ストリークカメラは、
極めて短い時間内に生じる光に伴なう現象を
とらえる装置です。

ストリーク管

はじめに
この小冊子は、ストリークカメラの動作原理、応用例や用語解説などを
まとめたもので、ストリークカメラに興味をお持ちの方やストリークカメラ
の購入をご検討されている方々の参考資料として作成されています。
具体的な製品モデルについては、
より詳細な仕様を記載した個別カタログ
を用意しています。別途、
ご請求・ご参照下さい。
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ストリークカメラとは？

カメラという名前を使用していますが、ストリークカメ
ラは私達の身の周りにあるフィルムを使うカメラやビデ

オカメラとは大きく異なり、人物や風景を撮影するものではありません。
ストリークカメラは、極めて短い時間内に生じる、光を伴なう現象をとらえる装置です。光の強さの時間的
な変化を比類のない時間分解能でとらえることができます。また、時間的な変化だけでなく、空間（位置や波
長）的にも光の強さがどのように変化しているかを同時にとらえることができます。

動作原理
ストリークカメラの動作原理を図１に示します。

電子群はMCPを通過する際、数1000倍まで電子の数を増倍さ

被測定光は、スリットを介してレンズ系により、ストリーク管の
光電面上にスリット像として結像されます。時間的にも空間的にも

れた後、蛍光面に衝突し、再び光に変換されます。
蛍光面上では、最も早く入射した光パルスに対応する蛍光像が最

少しずつずれ、光強度も異なる4つの光パルスがスリットに入射し、 も上方に位置し、順に下方へと配列されます。つまり、蛍光面上の
光電面に達したとします。光電面は、入射した光をその強度に応じ

垂直方向が時間軸になるわけです。また、それぞれの蛍光像の明る

た数の電子に変換するもので、ここで4つの光パルスは順次電子に

さは、それぞれの入射光パルスの強度に比例しています。蛍光像の

変換され、加速電極により加速されて蛍光面に向かって飛び出して

水平方向の位置は、入射光の水平方向の位置に対応しています。

行きます。
4つの光パルスによってできた電子群が掃引電極の間を通過する

このように、ストリークカメラは、被測定光の時間的・空間的な

時、タイミングを合わせて掃引電極に印加された高電圧（図2参照）

光強度変化を蛍光面上での輝度分布像に置き換える装置ということ

により、高速掃引（電子を上方から下方へ振る）が行われます。こ

ができます。蛍光像の明るさから光強度を、蛍光像の位置から時間

れにより、少しずつ遅れてやってきた電子群は垂直方向の少しずつ

と入射位置を読み取ることができるわけです。

異なった角度に偏向され、MCP（マイクロチャンネルプレート）
に飛び込みます。

掃引回路

トリガ信号

掃引電極
（電子を上方から下方へ振る）
蛍光面上のストリーク像

レンズ
光強度

時間

空間

時間
スリット

光電面
（光→電子）

加速電極
（電子を加速）

蛍光面
MCP
（電子→光）
（電子を増倍）

ストリーク管

空間

蛍光像の明るさから入射光の強度が、
位置から時間と空間を読み取れます。

図1. ストリークカメラの動作原理図

蛍光像

トリガ信号
掃引電圧

蛍光面

入射光
空間
図2. 動作タイミング（単掃引時）
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特長
●時間軸・空間軸（波長軸）にわたる光強度を同時測定

●X線から近赤外領域まで対応

ストリークカメラの入射スリットの前にマルチチャンネル用の
分光器を置くことにより、空間軸は波長軸になります。各波長に
おける光強度の変化を測定（時間分解分光）することができます。

