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あらまし ハイダイナミックレンジ (HDR)画像を，一般的なローダイナミックレンジ (LDR)ディスプレイに適切に
表示させるためには，トーンマッピングにより HDR画像のダイナミックレンジを適切に圧縮する必要がある．従来
手法では，一般的に画素間の輝度の大小関係を保存する潜在的な制約が存在するため，利用できる LDR画像のダイ
ナミックレンジには制限が生じる．本研究では，明領域と暗領域の明度分布と空間分布が二分される HDR画像を対
象とし，各領域が明確に分離できる場合には，各領域の境界部において輝度値の大小関係が逆転しても人間の視覚に
は違和感が生じないと仮定し，各領域に異なるトーンマッピングを独立に適用する．本報告では，主観評価実験によ
り提案手法と従来手法の実験結果を比較することで，本研究で設定した仮定の妥当性と提案手法の有効性を検証し，
提案手法に適した画像の特性に関して考察する．
キーワード トーンマッピング，ハイダイナミックレンジ，領域分割

1. は じ め に

実世界のダイナミックレンジ（輝度の最高値と最低値
の比）はおよそ 108 : 1であり，シーンに直接的に光源が
写り込んでいる場合はより広くなる．一般に市販されて
いるデジタルカメラで記録可能なダイナミックレンジは
通常 100:1や 1000:1程度であるため，ダイナミックレン
ジの不足により画像中で白とびや黒つぶれなどが生じ，
実世界のシーンを正確に記録することができない．この
問題を解決するために，露出の異なる複数の画像を合成
するなどして実世界のシーンをより正確に捉え表現する
ことが可能なハイダイナミックレンジ (HDR)画像を取
得する [1]手法が存在する．しかし，一般的に用いられ
るローダイナミックレンジ (LDR)画像の階調値が 8bit

であるのに対し HDR画像はそれ以上の階調値を保存し
ているため，表現可能な階調値が 8bitである LDRディ
スプレイに表示する際には，トーンマッピングと呼ばれ
る輝度変換処理によりダイナミックレンジを適切に圧縮
する必要がある．
これまでに様々なトーンマッピング手法が提案されて

おり，従来手法の代表的なものとしては，画像全体に同
一の輝度変換を施した後，低輝度部を明るく，高輝度部
を暗く輝度補正することによって白飛び，黒つぶれを抑
制する Reinhardらの手法 [2]や，人の視覚の働きの特性
から勾配変化に着目し，低コントラスト部よりも高コン
トラスト部のダイナミックレンジの圧縮を強めることで
詳細なテクスチャを表現する Fattalらの手法 [3]がある．
しかし，これらの手法は画像中の画素の輝度値の大小関
係を保存するという潜在的な制約があるため，LDR表
示可能な範囲に圧縮できるダイナミックレンジには限界

がある．その結果，Reinhardらの手法では明領域や暗
領域のテクスチャを十分に表現することができず，また
Fattalらの手法では，局所的に輝度値の大小関係の整合
を取ろうとするために，原画像に存在しない急激な輝度
変化によるアーティファクトが発生するといった問題が
生じる．
そこで，ダイナミックレンジを効率的に利用し，か
つアーティファクトを低減させるために，人間の視覚の
局所適応性に基づき，画像上の明度分布の異なる領域
の特徴を考慮したトーンマッピング手法が Yee [4]らや
Chen [5]ら，Krawczyk [6]らにより提案されている．こ
れらの手法は，入力となる HDR画像に対して領域分割
を行い，局所領域ごとに算出される適応輝度値を用いて
トーンマッピングを適用する．これらの手法は，画像上
の隣接しない画素の輝度値の大小関係の逆転を許すため，
従来手法に比べてダイナミックレンジを効率的に利用す
ることができる. しかし，適用後の画像の違和感を軽減
させるために隣接する画素間では輝度値の大小関係を保
存するという制約が必要となる．つまり，隣接する画素
間での輝度値の変化量が画像全体で逐次的に制限される
結果，表現に利用される各領域のダイナミックレンジが
制限されてしまい，実際のシーンのダイナミックレンジ
を有効に利用して表現できない HDR画像が存在する．
本報告では，しばしば HDR画像として撮影される屋
内と屋外の両方が混在するシーンを撮影した画像のよう
に，明領域と暗領域の明度分布と画像上の空間的分布が
明確に分かれる HDR画像に特化したトーンマッピング
手法を提案する．本研究で対象とする明領域と暗領域の
明度分布と空間分布が明確に分かれる画像の例を図 1(a)

