算したとおりに顕微鏡の視野内に数個のドットを含む薄膜を作成できた。このことは、単

純に前頁での計算が合っていただけではなく、ドットが 1分子ごとに単分離されているこ

とを示す。サンプルが悪いと単分離せずにクラスターを形成する。クラスター状にはなっ

ていないかどうかは、露光時間を短くした際にブリンキングが観測できるかどうかで判断

する。 

 

2. 励起光のビーム径 

 

 励起には 532nmの YAG2 倍波レーザー光(Edmund 90920-K)を使用する。励起部分の光学

系は図 5-4のような形にする。励起光が薄膜にあたるときに、そのビーム径がどうなってい

るかを求めねば、励起強度を考えることはできない。よって、図 5-4での左側の f = 300の

レンズから、薄膜までの距離とちょうど等しい距離(～300mm)前後におけるビームプロファ

イルを調べた。 

       

図 5-3 ドットの発光撮影 

 

約 50μm四方に 3個の明点が 

確認出来る。ところどころの 

暗い点は混入した埃だと考え

られる。 

図 5-4 励起光照射光学系 
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 図 5-5のように光路上にチョッパーを用意する。チョッパーを回転させると、レーザー光

は板部分で止められたり、穴部分を透過したりと、ディテクターで観測するパワーが図 5-6

のように変化する。 

 

 

 

 

 図 5-6での tc は元に戻るまでの 1周期なので、この時間はチョッパーの板部分と穴部分

の幅の合計に相当する。この長さは、実測すると 8.3mmであった。また、ちょうど強度が

最大値の 50％になる瞬間を基準にしており、励起光が図 5-7のようにガウシアンビームに

なっていると仮定すれば、ちょうどその光軸を横切る瞬間を基準にしていることになる。

そして、ガウシアンビームならばその強度分布𝐼は 

𝐼 =  𝐼0exp (−
𝑥2

2𝜎2
)  

となるので、ディテクターで測定されるパワー𝑃は、 

𝑃 ∝  ∫ exp (−
𝑥2

2𝜎2
) 𝑑𝑥

𝑥′

−∞

 

と、パワーの値からチョッパーの切れ目の位置が分かる。例えば、図 5-6の Δt はパワーが

75％から 25％に変化するまでの時間であり、これは、(5.2)から逆算すると 0.831σに相当す

る。レンズからチョッパーまでの距離 z を変えて、各 zでのビーム強度 1/e
2半径 ωを求め

図 5-5 ビーム径測定法 

図 5-6 ビーム強度の時間変化 図 5-7 ガウシアンビームプロファイル 

（5.1） 

（5.2） 
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た。 

 

 

 

  

図 5-8がその結果である。上図の赤い点が実測値で、緑の曲線は、ビームウェストを 

ω =  𝜔0 √1 + (
𝜆 (𝑧 − 𝑧0)

𝜋𝜔0
)

2

 

でフィッティングしたものである（フィッティング方法は附録②）。下は焦点付近を詳しく

見たもので、レンズから 325mmの場所で𝜔0 =15μmのビーム半径であることが分かる。な

お、もともとのレーザー光のビーム径は同様の方法で測るとω =0.52mmであったので、レ

ンズで絞ることによっておよそ 1000倍の光強度が達成されたと言える。レーザーパワーP

は 2mWなので、最大強度 I0を計算してみるとおよそ I0 = 4 kW/cm
2
 となり、これで先行研

究[19]などと同じオーダーの励起強度が実現できた。典型的に、吸収断面積 σは 10
-14

cm
2
[31]、

図 5-8 ビーム半径の測定 

（5.3） 
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自然放出レート Γは 10
8のオーダーであるから、おおよその飽和強度 Isatは 

𝐼𝑠𝑎𝑡 =
ℏ𝜔

𝜎

𝛤

2
≈ 1kW/cm2 

であり、乾電池駆動のレーザーポインタ程度の光源でも、飽和強度よりも強い励起強度が

実現できることがわかる。 

 

3. 単一光子観測の光学系 

 

 

 

 

 

 図 5-9 は作成した PMMA 薄膜中のコロイド量子ドットからの発光を集光して観測するた

めの光学系である。 

 ①CCDカメラで量子ドット発光のピント合わせ 

 3軸ステージ上に薄膜付の直角プリズムを設置する。試料からの発光を光学顕微鏡にて観

察する。倍率 100倍の対物レンズ（f=2.0mm NA:0.73）で発光を拾う。その後、発光の 640nm

付近の光のみを透過する干渉フィルター (オプトライン：FF02-628/40-25 透過率

T=97%@640nm 10
-7

@532nm)を通すことで、励起光の散乱光を除去する。そして、ステージ

を動かして、図 5-3のようにアライメント用 CCDカメラにピントを合わせる。 

図 5-9 発光観測の光学系 

（5.4） 
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図 5-10 He-Neレーザーのビームスポット 

