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江藤さんが設計したイメージセン

1991年に誕生した4500分の1秒

たビデオカメラを開発し、
高速化を実

実験室で、
パルス状のレーザーを照射

イメージセンサー表面側の電極配置。画素中
心周りに6つの三角形の電荷収集ゲートを花弁
状に配置した。Dの電極は不要な電子の排出に
使い、A1からA5の5つの電極に短い時間間隔
で順番に高い電圧を加えると、5枚分の画像情
報が各電極の下に集まる。

の画像を撮影するデジタルビデオカメ

高性能なイメージセンサーを搭載し

完成させた。
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水の流れから電子の流れへ
イメージセンサーに着手

すが、
全く新しいセンサーなので、
仕様

1画素の構造

科学と未来 「飛ぶ光」
を撮る超高速カメラ
1億分の1秒の画像を撮影する超高速カメラを開発したのは、立命館大学
理工学部の江藤剛治客員教授を中心とする産学連携の研究チームだ。
イメージセンサーを用いたカメラとしては世界で初めて、光が飛ぶ瞬間を
捉えることに成功した。

研究成果最適展開支援プログラム
（A-STEP）

100Mfps級高速度撮像素子を用いたマルチフレーミングカメラ

究極の撮影速度は、
次はどんな一瞬
を切り取るだろうか。

井口 昭彦

林 直樹

三原 勉

三井 鷹

イメージセンサーを組み込んだ基

1億分の1秒の撮影を可能にした超高速ビデオカメラ

をこう振り返る。
「 既存のイメージセン

飛ぶ光を捉える超高速ビデオカメラを実現した研究チーム。
江藤さんが手にしているのはイメージセンサー。
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