に示す．本研究では，図 1(a)のようなシーンを捉えた



(a) 対象となる画像例 (b) (a) を入力とした領域分割 (c) (a) の各領域を独立にトーンマッピング

図 1 提案手法の流れ

図 2 提案手法のアイデアを表す輝度変換関数

画像において，明領域と暗領域の領域間で輝度値の大小
関係が逆転しても人の視覚には違和感を与えないと仮定
する．この仮定に従って，人の視覚に基づいて画像を明
領域と暗領域へ領域分割し，各領域に対して独立にトー
ンマッピングを適用する．提案手法では，対象となる画
像を限定することで不連続な輝度変換を適用することが
可能となり，その結果，出力画像のダイナミックレンジ
を有効に利用し画像中の明領域と暗領域の詳細なテクス
チャを保存した画像を生成することができる．このよう
に画像の明領域，暗領域の両方のコントラストが強調さ
れた画像は，次のような場面に用いられる．例えば，車
載カメラなどにおいては，トンネルの出入り口において，
トンネル内 (暗領域)とトンネル外 (明領域)の両方の視
覚的情報が求められる．ここで，明領域と暗領域の詳細
なテクスチャを再現するためには，領域毎に適したコン
トラスト強調を適用することが有効である．また，撮影
するシーンにテクスチャの重要性が高い絵画などの対象
が含まれる場合，その対象と周辺環境でそれぞれ撮影に
適する露出が異なる．つまり，テクスチャを保存したい
対象毎にコントラスト強調を適用することが有効となる．
このように，明度が異なる領域毎のコントラスト強調が
求められる場面において，提案手法により生成された画
像は有用であると考えられる．
図 2に HDR画像と LDR画像間の輝度値の関係性を

表現したトーンマッピングカーブを示す．提案手法では，

対象となる画像を限定することで不連続な輝度変換を適
用することが可能となり，その結果，出力画像のダイナ
ミックレンジを有効に利用して表現された画像を生成す
ることができる．

2. 明領域と暗領域を独立に輝度変換する
トーンマッピング

2. 1 提案手法の概要

本研究では，明度分布と空間的分布に基づいて領域が
明領域と暗領域へ二分される HDR画像を対象とし，各
領域に独立にトーンマッピングを適用することで各領域
のダイナミックレンジを効率的に利用し表現された画像
の生成を目的とする．提案手法の処理の流れは以下の通
りである．
（ 1） 入力 HDR画像の明領域と暗領域への領域分割
（ 2） 明領域と暗領域の輝度変換

2. 2 入力HDR画像の明領域と暗領域への
領域分割

項目 (1)の入力 HDR画像の明領域と暗領域への領域
分割において，人の視覚が認識する明度分布と空間的分
布が二分される明領域と暗領域へ正確に分割することが
必要となる．そのため，ユーザーが分割する領域を指定
し，かつ領域の境界に対してインタラクティブに操作を
加えることができる領域分割手法を用いる．本研究では
インタラクティブに分割する領域を指定することができ，
また境界処理に対してロバストな領域領域手法の一つで
ある GrabCutアルゴリズム [7]を適用する．
2. 2. 1 GrabCutアルゴリズム [7]

GrabCutアルゴリズムは，Boykovら [8]のグラフカッ
トを用いたインタラクティブな領域分割手法に反復的な
パラメータ推定とユーザーインタラクションを簡単化す
るラべリング処理を加えて拡張した領域領域手法である．
物体と背景の色分布をモデル化し，グラフカットによる
エネルギー最小化を用いて領域分割を行う．得られた領
域分割結果から，色分布を再学習し反復的にエネルギー
最小化を行うことで高精度な領域分割を実現している．
GrabCutで用いるグラフカットとは，グラフ理論におけ
るエネルギー最小化問題の解法であり，ソース (source)



とシンク (sink)と呼ばれるターミナルと，ノード (node)

