
放射線像の研究 
―レスポンス関数― 
第１巻 
1964～1966 
放射線イメージ・インフォメーション研究会（RII） 
 
第１編 概念的なもの、総論的なもの 
第1章 解説 木下幸次郎 1頁 
第2章 像解析における問題点 佐柳和男 17 
 
第２編 X線源 
第1章 解説 内田勝 1頁 
第2章 最大情報量撮影 第 3.5.7報 内田勝 2 
第3章 X線撮影系の画像の解析（Ⅱ.Ⅲ）―X線線像のレスポンス関数について―  

竹中栄一、高橋照彦 13 
第4章 X線撮影系のレスポンス関数（Ⅱ）X線管焦点 土井邦雄 20 
第5章  

第１節 X線管焦点のレスポンス関数 金森仁志 28 
第２節 X線管焦点のレスポンス関数の画像での影響  金森仁志、伊藤啓二郎 29  

第6章 実用 X線管焦点のレスポンス関数の算出 奥村寛 31 
第7章 X線管の焦点強度分布とMTF 木下幸次郎、菊池緑彦、竹中栄一 34 
                 
第３編 被写体 
第1章 解説 津田元久 1頁 
第2章  

第１節 モンテカルロ法によるラジオグラフィーの解析 畑中勇 2 
第２節 最大情報量撮影第 9報 内田勝、村田和美 8 
第３節 散乱線のレスポンス関数の測定 津田元久 13 
第４節 イメジアンプリファイア透視および X線テレビジョン透視における X線像に

ついて 津田元久 18 
第3章 X線撮影系のレスポンス関数（Ⅳ）被写体および運動  土井邦雄 23 
      
第４編 増感紙・蛍光板 
第1章 解説 土井邦雄 1頁 
第2章 X線撮影系のレスポンス関数（Ⅰ）X線用螢光板 土井邦雄、佐柳和男 2 
第3章 被写体透過後線質による増感紙のレスポンス関数 宇山茂樹、林周二 11 



第4章 X線撮影系のレスポンス関数（Ⅳ）増感紙と写真フィルムの組み合わせ  
土井邦雄 15 
  

第５編 写真感光材料 
第1章 解説 

第１節 解説 畑中勇 1頁 
第２節 性報伝達系としての写真感光材の性質 

第2章 O.T.F. 
第１節 X線撮影系の画像の解析（Ⅳ）―X線線像のレスポンス関数に及ぼす両面 Film

の影響― 竹中栄一、高橋照彦 6 
第２節 最大情報量撮影第 8報 現像効果のレスポンス関数 

内田勝、巣組一男、遠藤俊夫 10 
第3章 粒状性  

第１節 X線フィルムの粒状性 高野正雄 11 
第２節 粒状パターンのウィーナースペクトルの計算 畑中勇 14 
           

第６編 間接撮影法及び光学系 
第1章 解説 伊藤宏 1頁  
 
第７編 イメージアンプリファイヤ 
第1章 解説 津田元久 1頁 

1 イメージアンプリファリアが開発されるにいたった背景 
2 量子雑音 
3 過程 
4 イメージアンプリファリアのレスポンス関数応用例 

 
第８編 T.V.系 
第1章 解説 木下幸次郎 1頁 
第2章 X線テレビジョンの総合解像力測定 佐々木常雄、飛田勝弘、奥村寛 2 
 
第９編 X線像 
第1章 解説 金森仁志 1頁 
第2章 最大情報量撮影 

第１節 撮影像評価の定量化 内田勝 3 
第２節 撮影系の最大情報量 内田勝、山下一也、前田真行、雄川恭行 9 

第3章 ラジオグラフの最適濃度範囲と最適撮影条件 金森仁志 13 



第4章 A New Definition of Information Volumes on Radiographs from 
Density-to-Thickness Curves 金森仁志 19 

第5章 Information Volumes of Radiographs Modified by Sharpness And Visual 
Effects 金森仁志 25 

第6章 X線撮影系のボケの合成法の理論的検討 野田峰男 33 
第7章 X線撮影系の画像の解析（Ⅰ）竹中栄一、故 高橋照彦 42                       
第8章 X線像の像質について 津田元久 53 
 
