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本論文では CuCl における励起子分子共鳴ハイパーパラメトリック散乱（RHPS）による

偏光量子もつれ光子対の発生効率の評価と詳細な量子状態の解析について報告し、その内

容は全 4 章で構成される。第 1 章は背景である。背景として、現在の量子情報の潮流に対

する RHPS の重要性を述べ、重要な概念である量子もつれ光子対と RHPS の詳細を紹介す

る。第 2 章の内容は RHPS によって発生した量子相関光子対の定量的評価である。RHPS で

は発生効率などの定量的評価がこれまでされておらず、他の量子もつれ光子対の発生手法

と比較されていなかった。そこで、RHPS の光子検出頻度を様々な励起密度において測定

することで、RHPS 以外の現象の寄与を分離し、RHPS の発生効率を決定することに成功し

た。また、2 光子同時検出頻度の観測から、真の同時観測頻度と偶然の同時観測頻度の比

を評価し、得られた物理量を用いて他の量子もつれ光子対発生手法との比較に成功した。

第 3 章の内容は RHPS によって発生した量子相関光子対における２光子偏光密度行列の励起

密度依存性である。いくつかの条件で偏光射影測定を行うことで 2 光子偏光密度行列を算出

することができる。この測定を様々な励起密度下において行い、得られた偏光密度行列の変

化について議論した。得られた密度行列に対する忠実度、線形エントロピーおよびタングル

の評価から、実験で得られた密度行列は無偏光状態と理想状態の混合で表現できることがわ

かった。無偏光状態の混合比は励起密度の上昇に伴って増加する傾向にあり、その原因が複

数の光子対が同時発生する確率が増大することにあることを突き止めた。第 4 章は本論文の

総括を述べている。 

 

第 1 章 背景 

近年、量子アニーリングを行う量子コンピュータの商業運用などに代表されるように量子

情報の発展がめざましい。量子演算に関しても初期状態として大規模な量子もつれ状態を

用意することで線形変換のみで量子コンピューティングを実現出来るという提案がある。

このように、多粒子からなる量子もつれ状態を実現することは量子情報の大きな進展につ

ながる可能性がある。そのような多粒子間における量子もつれ状態を実現出来る可能性が



ある系として、半導体 CuCl における励起子分子共鳴ハイパーパラメトリック散乱(RHPS)

という現象に着目した。この現象は半導体中の励起子分子状態を 2 光子吸収によって直接

生成するため、非常に大きな非線形光学係数を有している。生成された励起子分子から量

子もつれ光子対が放出されることから、生成効率の高い量子もつれ光子対発生手法として

知られている。しかし、この手法に関する報告は量子もつれ光子対の観測のみであり、生

成効率の定量化や複数の光子対発生については議論されていない。 

 

第 2 章 RHPS によって発生する量子相関光子対の定量的評価 

RHPS では発生効率などの定量的評価がこれまでされておらず、他の量子もつれ光子対の発

生手法と比較されていなかった。しかし、RHPS では従来の自発的パラメトリック下方変換

などを用いた手法と異なり、RHPS 以外の現象に由来する光子の寄与が無視できない程度に

存在する。従って、RHPS の発生効率を決定するためには RHPS 以外の現象の寄与を分離す

る必要がある。そこで、RHPS とそれ以外の光子の発生頻度の励起密度依存性が異なってい

ることを利用し、光子検出頻度の測定を行うことで RHPS およびそれ以外の光子の発生効

率を決定した。また、2 光子同時検出効率の励起密度依存性を観測することで量子もつれ

もつれ光子対の純度の指標である真の同時検出と偶然の同時検出の比を求めることができ、

得られた値を他の発生手法と比較することが出来た。これらの結果から RHPS が励起子分

子の共鳴の効果によって非常に大きな量子もつれ光子対の発生効率を有していることが明

らかになった。 

 