で構成されているグラフを最大フロー最小カット定理に
基づいて 2つの部分集合に分割する．グラフカットを領
域分割で利用するには，予めいくつかの画素を背景もし
くは物体に割り振るようにラベル付けを行い，ソース
とシンクを定める．次に画像上の各画素をノードと定
めグラフを構築する．そして，ターミナルとノードの辺
(t-link)とノード間の辺 (n-link)より与えられるコスト
を定義し，そのコストが最小となるように最大フロー最
小カット定理に基づき分割する．GrabCutでは，ある
画素 pがターミナルの画素と輝度値が類似しているほど
t-linkのコストが大きくなる．また，ノード間では周辺
の画素と輝度値が類似しているほど n-linkのコストが小
さくなるように定められている．GrabCutは以下のス
テップを繰り返すことで領域抽出を行う．
STEP1 ユーザが矩形によりオブジェクトを含む領域を

指定する．
STEP2 矩形の外側を背景画素へとラベル付けし，背景

と物体の色分布をモデル化する．
STEP3 STEP2に加え，必要であればインタラクティ

ブにラベル付けを行いモデルを更新する．
STEP4 Graph Cutを行う．
STEP5 ユーザが領域抽出の結果に修正を加えたい場合

は，STEP3に戻り必要に応じてモデルを更新
する．

図 1(a)を入力画像とし，GrabCutにより領域分割を
おこなった結果を図 1(b)に示す．図 1(b)では，明領域
が白色，暗領域が黒色で指定されている．

2. 3 明領域と暗領域の輝度変換

STEP2において分割した各領域に対し，既存のトー
ンマッピング手法を用いて独立に輝度変換を行う．本手
法では，各領域に適用するトーンマッピング手法は限定
しない．また，明領域と暗領域のいずれかの領域が複数
領域から構成されている場合は，さらに小領域に分割
し，それらの領域にも独立にトーンマッピングを適用す
る．本報告での実験における実装では，各領域に適用す
るトーンマッピング手法として，代表的なトーンマッピ
ングの一つであり，幅広い種類の画像を想定して設計さ
れている Reinhardらのトーンマッピング手法 [2]を採用
する．
2. 3. 1 Reinhardらのトーンマッピング [2]

Reinhardらのトーンマッピング [2]は，アナログ写真
の現像技術として用いられる Zone Systemと Dodging-

and-burningのアイデアに基づいて，入力となる HDR

画像のダイナミックレンジから出力画像のダイナミック
レンジの中央部の輝度値となる基準値を算出し入力画像
の輝度値を変換する．また，局所的に明るい部分の輝度
値を下げ，暗い部分の輝度値を上げるように働く．まず，
出力画像のダイナミックレンジの中央部の輝度値となる

基準値を算出する．ここでは，過去の多くの階調再現に
関する研究 [9]で用いられている対数平均輝度値をシー
ンの基準値の有効な概算値と見なす．対数平均輝度値 L̄w

は以下の式で算出することができる．

L̄w =
1

N
exp

(∑
x,y

log (δ + Lw(x, y))

)
(1)

Lw(x, y)は画素 (x, y)における入力輝度値であり，N は
画像における総画素数，δは画像中に黒画素が存在した
場合の特異点を避けるための定数である．次に値 L̄w を
用いて画像全体にスケーリングを行う．

L(x, y) =
a

L̄w
Lw(x, y) (2)

L(x, y)はスケーリング後の画素 (x, y)の輝度値であり，
aはパラメータとなる．パラメータ aは，画像全体の明
るさに応じて異なった値を設定することができ，上げる
場合は通常 0.18から 0.36，0.72と変化させ，逆に下げる
場合は 0.09,0.045と変化させて適当な値を設定する．こ
の値 aは，上述のスケーリングを適用した結果に大きく
影響を与える．現代の写真の現像技術においては，主に
高輝度値を持つ画素のみの圧縮を強める変換曲線が用い
られているため，高輝度値を持つ画素に対して圧縮を強
める制約を式 (2)に加える．

Ld(x, y) =
L(x, y)

1 + L(x, y)
(3)

ここでLd(x, y)は画素 (x, y)の出力輝度値となる．式 (3)

では，高輝度値は近似的に 1/Lによってスケーリングさ
れ，一方低輝度値は 1によってスケーリングされる．式
(3)の分母の式が，これら２つのスケーリング間を滑ら
かに調和させるように働く．この変換式により，全輝度
値がディスプレイで表現可能なレンジへと圧縮される．
しかし，式 (3)は高輝度値の圧縮において必ずしも最適
であるとは限らない．そこで，高輝度値に対して写真の
現像におけるを焼き込みの効果を施すために式 (3)を次
のように拡張する．

Ld(x, y) =
L(x, y)(1 + L(x,y)

