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固定撮影による星景写真の処理方法
その１

注意事項

・ 自己流で習得した内容なので、そのつもりでご覧下さい

・おかしな箇所があれば、ご指摘頂けると嬉しいです

2020年2月

北杜市みずがき天文愛好会

（やまねももんが）

特徴

・撮影は三脚を用いた固定撮影です

・処理は２つのツールを使用します

・Ｒａｗ現像 → Ａｄｏｂｅ Ｃａｍｅｒａ Ｒａｗ

・合成 → Ｓｅｑｕａｔｏｒ （フリーソフト）

第1.0版



［１］ この方法の特徴

撮影は簡単にやりたい

・ポータブル赤道儀等は使用しません

でもできるだけ綺麗な写真に仕上げたい

・複数枚をコンポジットするので、１枚撮りよりも綺麗に仕上がります

自分なりの絵作りをしたい

でも難しいソフトは使いたいない

・絵作りは「Ｒａｗ現像ソフト」だけでできます

星空も地上風景も綺麗に仕上げたい

でもマスクを使った合成は難しそう

・合成っぽいことをツールがやってくれます
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［２］ 撮影に関して

◇ 撮影方法

・固定撮影（三脚を使った撮影）

・撮影モード

・ＲＡＷ （ＪＰＥＧではない）

・１枚の露光時間とＩＳＯ感度

・日周運動による星の流れが気にならない程度の短時間 → １０～２０秒

・ＩＳＯ感度は、星空や地上風景の明るさとレンズのＦ値で決める

・撮影枚数

・間隔をあまり開けずに複数枚を撮影する

・枚数はいろいろ試してみて下さい

・ディフュージョンフィルター

・外灯などの照明が直接入ってしまう場合は、使わないほうが良いかも

ノイズは枚数の平方根で少なくなります
４枚で1/2
９枚で1/3
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［２］ 撮影に関して

◇ カメラのノイズ低減機能の設定 （キヤノンのカメラの場合）

・高感度撮影時のノイズ低減 → ＯＦＦ

・ノイズ低減処理はＲａｗ現像時に自分でやる

・効果を確認しながら調整する

・長秒時露光のノイズ低減 → ＯＦＦ

◇ その他の設定

・ホワイトバランスなどはＲａｗ現像時に調整できるので、ＡＵＴＯでもＯＫ
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［３］ 処理の主な流れ

◇ Ｒａｗ現像 （Ａｄｏｂｅ ＣａｍｅｒａＲａｗ を使用） → ＴＩＦＦで保存

・周辺減光の補正

・明るさやコントラストの調整

・色合いの調整

・星などをはっきりくっきりさせる

・ノイズ低減

◇ 複数枚のコンポジット （Ｓｅｑｕａｔｏｒ を使用）

・Ｒａｗ現像したＴＩＦＦ画像を読み込む

・処理方法を設定する

・「Align stars」 → 星の位置を自動で合わせてくれる

・「Freeze ground」 → 地上風景を固定してくれる

・星空の領域を指定する

・「Irregular mask」 → 自分で星空を塗りつぶすと、大まかな領域を検知してくれる

・「Start」ボタンを押して、処理を実行

Ｒａｗ現像ソフトはいろいろあるが、
星空写真にはこれがお勧め
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［４］ 例題

沈みゆく冬の大三角

2020/01/21 01:29 

EOS 6D(HKIR) （RAW）

EF16-35 f2.8 Ⅲ （25mm）

ISO6400、F3.2、固定撮影（15秒）、7枚

Lee Soft-2 Filter をレンズの前に配置

山梨県・みずがき湖にて
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［５］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像
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［５-１］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 Ｂｒｉｄｇｅ

◇ ＣａｍｅｒａＲａｗ を立ち上げるには

・Ｂｒｉｄｇｅ を使うと便利

・Ｂｒｉｄｇｅ を立ち上げるには

Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ で、「メニューバー」 の 「ファイル」 で 「Ｂｒｉｄｇｅで参照」 をクリックする

・Ｒａｗファイル（キヤノンの場合はＣＲ２）を選択して、ＣａｍｅｒａＲａｗ を立ち上げる

・パラメータ等を調整して、「画像を開く」 をクリックすると、画像が Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ に渡される

・Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ で画像を保存する （１６ｂｉｔのＴＩＦＦ）

ここをクリックする
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［５-１］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 Ｂｒｉｄｇｅ

