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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
量子暗号鍵の生成に用いられる符号化されたパルスレーザ光を生成し、当該パルスレー
ザ光からなる光パルス列を量子暗号鍵入力装置に出力する量子暗号鍵出力装置であって、
前記パルスレーザ光を繰り返し生成する光源と、
前記量子暗号鍵に基づいて前記パルスレーザ光を符号化するエンコーダと、
符号化された前記パルスレーザ光を第１光路及び第２光路に所定の光強度比となるよう
に分岐させる光分岐部と、
前記第１光路に分岐された前記パルスレーザ光である第１パルスレーザ光の光子数が１
以下の値である複数の候補値のうちの何れかとなるように、前記第１パルスレーザ光の光
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強度を減衰させる減衰部と、
前記減衰部によって光強度を減衰させられた前記第１パルスレーザ光を前記量子暗号鍵
入力装置に出力する光出力部と、
前記第２光路に分岐された前記パルスレーザ光である第２パルスレーザ光の光強度が所
定の範囲内にあるか否かを判定する光強度判定部と、
前記光強度判定部によって光強度が前記所定の範囲内にないと判定された前記第２パル
スレーザ光に対応する前記第１パルスレーザ光を特定する特定情報を、前記量子暗号鍵入
力装置に出力する情報出力部と、を備える、量子暗号鍵出力装置。
【請求項２】
前記光強度判定部は、
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前記第２パルスレーザ光を入力し、入力された前記第２パルスレーザ光の光強度に応じ
た電気信号を出力する光電変換部と、
前記光電変換部によって出力された前記電気信号に基づいて、当該電気信号に係る前記
第２パルスレーザ光の光強度が前記所定の範囲内にあるか否かを判定する比較部と、を有
する、請求項１に記載の量子暗号鍵出力装置。
【請求項３】
前記特定情報は、前記光源によって繰り返し生成される前記パルスレーザ光に係る前記
第１パルスレーザ光のうち、前記光強度判定部によって光強度が前記所定の範囲内にない
と判定された前記第２パルスレーザ光に対応する前記第１パルスレーザ光の順番に関する
情報を含む、請求項１又は２に記載の量子暗号鍵出力装置。
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【請求項４】
前記特定情報は、前記光源によって繰り返し生成される前記パルスレーザ光に係る前記
第１パルスレーザ光のうち、前記光強度判定部によって光強度が前記所定の範囲内にある
と判定された前記第２パルスレーザ光に対応する前記第１パルスレーザ光の順番に関する
情報を含む、請求項１〜３の何れか一項に記載の量子暗号鍵出力装置。
【請求項５】
前記エンコーダは、
前記パルスレーザ光を互いに干渉性を有する一対のパルスに分割する干渉計と、
前記パルスレーザ光の位相を変調する位相変調部と、
前記パルスレーザ光の光強度を変調する強度変調部と、を有し、
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前記パルスレーザ光を、前記干渉計によって前記一対のパルスに分割すると共に、前記
位相変調部によって当該パルスレーザ光の位相を変調し、且つ、前記強度変調部によって
当該パルスレーザ光の光強度を変調することによって、当該パルスレーザ光を符号化する
、請求項１〜４の何れか一項に記載の量子暗号鍵出力装置。
【請求項６】
前記位相変調部は、前記干渉計よりも後段に配置されている、請求項５に記載の量子暗
号鍵出力装置。
【請求項７】
請求項１〜６の何れか一項に記載の量子暗号鍵出力装置と、
前記量子暗号鍵出力装置によって出力される前記光パルス列を入力する量子暗号鍵入力
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装置と、を具備し、
前記量子暗号鍵入力装置は、
前記光出力部によって出力された前記第１パルスレーザ光を入力する光入力部と、
前記情報出力部によって出力された前記特定情報を入力する情報入力部と、
前記光入力部によって入力された前記第１パルスレーザ光から、前記情報入力部によっ
て入力された前記特定情報によって特定される前記第１パルスレーザ光を除外して、新た
な量子暗号鍵とする鍵蒸留部と、を備える、量子暗号鍵通信システム。
【請求項８】
量子暗号鍵の生成に用いられる符号化されたパルスレーザ光を生成し、当該パルスレー
ザ光からなる光パルス列を量子暗号鍵入力装置に出力する量子暗号鍵出力方法であって、
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前記パルスレーザ光を繰り返し生成する発光工程と、
前記量子暗号鍵に基づいて前記パルスレーザ光を符号化する符号化工程と、
符号化された前記パルスレーザ光を第１光路及び第２光路に所定の光強度比となるよう
に分岐させる光分岐工程と、
前記第１光路に分岐された前記パルスレーザ光である第１パルスレーザ光の光子数が１
以下の値である複数の候補値のうちの何れかとなるように、前記第１パルスレーザ光の光
強度を減衰させる減衰工程と、
光強度を減衰させられた前記第１パルスレーザ光を前記量子暗号鍵入力装置に出力する
光出力工程と、
前記第２光路に分岐された前記パルスレーザ光である第２パルスレーザ光の光強度が所
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定の範囲内にあるか否かを判定する光強度判定工程と、
光強度が前記所定の範囲内にないと判定された前記第２パルスレーザ光に対応する前記
第１パルスレーザ光を特定する特定情報を、前記量子暗号鍵入力装置に出力する情報出力
工程と、を備える、量子暗号鍵出力方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の一態様は、量子暗号鍵出力装置、量子暗号鍵通信システム及び量子暗号鍵出力
方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
情報理論的に安全に情報を伝送するための量子暗号鍵通信システムが知られている。量
子暗号鍵通信システムでは、情報の送信者は、量子鍵配送（QKD:

Quantum

Key

Distri

bution）によって、光子により構成される量子暗号鍵を受信者に伝送する。また、送信者
は、受信者に伝送すべき情報を量子暗号鍵によって暗号化し、暗号化された情報を任意の
通信手段によって受信者に伝送する。その後、受信者は、暗号化された情報を量子暗号鍵
によって復号する。以上により、送信者から受信者に情報が伝送される。ここで、量子暗
号鍵が送信者から受信者に伝送される際に量子暗号鍵が第三者によって盗聴されると、量
子暗号鍵を構成する光子の量子状態が不確定性原理によって変化する。従って、盗聴され
た量子暗号鍵を構成する光子には必ず盗聴の痕跡が残ることとなり、送信者及び受信者は
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、量子暗号鍵の盗聴を確実に検知することができる。
【０００３】
量子鍵配送では、送信者から受信者に伝送された量子暗号鍵に対して鍵蒸留処理が実行
される。鍵蒸留処理は、例えば盗聴、雑音等に起因する量子暗号鍵の誤りを訂正する誤り
訂正と、盗聴等により情報が漏洩した可能性のある量子暗号鍵から、情報が漏洩していな
いと見做すことができる量子暗号鍵を生成する秘匿性増強と、を含む。秘匿性増強では、
情報が漏洩した可能性のある量子暗号鍵に関する情報の量（漏洩情報量）の上限を推定し
、推定された漏洩情報量の上限に応じて量子暗号鍵に関する情報の量を減らすことにより
、量子暗号鍵の安全性を向上させる。以上により、量子鍵配送では、情報理論的に安全に
情報を伝送することが可能となる。
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【０００４】
このような量子鍵配送を実行することができる量子暗号鍵通信システムとして、デコイ
ＢＢ８４プロトコルを採用し、パルスレーザ光を繰り返し生成する光源と、パルスレーザ
光を符号化して暗号鍵に関する情報を持った光パルスを生成するエンコーダと、パルスレ
ーザ光の光子数が１以下の値である複数の候補値のうちの何れかとなるようにパルスレー
ザ光の光強度を減衰させる減衰部と、を備えるものが知られている（例えば、特許文献１
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２０１６−４６５５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
ところで、このような量子暗号鍵通信システムでは、量子暗号鍵を構成するパルスレー
ザ光の平均光子数が候補値と一致するものとして、漏洩情報量の上限を推定している。し
かしながら、量子暗号鍵を構成するパルスレーザ光の実際の光子数は、候補値に対して誤
差を含んでいる。光子数の誤差の原因としては、例えば光源の出力強度の揺らぎ、エンコ
ーダに供給される電圧の変動等が考えられる。ここで、情報の伝送における情報理論的な
安全性を評価する際には、光子数の誤差の範囲で最も漏洩した情報量が大きくなるように
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推定を行い、誤差があっても安全性が担保できるようにする。このため、光子数の誤差が
大きいほど、漏洩情報量の上限が大きく推定され、秘匿性増強において減らすべき量子暗
号鍵に関する情報の量が多くなる。その結果、量子暗号鍵の生成率が低下するという問題
がある。
【０００７】
本発明の一態様は、上記課題に鑑みて為されたものであり、量子暗号鍵の生成率を向上
させることができる量子暗号鍵出力装置、量子暗号鍵通信システム及び量子暗号鍵出力方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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本発明の一態様に係る量子暗号鍵出力装置は、量子暗号鍵の生成に用いられる符号化さ
れたパルスレーザ光を生成し、当該パルスレーザ光からなる光パルス列を量子暗号鍵入力
装置に出力する量子暗号鍵出力装置であって、パルスレーザ光を繰り返し生成する光源と
、量子暗号鍵に基づいてパルスレーザ光を符号化するエンコーダと、符号化されたパルス
レーザ光を第１光路及び第２光路に所定の光強度比となるように分岐させる光分岐部と、
第１光路に分岐されたパルスレーザ光である第１パルスレーザ光の光子数が１以下の値で
ある複数の候補値のうちの何れかとなるように、第１パルスレーザ光の光強度を減衰させ
る減衰部と、減衰部によって光強度を減衰させられた第１パルスレーザ光を量子暗号鍵入
力装置に出力する光出力部と、第２光路に分岐されたパルスレーザ光である第２パルスレ
ーザ光の光強度が所定の範囲内にあるか否かを判定する光強度判定部と、光強度判定部に
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よって光強度が所定の範囲内にないと判定された第２パルスレーザ光に対応する第１パル
スレーザ光を特定する特定情報を、量子暗号鍵入力装置に出力する情報出力部と、を備え
る。
【０００９】
或いは、本発明の一態様に係る量子暗号鍵通信システムは、上記の量子暗号鍵出力装置
と、量子暗号鍵出力装置によって出力される光パルス列を入力する量子暗号鍵入力装置と
、を具備し、量子暗号鍵入力装置は、光出力部によって出力された第１パルスレーザ光を
入力する光入力部と、情報出力部によって出力された特定情報を入力する情報入力部と、
光入力部によって入力された第１パルスレーザ光から、情報入力部によって入力された特
定情報によって特定される第１パルスレーザ光を除外して、新たな量子暗号鍵とする鍵蒸
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留部と、を備える。
【００１０】
或いは、本発明の一態様に係る量子暗号鍵出力方法は、量子暗号鍵の生成に用いられる
符号化されたパルスレーザ光を生成し、当該パルスレーザ光からなる光パルス列を量子暗
号鍵入力装置に出力する量子暗号鍵出力方法であって、パルスレーザ光を繰り返し生成す
る発光工程と、量子暗号鍵に基づいてパルスレーザ光を符号化する符号化工程と、符号化
されたパルスレーザ光を第１光路及び第２光路に所定の光強度比となるように分岐させる
光分岐工程と、第１光路に分岐されたパルスレーザ光である第１パルスレーザ光の光子数
が１以下の値である複数の候補値のうちの何れかとなるように、第１パルスレーザ光の光
強度を減衰させる減衰工程と、光強度を減衰させられた第１パルスレーザ光を量子暗号鍵
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入力装置に出力する光出力工程と、第２光路に分岐されたパルスレーザ光である第２パル
スレーザ光の光強度が所定の範囲内にあるか否かを判定する光強度判定工程と、光強度が
所定の範囲内にないと判定された第２パルスレーザ光に対応する第１パルスレーザ光を特
定する特定情報を、量子暗号鍵入力装置に出力する情報出力工程と、を備える。
【００１１】
このような量子暗号鍵出力装置、量子暗号鍵通信システム或いは量子暗号鍵出力方法の
何れかでは、光源によって繰り返し生成されたパルスレーザ光を量子暗号鍵に基づいてエ
ンコーダによって符号化し、当該パルスレーザ光を光分岐部によって第１光路及び第２光
路に所定の光強度比となるように分岐させる。そして、第１光路に分岐されたパルスレー
ザ光である第１パルスレーザ光の光強度を減衰部によって減衰させて、当該第１パルスレ

50

(5)