●卓越した時間分解能 0.2 ps
0.2

psの最高時間分解能を誇ります。0.2

ストリーク管（光検出部）を選択することにより、X線から近赤
外線までの幅広い波長領域での測定が可能です。

●超高感度（単一光電子を検出）
ストリーク管は光を電子に変え、電子増倍する機構を備えていま

psは光がわずか

0.06 mm進む時間に相当します。

すので、肉眼では見えない弱い光を充分な光量まで増倍して観察す
ることができます。極微弱光（シングルフォトン）領域まで検出可
能です。

●単発現象からGHz領域の高繰り返し現象まで対応
掃引ユニットの交換により、幅広い現象を測定することができ
ます。

●専用のリードアウトシステム
ストリークカメラでとらえた画像（ストリーク像）をリアルタイ
ムでモニタ上に映し出し、解析する専用のリードアウトシステムを
用意しています。その場ですぐにデータ解析が可能です。

システム構成

ストリークカメラを用いて超高速光現象を測定するためには、トリガ
部とリードアウト部が必要です。下にその基本システムを示します。

トリガ部はストリーク掃引のタイミングを制御するもので、被測定光がストリークカメラに到着した時、スト
リーク掃引を行うように調整する必要があります。ストリーク掃引のためのトリガ信号の遅延時間を制御する
ディレイユニットやトリガ信号の繰り返し周波数が高過ぎる場合に分周を行う分周器などを用います。また、
レーザなどの現象を引き起こす側からトリガ信号を引き出せない場合には、被測定光自身からトリガ信号を作
り出す必要があり、PINフォトダイオードが必要です。
リードアウト部はストリークカメラの出力側である蛍光面に生じたストリーク像を読み出し、解析するもの
です。ストリーク像は暗く、瞬時のうちに消えてしまうため、高感度カメラが使われます。ストリーク像の解
析はフレームグラバボードを介してコンピュータで行われます。
このほか、測定対象や用途に応じて分光器、光学系などの周辺機器が加わります。

ストリークカメラ
被測定光
高感度カメラ

フレームグラバ
ボード

コンピュータ

リードアウト部
ディレイユニット
PINフォトダイオード
（光トリガ用）

外部トリガ信号
分周器

トリガ部
図3. ストリークカメラの基本システム構成
4

用語の解説

時間特性/単位/ゲート/トリガ
●ダイナミックレンジ

●時間分解能
時間的に連続した2つの現象を区別する分解能力の限界。

ストリークカメラで測定できる光強度範囲を示すものです。本書

カタログでは、時間幅（パルス幅）が限りなく零に近い入射光パルス

及びカタログでは、ダイナミックレンジの下限を従来の考え方であ

に対するストリーク像の輝度の半値幅（FWHM）で定義しています。

るノイズレベルの代わりに実測できる最弱パルスで規定しています。
つまり、入出力直線性（γ=１）の範囲にある最強パルスと最弱パ

時間分解能

ルスの比をダイナミックレンジとしています。一般に時間分解能が
ストリーク像

時間

向上していくと小さくなる傾向があります。

●トリガディレイ
蛍光面の中央にストリーク像を得るためには、入射光がスリット
0

1/2

1

出力（輝度）

図4. 時間分解能

●ピコ秒（ps）/フェムト秒（fs）
１ピコ秒とは、１兆分の１秒（10ｰ12秒）のことで、光が真空中
をわずか0.3 mm進む時間。
１フェムト秒は、千分の１ピコ秒
（1000兆分の１秒、
10ｰ15秒）
。

●ゲート
ストリークカメラを一時的に不感状態にするために行う動作。測
定したい時間領域の前後にも光がストリークカメラに入射すると、

に到達する時刻より、トリガ信号を先行させておく必要があります。
その時間差をトリガディレイと規定しています。

●トリガジッタ
現象を繰り返し（ストリーク像を加算）測定する場合、蛍光面上
のストリーク像の位置が、掃引回路の動作タイミングのゆらぎのた
め、毎回少しずつゆらいでいます。このゆらぎをトリガジッタとい
い、系の時間分解能を制限する要因となります。特に高速掃引時に
問題となります。（低速掃引ではトリガジッタは時間分解能以下と
なりますので無視できます。）
トリガジッタは、単一パルスの半値幅と加算時の半値幅の差から求
められます。

