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多重露出画像を用いた高品質画像生成法の性能評価
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あらまし 一般に，多重露出画像を用いた高品質画像生成法として，2 つのアプローチが知られている．一つは，多重
露出画像から HDR 画像を生成した後トーンマッピングするアプローチであり，他の一つは，多重露出合成法により

直接高品質な LDR 画像を生成するアプローチである．それらは，ほぼ同様の入力から高品質な画像を生成する手法
であるが，これまで，それらの高画質画像生成手法の性能は，各アプローチごとに比較評価されることが一般的であ
り，両アプローチ間での比較評価は十分に行われていない．本稿では，性能評価実験によって，両アプローチの結果
画像を画質，色，およびコントラストの逆転に関しての 3 つの評価尺度と計算コストの観点から比較し，それぞれの
アプローチの利点と欠点を明らかにした．
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Performance evaluation of high-quality image generation methods using
multi-exposure images
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Abstract There are two approaches using multi-exposure images for producing well-exposed LDR images. One
is to tone-map an HDR image generated from multi-exposure images. The other is to directly generate an LDR
image from multi-exposure images by using a multi-exposure fusion method. These approaches are carried out with
similar inputs, but the diﬀerence of their performances between the approaches has not been evaluated enough. In
this paper, we aim to compare two approaches in terms of three criteria : TMQI, color distortion, contrast reversal.
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1. は じ め に

Dynamic Range, HDR) 画像を生成した後に，その HDR 画像
をトーンマッピングすることによって高品質な画像を生成す

カメラによって得られる画像，すなわち，ローダイナミック

るものである [1]〜[6]．HDR 画像は，現実シーンの広いダイナ

レンジ (Low Dynamic Range, LDR) 画像の持つ輝度のダイナ

ミックレンジを記録した画像であり，多重露出画像から推定

ミックレンジは，現実のシーンが持つダイナミックレンジに比

したカメラ応答関数 (Camera Response Function, CRF) に基

べ非常に狭い．そのため，カメラによって撮影された画像は，

づき，現実シーンの放射輝度を計算することで獲得される．し

人間が知覚している輝度のダイナミックレンジを忠実に表現で

かし，現在一般に普及している LDR ディスプレイでは HDR

きていない．現実シーンの広い輝度のダイナミックレンジを記

画像を直接表示できない．そのため，トーンマッピング (Tone

録した画像を獲得するため，これまでに数多くの輝度のダイナ

Mapping, TM) と呼ばれる処理によって，HDR 画像の情報を

ミックレンジに着目した高品質画像生成法が研究されている．

高品質に記録した LDR 画像を HDR 画像から生成する必要が

そのような高品質画像画像生成法は，同一シーンを異なる露

ある．加えて，このアプローチには，CRF の推定のため，多重

出条件で撮影した複数枚の LDR 画像 (多重露出画像) を入力と

露出画像を撮影する際に用いた露光時間の情報が必要である．

して用いることが一般的であり，大きく 2 つのアプローチに分

第二のアプローチは，多重露出画像合成 (Multi-Exposure

けられる．第一のアプローチは，ハイダイナミックレンジ (High

Fusion, MEF) を行い，高品質な LDR 画像を生成するもので
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ディジタルカメラによる画像撮影

ある [7]〜[12]．多重露出画像合成によるアプローチでは，HDR
画像を生成することなしに，多重露出画像から高品質な LDR
画像を直接合成する．そのため，CRF を推定する必要がなく，
多重露出画像を撮影する際に用いた露光時間の情報も不要と
なる．
これらの 2 つのアプローチに基づき，数多くの高品質画像生
成手法がこれまでに提案されてきた．しかしながら，それら高
画質画像生成手法の性能は各アプローチごとに比較されること
が一般的であり，アプローチ間で各手法を比較することは，こ
れまでにほとんど行われていない．
本稿では，画質および処理時間の観点から 2 つのアプローチ
を実験的に比較する．画質の評価実験では，8 つの高品質画像
生成手法により生成された画像を，TMQI [13], 色相差 ∆H [14],
およびコントラストの逆転 [15] という 3 つの客観評価尺度を用
いて比較する．画質評価実験により，多重露出画像合成による
アプローチは TMQI スコアに関して優れており，HDR 画像生
成とトーンマッピングを用いるアプローチは色相差およびコン
トラストの逆転に関して優れていることが明らかとなる．処理
時間の評価実験により，最も高い TMQI スコアを示した Nejati
らの多重露出画像合成法 [8] が，最も高速に高品質画像を生成
できることが明らかとなる．