JP 6803620 B2 2020.12.23

ーザ光からなる光パルス列を光出力部によって量子暗号鍵入力装置に出力する。ここで、
光強度判定部によって、第２光路に分岐されたパルスレーザ光である第２パルスレーザ光
の光強度が所定の範囲内にないと判定された場合、情報出力部によって、当該第２パルス
レーザ光に対応する第１パルスレーザ光を特定する特定情報が量子暗号鍵入力装置に出力
される。第１パルスレーザ光と第２パルスレーザ光とは、同一のパルスレーザ光が光分岐
部によって所定の光強度比となるように分岐されたものであるため、第２パルスレーザ光
の光強度が所定の範囲内にないと判定された場合、当該第２パルスレーザ光に対応する第
１パルスレーザ光の光子数の誤差が所定値よりも大きいと判定することができる。従って
、光パルス列及び特定情報を入力した量子暗号鍵入力装置は、量子暗号鍵の生成に際し、
誤差が所定値よりも大きい第１パルスレーザ光を特定情報により特定して除外することが
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可能となる。よって、量子暗号鍵の生成率を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１２】
本発明の一態様によれば、量子暗号鍵の生成率を向上させることができる量子暗号鍵出
力装置、量子暗号鍵通信システム及び量子暗号鍵出力方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本実施形態の量子暗号鍵通信システムの機能構成を示す概略図である。
【図２】図２は、量子暗号鍵を構成するパルスレーザ光の実際の光子数の分布を示すシミ
ュレーション結果のグラフである。
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【図３】図３は、パルスレーザ光の実際の光子数の誤差に応じた暗号鍵の生成率の一例を
伝送距離との関係で示すグラフである。
【図４】図４は、暗号鍵に対するパルス除外処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
以下、図面を参照しつつ、本発明に係る量子暗号鍵出力装置、量子暗号鍵通信システム
及び量子暗号鍵出力方法の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、本実施形態に
おいて、「前段」とはパルスレーザ光の伝送方向とは反対側を意味し、「後段」とはパル
スレーザ光の伝送方向側を意味する。
【００１５】
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図１は、本実施形態の量子暗号鍵通信システムの機能構成を示す概略図である。図１に
示すように、量子暗号鍵通信システム１００は、送信者側である量子暗号鍵出力装置１と
、受信者側である量子暗号鍵入力装置２と、光ファイバ等を含む光伝送路３と、を備える
。量子暗号鍵通信システム１００は、量子暗号鍵出力装置１と量子暗号鍵入力装置２との
間で、符号化されたパルスレーザ光Ｌを通信することにより、デジタルのビット列からな
る暗号鍵に関する情報（以下、「暗号鍵情報」という）を第三者による盗聴に対して情報
理論的に安全に共有するシステムである。量子暗号鍵出力装置１は、量子暗号鍵の生成に
用いられる符号化されたパルスレーザ光Ｌを生成し、当該パルスレーザ光Ｌからなる光パ
ルス列を量子暗号鍵入力装置２に光伝送路３を介して出力する。つまり、量子暗号鍵出力
装置１は、光パルスを符号化し、符号化された光パルスを量子暗号鍵入力装置２に光伝送
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路３を介して出力する。量子暗号鍵入力装置２は、量子暗号鍵出力装置１によって出力さ
れるパルスレーザ光Ｌからなる光パルス列を入力する。
【００１６】
量子暗号鍵出力装置１は、乱数列を生成し、生成した乱数列に基づいて取得される暗号
鍵情報によってメッセージを暗号化する。また、量子暗号鍵出力装置１は、パルスレーザ
光Ｌを符号化して暗号鍵情報を持たせ、当該パルスレーザ光Ｌを光伝送路３に出力する。
なお、暗号化されたメッセージは、例えばインターネット等の任意の通信手段によって量
子暗号鍵出力装置１から量子暗号鍵入力装置２に伝送される。光伝送路３は、量子暗号鍵
出力装置１から量子暗号鍵入力装置２にパルスレーザ光Ｌを伝送する。量子暗号鍵入力装
置２は、光伝送路３から入力されたパルスレーザ光Ｌが持つ暗号鍵情報から暗号鍵を取得
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すると共に、暗号化されたメッセージを暗号鍵により復号する。これにより、量子暗号鍵
通信システム１００によれば、量子暗号鍵出力装置１から量子暗号鍵入力装置２に伝送す
べき情報（以下、「メッセージ」という）を情報理論的に安全に伝送することができる。
【００１７】
まず、量子暗号鍵通信システム１００の量子暗号鍵出力装置１について説明する。量子
暗号鍵出力装置１は、半導体レーザ装置（光源）１０と、エンコーダ１１と、光分岐部１
２と、アッテネータ（減衰部）１３と、光出力部１４と、光強度判定部１５と、情報出力
部１６と、乱数列生成部（不図示）と、を備える。乱数列生成部は、情報理論的に予測不
可能な物理乱数を生成可能、且つ、例えば数Gb/s以上の生成速度で乱数列を生成可能であ
れば、特定の構成には限定されない。

10

【００１８】
半導体レーザ装置１０は、光ファイバ伝送に好適な波長（例えば１．５５μｍ）の光を
パルス発振して、パルス毎の位相が乱雑なパルスレーザ光Ｌを繰り返し生成する。半導体
レーザ装置１０は、例えば、量子暗号鍵出力装置１と量子暗号鍵入力装置２とによって共
有される同期信号のクロック周波数にて、パルスレーザ光Ｌを繰り返し生成する。半導体
レーザ装置１０は、パルスレーザ光Ｌをエンコーダ１１に入力する。
【００１９】
エンコーダ１１は、半導体レーザ装置１０から繰り返し入力されるパルスレーザ光Ｌを
量子暗号鍵に基づいて符号化する。エンコーダ１１は、干渉計２０と、位相変調部２１と
、強度変調部２２と、を有する。位相変調部２１は、干渉計２０よりも後段に配置されて

