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本稿では，Reinhard のグローバルオペレータのための特異点を考慮した逆トーンマッピング法を提案する．

逆トーンマッピングには，既存の LDR 画像から HDR 画像を生成すること，および，マッピングされた LDR 画像か
ら HDR 画像を再構成することという 2 つのアプリケーションがある．提案法は Reinhard のグローバルオペレータ
の逆変換により，これら 2 つのアプリケーションに適用可能な逆トーンマッピングを実行する．Reinhard のグローバ
ルオペレータには，α, Lw という 2 つのパラメータがあり，その逆変換にはこれらパラメータの記憶が必要とされる．
提案法は，マッピング時の特異点回避の影響を考慮することによって，1 つのパラメータのみを用いて Reinhard のグ
ローバルオペレータの逆変換を可能とする．実行時間と再構築された HDR 画像の品質の観点から従来法との比較実
験を行い，提案法の有効性が示される．
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Abstract A number of inverse tone mapping operators for dynamic range expansion have been proposed due to
the need to visualize low dynamic range (LDR) images on high dynamic range (HDR) devices. This paper proposes
a novel inverse tone mapping operator (TMO) considering singularities for Reinhard’s global operator. Inverse TM
operations have two applications: generating an HDR image from an existing LDR one, and reconstructing an HDR
image from a mapped LDR image. The proposed inverse TMO allows to be applied to both applications. When
the inverse transform of Reinhard’s global operator is performed, two parameters α and Lw are generally needed to
be stored. The proposed method enables to carry out the inverse transform with only one parameter by considering
singularities in Reinhard’s global operator. Experimental results show the eﬀectiveness of the proposed inverse TMO
by comparing the proposed one with conventional ones.
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ながら，HDR 画像は一般に，ハイダイナミックレンジ表現す

1. は じ め に

るために画素を浮動小数点数で表現しているためいくつかの課

ハイダイナミックレンジ (High Dynamic Range, HDR) 画像

題がある．

は，一般に用いられるローダイナミックレンジ (Low Dynamic

まず，既存のディスプレイでは HDR 画像を直接表示できな

Range, LDR) 画像と比較して，高いダイナミックレンジの記

い．現在一般に用いられているディスプレイは，整数値で表現

録が可能であり，写真撮影，コンピュータグラフィックス，車

された LDR 画像のみ表示可能であるため，HDR 画像の表示

載カメラ，医用画像など多くの分野で用いられている．しかし

には一度 LDR 画像にトーンマッピングする必要がある．その
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ため，HDR 画像を既存の LDR 画像へと変換するトーンマッ

タを用いる従来の手法と同等の画質を持つ HDR 画像が生成可

ピングオペレータ (Tone Mapping Operator, TMO) に関する

能であることが示された．また，既存の逆トーンマッピング法

研究が盛んに行われている [1–3]．Reinhard らは，HDR 画像

に比べ，提案手法が高速に逆トーンマッピングを実行可能であ

の輝度をマッピングすることで，原画像が持つ広いコントラス

ることが確認される．

トのレンジを高品質に圧縮することに成功している [4, 5]．

2. 準

次に，HDR 画像は高いビット深度の浮動小数点数を用いて
表現されているため，LDR 画像と比較してデータ量が大きく
なる上，既存の効率的な圧縮手法を利用できない．HDR 画像
の圧縮に関する研究や標準化は進行中であるが，圧縮効率の改

備

図 1 に示すように，TMO は HDR 画像 IH から LDR 画像

IL を生成する．
2. 1 Photographic Tone Reproduction

善など未だ多くの課題がある [6, 7]．これらの課題を解決するた

ここでは代表的なトーンマッピング法である”Photographic

め，HDR 画像をトーンマッピングにより LDR 画像に変換・記

Tone Reproduction” [4] について簡単に要約する．この手法は

録し，必要に応じて HDR 画像を再構成する手法が考えられる．

6 つのステップからなる (図 1 参照)．

1 枚の LDR 画像から HDR 画像を生成するための手法とし

(a) HDR 画像 IH の RGB 値から world luminance Lw (p) を

て，逆トーンマッピング処理に関する研究が多く行われてい

計算する．

る [8–12]．逆トーンマッピングには以下に示す 2 つのアプリ

Lw (p) = 0.27R(p) + 0.67G(p) + 0.06B(p)

ケーションが考えられる．1 つは，既存の LDR 画像から HDR

(1)

