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1. ヤングのダブルスリット実験

干渉効果は、波の持つ重ね合わせの原理の結果生じる現象である。この特
徴を最も端的に示す実験としてヤングのダブルスリット実験が有名である。 
図１にヤングのダブルスリット実験の概要を示す。干渉の生じる原因につ
いて簡単に説明すると、図１における異なる二つの光路a-b-dとa-c-dの間
で距離に差が生じる事により、点aから同位相で出発した 波が点dでは位相
差が生じてしまう事による。位相差が(2n+1)π (πの奇数倍)になってしまう
と、二つの波は完全に逆位相になってしまうため二つの波は打ち消し合っ
て暗く見える。 位相差が２πの整数倍になると、二つの波は同位相で重な
るために強め合いの結果明るく見える。 量子的な状態を記述する波動関数
も波の一種である事から、古典的な波と同様にお互いに干渉して強め合っ
たり、弱め合ったりという現象を示す事が知られている。 古典的な波の干
渉と区別するため、量子波動関数の干渉は「量子干渉」と呼ばれている。

2. コヒーレント制御とは？

コヒーレント制御は量子干渉制御とも呼ばれ、ターゲットとなる原子、分子系の量子状態を光のコヒーレンスを利用して制御する技
術である。 光と物質の相互作用を利用して、光の持つコヒーレンスを系の波動関数に転写することができる。 光パルスの時間形状
やスペクトルは、位相変調器や干渉計を利用したダブルパルス生成を利用して比較的簡単に制御することができるため、 このよう
な光を用いることにより、系の波動関数の複雑な重ね合わせを外部から制御する事が可能になる。 我々の研究ではフェムト秒の超
短パルスレーザー光を光源に用いる事により、対象とする系の固有関数の重ね合わせを作成し、その運動を 制御する事を目指して
いる。 量子状態を記述する波動関数は振幅と位相から構成されており、それらのパラメータを自在に制御する事ができると、ポテン
シャル状における波束の 運動を制御できる事になる。このような技術は、化学反応における反応生成物の分岐比制御や量子通信、
計算における状態生成、制御などに おいて核心となる技術である。

3. 気相中の孤立分子系の電子振動波束制御

最もシンプルな量子系として、気相中の孤立分子が挙げられます。例えばヨウ素分子に対して、電子遷移に共鳴する波長のフェムト
秒レーザーを照射してやることで、励起状態中にいくつかの振動波動
関数の重ね合わせを作ることができます。このような状態は

のように表され、波束と呼ばれます。同じ特性を持った２発の励起パル
スを遅延時間τで照射した場合、それぞれが生成する波束の間で干渉
が生じ、その波動関数は

と表されます。この式の二乗を取り、ポピュレーション分布を見ると、

となり、各固有状態のポピュレーションが遅延時間τの関数として、固有の周期で振動することがわかる。例えばヨウ素の電子励起
に波長530nmのレーザー光を用いた場合には、ポピュレーションの振動周期はおよそ1.8x10-15s(=1.8フェムト秒)であり、非常には
やい周期で振動することがわかる。例として、二つの波束を「強め合い」の干渉のタイミングで重ねた場合の振動波束の時空間運動
の様子を図4(a)に示し、「弱め合い」の干渉のタイミングで重ねた場合の運動を図4(b)に示す。強め合いの結果、ポピュレーションは
2²=4倍に増幅し、弱め合いの場合には完全に打ち消しあって、０となることがわかる。

この結果はシミュレーションだが、実際に分子中での振動波束の運動を制御、観測
した結果を図５に示す。この実験ではレイキパルス間のタイミングを0.5フェムト秒
ずつ変化させて、生成した波束の時間発展を可視化している。タイミングの変化に
応じて、波束を構成する固有関数のポピュレーションの分布は変化し、得られた時
空間発展パターンも変化していく様子が観測されている。

※現在、気相中での波束の実験はNAISTでは行なっていません。詳細については下
記の関連論文などを参照してください。

以下では、私が興味を持って研究を行っている量子干渉制御（コヒーレント制御）について基礎から紹介しま
す。量子力学の初歩をかじっている人を対象に書いてます。 より詳しい内容は本人に聞いてください。

図１ Young のダブルスリット実験

図２ コヒーレント制御の対象とする量子系

4. 固体パラ水素中での振動回転状態制御

気相中で実践してきたコヒーレント技術を凝縮系中の量子状態に展開していくことは、今後の量子制御技術の応用にとって重要で
ある。固体のうちで最も単純な分子性結晶であるパラ水素結晶を用いた振動回転量子状態制御について紹介する。パラ水素とは、
水素分子の核スピン関数が原子の置換に対して対称となる水素分子で、簡単に言うと
極低温で回転量子数J=0をとる水素分子である。J=0の回転波動関数は球対称な分布を
持つため、極低温環境下のパラ水素分子は二原子分子でありながら希ガスのような核
の存在確率分布を持っていると考えて良い。パラ水素結晶は、分子間の相互作用が小さ
く、結晶内でも各分子がほぼ自由に振動、回転しているようなイメージで捉えることがで
きる。