20

おり、強度変調部２２は、位相変調部２１よりも後段に配置されている。
【００２０】
干渉計２０は、各パルスレーザ光Ｌを互いに干渉性を有するダブルパルス（一対のパル
ス）に分割する。干渉計２０は、非対称マッハツェンダ干渉計によって構成されている。
干渉計２０は、入力端２０ａと、出力端２０ｂと、入力端２０ａ及び出力端２０ｂを接続
する第１伝送路２０ｃ及び第２伝送路２０ｄと、を有する。第１伝送路２０ｃの伝送路長
は、第２伝送路２０ｄの伝送路長よりも長い。
【００２１】
また、干渉計２０は、入力端２０ａ側に接続された第１ポート２０ｅと、出力端２０ｂ
側に接続された第２ポート２０ｆと、を有する。第１ポート２０ｅの前段には、半導体レ
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ーザ装置１０が接続されている。一方、第２ポート２０ｆの後段には、位相変調部２１が
接続されている。なお、干渉計２０は、入力端２０ａ側、出力端２０ｂ側のそれぞれに第
１ポート２０ｅ、第２ポート２０ｆとは別のポートを有するものの、これらのポートには
何も接続されていない。
【００２２】
半導体レーザ装置１０により生成されたパルスレーザ光Ｌは、第１ポート２０ｅを介し
て入力端２０ａに至り、第１伝送路２０ｃを伝送するパルスと、第２伝送路２０ｄを伝送
するパルスと、からなるダブルパルスに分割される。ダブルパルスを構成する各パルスは
、互いに干渉性を保ちつつ時間的及び空間的に分離されている。各パルスは、出力端２０
ｂに至り、第２ポート２０ｆを介して位相変調部２１に出力される。

40

【００２３】
位相変調部２１は、ダブルパルスを形成するパルスレーザ光Ｌの位相をランダムに変調
させる。より具体的には、位相変調部２１は、ダブルパルスを形成するパルスレーザ光Ｌ
が入力されると、乱数列生成部において生成された乱数に基づいてランダムに選択される
量子状態となるように、当該パルスレーザ光Ｌの位相を変調する。位相変調部２１として
は、例えば公知の位相変調器を適用することができる。位相変調部２１は、ダブルパルス
を形成すると共に位相が変調されたパルスレーザ光Ｌを強度変調部２２に出力する。
【００２４】
ここで、ダブルパルスを形成するパルスレーザ光Ｌの量子状態を記述するための基底は
、以下のように選択すると好適である。まず、ダブルパルスを形成するパルスレーザ光Ｌ
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の内、先行して伝送するパルスの量子状態を￨0>と記載し、遅れて伝送するパルスの量子
状態を￨1>と記載する。この場合、パルスレーザ光Ｌの量子状態は、下記の式（１）で表
される。
【数１】

【００２５】
ここでは、量子鍵配送においてデコイＢＢ８４プロトコルを用いることを前提としてい
るため、基底としてＸ基底及びＺ基底を採用してもよい。このとき、デコイＢＢ８４プロ

10

トコルに必要な４つの状態は下記の式（２）、式（３）、式（４）で表される。
【数２】

【数３】

【数４】
20
【００２６】
以上のように、位相変調部２１は、パルスレーザ光Ｌの量子状態をランダムに変調して
、０又は１の２値化されたビットを割り当てる。このとき、各ビットはＸ基底又はＺ基底
の何れかランダムに選択された基底によって記述されている。
【００２７】
半導体レーザ装置１０はパルスレーザ光Ｌを繰り返し生成している。このため、位相変
調部２１は、０又は１の２値化された各ビットがランダムに並んだビット列を生成する。
このビット列が暗号鍵の元となる。
【００２８】

30

強度変調部２２は、ダブルパルスを形成すると共に位相が変調されたパルスレーザ光Ｌ
の光強度（光子数）をランダムに変調させる。より具体的には、強度変調部２２は、ダブ
ルパルスを形成すると共に位相が変調されたパルスレーザ光Ｌが入力されると、乱数列生
成部において生成された乱数に基づいてランダムに選択される所望の平均光子数となるよ
うに、当該パルスレーザ光Ｌの光強度を変調する。なお、強度変調部２２は、当該パルス
レーザ光Ｌが光分岐部１２及びアッテネータ１３を更に通過することで、当該パルスレー
ザ光Ｌの光子数が１以下の値である複数の候補値のうちの何れかとなるように、光強度を
変調する。強度変調部２２としては、通常の光通信において用いられる公知の変調器を適
用することができる。例えば、強度変調部２２は、ニオブ酸リチウム（LN: LiNbO3）結晶
を用いたマッハツェンダ型変調器であってもよい。強度変調部２２は、ダブルパルスを形
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成すると共に位相及び光強度が変調されたパルスレーザ光Ｌ（すなわち、量子暗号鍵に基
づいて符号化されたパルスレーザ光Ｌ）を光分岐部１２に出力する。
【００２９】
光分岐部１２は、符号化されたパルスレーザ光Ｌを第１光路Ｐ１及び第２光路Ｐ２に所
定の光強度比となるように分岐させる。第１光路Ｐ１においては、光分岐部１２の後段に
アッテネータ１３が接続されている。第２光路Ｐ２においては、光分岐部１２の後段に光
強度判定部１５が接続されている。光分岐部１２としては、例えば光ファイバカップラを
用いることができる。ここでは、光分岐部１２は、第１光路Ｐ１に分岐されたパルスレー
ザ光Ｌである第１パルスレーザ光Ｌ１と、第２光路Ｐ２に分岐されたパルスレーザ光Ｌで
ある第２パルスレーザ光Ｌ２との光強度比が例えば１：９となるように、パルスレーザ光
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Ｌを分岐させる。
【００３０】
アッテネータ１３は、第１パルスレーザ光Ｌ１の平均光子数が１以下の値である複数の
候補値（例えば、０光子、０．１光子、及び、０．５光子）のうちの何れかとなるように
、第１パルスレーザ光Ｌ１の光強度を減衰させる。ここでは、各候補値のうち、０．１光
子がデコイパルスの平均光子数に該当し、０．５光子が信号パルスの平均光子数に該当す
る。アッテネータ１３は、第１パルスレーザ光Ｌ１の光強度を、例えば強度変調部２２を
出た信号パルスの平均電力が０．３２ｍＷであるとき６０ｄＢ程度減衰させる。ただし、
アッテネータ１３によって減衰させられた後の第１パルスレーザ光Ｌ１の平均光子数は、
上述した複数の候補値の何れかに対して、例えば５％〜１０％程度の誤差を含んでいる場