2. 準

る．CRF は，個々のカメラが出力画像 IL (p) の品質を向上さ
せるために行う補正処理を表す．
撮影された画像の明るさは，露出の大きさによって決定され
る．一般的に多重露出画像の撮影では，様々なカメラパラメー
タのうちシャッタースピードのみを変化させ露出を制御する．
本研究でも同様に，シャッタースピードを除くカメラパラメー
タは固定であるとして取り扱う．
露出の大きさは，露出値 (Exposure Value, EV) と呼ばれる
数値を用いて表される．ここで，個々のカメラにより決定され
るシーンに対して適切な露出値を 0[EV] とし，その時のシャッ
タースピードを ∆tv0 とする．このとき，露出値 vi [EV] で画像
を撮影する際のシャッタースピード ∆tvi は，

∆tvi = 2vi ∆tv0

(3)

として与えられる．式 (1) から式 (3) を用いると，露出値 vi [EV]
で撮影される画像 ILi は以下のように表される．

ILi (p) = f (E(p)∆tvi ) = f (2vi E(p)∆tv0 )

(4)

2. 2 HDR 画像生成とトーンマッピング
図 2 に，多重露出画像を用いて HDR 画像を生成し，その後
成するアプローチの概要を示す．本稿では，このアプローチを

ここでは，準備として，同一シーンを異なる露光条件で撮影
する多重露出画像について簡潔に説明する．また，それら複数
の多重露出画像を用いた高品質画像生成法である HDR 画像生
成とトーンマッピングに基づくアプローチ (アプローチ 1)，お
よび多重露出画像合成法の基づくアプローチ (アプローチ 2) の
概要を述べる．

アプローチ 1 とする．このアプローチ 1 は，以下の手順によっ
て行われる．
（ 1 ） 複数枚の多重露出画像と画像撮影時のそれぞれのシャッ
タースピードの情報から，センサの飽和を表す関数と CRF の
合成関数 f を推定する．
（ 2 ） 推定した関数 f を用いて，多重露出画像の輝度値から
放射照度をそれぞれ算出する．

2. 1 多重露出画像
高品質画像生成の際に，カメラセンサのダイナミックレンジ
の狭さを補うため複数枚を用いる多重露出画像は，複数の露出
条件で同一シーンを撮影することで取得できる．図 1 に，ディ
ジタルカメラを用いた代表的な画像撮影の流れを示す．センサ
照射される光は，シャッターが開いている時間 ∆t の間累積さ
れる．この累積される光の，単位面積あたりのエネルギーを露
出 X とする．静的なシーンであれば，露出 X は，放射照度 E
とシャッタースピード ∆t を用いて，以下のように表される．

(1)

ここで，p = (x, y) は点 (x, y) における画素を表す．撮影され
る画像 IL の画素値 IL (p) ∈ [0, 1] は，以下のように与えられる．

IL (p) = f (X(p))

ここで，f はセンサの飽和を表す関数と CRF の合成関数であ

トーンマッピング処理を施すことで，高品質な LDR 画像を生

備

X(p) = E(p)∆t

HDR 画像をトーンマッピングして高品質画像を生成するアプ
ローチ

(2)

（ 3 ） 算出された放射照度の重み付き平均により HDR 画像
を得る．
（ 4 ） 生成された HDR 画像に対して，トーンマッピング処
理を施し，高品質な LDR 画像を生成する．
ここで，関数 f の推定を行うために必要なシャッタースピード
の情報を近似する手法も存在する [2]．また，トーンマッピング
は，HDR 画像のもつ多くの情報を保持したまま，従来のディ
スプレイで表示可能な LDR 画像へ変換する処理である．アプ
ローチ 1 よって生成された LDR 画像は，カメラを用いて直接
得られた LDR 画像に比べ，白とびや黒つぶれを抑制すること
ができる．