画像を生成することであり，もう 1 つは，マッピングされた

ここで R(p), G(p) および B(p) は，HDR 画像の画素 p に

LDR 画像から元の HDR 画像を再構成することである．また

おける RGB 値である．

逆トーンマッピング処理は，既存の LDR 画像を HDR 画像へ

(b) world luminance Lw (p) の幾何平均 Lw を計算する．幾何

と拡張するのみならず，HDR 画像のデータ圧縮にも応用され

から HDR 画像を生成することを目的としている [8–11]．しか

平均 Lw は次式により与えられる．


N
1 
Lw = exp
log Lw (p)
N p=1

しながら，これらの逆トーンマッピング法は，マッピングされ

ここで，N は入力画像 IH の画素の総数を表す．式 (2) は，

た LDR 画像から元の HDR 画像を再構築することを考慮して

Lw (p) = 0 において特異点を持つ．したがって，入力画像

いない．したがって，マッピングされた LDR 画像から，これ

IH が Lw (p) = 0 となる画素 p を持つ場合には，特異点を

らの逆トーンマッピング法により生成される HDR 画像は，元

回避するため，Lw (p) = 0 を微小な値  で置き換え以下の

の HDR 画像とは異なったものになる．

ように計算する．
⎛ ⎛
⎞⎞


1
Lw = exp ⎝ ⎝
log Lw (p) +
log ⎠⎠
N

ており，JPEG-XT として標準化が進行中である [7]．既存の
逆トーンマッピングに関する研究の多くは，既存の LDR 画像

本研究では，代表的なトーンマッピングである Reinhard のグ
ローバルオペレータに基づき，上記の 2 つのアプリケーションに
利用可能な逆トーンマッピング法を提案する．従来，Reinhard

p∈B
/

のグローバルオペレータによりマッピングされた LDR 画像か
ら HDR 画像を再構成するためには，トーンマッピングにおい
てユーザが設定するパラメータ α と，HDR 画像における輝度

(c) scaled luminance L(p) を，次式のように計算する．
α
Lw (p)
Lw

L(p) =

では，これら 2 つのパラメータの保存を必要としない逆 TMO

あり，この操作は輝度の幾何平均を α に正規化する．

の値としているため，生成された HDR 画像は元の HDR 画像

(d) display luminance Ld (p) を，トーンマッピングオペレー
タ y(·) を用いて求める．

オペレータ [4, 5] を用いたトーンマッピングにおける特異点と
それを回避することによる影響をを考慮しつつ逆変換を行うこ

Ld (p) = y(L(p))

とにより，1 つのパラメータのみを用いて高速かつ高品質な逆

(5)

Reinhard のグローバルオペレータ [4] は次式で与えられる．

トーンマッピング処理を実行する．Reinhard のグローバルオ
ペレータ [4] により生成された画像は従来の画像符号化法を利

Ld (p) =

用可能なため，HDR 画像を LDR 画像として圧縮・記憶するこ
から HDR 画像を高品質に再構成可能となる．

(4)

ここで，α ∈ [0, 1] は”key value”と呼ばれるパラメータで

が提案されているが，この手法では 2 つのパラメータを任意

とができ，提案する逆 TMO によって，記憶された LDR 画像

(3)

p∈B

ここで，B は Lw (p) = 0 となる画素 p の集合を表す．

の幾何平均 Lw の 2 つのパラメータが必要とされる．文献 [12]

と一致しない場合がある．提案法は，Reinhard のグローバル

(2)

L(p)
1 + L(p)

(6)

(e) 浮動小数点表現された画素値 Cf (p) が次式で与えられる．

提案手法の有効性を評価するため，実行時間，および，生成
される HDR 画像の品質に関して，既存の逆トーンマッピング
法との比較実験を実施した．実験の結果，提案手法がパラメー

― 8 ―

Cf (p) =

Ld (p)
C(p)
Lw (p)

(7)

こ こ で ，C(p) ∈ {R(p), G(p), B(p)} は 入 力 画 像 IH に

を記憶することを前提とした，新しい逆 TM 法を提案する．

3. 逆トーンマッピング法の提案

Integer
Colors

World
Luminance

Geometric
Mean

Display
Luminance

Scaled
Luminance

Reinhard のグローバルオペレータの使用を仮定した，Photographic Tone Reproduction の逆変換 (Inverse Photographic
Tone Reproduction, IPTR) に基づく，新しい逆トーンマッピ
ング法を提案する．

3. 1 Reinhard’s TMO に基づく逆トーンマッピング法
本稿で提案する逆 TMO を以下に示す．
図1

お け る 浮 動 小 数 点 の RGB 値 で あ り，ま た ，Cf (p) ∈

{Rf (p), Gf (p), Bf (p)} である．
(f) 24-bit の LDR 画像 ILg における RGB 値 Ci (p) を次式に
よって求める．