10

合がある。アッテネータ１３としては、公知のアッテネータを適用可能であり、特定の構
成に限定されない。アッテネータ１３は、光強度を減衰させた第１パルスレーザ光Ｌ１を
、光出力部１４に出力する。
【００３１】
光出力部１４は、アッテネータ１３によって入力された第１パルスレーザ光Ｌ１を、量
子暗号鍵入力装置２に光伝送路３を介して出力する。光出力部１４は、符号化された第１
パルスレーザ光Ｌ１が量子暗号鍵出力装置１から後段に出力されるための構成であれば特
定の構成に限定されず、例えば第１光路Ｐ１と光伝送路３との単なる接続箇所等であって
もよい。
【００３２】
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光強度判定部１５は、第２パルスレーザ光Ｌ２の光強度が所定の範囲内にあるか否かを
判定する。ここで、所定の範囲とは、光分岐部１２において当該第２パルスレーザ光Ｌ２
に対し所定の光強度比となるように分岐された第１パルスレーザ光Ｌ１が、アッテネータ
１３によって更に減衰させられた場合に、当該第１パルスレーザ光Ｌ１の光子数が複数の
候補値に対する所定の誤差範囲となるような範囲である。一例として、光強度判定部１５
は、第２パルスレーザ光Ｌ２の光強度が２７５μＷ以上３００μＷ以下の範囲内にある場
合に、第１パルスレーザ光Ｌ１の光子数が候補値０．５光子に対して５％の誤差範囲内に
あると判定する。一方、第２パルスレーザ光Ｌ２の光強度が所定の範囲内にない場合、当
該第２パルスレーザ光Ｌ２に対応する第１パルスレーザ光Ｌ１のアッテネータ１３よりも
後段における光子数が、複数の候補値に対する所定の誤差範囲にないこととなる。
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【００３３】
ここで、複数の候補値に対する所定の誤差範囲について説明する。図２は、量子暗号鍵
を構成するパルスレーザ光の実際の光子数の分布を示すグラフである。図２の横軸は、平
均光子数の候補値に対する実際の光子数のばらつきを示しており、図２の縦軸は、実際の
光子数毎の確率密度を示している。図２においては、量子暗号鍵を構成するパルスレーザ
光の実際の光子数が略正規分布となる例が示されている。図中の線Ｂ１は、平均光子数の
候補値に対して、光子数が少ない側に誤差が５％となる閾値を示している。また、図中の
線Ｂ２は、平均光子数の候補値に対して、光子数が多い側に誤差が５％となる閾値を示し
ている。図２に示すように、量子暗号鍵を構成するパルスレーザ光の実際の光子数には、
５％以上の誤差が含まれている。
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【００３４】
図３は、パルスレーザ光の実際の光子数の誤差に応じた暗号鍵の生成率の一例を伝送距
離との関係で示すシミュレーション結果のグラフである。図３の横軸は、暗号鍵情報の伝
送距離を示しており、図３の縦軸は、１つのパルスレーザ光Ｌが量子暗号鍵出力装置１か
ら量子暗号鍵入力装置２に伝送された場合に、安全性の保証された暗号鍵を生成可能なビ
ット数（パルスあたりの鍵生成率）を示す。図３のグラフＧ１は、パルスレーザ光Ｌの実
際の光子数の誤差を０％とした場合のシミュレーション結果を示している。図３のグラフ
Ｇ２は、パルスレーザ光Ｌの実際の光子数の誤差を５％とした場合のシミュレーション結
果を示している。図３のグラフＧ３は、パルスレーザ光Ｌの実際の光子数の誤差を１０％
とした場合のシミュレーション結果を示している。グラフＧ１，Ｇ２を比較すると、例え
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ば伝送距離が１２０ｋｍ程度以下の範囲では、誤差が５％であれば、誤差が０％の場合と
比較して、暗号鍵の生成率は５０％程度までにしか低下せず、また、最大伝送距離も１５
０ｋｍ程度から１３０ｋｍ程度までにしか短縮しないことが分かる。一方、グラフＧ１，
Ｇ３を比較すると、誤差が１０％となると、誤差が０％の場合と比較して、暗号鍵の生成
率が大幅に低下し、また、最大伝送距離も２０ｋｍ程度まで大幅に短縮してしまうことが
分かる。以上により、量子暗号鍵を構成するパルスレーザ光Ｌにおいて、実際の光子数の
候補値に対する実際の光子数の誤差範囲は、５％以下であることが好ましいといえる。
【００３５】
図１に戻り、光強度判定部１５は、フォトダイオード（光電変換部）２３と、コンパレ
ータ（比較部）２４と、を有する。フォトダイオード２３は、第２パルスレーザ光Ｌ２を
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入力し、入力された第２パルスレーザ光Ｌ２の光強度に応じた電気信号をコンパレータ２
４に出力する。フォトダイオード２３としては、特に応答性に優れた高速フォトダイオー
ドを用いることが好ましい。
【００３６】
コンパレータ２４は、フォトダイオード２３によって出力された電気信号に基づいて、
当該電気信号に係る第２パルスレーザ光Ｌ２の光強度が所定の範囲内にあるか否かを判定
する。コンパレータ２４は、第２パルスレーザ光Ｌ２の光強度が所定の範囲内にないと判
定した場合、半導体レーザ装置１０によって繰り返し生成されるパルスレーザ光Ｌに係る
第１パルスレーザ光Ｌ１のうち、光強度が所定の範囲内にないと判定された第２パルスレ
ーザ光Ｌ２に対応する第１パルスレーザ光Ｌ１の順番に関する情報を含む情報である特定