それらの光によって発生した光電子はストリーク管内で散乱・増倍

単一パルスの平均半値幅
44 ps

され、蛍光面上で本来のストリーク像に重なるノイズ光となり、ス

この場合、
トリガジッタは、

トリーク像のＳ/Nを低下させてしまいます。これを防止するため

次式で示す様に±15 ps以下となります。
〜 29.5 ps（＜±15 ps)
Tj=(532–442) 〜
1

とMCPでの電子増倍を停止させるMCPゲートがあります。

時間

2

の方法として、光電面で発生する光電子をさえぎるカソードゲート

100個のパルスの加算平均半値幅
53 ps

●ゲート消光比
時間的に一定な入射光に対する、ゲートが開いている時と閉じて
いる時の蛍光面の明るさの比で表わします。
図5. トリガジッタの求め方

掃引方式/測定方法
●単掃引
この語句の本来の意味は、１回のみの掃引（シングルショット）

繰り返し光現象は掃引周波数と同じか、その整数倍または整数分の１

ですが、本書及びカタログではシングルショットから10数 kHzの

でなければなりません。測定時間範囲は数100 ps〜2、3 nsです。

繰り返し掃引の意味で用いています。この掃引方式がカバーできる
掃引電圧

測定範囲は、60 psから10 ms。偏向（掃引）電極には、鋸歯状
波電圧を印加します。（図6参照）

電子像の軌跡

偏光板

MCP

レンズ
蛍光面

●シンクロスキャン

●単掃引

高速繰り返し掃引のことで、偏向電極には高周波正弦電圧を印加

（掃引電圧に鋸歯状波を使用）

●シンクロスキャン

します。（図6参照）
繰り返し掃引周波数を同期させることにより、蛍光面上の同一位置

光電面

（掃引電圧に正弦波を使用）

にストリーク像を重ね合わせること（積算）ができますので、微弱
な光現象まで高S/Nで測定することができます。

図6. 単掃引、シンクロスキャンでの掃引電圧
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●シンクロナスブランキング

掃引電圧

シンクロスキャン方式では、垂直偏向板のみを用いて垂直線上で

垂直掃引電圧

蛍光面

掃引軌跡

掃引軌跡

繰り返し掃引するため、戻り掃引（下から上へ戻る掃引）時に入射
光があると、擬似信号として主掃引（上から下への掃引）の信号と

垂直偏向板

蛍光面

重なり、正確な測定が困難です。

水平偏向板

シンクロナスブランキングは、水平偏向板に垂直掃引信号とは位

垂直偏向板
水平掃引電圧

相の異なる正弦波を印加し、戻り掃引を横方向へずらす楕円掃引を

垂直掃引

垂直掃引 ＋ 水平掃引
（デュアルタイムベース掃引）

行うものです。図8のように戻り掃引は蛍光面の外へ出ますので、
主掃引のみを正確に測定でき、GHz領域の高速繰り返し現象まで観
測可能です。

〈1.5 μm半導体レーザ（2 GHzで変調）の観測比較例〉
0

掃引電圧

時間 (ps)

200
400
600

偏向板

800

モードロックYAGレーザとその第2高調
波で励起されたシンクポンプ色素レーザ
のジッタ測定例
（上：色素レーザ、下：YAGの第2高調波）

掃引軌跡

1000
1200

蛍光面
1515

1525
1520
波長 (nm)

1530

偏向板

図9. デュアルタイムベースでの掃引軌跡

戻り掃引時に入射した光現象が、主掃引で得られた信号
と重なってしまいます。
図7. シンクロスキャンでの掃引軌跡

●時間分解分光測定
各波長における光強度の時間的変化を測定するものです。ストリ
ークカメラの前に分光器を置き、水平方向に分光された光を水平な

掃引電圧

入力スリットに結像させることによって行います。

0

掃引軌跡

時間 (ps)

200
400

（P8

応用例①、②、③参照）

600

掃引電圧

800

●空間時間分解測定

1000
1200

蛍光面
1515

1520
1525
波長 (nm)

被測定光の位置による光強度の時間的変化を測定するものです。
測定したい領域の光学像をレンズ系によりストリークカメラの入力

1530

偏向板

戻り掃引が蛍光面上を通過しない楕円型の掃引を行うため、
主掃引の信号のみ測定できます。
（写真は、データ解析装
置を用いてストリーク像の曲がりを垂直に補正してます。）