2. 3 多重露出画像合成
多重露出画像合成は，HDR 画像を介さず，多重露出画像を
直接合成することで，高品質な画像を生成するアプローチで
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(SNR) に基づき計算する．
3. 2 トーンマッピング
図3

多重露出画像合成によって高品質画像を生成するアプローチ

ある．本稿では，このアプローチをアプローチ 2 とする．図 3
に，このアプローチの概要を示す．代表的な多重露出画像合成
法では，多重露出画像の重み付き平均により高品質画像を得
る [7], [8]．アプローチ 1 と比較して，アプローチ 2 は，関数 f
の推定やトーンマッピング処理が必要ない．そのため，シャッ
タースピードの情報を必要とせず，多重露出画像のみから少な
い計算コストで高品質な画像を得られる．また，一方，より発
展的な手法では，結果画像のさらなる高品質化のため，高い計
算コストが必要なものもある [9]〜[12], [16]．

トーンマッピング処理は，トーンマッピングオペレータ (Tone

Mapping Operator, TMO) と呼ばれ，HDR 画像を LDR 画像
に変換する．トーンマッピング手法は，グローバルトーンマッ
ピングとローカルトーンマッピングの 2 種類に大別される．グ
ローバルトーンマッピングは，すべての画素に対し，単一の
トーンカーブを用いて輝度変換を行う．一方，ローカルトーン
マッピングは，HDR 画像の局所的なコントラストをより保持
するため，局所領域ごとに異なるトーンカーブを用いて輝度変
換を行う．一般に，ローカルトーンマッピングは，グローバル
トーンマッピングより複雑な処理を必要とするため，高い計算
コストがかかる．
代表的なグローバルトーンマッピング法として，Reinhard ら

2. 4 問 題 設 定
アプローチ 1 とアプローチ 2 は，これまで数多く研究されて
きた．それらの高画質画像生成手法の性能は，各アプローチご
とに比較評価されることが一般的であり，アプローチ間の比較
はこれまでほとんど行われていない．そのため，各アプローチ
の利点と欠点が十分明らかにされていなかった．そこで，本研
究では，2 つのアプローチにより生成された画像を客観評価尺
度を用いて比較することにより，それぞれアプローチの利点と
欠点を画質，色，計算コストの観点から実験的に明らかにする．

の手法 [3] および Drago らの手法 [4] がある．Reinhard らは，
ゾーンシステムの考え方に基づいて，"key value"と呼ばれるパ
ラメータによって輝度の幾何平均を調整した上で，分数関数に
よってトーンマッピングを行う手法を提案した．この手法は，
その処理の簡単さに対し高品質な結果を得られることから広く
用いられている．Drago らの手法では，画像の暗所および明所
の輝度変換を，小さい底を持つ対数関数および大きい底を持つ
対数関数によりそれぞれ行う．
一方，代表的なローカルトーンマッピング法には，Rein-

3. 代表的な高品質画像生成法

hard らの手法 [3]，Fattal らの手法 [5]，Gu らの手法 [6] があ

ここでは，前節で述べた高品質画像生成法の 2 つのアプロー

グ法の改良版であり，アナログ現像に用いられる「覆い焼き」

チそれぞれについて，これまでに提案された代表的な手法を簡
単に要約する．

HDR 画像生成は，多重露出画像から関数 f を推定し，それ
に基づいて HDR 画像 IH ∝ E を生成する．Debevec ら [1] は，
多重露出画像それぞれの正確なシャッタースピードを用いて関

