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に3っのelementを同一パネルに組込んである．
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　第4図にみられるように電気的擁度計においても機械

的擁度計の場合と同じ方法で空間に対する静止点を得て

いる．すなわちcoi1は小型の万力をもって橋梁の適当

なmelnberに固定しておけば荷重によって橋が擾んだ

場合に前記の理由によって鉄心は依然として元の位置に

止まり，coilが橋と同様の移動をする．

　変換器部分および使用した鉄心は第5図に示してあ

る．coil　coverには厚さ1mmのAl板を使っているが

これは振動測定の場合の慣性の影響を考えて重量をなる

べく小さくするというためである．静的擁みのみ測定す

刷橋桁
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る場合は考える必要はな

く，またcoilの性質から

考えれば鉄板を使用して

cαilのfluxの回帰回路

を作った方が有効であり，

鉄心も現在は軟鋼を使用し

ているが　permalloyなど

を用いればさらに能率がよ

い，等々何分試作第1－号で

あるため不備の鼠が多いが
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引続き改善してゆくつもりである・先輩各位のご教示を

頂ければ幸である．　（1957．1．16）
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写真レンズのResponse　Functionの直読装置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　　瀬

　光学系の写像能力を表わすのに最近は，従来の分解能

に代ってResponse　Function（1）が用いられようとして

いる・このResponse　Functionと言うのは点光源の像

の強度分布ア（X，y）のフーリエ変換で定義されるもの

であるが，いま一次元物体の強度分布をB（X）とする

と，この光学像の強度分布は

　　　　　　　　十。。
　　　　B／（x・）一∫嫡が（筋粥κ　　（・）

　　　　　　　　－o◎
で与えられる・強度分布が正弦波的に変化する物体

　　　　B（X）＝＝a。＋a、COS　tUX－a。＋a、Rett°X

をレンズ系で写像する時はその像の強度分布は上式から

　　　　B／（x。）－a。F。＋a、F（ω）Re　tt°x°　　　（2）

となり物体と同様に正弦波的な強度分布を示すが，その

コントラストは物体とは異なってくる．ここで

　　　　　　　　十。。　　　　　　　　　　　十。。
　　　　F（ω）＝∫f（・）e’t°Xdx・F・一∫ル）dx

輝　　次

nse　Functionと呼び空間周波数ωに対する光学系の

attenuationを示すものである．　したがってResponse

Functionは正弦波チャt－一一トをレンズで撮影し，その像

のコントラストを測定すれば実験的に求められるが，ま

　　　　　　　一cO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－oo

でこの比がコントラストを与える・この前者をRespo－　　　　　、　　　ee　1図　Siemens／Star
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