(a) 

(b) 

(c) 
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 ②シングルモードファイバーへの発光導入のための、逆方向からの参照用 He-Ne レーザ 

  ービーム径測定 

間に 2枚ミラーを挟んで、シングルモードファーバー(SM600)を用意する。このシングル

モードファイバーにコロイド量子ドットからの発光を導入する。シングルモードファイバ

ーは 50：50の分岐ファイバーに融着しており、それが、ハーフビームスプリッターの役割

を果たしている。2つに分けた発光を、2台の SPCM にて観測する。第 2章で議論した、ハ

ンバリー・ブラウン・トゥイスの干渉系のセットアップと同じ光学系であることから、(2.11)

の強度相関を測ることができるまずは、測定の前に発光のアライメントを行う。ファイバ

ーの一端を SPCM から外してそこに He-Ne レーザーを導入する。He-Ne レーザーは波長

632.8nm とドットの発光 640nm に波長が近いので、干渉フィルターでカットされずにアラ

イメントできる。 

He-Ne レーザーは集光側のファーバーカプラ用の対物レンズからほとんどコリメートさ

れて顕微鏡内部のビームスプリッターや、干渉フィルターを通して薄膜に照射される。図

5-10の(a)は薄膜に照射されたHe-NeレーザーのビームスポットをCCDカメラで撮影したも

のである。(b)は(a)の画像から輝度パラメータをガウシアンでフィッティングしたものであ

る。(b)から、He-Neレーザーのビームスポットの強度 1/e
2
 半径 𝑤0は 3μmである。また(c)

中の θはシングルモードファイバーに導入される広がり角度を表す。ガウシアンビームの立

体角の関係から、この角度 θは、 

𝜃 =
𝜆

𝜋𝑤0
= 0.067 rad 

となる。広がり角度 θの値から求まる集光効率𝛺
4𝜋⁄ は 

𝛺

4𝜋
=  

2π(1 − cos 𝜃)

4𝜋
= 1.1 × 10−3 

となる。よって、ドットからの発光のおよそ 0.1％をシングルモードファイバーに導入でき

る計算になる。対物レンズの NA0.73 に対して集光効率は控えめであるが、これは、後述す

る長時間測定のためである。 

 図 5-10(a)のHe-Neレーザーのビームスポットの位置と、図 5-3のドットの発光の位置を、

CCD カメラで見ながら、3 軸ステージ（Newport:M562 最小目盛 1μm）で一致させる。こ

の手法で、量子ドットからの発光を集光する。 

 

 励起光を直角プリズムの下方向から照射する方法のメリットは幅広い領域を同時に照射

できるので、ドットを探しやすいことである。励起光と発光を同じパスを通す方法[16][20]

は、アライメントの面では扱いやすいが、サンプルのごく 1 部分しか照射できないので、

ドットを探す手間がかかる。また、通常励起光の方が発光に比べて遥かに強く、強い反射

光が発光の光軸を通り、フィルターを用いてもバックグラウンドの寄与が大きくなる。し

かし、プリズム表面で全反射条件を満たす本研究の方法ならば、大部分は反射されて集光

(5.5) 

(5.6) 
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部分には影響しない。ガラス表面でのわずかな散乱光のみを干渉フィルターを用いて取り

除けばよいので、バックグラウンドの小さい S/Nの良い実験が可能になる。 

 シングルモードファイバーの集光空間モード半径は 3μm である。また、薄膜内にはおよ

そ 50μm四方の範囲に 3個の発光点が存在する。この、集光空間モード面積と顕微鏡の視野

の面積比から考えると、集光空間モード内に存在する発光点の数はおよそ 0.01 個となる。

各空間モード内に存在する発行体の数はポアソン分布していると考える。すると、平均μ

個のポアソン分布は、 

𝑃𝑛(𝜇) =  
𝜇𝑛

𝑛!
 𝑒−𝜇 

なのでμ=0.01 にて 1個の発光点が 2個以上のドットからなる可能性は 

∑ 𝑃𝑛(0.01)∞
𝑛=2

𝑃1(0.01)
=  0.0050 

と 1 より十分に小さく、逆に言えば 1 個の発光点には 99.5％の確率で 1 個の発行体しか存

在しないことがいえる。これほどまでに低密度にした状態で、図 5-3のようにコロイド量子

ドットの発光を観測できたところが、[16][20]のように共焦点顕微鏡をスキャンして探し出

すという手法と大きく異なる点である。これらの方法では、発光を観測しても、それが単

一のコロイド量子ドット由来なのかどうかは強度相関を実際に測定しなければ判断できな

いが、本研究の方法では、発光が観測できれば、99.5％の確率で、それは単一のコロイド量

子ドットである。 

 