Ci (p) = round(Cf (p) · 255)

(8)

ここで，Lw を記憶する場合には
⎧
⎨ A = exp N log L −
|B C |

⎩ G = Lw

|B|
|B C |

log Lw

と与える．一方，α を記憶する場合には
⎧
⎨ A=α

⎩ G = exp

ここで round(x) は x をもっとも近い整数値に丸める操作
である．また，Ci (p) ∈ {Ri (p), Gi (p), Bi (p)} である．さ

N
|B|

log L −

|B C |
|B|

log α

(10)

(11)

(12)

とする．さらに，B C は集合 B の補集合であり，Lw (p) =
| 0と

らに，必要に応じて Cf (p) に対しガンマ補正を行う．

なる画素 p の集合を表す．また，L は display luminance L(p)

2. 2 問 題 設 定
逆 TMO は LDR 画像から HDR 画像を生成するための操作
である [8, 11]．本稿では，Reinhard のグローバルオペレータ
によりマッピングされた LDR 画像から，HDR 画像を再構成
するための新しい逆 TMO を提案する．

の幾何平均であり，以下の式で与えられる．
⎛ ⎛
⎞⎞


1
L = exp ⎝ ⎝
log L(p) +
log ⎠⎠
N

⎛

式 (6) から導出される.

Lw · Ld (p)
Lw
· L(p) =
α
α(1 − Ld (p))

p∈B
/

p∈B

⎞⎞


(p)
L
1
d
= exp ⎝ ⎝
log
log ⎠⎠
+
N
1 − Ld (p) p∈B

直接的な逆トーンマッピング関数は，次式のように式 (4) と

Lw (p) =

G
G · Ld (p)
· L(p) =
A
A(1 − Ld (p))

Lw (p) =

Photographic Tone Reproduction

⎛

(13)

p∈B
/

(9)

式 (10) は，式 (9) における α, Lw を LDR 画像から計算可能な
パラメータ A, G でそれぞれ置き換えたものに相当する．

また，文献 [12] では，HDR 画像の再トーンマッピングを目的

a Lw を記憶する場合

として，式 (9) における 2 つのパラメータ α, Lw をそれぞれ

記憶された Lw を利用して逆トーンマッピングを実行する際

任意の値で置き換える，パラメータ値の保存の必要がない逆

には，式 (11) を用いてパラメータ A, G を計算する．ここで，
式 (11) は |B| = 0 となる場合でも適用できることから，特異

TMO が提案されている．
これら 2 つの逆トーンマッピング法には，以下に述べる問題

点回避 (Lw (p) =
| 0) の下で任意の HDR 画像から生成された

がある．

LDR 画像に対して逆トーンマッピングが実行可能である．一

•

式 (9) の計算には α および Lw が必要であり，元の HDR

方，Lw は画像依存のパラメータであることから，画像 1 枚に

画像 IH あるいはこれら 2 つのパラメータを記憶すること

つき 1 つの Lw を記憶する必要がある．

•

•

が必要となる．

b α を記憶する場合

パラメータなしの逆 TMO は HDR 画像を生成可能であ

記憶された Lw を利用して逆トーンマッピングを実行する際

るが，パラメータを任意の値としていることから，生成さ

には，式 (12) を用いてパラメータ A, G を計算する．α は画像

れた HDR 画像は元の HDR 画像 IH と一致しない場合が

依存のパラメータではないため，同一の α を用いてマッピング

ある．

された複数枚の LDR 画像に対しては 1 つの α を記憶すればよ

パラメータなしの逆 TMO において，再トーンマッピング

い．ただし，α を記憶した逆トーンマッピングには，以下に述

処理として Photographic Tone Reproduction の枠組みの

べる条件がある．HDR 画像 IH において |B| = 0 となる場合に

利用が仮定されており，他の手法による再トーンマッピン

は，式 (12) が計算できないため Lw を求めることができない．
したがって，α を記憶した逆トーンマッピングを実行する場合

グが考慮されていない．
本稿では，式 (3) による特異点回避の影響を考慮することによ

には，|B| =
| 0 となるよう HDR 画像における輝度 Lw (p) の最

りこれらの課題を解決する，1 つのパラメータ (α または Lw )