第 3 章 RHPS によって発生した量子相関光子対における２光子偏光密度行列の励起密度依存

性 

RHPS では励起子分子の実励起を伴うために高密度励起下においてはどのような量子状態をと

るかを予測できない。このような状況ではより複雑な量子相関が発達する場合があり、他の

系にはない条件として興味深い。しかし、RHPS においては高密度励起下おける量子もつれ光

子対の量子状態については全く議論されておらず、ほとんど何も分かっていない。そこで、

本論文では RHPS における高密度励起下における量子もつれ光子対の観測を初めて行い、その

量子状態について議論した。量子もつれ光子対の量子状態 2 光子偏光密度行列で表現され

る。偏光密度行列は様々な組み合わせの偏光射影測定を行うことで算出することが出来、本

論文ではいくつかの励起密度下において偏光密度行列を算出した。得られた密度行列は励起

密度の増大に伴って大きく変化しており、その変化の原因を解析するため、忠実度、線形エ

ントロピー及びタングルと呼ばれる物理量を評価した。その結果、実験で得られた密度行列

は無偏光状態と理想状態の混合で表され、励起密度の増大に伴って無偏光状態の混合比が増

加していることがわかった。この無偏光状態の増加は複数の量子もつれ光子対の同時発生を

考慮することで上手く説明出来ることが分かった。 

 

第 4 章 結論 

この章では本論文の総括を述べる。 
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	 量子光学分野において注目されている量子相関光子対（以後，量子もつれ光子対と呼ぶ）は，

量子情報通信や量子コンピュータなどへの応用が期待されている。この量子もつれ光子対は，2
つの光子の単純な重ね合わせの状態で表されず，2 つの光子間でお互いに相関を有した状態を示
している。本研究では，励起子分子共鳴ハイパーパラメトリック散乱(Biexciton-Resonant Hyper-
parametric Scattering: RHPS)を用いることによって，CuCl半導体結晶から量子もつれ光子対を発
生させ，その量子もつれ光子対の量子状態を明らかにすることを目的に研究を行っている。特に，

RHPS 法によって生じた量子もつれ光子対の発生効率，および，高密度励起条件下における量子
もつれ光子対の量子状態を世界で初めて明らかにしている。 
	 本論文では，RHPS法を用いて生成された CuCl半導体からの量子もつれ光子対の発生効率，お
よび，高密度励起条件下における量子もつれ光子対の量子状態を明らかにすることを主目的とし，

以下の２つの内容について報告している。 
	 本研究で着目する 3次の非線形光学過程である RHPSを用いた CuCl半導体からの量子もつれ
光子対の発生効率は非常に高いと期待されていたが，今まで，その発生効率についての研究報告

が無かった。本研究では，RHPS による量子もつれ光子対の光子検出頻度を様々な励起光強度で
測定することで，量子もつれ光子対の発生効率を定量的に評価している。本研究によって，RHPS
による量子もつれ光子対の発生効率は，励起子分子の共鳴効果によって非常に大きな値を示すこ

とを初めて明らかにしており，他の 3次の非線形光学過程を利用した発生方法と同程度であるこ
とを見出している。  
	 RHPS を用いた量子もつれ光子対の発生において，高密度励起下における量子もつれ光子対の
量子状態を明らかにすることは，量子情報通信への応用や量子もつれ光子対のレーザーの開発の

ためには必要不可欠の課題である。本研究において，様々な励起光強度で，量子もつれ光子対の

偏光相関測定をすることで，高密度励起による量子もつれ光子対の量子状態の変化を明らかにし

ている。その結果，本研究によって，高密度励起下における量子もつれ光子対の量子状態は，無

偏光状態と，量子もつれ光子対の理想状態との混合状態を有していることを見出している。また，

励起光強度の増加による無偏光状態の増加は複数の量子もつれ光子対の同時発生が原因である

ことを初めて明らかにしている。 
以上のように本研究において，励起子分子共鳴ハイパーパラメトリック散乱によって生じた量

子もつれ光子の発生効率の評価，および，高密度励起下における量子もつれ光子対の量子状態の

解明は卓越した成果であり，高く評価できる。また，この成果は，物理分野のみならず，応用分

野である情報通信の領域にも多大なる影響を与えるものと期待される。 
本委員会は，本論文は学位論文として十分な内容を有しており，また，本学位論文提出者であ

る山本康男は学位を授与するのに十分な学力および見識を有しているものと判断した。	
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