スリット面に結像させることによって行います。
（P9

応用例④、⑤、⑥参照）

図8. シンクロナスブランキングでの掃引軌跡

●デュアルタイムベース
シンクロスキャンに加え、水平偏向板に鋸歯状波電圧を印加する
ことにより、蛍光面上で電子ビームは垂直方向に振られながら水平
方向へ移動して行きます。これにより、垂直方向に加えて水平方向
にも時間情報を取り入れることができます。縦軸は早い時間軸、横
軸は遅い時間軸を持つことになり、例えば、高速で繰り返される光
現象の繰り返し周期よりも充分に長い時間に渡るパルス幅や位相の
変動などの測定が可能です。
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対象物

レンズ系（結像）

スリット

図10. 空間時間分解測定

入力/出力/読み出し系
●量子効率

●入力光学系
ストリーク管の光電面の前に置かれ、被測定光を非常に細い線状
にして光電面上に結像させるための光学系。スリット部分とレンズ
部分から構成されます。レンズ光学系の分光透過率・明るさにより
各種取り揃えています。

光電面へ入射した光子数と発生する光電子数の比。光電子数/入
射光子数×100（％）で表されます。

●蛍光面
電子が衝突すると光を発する面で、ここで電子像は光学的なスト
リーク像に変換されます。ガラス基板とその表面に形成された蛍光

●出力光学系
ストリーク管の出力側である蛍光面と読み出し用のカメラの間に

体の層からでき、蛍光体の発光効率は電子の持つ運動エネルギーに

置かれ、蛍光面に現れたストリーク像を読み出し用カメラの受光面

比例します。蛍光体の種類により発光スペクトラムのピーク、減衰

上に結像させるための光学系。

時間は異なり、P-11、P-20などとP番号で区別しています。

●光電面

●窓材

何種類かの金属の膜を窓材の表面に積層したもので、光がその表

光電面または蛍光面が形成される基板で、光に対する透過特性の

面に当たると光のエネルギーを吸収し、光電子と呼ばれる電子を放

優れた材質を用います。窓材には、MgF2、UVガラス、硼硅酸ガ

出します。光電子放出が起こる入射光の波長範囲とその効率は、光

ラス、ファイバプレートなどがあり、紫外領域における限界透過波

電面の材料により異なります。

長がそれぞれ異なります。

●分光感度特性

●冷却CCDカメラ

光電面への入射光量に対する放出光電子数の割合は光の波長によ

CCDチップを冷却（–30 ℃以下）することにより、暗電流ノイ

り異なります。これを分光感度特性といい、定義により量子効率、

ズを大幅に低減した科学計測用カメラ。その結果、長時間露光によ

放射感度などの表し方があります。

る高い検出感度、広いダイナミックレンジ、高品位画質といった優
れた特長をもっています。

●放射感度
光電面に１ワット（W）の光が入射したとき何アンペア（A）の光
電流が生じるかを示すものです。入射光と光電流の比（A/W）で
表されます。

●MCP
マイクロチャンネルプレート（Micro Channel Plate）の略。
MCPは、内径10 μm〜20 μmの細いガラス管（チャンネル）を
多数束ねた厚さ0.5 mm〜1mm程度の円板状の電子増倍器です。
個々のチャンネルの内壁には、二次電子放出材料がコーティングさ
れていて、チャンネルに飛び込んだ電子は衝突を繰り返しながらそ
の数を増やしていきます。１個の電子を最大104個程度まで増倍す
ることができます。

チャンネル
MCP

図11. MCPの構造
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応用例
①半導体物理/GaAlAsのフォトルミネッセンス
クライオスタット/liq N2