第１０編 読影法 
第1章 解説 竹中栄一 1頁 
第2章 ボケを伴う場合の眼の識別限界濃度差 野田峰男 3 
第3章 ラジオグラフの最小確認対照度 金森仁志 5 
第4章 雑音の遮蔽効果について 木下幸次郎、佐藤英久、菊池緑彦、竹中栄一 9 
第5章 X 線像の雑音（Ⅱ）―正規分布型雑音チャートによる骨 X線像の S／N と一様分

布型雑音チャートとの比較―  竹中栄一、木下幸次郎、佐藤英久、菊池緑彦 16 
第6章 X線像の雑音 竹中栄一、木下幸次郎、佐藤英久 43 
第7章 X線写真の読影法について 竹中栄一 54 
 
第１１編 特殊撮影 
第1章 解説 佐々木常雄 1頁 
第2章 レスポンス関数よりみた拡大撮影の至適拡大倍率 綾川良雄、佐久間真行 3 
第3章 X 線撮影系の画像の解析（Ⅴ）―拡大率を変化させたときの X 線像のレスポンス

関数の変化 竹中栄一、高橋照彦 8 
第4章 最大情報量撮影 第 13.14.15.16.17報 断層撮影像のボケのフーリエ解析 

内田勝 15 
 
第１２編 その他 
第1章 解説 内田勝 1頁 
第2章 放射線スペクトルの超分解 井上多聞 2 
第3章 熱中性ラジオグラフの像の分解 井上多聞、小川一行、岩永征之 10 
第4章 放射線測定系のフーリエ解析 第一報 内田勝、速水昭宗、山崎武、東厳 19 
 
第１３編 海外事情 
第1章 解説 土井邦雄 1頁 
第2章 X線像の問題点 佐柳和男 2 
第3章 第 11回国際放射線学会に出席して 鳥生敬郎 9 



第4章 最近の radiography研究 土井邦雄 21 
 

 
放射線像の研究 
―解析と評価― 
第２巻 
1966～1968 
放射線イメージ・インフォメーション研究会（RII） 
 
第１編 解説 
第1章 解説 佐々木常雄 1頁 
第2章 放射線像の画像評価に対する考え方 津田元久 2 
第3章 ラジオグラフィにおける粒状性 土井邦雄 14 
第4章 視覚系と放射線像の画質（第１報）視覚系の正弦波レスポンスをめぐる諸問題 

藤村郁夫、山本勝昭 30 
第5章  
（Ⅰ）Fraunhofer回析計による写真フイルムのレスポンス関数の測定法 高野正雄 38 
（Ⅱ）Fraunhofer回析計による写真フィルムの粒状性の測定 高野正雄 50 
 
第２編 X線源 
第1章 解説 津田元久 1頁 
第2章 Modification of the Optical Transfer Functions of X-Ray Tube Focal Spots on 

Radio-graphic Images 金森仁志 2 
第3章 拡大撮影用管球焦点のレスポンス関数（X線拡大撮影法の研究 第 38報） 

奥村寛、綾川良雄、佐久間貞行 3 
 
第３編 被写体と散乱線 
第1章 解説 竹中栄一 1頁 
第2章 被写体のスペクトル 竹中栄一、木下幸次郎、井内昭一、中島緑彦 3 
第3章 被写体散乱線の写真効果のレスポンス関数による評価 土井邦雄 18 
第4章 散乱線のレスポンス  

木下幸次郎、滝口隆、井内昭一、鍔晃一、竹中栄一、中島緑彦 27 
 
第４編 蛍光材料と感光材料 
第1章 解説 高野正雄 1頁 
第2章 増感紙―フィルム系の階調と相互露光量比 土井邦雄 2 



第3章 医用螢光板の二.三の特性 木下幸次郎、中島緑彦、竹中栄一、鍔晃一、滝口隆 5 
第4章 迅速処理フィルムについて 中島庸介 11 
第5章 Evaluation of Transient Luminescent Phenomena by Frequency 