 なお、ファイバーカプラ用の対物レンズを非球面レンズに変更して、𝑤0をより小さく(3μm

→0.5μm)して、より高い集光効率を実現しようとしたが、実際には集光効率はあまり変わら

なかった。むしろ𝑤0が小さいために、顕微鏡などの振動の影響によってドットの位置と、

集光空間モードとズレてしまう、という現象が起こった。この現象により、長時間の観測

ができないので、結局は𝑤0を 3μmに戻した。広がり角度を広げても、集光効率が上昇しな

かったのは、シングルモードファイバーの N.A.(～0.1)によってリミットされて、広がり角

度を広げてもこれ以上に集光効率は上がらないのではないかと考えられる。 

 

 

 

(5.7) 

(5.8) 
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4. ブリンキングの観測 
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図 5-11は図 5-9の光学系図中の CCD カメラで、PMMA薄膜中に分散したコロイド量子ド

ットの発光を撮影したものである。図 5-11 の 8 つの画像は全て同一の条件化で、8 回撮影

したものあり、同じドットでも、発光している状態と発光していない状態を時間とともに

行き来することが分かる。なお、画像のスケールは図 5-3 と同じく縦が 50μm である。第 4

章で述べたブリンキングを観測していることになる。この画像撮影における露光時間は

300ms であり、各発光点の輝度が異なるのは、露光時間内にも on 状態と off 状態の行き来

があったことを示す。 

CCD の感度の問題から、露光時間をさらに短くして発光を観測するのは困難なので、短

い露光時間で高感度に発光観測を行うには SPCMを用いる必要がある。 

図 5-11 量子ドット発光撮影 
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5. 光子数カウントレートの観測 

 

 図 5-11 で発光している量子ドットのうちの１つを狙ってアライメントし、シングルモー

ドファイバーを通して SPCMへと導入し、TDC(Time to Digital Converter：Agilent technologies)

光子数を計測した。 

 TDC は、2台の SPCMから TTL信号の立ち上がりの瞬間を、50psの時間分解能で記録す

る装置である。SPCM-a を Ch-3 に、SPCM-b を Ch-4 に接続し、ゲートパルスをファンクシ

ョンジェネレーターで 100Hz（ゲート時間 10ms）とした。ゲート時間 10msは CCD カメラ

の露光時間の 30分の 1である。 

 

 

  

 

 図 5-12は TDC が記録した生データの 1部である。左の「3」や「4」は、どちらの SPCM

にきた信号かを、右の値はゲートパルス後に信号が来た時間を表す。例えば第 2 行目は

SPCM-aに 19809880×50ps = 990494ns後に光子を検出したことになる。また、左の「0」は

ゲート信号を表し、1 回目のゲートでは、2 台の SPCM で併せて 10 カウントあったことに

なる。1秒あたりで考えると、1000 c/s である。このようにカウントレートを定義し、この

カウントレートの時間変化を 100秒間調べたのが図 5-13(a)である。 

図 5-12 TDCによる生データ 
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図 5-13(a)を見ると、データ点は 15000c/s あたりと、0 付近で濃くなっており、その間の

値をとるデータ点は少ない。これは、カウントレートが連続的に変化するのではなく、

15000c/sのカウントレートを観測できる状態とほとんど観測できない状態、という 2つの完

全に異なる状態を行き来していることが分かる。これが、第 4 章で述べたコロイド量子ド

ットのブリンキング現象である。よって、約 15000c/s のカウントレートを得られる時間が

on 時間、カウントレートの値が低い時間を off時間と考える。 

図 5-13 光子数カウントレートの時間変化 

(a) 

(b) 
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図 5-13(a)のうち 10～20秒の部分のみを抜き出したものが、図 5-13(b)である。このグラフ

からは、onと offの入れ替わりには、周期性は見当たらない。on時間も off時間も、1s以上

長く続くこともあれば、逆に 10msで入れ替わる短い場合もある。on状態や off状態の継続

時間はべき乗則に従うので、継続時間に対する期待値は定義できないことは、第 4 章でも

述べた。 

 

 また、図 5-13(a)の 10000点のデータで、各カウントレートの頻度分布をとったものが、図

5-14である。 

 

 

 

 

 図 5-13のデータ点数の濃淡からも予測はできたが、頻度分布をとったことで、on状態と

off状態が、はっきりと二値的な分布をとることが分かる。また、on状態の頻度分布の広が

りをガウシアンでフィッティングしてみる（青線）と、その中心は 13500c/sであったこと

から、on状態では平均 13500c/sの光子を検出できる、と言える。 

 また、on状態のヒストグラムの広がりから 8000c/sくらいで、山が埋まっているので、カ

ウントレート 8000c/sより高いカウントレートのときのみを取り出して解析すれば、off時

間の影響のない、on時間のみの解析が可能になる。 

 