CWモードロックNd: YAGレーザ
励起色素レーザ

GaAIAs

ディレイユニット
C1097

PINダイオードヘッド
データ解析装置
C6760-32

冷却CCDカメラ
分光器
カメラコントローラ
ストリークカメラ

化合物半導体GaAlAsのフォトルミネッセンスを時間分解分光測
定した例です。試料（GaAlAs）を波長580 nmのピコ秒パルス
で励起し、基底状態に電子が戻る時に発生するフォトルミネッセ
ンスを分光器を介して波長分解した後、ストリークカメラで時間
分解します。

②光化学/フォトクロミック化合物のピコ秒吸収
データ解析装置
C6760-32
THG SHG
ω.2ω.3ω

Nd: YAGレーザ

3ω

ディレイユニット
C1097

2ω

カメラ
コントローラ

ω
PINダイオード
ヘッド

分光器

キセノンランプ
スピロピラン

ストリークカメラ

ディレイ用
光ファイバ

冷却
CCDカメラ

スピロピランのポリスチレン中での光着色挙動を測定した例です。
写真は、波長355 nmの紫外パルス光による励起後（0 ns後）の
吸収を示しています。縦のカーブは400 nm台前半と500 nm台
後半の吸収度の時間変化を表し、横のカーブは励起後1.5 ns前後
の吸収スペクトラムを表しています。

③光通信/光ファイバの波長分散
データ解析装置
C6760-32
PF発振器

ディレイユニット
C1097

カメラ
コントローラ
コームジェネレータ
分光器
1.5μmレーザ
ダイオード

光ファイバ

ストリークカメラ

冷却
CCDカメラ

光ファイバの波長による到達時間の分散を測定した例です。波長
1.5 μmのレーザダイオードを多波長パルス発振させ、被測定光
ファイバに入射します。光ファイバ中を伝わる光パルスの速さは
波長によって異なりますので長距離伝播した後、出射光を時間分
解分光すると、各パルスの波長成分による到達時間差が測定でき
ます。
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④薄膜作成/YBCOのレーザアブレーション
MENU
DELAY

OUTPUT

STORE

RECALL

TRIG
BUSY
RATE
INT

us

ms

S
TRIG
GPIB

TRIGGER

POWER

ps

ns

LCD

MUM
REM

BSP

7

8

・

4

5

0

1

2

B

C

9
6
3

ON OFF

+/EXP
EXC
LCD

To

基板

A

A

B

B

A

D

C

D

C

D

ディレイジェネレータ
DG535

対物レンズ
冷却CCDカメラ

エキシマレーザ

ストリークカメラ

真空チャンバ

データ解析装置
C6760-32
カメラコントローラ

酸化物超電導薄膜を作るためにターゲットにエキシマレーザパル
スを照射した時、基板に向って飛散している粒子の様子を時間空
間分解法で測定した例です。基板に高速で到達するものと、そう
でない低速の2つの成分があることがわかります。
▲提供：超電導工学研究所 様

⑤レーザ誘起放電
TRIG
BUSY
RATE
INT

us

ms

S
TRIGGER

TRIG

MENU
DELAY

OUTPUT

GPIB

STORE

RECALL

B

A

POWER

ps

ns

LCD

MUM
REM

BSP
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8

・
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0
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2

B

C

9
6
3

ON OFF

+/EXP
EXC
LCD

To

A

B

A

D

C

D

C

D

ディレイジェネレータ
DG535

印加電圧

対物レンズ
冷却CCDカメラ
CO2レーザ

ストリークカメラ

データ解析装置
C6760-32
カメラコントローラ

レーザ誘起による放電の測定例です。直流高電圧の印加された電
極間に強力なパルスレーザビームを集光させることによりプラズ
マを生成させ、それにより電極間に放電を誘起させます。
▲提供：九州大学大学院総合理工学研究科

本田助教授

Time

⑥高エネルギー/レーザ核融合

▲レーザ核融合炉（提供：大阪大学レーザー核融合研究センター 様）

Space

軽い元素が核融合を起こして重い元素に変わる時、燃焼などの化
学エネルギーとは比べものにならない膨大なエネルギーが放出さ
れます。核融合炉内で起こる爆縮などの発光強度や応答時間の計測、
プラズマイオン密度や分布の計測などを行います。
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