数 f の推定を行う手法を提案した．この手法では，関数 f が滑
らかな単調増加関数であると仮定し，関数 f の逆関数を推定す
る．ただし，この手法はノイズに対する頑健性がないため，予
測に用いる多重露出画像にノイズが含まれないことが必要であ
る．Mitsunaga ら [2] は，関数 f が単調増加な多項式関数であ
るとの仮定の下，関数 f を推定する手法を提案した．加えて，
この手法では，関数 f の推定に必要とされる正確な露出値の比
を，おおよそのシャッタースピードから計算することができる．
これらの手法のいずれかを用いて関数 f の推定を行っ
た後，多重露出画像の画素値 ILi (p) から放射照度 Ei (p) =

f −1 (ILi (p))/∆tvi を算出し，以下のようにそれらの重み付き平
均を計算することで，最終的な HDR 画像 IH (p) を得る．

i=1

w(ILi (p))

と「焼き込み」を局所領域ごとに擬似的に行う．Fattal らの手
法では，入力画像の輝度勾配の大きい部分をより強く圧縮する

3. 1 HDR 画像生成

!N
w(ILi (p))Ei (p)
i=1
IH (p) =
!N

る．Reinhard らの手法は，彼らのグローバルトーンマッピン

(5)

ここで，N は合成する画像の枚数であり，w(・) は重みである．

Debevec らの手法 [1] では，w(・) をハット関数に基づき計算
する．一方，Mitsunaga らの手法 [2] では，w(・) を信号雑音比

ために，様々なスケールにおいてエッジ検出を行う．その後，
ポアソン方程式に基づいて，トーンが圧縮された LDR 画像の
輝度値を算出する．Gu らの手法では，入力画像をベースレイ
ヤと複数のディティールレイヤに分解し，それぞれのトーンを
圧縮した後に，それらを足し合わせることで結果画像を得る．

3. 3 多重露出画像合成
多重露出画像合成は，HDR 画像を生成することなく，次式
により，多重露出画像から高品質な LDR 画像を直接生成する．

IL = F (IL1 , IL2 , ..., ILN )

(6)

ここで，F は多重露出画像合成の処理を表す関数である．この
アプローチは HDR 画像の生成を行わないことから，その合成
処理において多重露出画像撮影時のシャッタースピードを必要
としない．

Mertens らの手法 [7] では，多重露出画像をラプラシアンピラ
ミッドに分解し，それらの重み付き平均によって結果画像を得る．
合成時の重みは，コントラスト，彩度および Well-exposedness
の尺度を用いて計算する．Nejati らの手法 [8] では，エッジ保
存平滑化フィルタを用いて，画像をベースレイヤとディティー
ルレイヤに分解する．そして，Well-exposedness に基づく重み
を用いてそれぞれのレイヤを重み付き平均によって合成する．
その後，2 つのレイヤの和を計算し結果画像を得る．Bruce ら
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表1

実験に用いた手法

アプローチ 1

表2

CRF 推定法 TMQI(Q)

アプローチ 2

HDR 画像生成

TM

Debevec [1]

Reinhard(Global) [3]

Mitsunaga [2]

Drago [4]

Nejati [8]

Fattal [5]

Bruce [10]

Gu [6]

Ma [9]

Mertens [7]

ロピーに基づき各画像に対する重みを計算し，重み付き平均に
よって画像の合成を行う．Ma らの手法 [9] では，画像を信号強
度，信号構造および平均強度という 3 つの独立な構成要素に分
解し，重み付き平均を用いてそれぞれ合成する．そして，それ
ぞれ合成された 3 つの構成要素から，画像を再構築することで
結果画像を得る．

験

点を明らかにするため，表 1 に示す高品質画像生成手法によっ
て生成される画像の品質を，3 つの客観評価指標を用いて評価
した．
本実験では，式 (4) に基づき，1 枚の HDR 画像 [17] から擬
似的に 9 枚の多重露出画像 (−4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4 [EV])
を次式のように生成し，入力として利用した．

ILi (p) = f

0.9177

0.7927

Mitsunaga

0.9190

0.7902

TMO
Reinhard
(Global)
Drago
Fattal
Gu

表4
MEF 手法
Mertens
Nejati
Bruce
Ma

TMO の比較

TMQI(Q)

TMQI(S)

TMQI(N)