20

情報を情報出力部１６に出力する。特定情報は、例えば、複数の第１パルスレーザ光Ｌ１
のうち、光強度が所定の範囲内にないと判定された第２パルスレーザ光Ｌ２に対応する第
１パルスレーザ光Ｌ１の位置に関する情報である。コンパレータ２４としては、公知の比
較器を適用可能であり、特定の構成に限定されない。
【００３７】
情報出力部１６は、特定情報を記憶するメモリ２５と、メモリ２５に記憶されている特
定情報を量子暗号鍵入力装置２に出力する特定情報出力部２６と、を備える。メモリ２５
は、特定情報を一時的に記憶可能であれば、特定の構成に限定されない。特定情報出力部
２６は、メモリ２５から特定情報を引き出すと共に、メモリ２５から引き出した特定情報
を、例えばインターネット等の任意の通信手段によって量子暗号鍵入力装置２に伝送する
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。特定情報出力部２６は、特定の構成に限定されず、公知の装置を採用することができる
。
【００３８】
続いて、量子暗号鍵入力装置２について説明する。量子暗号鍵入力装置２は、光入力部
３０と、デコーダ３１と、光子検出部３２と、情報入力部３３と、鍵蒸留部３４と、を備
える。
【００３９】
光入力部３０は、光出力部１４によって出力された第１パルスレーザ光Ｌ１を入力する
。光入力部３０は、入力した第１パルスレーザ光Ｌ１をデコーダ３１に出力する。デコー
ダ３１は、入力された第１パルスレーザ光Ｌ１に基づいて、暗号鍵の元となるビット列の
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各ビットを構成するパルスレーザ光を、Ｘ基底又はＺ基底に対応する光子検出部３２の各
ポートに振り分ける。光子検出部３２は、デコーダ３１から入力されたパルスレーザ光に
基づいて、０又は１の２値化された各ビットを生成する。なお、本実施形態において、「
暗号鍵」とは、デジタルのビット列によって構成される鍵を意味している。
【００４０】
情報入力部３３は、情報出力部１６の特定情報出力部２６によって出力された特定情報
を入力する。鍵蒸留部３４は、光入力部３０によって入力された第１パルスレーザ光Ｌ１
から、情報入力部３３によって入力された特定情報によって特定される第１パルスレーザ
光Ｌ１を除外して、新たな暗号鍵とする（パルス除外処理）。また、鍵蒸留部３４は、新
たな暗号鍵に基づいて鍵蒸留処理を行う。光入力部３０、デコーダ３１、光子検出部３２
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、及び、情報入力部３３は、特定の構成に限定されず、それぞれ公知の装置を採用するこ
とができる。
【００４１】
量子暗号鍵通信システム１００は、以下に説明するパルス除外処理を実行する。図４は
、暗号鍵に対するパルス除外処理を示すフローチャートである。まず、ステップＳ１では
、パルスレーザ光Ｌが半導体レーザ装置１０によって繰り返し生成される（発光工程）。
【００４２】
次に、ステップＳ２では、パルスレーザ光Ｌがエンコーダ１１によって符号化され、暗
号鍵情報を持ったパルスレーザ光Ｌが生成される（符号化工程）。次に、ステップＳ３で
は、符号化されたパルスレーザ光Ｌが、光分岐部１２によって、第１光路Ｐ１及び第２光

10

路Ｐ２に所定の光強度比となるように分岐させられる（光分岐工程）。
【００４３】
次に、ステップＳ４では、第１パルスレーザ光Ｌ１の光子数が１以下の値である上述し
た複数の候補値のうちの何れかとなるように、第１パルスレーザ光Ｌ１の光強度がアッテ
ネータ１３によって減衰させられる（減衰工程）。次に、ステップＳ５では、光強度を減
衰させられた第１パルスレーザ光Ｌ１が、光出力部１４によって量子暗号鍵入力装置２に
出力される（光出力工程）。
【００４４】
次に、ステップＳ６では、第２パルスレーザ光Ｌ２の光強度が所定の範囲内にあるか否
かが、光強度判定部１５によって判定される（光強度判定工程）。第２パルスレーザ光Ｌ

20

２の光強度が所定の範囲内にないと判定された場合、処理はステップＳ７に移行する。一
方、第２パルスレーザ光Ｌ２の光強度が所定の範囲内にあると判定された場合、処理はス
テップＳ１０に移行する。
【００４５】
次に、ステップＳ７では、光強度が所定の範囲内にないと判定された第２パルスレーザ
光Ｌ２に対応する第１パルスレーザ光Ｌ１を特定する特定情報が、情報出力部１６によっ
て取得される。続いて、ステップＳ８では、取得された特定情報が、情報出力部１６によ
って量子暗号鍵入力装置２に出力される（情報出力工程）。以上が、量子暗号鍵出力装置
１によって量子暗号鍵を生成し、当該量子暗号鍵を量子暗号鍵入力装置２に出力する量子
暗号鍵出力方法である。

30

【００４６】
引き続いて、ステップＳ９では、鍵蒸留部３４によって、光入力工程にて入力された第
１パルスレーザ光Ｌ１から、情報入力工程にて入力された特定情報により特定される第１
パルスレーザ光Ｌ１が除外される。続いて、ステップＳ１０では、この第１パルスレーザ
光Ｌ１の符号化に用いられた量子暗号鍵に係る暗号鍵が、鍵蒸留部３４によって、新たな
暗号鍵として採用される。以上により、量子暗号鍵通信システム１００におけるパルス除
外処理が終了する。
【００４７】
続いて、量子暗号鍵通信システム１００は、暗号鍵に対して、以下に説明する鍵蒸留処
理を実行する。量子暗号鍵出力装置１は、上述したパルス除外処理におけるステップＳ１

40

〜Ｓ５によって、暗号鍵の元となるビット列を量子暗号鍵入力装置２に伝送する。伝送中
の損失のため、送信されたパルスレーザ光Ｌの一部のみが量子暗号鍵入力装置２に到達す
る。このため、量子暗号鍵入力装置２では、エンコーダ１１において生成されたビット列
の一部のみが再構築される。その後、量子暗号鍵入力装置２は、パルスレーザ光Ｌを検出
した光子検出部３２のポート（位置）を量子暗号鍵出力装置１に通知する。そして、量子
暗号鍵入力装置２において再構築されたビット列が生鍵（暗号鍵）とされる。
【００４８】
続いて、量子暗号鍵出力装置１は、基底照合を実行する。すなわち、量子暗号鍵出力装
置１は、量子暗号鍵出力装置１において使用された基底（送信基底）と、量子暗号鍵入力
装置２において使用された基底（受信基底）と、を照合する。送信基底と受信基底とが互
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いに異なるビットを生鍵から除いた他のビットからなるビット列がシフト鍵とされる。
【００４９】
続いて、量子暗号鍵入力装置２は、シフト鍵の一部を量子暗号鍵出力装置１に対して公
開する。量子暗号鍵出力装置１は、公開されたシフト鍵に基づいて、量子暗号鍵出力装置
１が送信したビットに対して量子暗号鍵入力装置２が誤ったビットを受信した割合である
誤り率を推定する。
【００５０】
続いて、量子暗号鍵出力装置１及び量子暗号鍵入力装置２は、誤り訂正を実行する。誤
り訂正としては、通常の通信において実行されている方法と同様の手法を用いることがで
きる。

