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HDRイメージの作成

数が判れば，既知であるその他の設定
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できるようになり，HDR画像の利用

カメラのワンショットで星空から日

とができます．このように，複数枚の

は飛躍的に進歩しました（図5）．
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画像撮影が必要である制約はあるもの

難ですが，われわれ人間も一度に捉え
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膜が入射光量や感度を適宜調整して，
環境に合わせた視覚を実現していま
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ゲイン
（既知）
f値
（既知）

画素値（既知）

て，異なる輝度範囲の視覚をうまく統
合して理解や判断を行っています．そ

図3 画像撮影におけるパラメータと物理量

こで，カメラにおいても，露出が異な

通常，撮影するときには輝度と応答関数が未知でも，他のパラメータを調整すればきれいな写真

る複数枚の画像を統合できればハイダ

が撮影できます．しかし，正確な輝度を測定するためには応答関数が既知であることが必要とな
ります．

イナミックレンジな画像の生成は可能
となります．ただ，一般的に撮像素子
の感度や絞りの制御情報は公開されて
おらず，正確かつ煩雑な校正作業を必
要とします．
この課題を解決するために，コンピ
ュータサイエンスの研究者たちがさま
ざまな方式を検討しました．もっとも
有名な手法は1997年，Paul Debevecら
によって開発された自動校正法です1）．
図3，図4に示しますが，彼らは撮影
位置が変わらないときにカメラの素子
が受ける光量は同じであることから，

図5 多重露光撮影とHDR合成結果（Reinhard2）らの手法でレンダリング）

シャッタ速度を変えた複数枚の画像か

HDRの一つのメリットは輝度差のあるシーン（室内の書籍と窓外の風景）を同時に表示するこ

ら素子の応答関数を正確に推定可能で

とが可能になる点です．われわれにとって，このようなシーンはとても自然に見えることから，

あることを示しました．素子の応答関

われわれの脳内でも同様のシーン合成が行われていると考えられています．
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図4 素子の応答関数を推定する方法
Debevecらはシャッタスピードの異なる複数の画像から，空間位置別に素子が受ける光量と画素の出力の関係を使い，両者の値が一致する
ような応答関数を最適化手法で求めました．
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