 

 

 

図 5-14 カウントレートのヒストグラム 
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6. アンチバンチングの観測 

 

 図 5-12の生データから、2つのチャンネルでの信号の各時間差のイベント数を個別に数

え上げることで、規格化前の強度相関𝐺(2)(τ) = 〈𝐼(𝑡)𝐼(𝑡 + 𝜏)〉を算出できる。（解析プログラ

ムは附録③） 

 

 

 

図 5-15の青点は、取得したデータ内で、時間差を 1nsごとに区切り、各時間差が何回あ

ったかを数えたヒストグラムである。遅延時間 τ=0近傍にて、イベント数が落ち込んでいる。

これは、単一光子ならば複数に分割できないので同時検出できない、という第 2章で述べ

たアンチバンチング特性を示している。 

赤線は青点に対して、 

𝐺(2) = 𝑁0{1 − 𝐴 exp(−𝛤|𝜏 − 𝜏0|)} 

でフィッティングした曲線である。ここで、𝛤は自然放出レートに相当し、その値は 7×

10
7
c/sであった。その逆数にあたる励起寿命𝛤−1は 15nsである。この 15nsという値は先行

研究[19]と同じオーダーである。また、A =0.9 であり、同時検出の頻度は 0に近く、2光子

以上の同時放出は十分に抑制できていることがわかる。 

 

 

 

図 5-15 コロイド量子ドットのアンチバンチング 

(5.9)  
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次に図 5-15の関数の規格化を行った。 

 

 

 

(a) 

(b) 
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図 5-16(a)は図 5-15を規格化しただけのグラフである。しかし、規格化してみると、20ns

以下のアンチバンチング時間以外では、強度相関は 2 に近い値をとることがわかった。一

般的には、遅延時間を長くとれば強度相関関数はフラットになり、その値が１に近づく。

そこで、見る時間幅を 10倍の±1μsにしたものが、図 5-16(b)、さらに広げて±100μsにし

たものが、図 5-16(c)である。1μs程度の時間では相関関数はフラットなままである。100μs

までみると１よりも小さく落ち込んでいる。しかし、この落ち込みは、相関関数が１に近

づいて減少したのではなく、100μsの時間が経つ前に別のスタートシグナルが到達したこと

によるデータ数の減少を表すものである。カウントレートが 10
4
c/sのオーダーであることが、

その裏付けである。 

相関関数が１より大きい範囲が広いのは、ブリンキングの onと offの入れ替わりの時間

が長く、しかもランダムであるためにいつまでたっても１に近づかないからではないか、

と考えている。ゲート時間を数十秒のオーダーまで長くとり、さらに解析方法を変えて、

別のスタートに影響されない完全なマルチスタート・マルチストップにできれば、相関関

数が１に近づく様子が観測できるであろう。 

 

 

 

 

 

図 5-16 規格化強度相関関数 

(c) 
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次に、on状態のみを選び出して、同じく規格化強度相関関数を求めた。 

 

 

 
図 5-17 on状態のみの強度相関 

(c) 

(b) 

(a) 



47 

 

図 5-17はカウントレートに閾値を定め、その閾値よりも少ない部分は off状態として強度

相関の計算から排除した上で、改めて強度相関関数を求めて規格化したものである。(a)で

は閾値を 4000c/sに、(b)は 8000c/sに、(c)は 12000c/sにした。いずれもグラフの形にはほぼ

変化はないが、(b)や(c)では裾野もほぼ 1に近い値となっている。on時間のみで見れば、ア

ンチバンチング時間以外はフラットで無相関であることがわかる。 

 

単一コロイド量子ドットの発光はアンチバンチング特性を示した。これは、同時に 2つ

の検出器では検出できない、という証である。これはすなわち、第 3章の量子暗号で触れ

た、「盗聴者の光子分割攻撃に対する耐性」を持つことの証拠である。 
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7. 発光の励起強度依存性 

 

 アンチバンチングをとったことでコロイド量子ドットの自然放出レートが分かった。よ

って、on 状態の平均カウントレートと、自然放出レートを比較することで、飽和パワーを

計算できる。 

 まずは、コロイド量子ドットの光子放出レート𝑊𝑃を求める。放出した光子のうちどの程

度検出したか、を考えると、 

𝜇 =  𝑊𝑃

Ω

4𝜋
 𝑇 𝜂 

という関係が成り立つ。𝜇はカウントレートの平均 13500c/s である。Ω 4𝜋⁄ は(5.5)で算出し

た 1.1×10
-3である。𝑇は光学系途中のビームスプリッターやシングルモードファイバーにお

ける伝送効率である。ビームスプリッターでは 0.5、シングルモードファイバーでは最大 0.8

なので、𝑇は考えられる最大値 0.4 とする。最後の𝜂は SPCM の検出効率であり、640nm の

波長では 0.7である。 

 以上から単一量子ドットの光子放出レート𝑊𝑃は 4.4×10
7 s

-1となる。 

 

