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Novel quantum devices are attainable by constructing optical quantum circuits combining quantum gates between
photons. For recent large-scale optical quantum circuits, however, it is very difficult to identify where and how errors
occur in these circuits. In order to solve this problem, it is required to develop a probing technology which can
nondestructively measure quantum states in circuits. However, we cannot use conventional methods for measuring
quantum state because these conventional methods destroy quantum states irreversibly. For this purpose, we need a
“quantum probe’’ combining recent quantum measurement techniques. I have acquired the quantum measurement
techniques, such as a photon detection technique using a fiber array and a phase locking scheme for quantum states,
through a quantum optical centroid measurement experiment. We created spatial super-resolution fringes with two-,
three-, and four-photon entangled states, and demonstrated a scalable implementation of the optical centroid
measurement. Then we investigated a scheme for quantum probe using weak measurement which is one of the recent
quantum measurement techniques.
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図 1. a) Experimentally measured centroids for one to four photons, for both N00N states and classical,
coherent states. b) A plot of the visibility of the classical and the quantum (N00N)-state centroids versus
photon number.
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