Characteristics 土井邦雄、十枝内秋男 14 
第6章 写真フィルムの三次元的レスポンス関数の測定 高野正雄 20 
 
第５編 間接撮影法および光学系 
第1章 解説 佐柳和男 1頁 
第2章 撮影法によるレントゲンレンズのMTF測定 桑山武司 2 
 
第６編 イメージアンプリファイアとテレビジョン 
第1章 解説 野田峰男 1頁 
第2章 X線用 PbOビジコンの医学応用への可能性 飛田勝弘 3 
第3章 X線テレビに於ける運動と残像の一実験 野田峰男 7 
第4章 イメージオルシコン管を使用した X線テレビ装置の一、二の特性  

矢仲重信、野田峰男 11 
第5章 X線 TV像におけるイメージ増強と垂直解像力  

竹中栄一、鍔晃一、木下幸次郎 14 
第6章 中性子 TV装置とその応用 亀井久 21 
第7章 島津可変視野イメジアンプリファイア 津田元久、若松公男、足立勝 26 
第8章 イメージ管の解像度 長谷川伸 33 
 
第７編 X線像 
第1章 解説 金森仁志 1頁 
第2章 電子計算機による X線写真の情報処理 胸部 X線写真のパターン認識  

鳥脇純一郎 3 
第１節 加法的ガウス雑音をともなう Pandom Mass Patternの識別 3 
第２節 雑音をともなう二次元図形の境界の一識別法 18 
第３節 胸部 X線写真の濃度分布の性質と肋骨境界の自動識別法 26 
第４節 電子計算機による胸部 X線写真の病巣陰影識別に関する基礎的実験 36 

第3章 X線写真の情報容量 金森仁志 44 
第１節 情報容量の概念 44 
第２節 Information Capacity of Radiographic Images 46 

第4章 X線像伝送系の倍率を含んだ OTF 木下幸次郎、竹中栄一、中島緑彦 54 
 
第８編 粒状性とその影響 



第1章 解説 木下幸次郎 1頁 
第2章 ラジオグラフィーにおける粒状性の解析 土井邦雄 3 
第3章 ウイナースペクトル測定における走査開口の役割 土井邦雄 11 
第4章 ラジオグラフィー用両面フィルムのウィナースペクトル 土井邦雄 18 
第5章 雑音のマスキング効果（Ⅱ）―文章と骨 X線像について  

木下幸次郎、菊池緑彦、竹中栄一 22 
第6章 X線撮影系のウィナースペクトルと S／N 土井邦雄 24 
第7章 粒状のとりあつかい 佐柳和男 31 
 
第９編 特殊撮影 
第1章 解説 内田勝 1頁 
第2章 運動体の撮影法 

Ⅰ 運動量の解析 佐藤長三郎、佐々木稔 2 
Ⅱ 運動効果のレスポンス関数による解析 平城実、三浦典夫 7 

第3章 拡大撮影のレスポンス関数と感度 佐柳和男、土井邦雄 13 

第4章 Ir
193

ラジオグラフィにおける拡大撮影 前田頌 20 
第5章 最大情報量撮影 第 21報（高速連続撮影系の空間周波数特性） 

内田勝、山下一也、増田一考、中西省三、伊藤慎弥 30 

第6章 最大情報量撮影 第 23報（ Co
60

 Radiography系の空間周波数特性） 
内田勝、林田重雄、山本義憲 35 

第7章 同時二方向撮影の検討 第 1報（側方散乱の様相）林真、山下一也、若松孝司 39 
     同時二方向撮影の検討 第 2報（側方散乱の解析） 

内田勝、若松孝司、山下一也、林真、段床嘉晴 46 

第8章 Ir
192

γ線撮影系のレスポンス関数 前田頌 55 
 
第１０編 測定 
第1章 解説 井上多門 1頁 
第2章 放射線測定系のフーリエ解析 第 2 報（空中線量測定における電離槽線量計のレ

スポンス関数） 
内田勝、森川薫、前田真行 2 

第3章 放射線測定系のフーリエ解析 第 3 報（深部線量測定における電離槽線量計のレ
スポンス関数）  
内田勝、森川薫、前田真行 6 

第4章 放射線測定系のフーリエ解析 第 5 報（空間周波数領域における電離槽線量計の
線質依存性）  
内田勝、森川薫、前田真行、伊藤博 11 



第5章 電子計算機によるγ線スペクトルの解析 井上多門 16 
 
第１１編 定量診断 
第1章 解説 竹中栄一 1頁 
第2章 定量的 X線診断の研究 梅垣洋一郎 3 
第3章 X線撮影における Technical dataの導出過程とその規格化 山崎武、寺田央 5 
 