 次にこの𝑊𝑃と自然放出レート𝛤を比較する。𝛤は 7×10
7 s

-1である。ここで、飽和パワー

を考えると𝑊𝑃と𝛤には、 

𝑊𝑃 =  𝛤

𝑃
𝑃𝑠𝑎𝑡

⁄

1 + 𝑃
𝑃𝑠𝑎𝑡

⁄
 

という関係がある。Pは励起光パワーである 2.0mWなので、値を代入して飽和パワー𝑃𝑠𝑎𝑡を

計算すると、1.2mW となる。よって、2mW 程度の弱い励起で、飽和パラメータでは 1.7 と

なる強い励起が実現できている。 

 

 また、カウントレートからの逆算だけでなく、実際に励起光強度を変化させて、各強度

でのカウントレートを比較した。図 5-18(a)は 1.4ｍW、0.83mW、0.39mW、0.14mW の 4 つ

の励起光強度にて、それぞれの強度での on時間での最頻値をとったものである。この 4点

で(5.10)でフィッティングしてやると、飽和パワー𝑃𝑠𝑎𝑡は 2.0mWと求まった。各ドットの個

体差のためか、自然放出レートから求めた場合と若干ことなるが、いずれにしても、2mW

の励起レーザーで飽和レベルの強い励起が出来ていることはわかった。 

 図 5-18(b)は各強度でのカウントレート頻度分布である。励起強度が高いと得られるカウ

ントレートは増すが、測定時間内での off時間の割合も多くなることを示している。高いカ

ウントレートを得るためには、カウントレートと併せて on-offの割合も考慮に入れて最適な

励起パワーで測定を行う必要があろう。 

 

(5.10) 

(5.11) 
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図 5-18 カウントレート強度依存性 

(b) 

(a) 
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8. 単一コロイド量子ドットの分光 

 

単一コロイド量子ドットの線幅を測るために、分光器(ORIEL:MS257)を用いた分光実験を

行った。 

 

 

 

 

本研究は図 5-19のシグマアルドリッチ社の Lumidot640 を用いており、カタログによると

半値全幅は 60nm以下とある。 

そこで、まずは量子ドットの集団での発光スペクトル測定した。 

 

 

図 5-19 製品の発光スペクトル 

 （シグマアルドリッチ社 HP） 

図 5-20 集団量子ドット発光スペクトル 
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図 5-20はアンチバンチングを確認した薄膜と比較して、ドットの濃度が 10
6倍濃い薄膜

を作成し、露光時間 30sで、スペクトルを測定したものである。なお、実験で扱っている干

渉フィルターは 650nmより長波長だとカットしてしまうので、この測定に限り、外して分

光実験を行っている。この結果をガウシアンフィット(赤線)してやると、中心波長は 641nm

で、半値全幅 30nmであった。 

次に、アンチバンチングを測定した薄膜を用いて、一方の SPCMで光子検出しているこ

とを確認しながら、分光器にて発光スペクトルを測定した。 

 

 

 

 図 5-21はブリンキングしている量子ドットを、露光時間 60s×積算 10回の計 10分間分

光することで得られたスペクトルである。集光空間モード内にドットがある場合と、無い

場合の２つの結果の差をとることで、純粋な単一量子ドットの発光のみを取り出している。

630nm～650nmの間で、ローレンチアンフィッティング(赤線)すると、中心波長は 639nmで

半値全幅は 11nmであった。 

集団での線幅 30nmに比べて、単一では 11nmと狭くなった。これは、集団であるが故の

個体差の影響がなくなったためだと考えられる。化学的に合成された量子ドットなので、

各ドットを構成する Cd原子や Se原子の数（分子量）に揺らぎがでてしまうが、単一ドッ

トではそういった不均一広がりが排除されている。 

ただし、Wiener-Khinchine の定理[32]から考えると、単一のコロイド量子ドットの発光も

線幅は大きく広がっている。励起寿命から考えられる発光の自然幅は、15nsの逆数なので

図 5-21 単一量子ドット発光スペクトル 
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数十MHｚになるはずである。しかし、中心波長 639nmに対する 11nmの広がりは、周波数