実験ではCARSと呼ばれる非線形ラマン遷移を用いて、振動励起を行った。気相中の実験と同様に遅延をかけた２回の励起で波動
関数の重ね合わせを作成し、その状態を別のプローブパルスを入射することで読み出している。

生成される状態は波動関数で書くと

のように表される。右辺第一項は基底状態、第二項は振動励起状態の波動関数を表して
いる。この結果、遅延時間τを変化させることで第二項の振幅が変化し、結果的に得られ
るCARS信号も同様に変動する。図８に実際の測定結果を示す。この結果から、シグナル強
度は0から４の間で振動しており、非常に精度の高い波
動関数の重ね合わせが作成されていることがわかる。
また、空間位相変調器(SLM)と呼ばれる、レーザー光の
波面を制御する装置を利用して、水素結晶中の集光スポ
ットの位相及び振幅分布を制御することも可能であり、
結晶中の空間的に離れた部分に異なる波動関数の状態
を作成し、それを一括して読み出すことにも成功してい
る。図９はそのような実験の結果であり、2x2のドット状
の集光スポットをSLMで設計して、さらに各スポット間の
相対位相を制御することによって、干渉シグナルの位相
が変動する様子を測定した結果である。空間的な分布を

持った量子状態において、その位置情報も利用できるために、より複雑な状態制御が可能となって
いる。

5. コヒーレントフォノンの振幅制御

固体結晶に対し、そのフォノン振動の周期よりも短い時間幅を持ったパ
ルスレーザーを照射すると、結晶のフォノン運動を励起することができる
。通常の熱で励起されるフォノンと異なり、 レーザー光が照射された領域
内で原子（分子）の運動の位相が揃った状態で励起が行われるため、こ
のようなフォノン振動をコヒーレントフォノンと呼ぶ。コヒーレントフォノ
ンを計測するには、pump-probe分光によって反射率の変化として計測
することが一般的である。ビスマスやGaAsなどの無機結晶がよく知られ
ているが、有機の分子性結晶においても観測することは可能である。
我々の研究では、ビスマス単結晶において、2.0THz,3.0THz周辺に存在す
る直交する二つのフォノン運動の振幅制御を行い、原子核の運動方向が
制御できることを理論計算と実験によって明らかにした。(図10,11)

また、ルブレンの単結晶においてTHz領域に存在する複数のフォノンモード間で、
振幅制御を行い高い精度でフォノンの運動制御が行えることも示している。こうし
たフォノンの選択的な励起は、通常の熱平衡な状態とは異なるフォノンの分布を
生成できることから、将来的には電子フォノンカップリングなどを通して、フォノン
の運動を介して固体中の電子的な性質（例えば電気伝導度、バンドギャップ）など
を制御することを目標としている。

6. キャビティ励起子ポラリトン

キャビティ励起子ポラリトンとは物質の電子励起状態と微小キャビティ中に閉じ込め
られた光子が強く相互作用した結果、混ざり合って生成する準粒子である。DBRと呼
ばれる平面ミラー構造を用いポラリトンは、閉じ込められた平面内において、非常に
小さな面内有効質量を持つことが知られ、特定の条件下で自発的に量子位相が定義
されるポラリトン凝縮状態を生成し、ポラリトンレージングと呼ばれるコヒーレント光
放射などの興味深い性質を持つ。このような系の性質はまだわからないことが多く、
基礎科学的な観点からも興味深い対象である一方、室温、大気中という環境下に置か
れた微小キャビティ中において量子的な状態を扱うことができ、もしその状態を量子
制御することが可能となれば、量子情報処理などの分野でも応用が期待される。

我々のグループでは、有機半導体薄膜を２枚のDBRで挟んだ構造のキャビティを
作成し、ポラリトンの量子コヒーレント制御を最終目標として、まずその励起緩和
メカニズムについて調べている。角度依存蛍光観測において、励起光強度を上げ
ていった場合、、閾値以上において発光スペクトルの狭線化、k=0方向への指向性
のある光放出、ブルーシフトが観測された。この結果はポラリトン凝縮状態の生成
を示しており、今後この状態を利用した量子状態制御に展開していきたいと考え
ている。

   試料の作成から光学測定、シミュレーションまであらゆることに挑戦できる環境です。
レーザーを利用した複雑な光学実験がしたい、量子力学に興味がある、新しい分野を切り開いていきたい、
という方は是非ご連絡ください。

図 3 ヨウ素分子中でのコヒーレント制御実験
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図 4 (a) 波束の強め合い (b) 弱め合いのシミュレーション結果

図 5 ヨウ素分子の時空間運動制御

図 6 パラ水素結晶のイメージ

図 7 パラ水素干渉実験スキーム

図８ 干渉測定結果
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図 9 空間分布干渉制御実験の一例

図 10 ビスマスのコヒーレントフォノン計測光学系

図 11 ビスマスにおけるフォノン振幅制御
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図 12 ルブレン単結晶におけるフォノン振幅制御
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図 13 角度分解発光計測系

図 14 閾値前後での発光分布の変化
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