10

【００５１】
続いて、量子暗号鍵出力装置１及び量子暗号鍵入力装置２は、秘匿性増強を実行する。
まず、量子暗号鍵出力装置１及び量子暗号鍵入力装置２は、推定された誤り率に基づいて
、Ｎビットのシフト鍵の内の第三者に盗聴された可能性のあるビット数（漏洩情報量）の
上限値Ｍを推定する。そして、量子暗号鍵出力装置１及び量子暗号鍵入力装置２は、Ｎビ
ットのシフト鍵から、上限値Ｍに定数ｓを加えたＭ＋ｓビットをランダムに捨てて、残り
を最終鍵とする。その結果、盗聴者が最終鍵を取得することができる確率を２−ｓ以下に
低減することができる。
【００５２】
ところで、シフト鍵からランダムに捨てられるビットは、ユニバーサルハッシュ関数を

20

用いて選択される。ユニバーサルハッシュ関数としては、乱数列生成部によって生成され
た乱数に基づいて、各成分の値（０，１）がランダムに選択された行列を用いることがで
きる。
【００５３】
以上のようにして取得された最終鍵を用いて、量子暗号鍵入力装置２は、暗号化された
メッセージを復号する。
【００５４】
以上説明したように、量子暗号鍵出力装置１、量子暗号鍵通信システム１００或いは量
子暗号鍵出力方法の何れかでは、半導体レーザ装置１０によって繰り返し生成されたパル
スレーザ光Ｌを量子暗号鍵に基づいてエンコーダ１１によって符号化し、当該パルスレー

30

ザ光Ｌを光分岐部１２によって第１光路Ｐ１及び第２光路Ｐ２に所定の光強度比となるよ
うに分岐させる。そして、第１光路Ｐ１に分岐されたパルスレーザ光Ｌである第１パルス
レーザ光Ｌ１の光強度をアッテネータ１３によって減衰させて、当該第１パルスレーザ光
Ｌ１からなる光パルス列を光出力部１４によって量子暗号鍵入力装置２に出力する。ここ
で、光強度判定部１５によって、第２光路Ｐ２に分岐されたパルスレーザ光Ｌである第２
パルスレーザ光Ｌ２の光強度が所定の範囲内にないと判定された場合、情報出力部１６に
よって、当該第２パルスレーザ光Ｌ２に対応する第１パルスレーザ光Ｌ１を特定する特定
情報が量子暗号鍵入力装置２に出力される。第１パルスレーザ光Ｌ１と第２パルスレーザ
光Ｌ２とは、同一のパルスレーザ光Ｌが光分岐部１２によって所定の光強度比となるよう
に分岐されたものであるため、第２パルスレーザ光Ｌ２の光強度が所定の範囲内にないと
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判定された場合、当該第２パルスレーザ光Ｌ２に対応する第１パルスレーザ光Ｌ１の平均
光子数の誤差が所定値よりも大きいと判定することができる。従って、第１パルスレーザ
光Ｌ１からなる光パルス列及び特定情報を入力した量子暗号鍵入力装置２は、量子暗号鍵
の生成に際し、誤差が所定値よりも大きい第１パルスレーザ光Ｌ１を特定情報により特定
して除外することが可能となる。よって、量子暗号鍵の生成率を向上させることができる
。
【００５５】
また、量子暗号鍵出力装置１では、光強度判定部１５は、第２パルスレーザ光Ｌ２を入
力し、入力された第２パルスレーザ光Ｌ２の光強度に応じた電気信号を出力するフォトダ
イオード２３と、フォトダイオード２３によって出力された電気信号に基づいて、当該電
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気信号に係る第２パルスレーザ光Ｌ２の光強度が所定の範囲内にあるか否かを判定するコ
ンパレータ２４と、を有している。このため、上記作用効果を好適に奏することができる
。
【００５６】
また、量子暗号鍵出力装置１では、特定情報は、半導体レーザ装置１０によって繰り返
し生成されるパルスレーザ光Ｌに係る第１パルスレーザ光Ｌ１のうち、光強度判定部１５
によって光強度が所定の範囲内にないと判定された第２パルスレーザ光Ｌ２に対応する第
１パルスレーザ光Ｌ１の順番に関する情報を含んでいる。このため、第２パルスレーザ光
Ｌ２のうち、光強度判定部１５によって光強度が所定の範囲内にないと判定される第２パ
ルスレーザ光Ｌ２の割合が、光強度判定部１５によって光強度が所定の範囲内にあると判

10

定される第２パルスレーザ光Ｌ２の割合よりも小さいとき、特定情報の情報量を低減させ
ることができる。
【００５７】
また、量子暗号鍵出力装置１では、エンコーダ１１は、パルスレーザ光Ｌを互いに干渉
性を有する一対のパルスに分割する干渉計２０と、パルスレーザ光Ｌの位相を変調する位
相変調部２１と、パルスレーザ光Ｌの光強度を変調する強度変調部２２と、を有し、パル
スレーザ光Ｌを、干渉計２０によって一対のパルスに分割すると共に、位相変調部２１に
よって当該パルスレーザ光Ｌの位相を変調し、且つ、強度変調部２２によって当該パルス
レーザ光Ｌの光強度を変調することによって、当該パルスレーザ光Ｌを符号化する。この
ため、ｔｉｍｅ−ｂｉｎエンコーディングの方式を採用して、上記作用効果を好適に奏す

20

ることができる。
【００５８】
また、量子暗号鍵出力装置１では、位相変調部２１は、干渉計２０よりも後段に配置さ
れている。このため、上記作用効果を好適に奏することができる。
【００５９】
以上の実施形態は、本発明に係る量子暗号鍵出力装置、量子暗号鍵通信システム及び量
子暗号鍵出力方法の一実施形態について説明したものである。従って、本発明に係る量子
暗号鍵出力装置、量子暗号鍵通信システム及び量子暗号鍵出力方法は、上記の量子暗号鍵
出力装置１、量子暗号鍵通信システム１００及び量子暗号鍵出力方法に限定されず、各請
求項の要旨を変更しない範囲においてそれらを任意に変形したものとすることが可能であ