L2
white

)

1 + L(x, y)
(4)

Lwhite は白色にマッピングされる最小の輝度値となる．
この関数は，式 (3)と線形変換との混合からなる．Lwhite

がスケーリング後の最大輝度値，もしくはそれ以上の輝
度値に設定された場合は焼き込みは行われない．また，
値が無限に設定された場合は式 (3)と同等の式となる．
デフォルト設定として，Lwhiteはシーンの最大輝度値と
する．
本来，Reinhardらのトーンマッピング手法は画像全
体に適用される．本研究では，それぞれ明部のトーン
マッピングの基準値 L̄wLight

と暗部のトーンマッピング
の基準値 L̄wDark

を領域毎に算出し，各領域に独立に適
用する．



(a)から(c)の画像に対する視認性，違和感，満⾜度をそれぞれ5段階で評価してください．
主観評価実験

1 5
各画像に対する評価を別紙Excelシートに記入してください．

認識できない気になる満⾜度が低い

以降のスライドは，HDR画像にトーンマッピングを適用した結果画像です．
� 視認性 – 画像の情報(何が写っているか，どのような模様か)を認識することができるか．� 違和感 – 不⾃然なグラデーションや影のような効果が気にならないか．� 満⾜度 – 画像に対して満足できるか．

3 認識できる気にならない満⾜度が⾼いどちらともいえない
図 3 主観評価実験に用いた事前説明資料

3. 主観評価実験

3. 1 実 験 環 境

提案手法が有効である HDR画像の特性の検証を目的
として，25枚のHDR画像から従来手法であるReinhard

らの手法 [2]，Fattalらの手法 [3]，および提案手法によ
り生成された LDR画像に対する主観評価実験を行った．
本実験の入力として用いた HDR画像のうち 3枚は，デ
ジタル一眼レフカメラ (K-7, PENTAX)に搭載されてい
るオートブラケット機能を利用して撮影された露出の異
なる複数枚の画像から，Debevecらの手法 [1]を用いて
HDR合成した画像である．残りの 22枚には，文献 [10]

に掲載されているベンチマーク用 HDR画像のうち，提
案手法に適していると考えられる明領域と暗領域が二分
されるシーン，および提案手法を適用した際に問題が生
じると考えられる画像を選択・混合して利用した．
各手法によってトーンマッピングした画像を情報系大

学院生の被験者 11名に提示し，各画像の評価を行った．
評価基準は，
（ 1） 暗い部分や明るい部分の画像情報を認識すること

ができるか (視認性)

（ 2） 不自然なグラデーションや影のような効果が気に
ならないか (違和感)

（ 3） 提示画像に対して総合的に満足できるか (満足度)

とし，あらかじめ被験者に図 3のように各評価基準に関
する説明を提示してそれぞれ 5を最高値，1を最低値と
する 5段階で評価するものとした．

3. 2 主観評価実験結果

得られた実験結果について，提案手法の評価結果をコ
ントロール群とし，従来手法 [2] [3]に対し Steelの多重
検定（p < 0.05）を行った．以下に，3つの評価基準の
うち満足度の検定結果によって分類した全実験結果を示
す．それぞれ，
図 4： [2]，[3]双方に対し，提案手法の満足度が有意に

高かった画像

図 5： [2]と比較し，提案手法の満足度が有意に高かっ
た画像（図 4に掲載されている画像を除く）

図 6： [3]と比較し，提案手法の満足度が有意に高かっ
た画像（図 4に掲載されている画像を除く）

図 7： [2]，[3]双方に対し，満足度の有意差が見られな
かった画像

図 8： [2]，[3]のいずれかに対し，満足度が有意に低かっ
た画像

を表す．ただし，[2]と比較し満足度が有意に高かったが，[3]
と比較すると低かった画像については 2回掲載（図 5(b),

8(b)）している．各図について，左から手法 [2]，手法 [3]，
提案手法の出力画像を示している．
また，各画像の視認性，違和感，満足度それぞれにつ
いての多重検定の結果を表 1に示す．本研究に適すると
想定できる環境（屋内と屋外，暗いシーンと明るいディ
スプレイ，地上と空など）で撮影された画像の多くで提
案手法の満足度が他手法と比較し有意に高くなっており，
このような環境で撮影された HDR画像のトーンマッピ
ングにおいて，一定の有効性を示した．また，満足度で
有意差が見られない場合でも，多くの画像において表 1