小値を 0 と置き換え，2.1 のトーンマッピングに従って LDR 画

― 9 ―

LDR

HDR

Stored

Calculate
colors
Reinhard’s

Calculate
the world
luminance

Calculate
the display
luminance
Count
zero pixels

Calculate

global TMO

Calculate

(a) 1st TM
Stored

LDR

Arbitrary

LDR
Proposed

図 2 Proposed inverse tone mapping operation

Inverse TM

像 IL0 を生成する．

3. 2 実 行 手 順

提案手法により，LDR 画像 IL から HDR 画像 IH
を生成す

るための手続きを以下に要約する (図 2 参照)．ただし，上述

(b) 2nd TM

したように α を記憶する場合には，|B| =
| 0 となるようトーン

図 3 Re-tone mapping operation

マッピング時に処理されているものとする．

⎛

⎞


1
1
· exp ⎝
log Lw (p) +
log ⎠
N
N p∈B

（ 1 ） 次式により，LDR 画像の RGB 値から輝度値を計算する．

Ld (p) =

0.27Ri (p) + 0.67Gi (p) + 0.06Bi (p)
255

(14)




|B C |
|B C |
log α −
log Lw Lw
N
N
 C

|B |
|B|
= exp
log α +
log Lw
N
N

= exp

（ 2 ） Ld (p) = 0 となる画素 p の集合を B とする．
（ 3 ） 式 (13) により L を計算する．
（ 4 ） パラメータ A, G を計算する．
（ a ） Lw が記憶されている場合，式 (11) を用いて A, G を
計算する．

以上より，

|B|
N
log L − C log Lw
|B C |
|B |


|B C |
N
Lw = exp
log L −
log α
|B|
|B|

算する．
（ 5 ） 式 (10) に従い，A, G を用いて world luminance Lw (p) を
計算する．



(16)



α = exp

（ b ） α が記憶されている場合，式 (12) を用いて A, G を計

(17)
(18)

という関係式を得る．さらに，式 (17) における α を A に置き


（ 6 ） 次式によって，HDR 画像 IH
の RGB 値 C  (p) ∈

換えることで，式 (11) を得る．同様に，式 (18) における Lw を

{R (p), G (p), B  (p)} を計算し，HDR 画像を得る．
C  (p) =

p∈B
/

Lw (p)
L (p) Ci (p)
· Cf (p) = w
·
Ld (p)
Ld (p)
255

G に置き換え，式 (12) を得る．したがって，一方のパラメータ

(15)

の値を計算するためには，他方のパラメータの値と L のそれぞ
れの値が必要となる．L は，マッピングされた LDR 画像から

以上の手順により，逆トーンマッピングは実行される．さら

式 (13) を用いて計算できる．一方 α, Lw は，LDR 画像から計


IH
(p)

に対して任意のオペレータ

算することができないため，マッピング時に HDR 画像から計

T M Oi を適用することによって，再トーンマッピングされた

算された α, Lw のうち 1 つを記憶しておくことが必要となる．

に，生成された HDR 画像

LDR 画像を得ることができる (図 3 参照)．ここで，再構成さ
れた HDR 画像


IH1

された HDR 画像

は，真のパラメータ α, Lw を用いて再構成


IH2

と一致することから，T M Oi を


IH1

に


適用した結果は，T M Oi を IH2
に適用した結果と一致する．

3. 4 提案手法の評価
提案する逆 TMO が生成する HDR 画像品質の評価には，客観
評価尺度とリファレンスとなる HDR 画像が必要である．HDR
画像は LDR 画像と異なり，ダイナミックレンジが制限されてお

3. 3 逆トーンマッピング法の導出

らず，モニタへの出力を考慮した画素値の制限がなされていな

提案する逆トーンマッピング法における，パラメータ A, G

い．この理由から，LDR 画像の評価に幅広く用いられる PSNR
や SSIM といった尺度により直接評価することができない．そ

の計算式を導出する．

display luminance L(p) の幾何平均 L を考えると，L は，式
(3) と式 (4) から以下のように変形できる．
⎛

⎞⎞
⎛


1
α
L = exp ⎝ ⎝
log
Lw (p) +
log ⎠⎠
N
Lw
p∈B
p∈B
/
⎛
⎞


1
1
= exp ⎝
log α −
log Lw ⎠
N
N
p∈B
/

p∈B
/

のため，HDR 画像のための様々は評価法が研究されている [13]．
本稿では，評価尺度として代表的な HDR-VDP-2.2 [14]，PU

encoding [15] に基づき HDR 画像を評価する．
これらの手法による HDR 画像品質の評価には，品質の基準
となる HDR 画像が必要とされる．LDR 画像データベースを
用いて実験を行う場合，基準となる HDR 画像は一般に存在し
ない．そこで本稿では，HDR 画像データベースから HDR 画
像を選択して，それらの画像から種々のトーンマッピング処理
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表 1 Machine spec used in the simulation