∆H

0.9177

0.8671

0.6754

0.7927

0.9113
0.7855
0.9494

0.8587
0.8416
0.8608

0.6497
0.0544
0.8960

1.1021
0.7163
0.7524

多重露出画像合成法に関する比較
TMQI(Q)
0.9141
0.9616
0.9233
0.9534

TMQI(S)
0.8501
0.8606
0.8473
0.8517

TMQI(N)
0.6823
0.9815
0.7459
0.9411

∆H
1.4015
1.2271
1.0547
1.8827

コントラストの逆転は，Aydin らの手法 [15] において使用さ

高品質画像を生成する 2 つのアプローチそれぞれの利点と欠

"

∆H

Debevec

表3

の手法 [10] では，多重露出画像の対数領域における局所エント

4. 実

CRF 推定法の比較

#

2
IH (p)
G(IH )
vi

=

"

#1/2.2

2
IH (p)
G(IH )
vi

(7)

数 f には γ = 2.2 のガンマカーブを用いた．ここで，シャッ
タースピード ∆tvi は，2 /G(IH ) に相当する．図 5 に，本実
vi

験で用いた 9 枚の多重露出画像を示す．

4. 1 評 価 基 準
画質評価には，以下の評価尺度を用いた．

TMQI [13]

•

色相差 ∆H [14]

•

コントラストの逆転 [15]

TMQI [13] は，HDR 画像からトーンマッピングにより生成
された LDR 画像の品質を，元の HDR 画像をリファレンスと
して評価する客観評価尺度である．本実験では，入力多重露出
画像を HDR 画像から生成しているため，多重露出画像合成法
により合成された画像の品質評価にも TMQI を利用できる．

TMQI のスコア Q は，構造的類似度を示すスコアである S，お
よび，画像における輝度分布の統計的な自然さを示すスコア
である N を組み合わせて計算される．Q，S，N はそれぞれ区
間 [0, 1] の値を取り，1 に近いほど生成された LDR 画像が元の

HDR 画像を再現していることを示す．
色相差 ∆H は，CIEDE2000 [14] において定義される 2 色間
の色相の差を示すスコアである．色相差 ∆H は，0 に近いほど，

2 色間の色相に差がないことを示す．本実験では，元の HDR
画像をリファレンスとして用いることで，生成された LDR 画
像の色の再現度に関する評価に使用した．

の画素値の大小関係と，生成された LDR 画像の画素値の大小
関係を比較することで，生成された LDR 画像におけるコント
ラストの逆転を評価する．コントラストの逆転が少ないほど，
生成された LDR 画像は，リファレンスである HDR 画像の画
素値の大小関係を忠実に再現していることを示す．

4. 2 予 備 実 験
2 つの方式を公平に比較するために，まず各方式に対して予

ここで，G(IH ) は，HDR 画像 IH の輝度の幾何平均を表し，関

•

れる尺度である．この尺度は，リファレンスである HDR 画像

備実験を行った．

4. 2. 1 CRF 推定法の比較
アプローチ 1 において，CRF 推定の精度が結果画像の品質
に与える影響を評価した．図 4 に，9 枚の多重露出画像を用い
て，Debevec らおよび Mitsunaga らの手法により推定された関
数 f −1 をそれぞれ示す．このとき，多重露出画像のシャッター
スピードの情報は，すべて正確なものを用いた．図 4 より，関
数 f として γ = 2.2 のガンマカーブを用いた場合，Mitsunaga
らの手法を用いた方が CRF 推定の精度が高いことがわかる．
表 2 に，この 2 つの手法それぞれにより生成された HDR 画像
から，Reinhard らの手法を用いてトーンマッピングした LDR
画像の品質を示す．表 2 より，CRF 推定の精度が高い場合，

TMQI と ∆H の両方が改善していることがわかる．このこと
から，CRF 推定の精度向上は，トーンマッピングによって生成
される LDR 画像の品質向上にも寄与するといえる．

4. 2. 2 TMO の比較
次に，アプローチ 1 において，TMO の性能が結果画像の品
質に与える影響を評価した．本実験では，9 枚の多重露出画像
から Debevec らの手法を用いて HDR 画像を生成し，表 1 に
示す TMO によって高品質な LDR 画像を生成した．それら結
果画像の TMQI および ∆H スコアを表 3 に示す．表 3 より，
グローバル TMO(Reinhard，Drago) に対する TMQI の N の
スコアは，0.6 から 0.7 の値をとっているのに対し，ローカル