で言うと 10THｚに相当する。このように線幅が拡がってしまう原因としては、以下のよう

な先行研究がなされている[22]。 

量子ドットが一度 off状態に変化すると、ドット内部の帯電により、強い電場が発生し、

内部構造が Starkシフトによって変化する。その結果、後に on状態に戻っても影響が残り、

エネルギー準位が数 meVずれる。数 meV のズレが、数 THｚの中心周波数のズレとして現

れる。露光時間を長くとることで、中心周波数のシフトが合算されて、不均一な広がりと

して観測されるのである。 

中心周波数のズレが無い、1光子レベルのスペクトルを測るには、ブリンキングの on時

間スケールよりも短い(ms オーダー)の露光時間で高感度な測定を行わなければならないた

め、分光器を用いた現状の方法では不可能である。しかし、光子相関フーリエ分光[33]や、

光子相関スペクトラム拡散測定[34]によって、測定できるものと考えている。 
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第 6 章 

今後の展望 

 

 本研究では、コロイド量子ドットを低密度に分布させた薄膜を作成し、常温にて単一光

子状態を得ることに成功した。コロイド量子ドットの特徴として、発光波長選択の自由度

が高いことがあげられるので、それをいかした今後の展望について本章で述べる。 

 

・量子暗号波長多重化実験 

 

 

 

 本研究では 1種類のコロイド量子ドットしか用いなかったが、中心波長の大きく異なる

コロイド量子ドットと混合した薄膜を作る。 

 各ドットからの発光を、空間位相変調器（浜松ホトニクス：X10468）を用いて同一のシ

ングルモードファイバーに導入する。 

 ファイバー後、回折格子にて波長別に分割し、各波長の単一光子を観測する。 

 

 発光波長の種類を増やせば、量子暗号通信の高速化に向けた可能性が開く。例えば、図

5-19より、シグマアルドリッチ社のカタログで言うならば、可視光内での波長選択肢の幅

は 300nmほどである。それに対して、単一のコロイド量子ドットの半値全幅は 11nsなので、

適したオプティクスを用意すれば 10個程度までならば多重化できる。 

 

 

 

 

図 6-1 波長多重化実験の概念図 
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・ファブリペロー共振器による発光増強 

 

 

 

 

 

 図 6-2のように、ファブリペロー型共振器を組んで、単一光子放出の増強も行いたい。 

プリズムの斜面を発光波長に対して発光波長の高反射コーティングを行う。また、ファイ

バーの端面を凹面加工し、同じく高反射コーティングを行う。ファイバーには、シングル

モードファイバーに融着させたグレートインデックスファイバーを用いる予定である。 

図 6-2 ファブリペロー型共振器 
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附録① 

従来の単一光子発生方法との比較 

 

単一光子を得るには基本的には、励起状態の粒子１個を何らかの方法で用意し、基底状

態へと落ち込む際の蛍光を得ればよい。電子の運動エネルギーを光エネルギーに変換する、

という手法は、言ってみれば光エネルギーを自由電子の運動エネルギーへと変換する光電

効果の逆過程である。本研究で用いたコロイド量子ドット以外にも様々な方法で単一光子

発生は確認されている。 

 

・原子、イオン 

単一の天然粒子である原子やイオンを用いて、単一光子の発生が確認されている[23][24]。

天然に存在する二準位系を用いて、励起と発光観測を行う最も自然な光源である。これら

の天然粒子を用いるメリットとしては、10MHz 程度の狭い線幅の発光であることから、不

可識別な単一光子源として優秀である。ただし、天然粒子の二準位系を用いるということ

は、発光波長の選択肢が限られている。 

 

・結晶格子欠陥、分子 

 純粋な二準位系ではなくとも、分子やダイヤモンド結晶格子欠陥（NV 中心）と呼ばれる

手法でも単一光子を放出する[24][25][26]。特に、NV 中心は常温で単一光子を放出するので、

実用の面で考えると扱いやすい。励起波長の自由度も高く、バンドギャップよりも短い波

長（532nm など）なら励起できる。下図のようなエネルギー構造を持ち、638nm の蛍光波

長の光を放出する。光子の不可識別性も得られているが、やはり二準位系の場合と同じく

波長選択性は乏しい。 

 

 

 

 

図 7-1 NV中心エネルギー準位 
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 ・エピタキシャル量子ドット 

 真空装置内にて、半導体を結晶成長させて基板上等に量子ドットを作りこむ方法である

[27]。狭い線幅を持ち、作る際に大きさを変化させることで、発光波長を自在に操作できる

準粒子である。クーロンブロッケード現象（励起電子による電圧の変化によって抵抗値が

増大し、結果として 2 個目以降のトンネル電流が発生しない）によって単一光子源として

機能するが、これを満たすためには冷却する必要があり、実用性に難があると言える。光

子の不可識別性を得られているがまた、結晶の成長速度が遅く、量産には不向きである。 

 