第１２編 RI系 
第1章 解説 竹中栄一 1頁 
第2章 オートフローログラフィに使用するコリメータの検討 津田元久 3 
第3章 RIスキヤニング系のレスポンス関数 竹中栄一、木下幸次郎、中島緑彦 6 
第4章 RIシンチレーションカメラのレスポンス関数  

服部浩之、金子昌夫、佐々木常雄 15 
第5章 スパークチエンバーを用いたガンマカメラ 宮沢竜雄 20 
第6章 RIイメージ系のMTF（フオトスキヤン）速水昭宗、猪熊正克 29 
 

 
第１３回 S.42.6.10. 
研究会記事 
目次 
運動体の撮影法 2 
横浜市立大学 佐藤長三郎、佐々木稔 大日本塗料 平城実、三浦典夫 
被写体のスペクトルⅡ 9 
NHK基礎研 木下幸次郎 東大医放 竹中栄一 芝電 鍔晃一 
Scans in Measuring Wiener Spectra for Photographic Granularity 13 
大日本塗料 土井邦雄 
視覚系と放射線像の画質（第一報）視覚系の正弦波レスポンスをめぐる諸問題 15 
富士フイルム足柄研究所 藤村郁夫、山本勝昭 
X線撮影における Technical dataの導出過程とその規格化 23 
阪大微研放 山崎武 
I撮影法による X線関接撮影用レンズのMTF測定 25 
キヤノンカメラ株式会社 光学部 桑山武司 
 
第１４回 S.42.9.9. 
研究会記事 
目次 



Grating法による Response関数の測定法 1 
Ⅰ 測定法の概要 富士フィルム足柄研究所 藤村郁夫、高野正雄 
散乱線の写真に及ぼす効果のレスポンス関数による評価 5 
大日本塗料（株）極光 土井邦雄、秋本英治 
医用螢光板の二・三の特性 8 
NHK基礎研 木下幸次郎、中島緑彦 東大医放 竹中栄一 芝電気 鍔晃一、滝口隆 
Radiographの情報容量 14 
京都工芸繊維大学電気工学教室 金森仁志 
X線テレビにおける運動と残像の一実験 17 
日立亀戸工場 野田峰男 
寄稿・参考資料 21 
 
第１５回 S.42.12.2. 
研究会記事 
目次 
放射線測定系のフーリエ解析 第 2 報（空中線量測定における電離槽線量計のレスポンス
関数）2 
阪大医放 内田勝、森川薫、前田真行 
放射線測定系のフーリエ解析 第 3 報（深部線量測定における電離槽線量計のレスポンス
関数）8 
阪大医放 内田勝、森川薫、前田真行 
放射線測定系のフーリエ解析 第 5 報（空間周波数領域における電離槽線量計の線質依存
性）15 
阪大医放 内田勝、森川薫、前田真行 和労災病 伊藤博 
ラジオグラフィー用両面フィルムのウィーナースペクトル 24 
大日本塗料 土井邦雄 
イメージオルシコン管を用いた X線テレビの 1、2の特性 28 
（株）日立製作所亀戸工場 矢仲重信、野田峰男 
被写体のスペクトルⅢ 28 
NHK基礎研 中島緑彦 芝電気基礎研 木下幸次郎、井内昭一 
東大医放 竹中栄一 芝電気八王子 鍔晃一 
骨の散乱について 40 
NHK基礎研 木下幸次郎、中島緑彦 東大医放 竹中栄一 
芝電 鍔晃一 滝口隆 井内昭一 