に示すように手法 [2]と比較し視認性が向上しており，視
認性が重要視される用途（監視カメラ等）においては有
効であると考えられる．

3. 3 各評価基準ごとの考察

以下，本実験で用いた評価基準（視認性，違和感，満
足度）ごとに各画像の評価結果を考察する．
3. 3. 1 視 認 性
本実験結果より，手法 [2]に対して多くの画像で視認性
が向上した．提案手法が画像を分割し，各領域に異なる
輝度変換パラメータを設定することにより白飛び・黒つ
ぶれ画素が減少し，詳細なテクスチャを再現可能となっ
たためであると考えられる．
一方，手法 [3]に対しては視認性の向上が確認できず，
さらにいくつかの画像（図 5(b), 6(b), 6(c), 7(c), 7(d)）
において視認性が有意に低下した．この原因として，手
法 [3]は手法 [2]と比較し詳細なテクスチャを再現可能で
あるため，領域ごとのトーンマッピングに手法 [2]を用い
る提案手法では，単純に手法 [3]を用いた場合と比較し
各領域内の詳細なテクスチャを再現できない場合がある
ことが挙げられる．特に，手法 [3]と比較し視認性が低
下した画像群は，明・暗の各領域内のコントラストが比
較的大きい．本研究において用いた領域分割によるアプ
ローチは，本研究の実装で用いた [2]以外の手法にも容
易に適用可能であるため，このような画像に対しては分
割された領域ごとに，詳細なテクスチャを保存するトー
ンマッピング手法（手法 [3]など）を用いることが解決
法として挙げられる．
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図 5 Reinhardらの手法 [2]と比較し，提案手法の満足度が有意に高かった画像
（図 4に掲載されている画像を除く）

3. 3. 2 違 和 感
手法 [2]，および手法 [3]のそれぞれに対し，異なる原

因で提案手法の出力画像の違和感が低減したと考えら
れる．手法 [2]に対して違和感が低減した画像は図 4(b),

5(a), 5(b), 5(f)であった．これらの画像では，明・暗各
領域の輝度が大きく異なる．そのため，画像全体に同じ
輝度変換を施すアプローチをベースにした手法 [2]では，
特に明領域の白飛びが極端に増加しており，違和感の原
因となったと考えられる．手法 [3]に対して違和感が低
減した画像は図 4(b), 4(c), 5(f), 6(a), 6(b), 6(c), 6(d)で
ある．これらの画像は，領域境界付近のコントラストが

小さく，手法 [3]で発生するアーティファクトが目立つ傾
向にある．特に，明領域として空が存在する場合や，い
ずれかの領域に比較的色の変化が少ない壁等が存在する
場合などが該当する．
一方，図 5(b), 7(c), 7(j), 8(a)においては他手法と比
較し違和感が増大している．提案手法を空間的分布が二
分されない（領域境界が実際の物体境界と一致しない）
画像に適用した際に，明・暗領域の境界部で擬似エッジ
が発生するためであると考えられる．
3. 3. 3 満 足 度
満足度は，視認性および違和感を含めた総合評価であ
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図 6 Fattalらの手法 [3]と比較し，提案手法の満足度が有意に高かった画像
（図 4に掲載されている画像を除く）

るため，他の評価基準と似た傾向にある．特に，手法 [3]

と比較し満足度が向上している画像全てに違和感の低減
が見られ，さらに違和感の低減が見られた画像すべての
満足度が向上していることから，手法 [3]に対する満足
度の向上要因として違和感の低減が大きな役割を果たし
ているといえる．特に，領域境界付近でテクスチャが少
ない場合のアーティファクトが手法 [3]における違和感
増大の原因であることから，手法 [3]に対する満足度向
上のためには，アーティファクトの除去が有効であると

表 1 各画像の視認性，違和感，満足度の多重検定結果 (p < 0.05)

（
√
: 提案手法が有意に高い，×: 提案手法が有意に低い，−: 有意差なし）

図番号 視認性 違和感 満足度 図番号 視認性 違和感 満足度 図番号 視認性 違和感 満足度
4(a) [2]

√
−

√
6(a) [2] − − − 7(f) [2]

√
− −

[3] −
√ √

[3] −
√ √

[3] − − −
4(b) [2]

√ √ √
6(b) [2]