 ・パラメトリック下方変換法 

 これまでの方法とは大きく異なり発光源は 1粒子ではない。非線形光学結晶に 2ωの周波

数の光を照射して、２つに分割したωの周波数で双子の単一光子のペアを発生させるパラ

メトリック下方変換という方法である[28]。2 光子は同時に発生するので、片方の光路の先

に検出器を設置しておいて、そこで光子を検出すれば、もう一方にも単一光子が確実に発

生している。また、この双子の光子対はエンタングルしているため、前章で紹介した E91

プロトコルの暗号通信に有用である。今日、単一光子発生の主流となっている方法である。

ただし、ポンプ光として強いパワーのレーザーが必要であり、非常に多大な電力を消費す

ることから、実際に通信手段として普及させることを考えると、現実的ではない。 
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附録② 

最小２乗法によるフィッティング 

 

実験系の研究にとって、測定値と理論曲線から適切なパラメータを導き出すには、適切な

フィッティング方法を選ぶ必要がある。フィッティング方法の１つとして本研究ではフリ

ーソフトで最小２乗法を行ったので、手法を紹介する。（例：強度相関からの寿命の決定） 

 

 

 

１.Open Office . Calcをインストールする。セル形式でエクセルと同じように使える。 

2.測定値を入力（図の A列と C 列） 

3.理論曲線を入力  

A 列を変数 τとして、          {        |    |   } で F列に表示。F2～I2を

定数としてそれぞれ F2=N0  G2=T  H2=     I2= A として、近いであろう値を仮に入力 

（N0 = 30 , T = 10 ,    = 0 , A = 0.9 と入力） 

4.実測値 C 列と計算値 F列の差をとり 2乗して、その値（2乗残差）を G列に表示 

  G 列＝(C 列－F列)
2 

5.G列の総和を I4に表示。 

 



58 

 

6.ツール→ソルバーでターゲットに I4を、変更セルに F2～I2、最小値を選んで「解決」 

 

 

7.最適な係数が表示されて、最小２乗でフィット終了。 

 寿命 15nsを得た。 
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附録③ 

強度相関算出のための C ソース 

 

第 5 章 6 で、TDC の生データファイルから規格化前の強度相関グラフを算出した自前の

C ソースを、こちらで紹介する。 

生データを 1.txt、2.txt…としたファイル名で保存すると、1から順に存在するだけファイ

ルを開き続け Ch3と Ch4の時間差を記録する。 

 

・tdctime2.c 

 

// TDCの出力を標準入力とし、コモン 1回あたりの Ch1～6までのカウント数を標準出力する 

#define LENGTH 120 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#define R_KABE 60  //onと offを分ける閾値 

#define T 100000  //遅延時間幅 

#define AL 300 //平均頻度とるとこ 

int element(char str[],char ch,int num); 

// 3 0 1234 の書式の中から、 

// num番目の文字 chの後ろから、chあるいは改行まで文字を整数とする 

// この例なら、num=2,ch='¥t'として、1234が返される。 

 

int main(){ 

 FILE *fpa,*fpb,*fpc; 

 char str[LENGTH],bch='0'; 

 int ch,i=0,a,b,k,l,m=0,common=0,b3count=0,b4count=0; 

 int filenum=1; 

 double rat=0; 

 char filename[20]; 

 int rate[500],r=0,tau=0,rsum=0; 

 for(l=0;l<=499;l++){ 

  rate[l]=0; 

 } 
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 //if((fpb=fopen(filename,"rt"))==NULL){ 

 // fprintf(stderr,"はい、ダメね¥n"); 

 // return -1; 

 // } 

 //for(filenum=1;(fpb=fopen("filenum.txt","rt"))!=NULL;filenum++){ 

  while(1){ 

   sprintf(filename,"%d.txt",filenum); 

 

  if((fpb=fopen(filename,"rt"))==NULL){ 

fprintf(stderr,"はい、おしまい¥n");//これ以上データが無ければ終了 

   return -1; 

  } 

  if((fpa=fopen("neoSoukantime.txt","at"))==NULL){ 

   fprintf(stderr,"はい、ダメ¥n"); 

   return -1; 

  } 

  if((fpc=fopen("Number.txt","wt"))==NULL){ 

   fprintf(stderr,"イヤン¥n"); 

   return -1; 

  } 

  while((ch=fgetc(fpb))!=EOF){ 

   str[i]=(char)ch; 

   if(ch=='¥n' && str[0]=='3' && bch=='4'){ 

    str[i]='¥0'; 

a=b4count-element(str,'¥t',2);//ch4 への信号が来た時間との差を求める 

    b=(a-9)/20+T;//ns に変換して正の値にする 

    r++; 

if(b>=0 && b<=2*T){//決めた遅延時間内ならば配列に組み込む 

    //fprintf(fpa,"%d¥t%d¥n",common,b-T); 

    rate[m]=b-T; 

    m++; 