Ir
192

γ線撮影系のレスポンス関数 41 
日本原子力研究所 前田頌 



RIスキヤニング系のレスポンス関数 45 
東大放射線科 竹中栄一 芝電中央研 木下幸次郎 NHK基礎研 中島緑彦 
 
第１６回 S.43.2.24. 
研究会記事 
目次 
電子計算機による X線写真の情報処理（胸部 X線写真のパターン認識）2 
名古屋大学工学部電気工学教室 鳥脇純一郎 
拡大撮影のレスポンス関数と感度 5 
キャノンカメラ 佐柳和男 大日本塗料 土井邦雄 
シンチカメラのレスポンス関数と感度 11 
愛知県がんセンター放射線部 服部浩之 金子昌生 佐々木常雄 
第Ⅱ報 F‐回析による鮮鋭度と粒状性の測定法 11 
富士フィルム 高野正雄 
X線テレビ像におけるイメージ増強と垂直解像力 11 
東大放 竹中栄一 芝電 鍔晃一 芝電基礎研 木下幸次郎 

Ir
192

γ線撮影系における拡大撮影と識別能 11 
日本原子力研究所 前田頌 
 
第１７回 S.43.7.20. 
研究会記事  
目次 
X線撮影のウィーナースペクトルと S／N比 2 
大日本塗料 土井邦雄 
迅速処理フィルムについて 12 
富士フィルム 中島庸介 
スパークチェンバ 16 
東芝中央研究所 亀井久、宮沢龍雄 
中性子 TV装置とその応用 22 
東芝中央研究所 亀井久 
半導体放射線検出器によるγ線スペクトルの電算機による解析 24 
東芝中央研究所 井上多門 
 
第１８回 S.43.9.28. 
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最大情報量撮影 第 21報（高速連続撮影系の空間周波数特性）2 
大阪大学医療技術短期大学部 内田勝 
大阪大学医学部付属病院放射線科 山下一也、若松孝司、増田一考、伊藤慎弥、中西省三 

最大情報量撮影 第 23報（ Co
60  Radiography系の空間周波数特性）7 

大阪大学医療技術短期大学部 内田勝 市立池田病院放射線科 林田重雄 
大阪大学医学部付属病院放射線科 山本義憲 
ルミネッセンスの過度現象の周波数特性とこれを利用した時間分解分公法 11 
大日本塗料・研究部 土井邦雄、十枝内秋男 
同時二方向撮影の検討 第一報（側方散乱の様相）23 
大阪大学医学部付属病院放射線科 林真、山下一也、若松孝司 
同時二方向撮影の検討 第二報（側方散乱の解析）34 
大阪大学医療技術短期大学部 内田勝 
大阪大学医学部付属病院放射線科 若松孝司、山下一也、林真、段床嘉晴 
フォトスキャンのMTF 47 
阪大医放 速水昭宗 阪大医 RI 猪熊正克 
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富士フィルム研究所 高野正雄 
可変視野イメジアンプリファイアのMTFについて 3 
島津製作所 津田元久 
イメージ管の解像力 10 
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エントロピーによる X線撮影系の評価 3 
名古屋大学 西沢邦秀 
シンチグラムにみられるボケの除去 8 



愛知がんセンター研究所 奥村寛 
Student Powerと大学 10 
九州工業大学 金原誠 
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東芝中央研究所 宮沢龍雄 
R.I.イメージのディジタル処理について 6 
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ホログラフィーによる合成立体写真について 17 
小西六開研 笠原正 
立体像伝送系の諸問題 21 
（株）日立製作所亀戸工場 草谷晴之、矢仲重信、井内昭一 
芝電気基礎研 木下幸次郎、井内昭一 芝電気八王子 鍔晃一 
立体 X線テレビ方式の検討 23 
芝電気基礎研 木下幸次郎、井内昭一 芝電気八王子 鍔晃一 
日立亀戸工場 草谷晴之、矢仲重信、野田峰男 
フーリエ積分を用いる CIE色度点の計算 25 
大日本塗料 土井邦雄 
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宮大工 内田勝 
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宮大工 内田勝 
可変視野イメージ・インテンシファィアによる拡大および X線拡大による X線テレビジョ
ン像およびイメージ・インテンシファィア間接撮影像の像質改善 7 
島津製作所 津田元久 
立体 X線像の雑音第 1報 27 
芝電 木下、井内 東大 竹中 日立レントゲン 野田 