√
− − 7(g) [2] − − −

[3] −
√ √

[3] ×
√ √

[3] − − −
4(c) [2] − −

√
6(c) [2]

√
− − 7(h) [2] − − −

[3] −
√ √

[3] ×
√ √

[3] − − −
5(a) [2]

√ √ √
6(d) [2] − − − 7(i) [2] − − −

[3] − − − [3] −
√ √

[3] − − −
5(b) [2]

√ √ √
7(a) [2]

√
− − 7(j) [2]

√
× −

(8(b)) [3] × × × [3] − − − [3] − − −
5(c) [2]

√
−

√
7(b) [2]

√
− − 7(k) [2]

√
− −

[3] − − − [3] − − − [3] − − −
5(d) [2]

√
−

√
7(c) [2]

√
× − 8(a) [2] − × ×

[3] − − − [3] × − − [3] − − −
5(e) [2]

√
−

√
7(d) [2]

√
− −

[3] − − − [3] × − −
5(f) [2]

√ √ √
7(e) [2]

√
− −

[3] −
√

− [3] − − −

いえる．
手法 [2]に対しては，満足度が向上した画像の多くで
同時に視認性の向上が見られるが，一方で視認性が向上
しても満足度の向上が確認できない画像が多く存在し
た（図 6(b), 6(c), 7(a), 7(b), 7(c), 7(d), 7(e), 7(f), 7(j),

7(k)）．視認性の向上が直接満足度の向上につながらな
い原因として，
• 視認性が向上したが，領域境界に発生する擬似エッ
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図 7 Reinhardらの手法 [2]，Fattalらの手法 [3]双方に対し，満足度の有意差が見ら
れなかった画像
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図 8 Reinhardらの手法 [2]，Fattalらの手法 [3]のいずれかに対し，満足度が有意に
低かった画像

ジにより違和感が増大した（図 7(c), 7(j)）
• 明・暗いずれかの領域が小さく，画像全体の見た目
に大きな影響を与えない（図 7(a), 7(b)）

等が考えられるが，それだけでは説明の困難な結果も存
在し，より詳細な評価基準を設定し評価する必要がある．

3. 4 提案手法が有効であるHDR画像の特性

以上の考察より，提案手法が有効である画像の特性に
ついてまとめる．
（ 1） 各領域の輝度が大きく異なる
（ 2） 明・暗領域の境界が実際の物体境界やテクスチャ

境界と一致する
（ 3） 各領域内のコントラストが小さい
（ 4） 明・暗いずれの領域も十分な面積をもつ
このうち，(1) は各領域の明度分布が二分されるための
必要条件であると考えられ，(1)を満たす画像群は 3. 3. 2

において従来手法に対する違和感の低減が見られた．ま
た，(2)は，空間的分布が二分されるための必要条件で
あり，3. 3. 2において (2)を満たさない画像で違和感が
増大する結果が存在した．(3)についても明度分布が二
分されるという条件に関連し，3. 3. 1において各領域内
のコントラストが大きい画像で手法 [3]に対する視認性
低下が見られた．しかし，提案手法において分割された
各領域に手法 [3]を適用する等により視認性が向上する
可能性があり，さらなる実験が必要である．さらに，(4)

は 3. 3. 3での考察において新たに得られた知見であり，
明暗いずれかの領域が小さく，画像全体の見た目に大き
な影響を与えない場合に満足度の向上が確認できない結
果が存在したことによる．

4. ま と め

本論文では，明度分布と空間的分布により領域が明確
に二分される HDR画像に特化したトーンマッピング手
法を提案した．まず，明度分布と空間的分布により領域
が明領域と暗領域に明確に分離できる場合には，各領域
の境界部において輝度値の大小関係が逆転しても人の視
覚には違和感を与えないという仮定を設定し，この仮定
のもと各領域に独立に異なるトーンマッピングを適用し
た．主観評価実験において，屋内と屋外が同時に撮影さ
れた画像等，本研究に適すると想定できる環境において
は従来手法と比較し満足度が有意に高い画像が存在した．

また，提案手法が有効である画像の特性について考察を
行い，各領域の明度分布および空間的分布の他に，領域
面積等の要素が満足度に影響を与えることを示唆した．
今後，さらに詳細な評価基準を用いた主観評価実験を行
い，提案手法の視覚に与える影響を分析する．また，提
案手法が有効であると考えられる画像の特性を定量化し，
提案手法に適する画像の自動判別を目指す．
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