    } 

    bch=str[0]; 

    b3count=element(str,'¥t',2); 

    i=0; 
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   }else if(ch=='¥n' && str[0]=='4' && bch=='3'){ 

    str[i]='¥0'; 

    a=element(str,'¥t',2)-b3count; 

    b=(a+10)/20+T; 

    r++; 

    if(b>=0 && b<=2*T){ 

    //fprintf(fpa,"%d¥t%d¥n",common,b-T); 

    rate[m]=b-T; 

    m++; 

    } 

    bch=str[0]; 

    b4count=element(str,'¥t',2); 

    i=0; 

   }else if(ch=='¥n' && str[0]=='0'){ 

    common++; 

    bch=str[0]; 

    b3count=element(str,'¥t',2); 

    b4count=element(str,'¥t',2); 

    i=0; 

if(r>=R_KABE && m!=0){//光子数カウントが閾値以上なら記

録する 

     tau++;//測定時間としてカウント 

     rsum+=r;//スタート数としてカウント 

     for(l=0;l<m;l++){ 

fprintf(fpa,"%d¥t%d¥n",r,rate[l]); //on 状態での common と

Ch3 と Ch4 の時間差を記録 

     } 

    } 

for(l=0;l<=499;l++){//common の終わりに配列をリセット 

     rate[l]=0; 

    } 

    r=0; 

    m=0; 

   }else if(ch=='¥n' && str[0]!='#'){ 

    bch=str[0]; 

    b3count=element(str,'¥t',2); 
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    b4count=element(str,'¥t',2); 

    i=0; 

   }else if(ch=='¥n'){ 

    i=0; 

   }else{ 

    i++; 

   } 

  } 

  rat=(double)rsum*100/tau;//スタートのカウントレート 

fprintf(fpc,"%d¥n%d¥n%f",rsum,tau,rat);//全データ数、on 状態の測定時間、片方のチャンネルの

平均カウントレートを記録 

  printf("%s %d¥n",filename,filenum); 

  printf("neoSoukantime.txt に保存した¥n"); 

  fclose(fpa); 

  fclose(fpb); 

  fclose(fpc); 

  filenum++; 

  common=0; 

  } 

 return 0; 

} 

 

int element(char str[],char ch,int num){ 

 int i=0,j=0,tabnum=0; 

 char strb[LENGTH]; 

 while(tabnum<num){ 

  if(str[i]==ch){ 

   tabnum++; 

  } 

  i++; 

 } 

 while(str[i+j]!=ch && str[i+j]!='¥0'){ 

  strb[j]=str[i+j]; 

  j++; 

 } 

 strb[j]='¥0'; 
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 return atoi(strb); 

} 

 

 

作成された neoSoukantime.txt を頻度分布作成のプログラムにかけることで、規格化前の

強度相関 G
(2)を算出できる。 

 

2linehist.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <conio.h> 

#include <direct.h> 

#define N 100000 //ヒストグラム横軸中心 

 

main(int argc, char *argv[]){ 

 FILE *fpa,*fpb; 

 errno_t error; 

 int filenum=1;  

 int h[2*N+1],i,u,d; 

 char filename[20],ch; 

 for(i=0;i<=2*N;i++){ 

  h[i]=0; 

 } 

 

 if(argc<2){ 

  fprintf(stderr,"読み込みファイルを指定しましょうね¥n"); 

  return -1; 

 } 

 if((fpa=fopen(argv[1],"rt"))==NULL){ 

  fprintf(stderr,"読み込みファイル %s を開けませんねぇ¥n",argv[1]); 

  return -1; 

 } 

 sprintf(filename,"Histgram-%d.txt",filenum); 

 while((error=fopen_s(&fpb,filename,"rt"))==0){ 

  fclose(fpb); 
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  filenum++; 

  sprintf(filename,"Histgram-%d.txt",filenum); 

 } 

 if((fpb=fopen(filename,"wt"))==NULL){ 

  fprintf(stderr,"書けねえなあ"); 

  return -1; 

 } 

 while((ch=fgetc(fpa))!=EOF){ 

  fscanf(fpa,"%d¥t%d",&u,&d); 

  if(d>=-N && d<=N){ 

   h[d+N]++; 

  } 

 } 

 for(i=0;i<=2*N;i++){ 

 fprintf(fpb,"%d¥t%d¥n",i-N,h[i]); 

 } 

 printf("Histgram-%d.txt に保存したゾ",filenum); 

 fclose(fpb); 

 fclose(fpa); 

 return 0; 

} 
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