30

る。
【００６０】
例えば、特定情報は、半導体レーザ装置１０によって繰り返し生成されるパルスレーザ
光Ｌに係る第１パルスレーザ光Ｌ１のうち、光強度判定部１５によって光強度が所定の範
囲内にあると判定された第２パルスレーザ光Ｌ２に対応する第１パルスレーザ光Ｌ１の順
番に関する情報を含んでいてもよい。この場合、第２パルスレーザ光Ｌ２のうち、光強度
判定部１５によって光強度が所定の範囲内にないと判定される第２パルスレーザ光Ｌ２の
割合が、光強度判定部１５によって光強度が所定の範囲内にあると判定される第２パルス
レーザ光Ｌ２の割合よりも大きいとき、特定情報の情報量を低減させることができる。
【００６１】
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また、干渉計２０、位相変調部２１、強度変調部２２、光分岐部１２、及び、アッテネ
ータ１３の順序は、上記実施形態に係る順序に限定されない。より具体的には、これらの
順序は、光分岐部１２が強度変調部２２よりも後段であると共にアッテネータ１３よりも
前段、且つ、位相変調部２１が干渉計２０よりも後段であればよく、それ以外の順序につ
いては変更可能である。
【００６２】
また、上記実施形態では、エンコーダ１１は、ｔｉｍｅ−ｂｉｎエンコーディングの方
式を採用している。しかし、エンコーダ１１は、量子暗号鍵に基づいてパルスレーザ光Ｌ
を符号化することができる構成であればよく、上述した構成に限定されない。例えば、エ
ンコーダ１１は、偏光を用いたエンコーディングの方式を採用した構成であってもよい。
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【００６３】
また、光伝送路３は光ファイバを含んでいなくてもよい。この場合、量子暗号鍵出力装
置１と量子暗号鍵入力装置２とは、例えば空間を介して暗号鍵情報を持つ光子を伝送して
もよい。また、干渉計１１は、例えば非対称なマイケルソン干渉計等の他の種類の干渉計
であってもよい。
【００６４】
また、上記実施形態では、秘匿性増強において、シフト鍵からランダムに捨てられるビ
ットの選択においては、乱数列生成部によって生成された乱数に基づいて、各成分の値（
０，１）がランダムに選択された行列を用いたユニバーサルハッシュ関数が用いられると
した。しかし、シフト鍵からランダムに捨てられるビットの選択においては、量子暗号鍵

10

出力装置１及び量子暗号鍵入力装置２に予め複数のユニバーサルハッシュ関数を記憶させ
ておき、乱数列生成部によって生成された乱数に基づいて、何れのユニバーサルハッシュ
関数を適用するかの選択を行ってもよい。
【００６５】
また、上記実施形態では、ダブルパルスの量子状態の基底としてＸ基底及びＺ基底を採
用したが、ダブルパルスの量子状態の基底としてＸ基底及びＹ基底を採用してもよい。こ
のとき、デコイＢＢ８４プロトコルに必要な４つの状態は下記の式（５）及び式（６）で
表される。
【数５】
20

【数６】

【００６６】
ここで、本発明の一態様に係る量子暗号鍵生成装置では、光強度判定部は、第２パルス
レーザ光を入力し、入力された第２パルスレーザ光の光強度に応じた電気信号を出力する
光電変換部と、光電変換部によって出力された電気信号に基づいて、当該電気信号に係る
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第２パルスレーザ光の光強度が所定の範囲内にあるか否かを判定する比較部と、を有して
いてもよい。この場合、上記作用効果を好適に奏することができる。
【００６７】
本発明の一態様に係る量子暗号鍵生成装置では、特定情報は、光源によって繰り返し生
成されるパルスレーザ光に係る第１パルスレーザ光のうち、光強度判定部によって光強度
が所定の範囲内にないと判定された第２パルスレーザ光に対応する第１パルスレーザ光の
順番に関する情報を含んでいてもよい。この場合、第２パルスレーザ光のうち、光強度判
定部によって光強度が所定の範囲内にないと判定される第２パルスレーザ光の割合が、光
強度判定部によって光強度が所定の範囲内にあると判定される第２パルスレーザ光の割合
よりも小さいとき、特定情報の情報量を低減させることができる。
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【００６８】
本発明の一態様に係る量子暗号鍵生成装置では、特定情報は、光源によって繰り返し生
成されるパルスレーザ光に係る第１パルスレーザ光のうち、光強度判定部によって光強度
が所定の範囲内にあると判定された第２パルスレーザ光に対応する第１パルスレーザ光の
順番に関する情報を含んでいてもよい。この場合、第２パルスレーザ光のうち、光強度判
定部によって光強度が所定の範囲内にないと判定される第２パルスレーザ光の割合が、光
強度判定部によって光強度が所定の範囲内にあると判定される第２パルスレーザ光の割合
よりも大きいとき、特定情報の情報量を低減させることができる。
【００６９】
本発明の一態様に係る量子暗号鍵生成装置では、エンコーダは、パルスレーザ光を互い
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に干渉性を有する一対のパルスに分割する干渉計と、パルスレーザ光の位相を変調する位
相変調部と、パルスレーザ光の光強度を変調する強度変調部と、を有し、パルスレーザ光
を、干渉計によって一対のパルスに分割すると共に、位相変調部によって当該パルスレー
ザ光の位相を変調し、且つ、強度変調部によって当該パルスレーザ光の光強度を変調する
ことによって、当該パルスレーザ光を符号化してもよい。この場合、ｔｉｍｅ−ｂｉｎエ
ンコーディングの方式を採用して、上記作用効果を好適に奏することができる。
【００７０】
本発明の一態様に係る量子暗号鍵生成装置では、位相変調部は、干渉計よりも後段に配
置されていてもよい。この場合、上記作用効果を好適に奏することができる。
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【産業上の利用可能性】
【００７１】
量子暗号鍵の生成率を向上させることができる量子暗号鍵出力装置、量子暗号鍵通信シ
ステム及び量子暗号鍵出力方法を提供することができる。
【符号の説明】
【００７２】
１…量子暗号鍵出力装置、２…量子暗号鍵入力装置、１０…半導体レーザ装置（光源）
、１１…エンコーダ、１２…光分岐部、１３…アッテネータ（減衰部）、１４…光出力部
、１５…光強度判定部、１６…情報出力部、２０…干渉計、２１…位相変調部、２２…強
度変調部、２３…フォトダイオード（光電変換部）、２４…コンパレータ（比較部）、３
０…光入力部、３３…情報入力部、３４…鍵蒸留部、１００…量子暗号鍵通信システム、
Ｌ…パルスレーザ光、Ｌ１…第１パルスレーザ光、Ｌ２…第２パルスレーザ光、Ｐ１…第
１光路、Ｐ２…第２光路。

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】
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