トーンマッピング法でも同様の特徴を持ち，パラメータなしの

Processor Intel Core i7-3770 3.40GHz

IPTR と比べると良好な結果が得られる．さらに，トーンマッ

Memory

16GB

ピング時のパラメータを用いた IPTR と比べても大きな品質の

OS

ubuntu 14.04 LTS

差はなく，画像によっては提案法がパラメータありの IPTR を

Software

MATLAB R2014b

上回る結果が得られた．このパラメータを 2 つ用いた IPTR と
提案法の品質の差は，LDR 画像における量子化が式 (11) にお
ける L, B に影響することで，推定されたパラメータ A が真の

により LDR 画像を生成する．
次章では，上記の評価法を用いた実験により，提案手法が生

α と完全には一致しないことによると考えられる．
表 3 を見ると，HDR-VDP-2.2 における結果と同様に，提案

成する HDR 画像の品質を確認する．

法とパラメータありの IPTR が平均して高い MS-SSIM スコア

4. 実

験

を示した．加えて提案法は，平均的にパラメータありの IPTR


提案手法が生成する HDR 画像 IH1
の品質と実行時間を従来

より高いスコアを示した．以上のことから，提案法は他の手法

の逆トーンマッピングオペレータと比較するため，いくつかの

と比較して，Reinhard のグローバルオペレータにより生成され

HDR 画像を用いて実験を行った．

た LDR 画像から高い品質の HDR 画像を生成できるといえる．

4. 1 実 験 条 件
HDR 画像データベース [16, 17] から選択した 60 枚の HDR

5. お わ り に

画像を実験に使用した (図 4 参照)．提案手法の有効性の評価は
本稿では，Reinhard のグローバルオペレータにおける特異

以下の手順にしたがって実施した．
（ 1 ） Reinhard のグローバルオペレータを用いて，HDR 画像

は，特異点の影響を考慮することで，1 つのパラメータから他

IH を LDR 画像 IL0 へそれぞれ変換する．
（ 2 ） IL0 に対し複数の逆トーンマッピングオペレータ iT M Oi
を適用し，それぞれ


IHi

点を考慮した新しい逆トーンマッピング法を提案した．提案法
方のパラメータを推定することが可能である．さらに提案法は，
軽微な演算により Reinhard のグローバルオペレータを用いて

を得る．


（ 3 ） IH を基準にする IHi
の品質を HDR-VDP-2.2 MOS value

マッピングされた LDR 画像から HDR 画像への変換が可能で

[14]，および，PU encoding [15]+ MS-SSIM [18] の二種

ある．また，いくつかの実験により提案手法の有効性を示した．

類の評価尺度を用いて評価する．これらの評価尺度は，

実験では，提案法が他の手法と比較して，高速かつ高品質に逆

Hanhart らにより HDR 画像の評価に適していると推奨さ

トーンマッピング可能であることが明らかになった．
文

れたものである [13]．
比較する逆トーンマッピングオペレータ iT M O1 , · · · , iT M O6
は そ れ ぞ れ ，IPTR (Proposed)，IPTR (with true param-

eters)，IPTR (without parameters), PMET [11]，Kuo’s
method [9]，Huo’s method [10] の 6 種類である．また，本
実験において，提案手法は Lw を記憶し A を推定するものとし
た．本実験は，表 1 に示す，3.4GHz プロセッサと 16GB のメ
インメモリを搭載するコンピュータにより実施した．

4. 2 実 験 結 果
図 5 は，各 iTMO を 60 種類の画像にそれぞれ 100 回適用
した際の平均実行時間を表したグラフである．図より，提案法
はパラメータなしの IPTR に比べわずかに多くの時間がかか
るものの，他の手法と比較して少ない計算コストで実行可能で
あると言える．一方，一般に高品質な HDR 画像を生成できる

PMET は大きな計算コストを必要とすることがわかる．

表 2, 表 3 は，IH に対する IHi
の品質をそれぞれ HDR-VDP-

2.2，PU encoding + MS-SSIM により計算したもののうち，5
種類の画像に関する実験結果と，全画像に関する平均値を示す．

HDR-VDP-2.2 ∈ [0, 100] ，および，MS-SSIM ∈ [0, 1] は値が
大きいほど画像間の類似性が高いことを示す．
表 2 より，IPTR は PMET, Kuo’s ITMO, Huo’s ITMO と
比較して，Reinhard のグローバルオペレータで生成された画像
を高い品質で逆トーンマッピング可能だといえる．提案する逆
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