TMO(Fattal，Gu) は手法によってそのスコアに大きな差があ
ることがわかる．これは，ローカルトーンマッピングに含まれ
る局所領域ごとの処理が，結果画像の輝度分布の自然さに大き
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(a) -4[EV]

(b) -3[EV]

(c) -2[EV]

(d) -1[EV]

図4

(e) 0[EV]

(f) 1[EV]

(g) 2[EV]

(h) 3[EV]

(i) 4[EV]

実験に用いた多重露出画像

4. 3 2 つのアプローチの比較
4. 3. 1 ∆H および TMQI の比較 (9 枚)
表 2 から 4 を比較すると，アプローチ 2 は，アプローチ 1 と
比べ，TMQI に関して優れた画像を生成できる傾向にあること
がわかる．一方，色相差 ∆H を比較すると，アプローチ 1 が，
(a) Debevec

図5
表5

関数 f −1 の推定結果

表6

∆H

0.9140

0.8583

0.6669

1.1419

能を比較するため，3 枚の多重露出画像 (−2, 0, 2[EV] および

0.8443

0.8462

0.2908

1.1391

0.9562

0.8568

0.9510

1.2468

−4, 0, 4[EV])，および 5 枚の多重露出画像 (−4, −2, 0, 2, 4[EV])
チ 1 において，HDR 画像生成には Debevec らの手法を用い，
トーンマッピングには Reinhard らの手法と Fattal らの手法を

TMQI(S)

TMQI(N)

∆H

0.9166

0.8645

0.6728

0.9306

用いた．また，多重露出画像合成法は，Nejati らの手法を用い

0.7824

0.8389

0.0475

0.8519

た．表 5 から 7 より，以下のことが確認できる．

0.9593

0.8613

0.9641

1.1849

TMQI(Q)

TMQI(S)

TMQI(N)

∆H

0.9178

0.8674

0.6758

0.8164

0.7845

0.8413

0.0519

0.7352

0.9611

0.8573

0.9848

1.213

によって生成された画像は，グローバルトーンマッピングによ
るものに比べ，色相差 ∆H が小さい．

4. 2. 3 多重露出画像合成法の比較
9 枚の多重露出画像から表 1 に示す多重露出画像合成法を用
いて LDR 画像を生成した場合の TMQI および色相差 ∆H ス
コアを表 4 に示す．表 4 より，以下のことが読み取れる．
すべての TMQI スコアにおいて，Nejati らの手法が優

れている．
特に，Nejati らの手法により生成された画像は，他の

手法より大幅に高い TMQI(N) スコアを示す．このことから，

Nejati らの手法は，輝度分布の自然な画像を生成できるとい
える．

•

をそれぞれ入力として性能評価を実施した．ここで，アプロー

TMQI(Q)

な影響を与えることを表す．また，ローカルトーンマッピング

•

条件の悪い多重露出画像が入力として与えられた際の性

TMQI(N)

合成)

•

4. 3. 2 ∆H および TMQI の比較 (3 枚と 5 枚)

TMQI(S)

2 つのアプローチの性能比較 (−4, −2, 0, 2, 4[EV] の 5 枚での

アプローチ 1
(Reinhard)
アプローチ 1
(Fattal)
アプローチ 2

f −1 の適用が，CRF の非線形に起因する色相の歪みを補正す

TMQI(Q)

2 つのアプローチの性能比較 (−4, 0, 4[EV] の 3 枚での合成)
アプローチ 1
(Reinhard)
アプローチ 1
(Fattal)
アプローチ 2

アプローチ 2 より高いスコアを示した．これは，推定した関数
るためだと考えられる [18]．

2 つのアプローチの性能比較 (−2, 0, 2[EV] の 3 枚での合成)
アプローチ 1
(Reinhard)
アプローチ 1
(Fattal)
アプローチ 2