高エネルギーX線用イメージ管―判別能と解像度― 31 
電通大 長谷川伸 東芝 宮代彰一 
 
国際会議特集号 1969,TOKYO 
―放射線イメージ・インフォーメーション研究会― 
英文抄録 I.S.R.R.T. 4th World Congress 1969,TOKYO 1 
第 12 回国際放射線医学会議のシンポジウム”Some Problems of Radiological Image 
Quality”について要約 33 
東大医放 竹中栄一 
ICREの Honorary Secretary J.F.Rayanからの手紙について 35 
東大医放 竹中栄一  
第 12回 ICRにおける放射線診断学の物理的方面の発表について 37 
東大医放 竹中栄一 
第 4回国際放射線技術学会議印象記 41 
津田元久 
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ズームイメジアンプリファリア 4 
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X線写真の処理 6 
東女医大 三浦茂 



イメジアンプリファイアの発光の時間応答 7 
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X線曝射時間の長短による写真コントラストの変化 18 
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X線螢光増倍管の動MTF 21 
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イメジアンプリファリアおよび X線テレビジョンの雑音 22 
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第２６回 S.46.1. 
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放射線治療へのコンピューター応用の展望 サイクロトロン及び中性子発生装置の利用状
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ガン研 尾内能夫 
病院放射線診療部門の情報処理 5 
国立がんセンター 梅垣洋一郎 
線量計算と治療機器制御へのコンピューター応用 8 
日電 稲邑清也 
The Automation of the Treatment Planning of Cancer.  16 
K.Inamura,S.Otani,Y.Umegaki 
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特別講演 X線用ビジコン 3 
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特別講演軟 X線用ビジコン 10 



静岡大学 西田亮三教授 
テレビ像の小型計算機による定量的処理（予稿なし）18 
信州大学 滝沢正臣 
映像電子管の解像度（Ⅱ）19 
電気通信大学 桜井和明、長谷川伸 
X線による螢光体のシンチレーションのゆらぎ 24 
電気通信大学 野瀬邦昭 長谷川伸 
被写体の空間周波数スペクトル 32 
東大医、芝電気 竹中栄一、木下幸次郎 
Trancation Errors in Calculating the MTF of Radiographic Screen Film Systems from 
the Line Spread Function  42 
シカゴ大 K.Doi,K.Strubler,K.Rossman 
体内 R‐I密度分布推定の試み（予稿なし）48 
名古屋大学 西沢邦秀 
 
第２８回 S.46.8. 
研究会記事 
目次 
頭部 X線規格写真観測点の自動計測処理 3頁 
日本大学歯学部 西岡敏雄 
被写体のスペクトル（Ⅴ）―フラウンホーファ回析による― 13 
東大医学部 竹中栄一 富士写真フイルム研究所 福井裕、高野正雄 
ビジコンカメラによるパルス X線式 X線量低減法 24 
東芝 恒岡卓二、渡辺広行 
被写体のスペクトルと情報容量 33 
京都工芸繊維大学 金森仁志 
テレビ画像の小型電算機による定量的処理Ⅱ 37 
信州大学 滝沢正臣 
イメージ・インテンシファイヤーの雑音 39 
芝電気 木下幸次郎、山口奉頼、多田金稔  
東大医放射線課 竹中栄一 東工大 橋爪弘雄 
X線けい光増倍管の動MTF 46 
東芝 恒岡卓二 
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VOL.1.No.1.（通巻 29号）1971年 12月 
目次 
研究会記事・会告 1頁 
デルタ函数およびその応用 5 
宮崎大学工学部 餌取寛次 
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電気通信大学 長谷川伸 
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北里大学医学部 池田裕之 芝電気株式会社 山口奉頼、木嶋伸一、木下幸次郎 
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イメジアンプリファイア入力けい光面の改良 15 
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リアルタイムによる X線像の空間周波数スペクトル 23 
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放射線像研究 
VOL.3.No.2.（通巻 35号）1973年 5月 
目次 
研究会記事・会告 52頁 
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電流 64頁 
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