表 7

(b) Mitsunaga

色相差 ∆H においては，Bruce らの手法が優れている．

Bruce らの手法は，現実シーンの色相を高精度に再現した画像
を生成可能であることがわかる．

•

アプローチ 1 は，入力多重露出画像の条件によらず，ア

プローチ 2 より優れた色相差 ∆H スコアを持つ．

•

アプローチ 2 では，どの入力多重露出画像が与えられた

場合でも色相差 ∆H スコアにほとんど差が見られない．

•

アプローチ 1 では，入力多重露出画像が広い輝度のレン

ジを記録してる場合により良い ∆H スコアを示す．

•

TMQI においては，入力多重露出画像の条件に関わら

ず，アプローチ 2 の結果画像が優れている傾向にある．

4. 3. 3 コントラスト逆転の有無
5 枚の多重露出画像 (−4, −2, 0, 2, 4[EV]) から 2 つのアプロー

チで生成された画像を，コントラストの逆転の観点からそれぞ

れ評価した結果を図 6 に示す．ここで，図 6(b)，(d)，(f) にお
いて赤く色のついている領域が，対応する画像のコントラスト
の逆転が起きている領域を表す．図 6 より，アプローチ 2 に
よって生成された画像は，アプローチ 1 によって生成されたも
のに比べ，多くの領域でコントラストの逆転が発生している．
これは，アプローチ 1 では，シャッタースピード ∆tvi を用い
て入力多重露出画像の輝度を補正するのに対し，アプローチ 2
では，そのような補正を行わないまま合成することに起因する
と考えられる．

4. 3. 4 計算コストの比較
2 つのアプローチを計算コストの観点から比較するため，そ
れぞれの手法にかかる処理時間を計測した．処理時間の計測は，
表 8 に示す性能をもつコンピュータにより実施した．
表 9 に，比較手法それぞれによって高品質画像を生成する
際の処理時間を示す．表 9 より，どの手法でも同様に，入力多
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最も優れている．加えて，HDR 画像生成とトーンマッピング
によるアプローチは，コントラストの逆転の観点から，多重露
出画像と用いるより高い性能を持つことが明らかとなった．
文

(a) アプローチ 1(Reinhard) の結

(b) アプローチ 1(Reinhard) のコ

果画像

ントラスト逆転部分

(c) アプローチ 1(Fattal) の結果

(d) アプローチ 1(Fattal) のコント

画像

ラスト逆転部分

(e) アプローチ 2 の結果画像

(f) アプローチ 2 のコントラスト逆
転部分

図6

5 枚で合成した高品質画像のコントラストの逆転部分
表8

実験に使用したコンピュータの性能
プロセッサ
メモリ
OS

表9

高品質画像生成にかかる処理時間 [s]

入力多重露出画像

アプローチ 1

アプローチ 2

Intel Core i5 1.6GHz
8GB
macOS Mojave 10.14.6

Reinhard
(Global)
Drago
Fattal
Gu
Mertens
Nejati
Bruce
Ma

3 枚
(-2,0,-2[EV])

5 枚
(-4,-2,0,2,4[EV])

9 枚
(-4〜4[EV])

1.336

1.787

2.645

1.434
3.951
145.536
1.077
0.534
9.908
10.477

1.888
4.383
150.933
1.588
0.774
15.911
15.784

2.745
5.413
141.698
2.523
1.107
28.319
27.460

重露出画像が多くなるにつれ，処理時間が長くなることがわか
る．入力多重露出画像枚数が同じである条件の下で各手法を比
較すると，最も高い TMQI スコアを示した Nejati らの多重露
出画像合成法が，最も高速であるという結果が得られた．これ
は，アプローチ 2 において CRF の推定が必要ないことに加え，

Nejati らの手法が高速ガイデットフィルタの使用を可能とする
からである．

5. お わ り に
本稿では，多重露出画像を用いて高品質画像を生成する 2 種
類のアプローチを比較することで，各アプローチの利点と欠点
を明らかにした．HDR 画像生成とトーンマッピングを用いる
アプローチは色相差の観点から優れた傾向にあり，多重露出画
像合成法によるアプローチは，TMQI の観点から優れた傾向に
あることが示された．さらに，最も優れた TMQI スコアを示
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