このレイアウトは自分で調整ができる
使いやすいように設定しよう

ここをクリックすると画像が回転する

８/４１



ここでクリックして
カラースペースとビット数を指定する

［５-２］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 ＣａｍｅｒａＲａｗ
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［５-２］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 ＣａｍｅｒａＲａｗ

◇ メニューバー で主に使うもの

ズームツール

手のひらツール

画像を拡大表示させた場合に

スクロールさせる

ホワイトバランスツール

画像をクリックすると、その点がグレーになるように

ホワイトバランスが調整される

変形ツール
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［５-２］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 ＣａｍｅｒａＲａｗ

◇ 画像の表示サイズ

拡大、縮小 ズームレベル選択

プルアップメニューが表示される
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［５-３］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 編集内容

・プロファイルの指定 → Ａｄｏｂｅニュートラル

・レンズ補正 → 周辺光量補正

・おおまかな調整

・明るさ → 露光量

・色合い → ホワイトバランス

・メリハリ → コントラスト

・絵作り（その１） ： 低空の明るさを抑えながら、地上風景の黒つぶれを救済する

・トーンカーブ → パラメトリックでの調整がお勧め

・低空の明るさを抑える → ハイライト、白レベル

・黒つぶれの救済 → シャドウ、黒レベル

・絵作り（その２）

・はっきり、くっきり処理 → テクスチャ、明瞭度、かすみの除去

・シャープ処理、ノイズ低減処理

（注）
あくまでも私の絵作りに沿った内容です
自分なりの絵作りで仕上げて下さい
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［５-４］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 主な編集手順

◇ 初期状態

Ｒａｗ画像を読み込んだ状態

・プロファイル

・Ａｄｏｂｅカラー （初期設定）

・ホワイトバランス

・撮影時の設定

・ＡＵＴＯで撮影
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［５-４］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 主な編集手順

◇ プロファイルの設定
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［５-４］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 主な編集手順

◇ 周辺光量の補正 （レンズプロファイルがある場合）

プロファイル使用をチェック

↓

レンズを選択

↓

補正量を設定

・補正は控えめのほうが良い
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［５-４］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 主な編集手順

◇ 周辺光量の補正 （レンズプロファイルが無い場合）

手動でパラメータを調整する

参考図書 ： 天体写真のレタッチテクニック （西條善弘） p.51

・四隅の明るさを「適用量」で調整する

・中間画角部の明るさを「中心点」で調整する
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［５-４］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 主な編集手順

◇ 露光量、コントラストの調整

露光量

・全体の明るさを調整する

コントラスト

・コントラストを調整する

（注）

地上風景は黒つぶれしないように

星空に関してはかなりたっぷりと

露光している

ここにカーソルを載せると以下の意味合いがわかる
・黒レベル
・シャドウ
・露光量
・ハイライト
・白レベル
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［５-４］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 主な編集手順

◇ ホワイトバランス等の調整

色温度

色かぶり補正

・全体の色合いを調整する

色温度

・低くすると青っぽくなる

・高くすると赤っぽくなる

色かぶり補正

・左へシフトすると緑っぽくなる

・右へシフトすると紫っぽくなる

目だけに頼らずに

ＲＧＢの値を確認すること！
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［５-４］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 主な編集手順

◇ トーンカーブの調整

パラメトリックを使う

・ハイライト

・ライト

・ダーク

・シャドウ

ライト

・低空の明るさを抑える

シャドウ

・地上風景の黒つぶれを抑える

それぞれの領域の境界

▲スライダーで調整できる
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［５-４］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 主な編集手順

◇ ハイライト、シャドウの調整

前頁の調整と同じ目的

ハイライト

・低空の明るさを抑える

シャドウ

・地上風景の黒つぶれを抑える

必要に応じて以下も調整する

・白レベル

・黒レベル
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［５-４］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 主な編集手順

◇ テクスチャ、明瞭度、カスミの除去

はっきりくっきりした絵作り

・テクスチャ

・明瞭度

・かすみの除去

（注）

明瞭度は副作用が大きいので

控えめに使うこと
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［５-４］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 主な編集手順

◇ キャリブレーション（シャドウ）の調整

暗部の色バランスは崩れやすい

地上風景の暗部の色合い調整

シャドウ

・左へシフトすると緑っぽくなる

・右へシフトすると赤っぽくなる

（注）

星空の色合いが変わらない程度で

調整すること
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［５-４］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 主な編集手順

◇ シャープ、ノイズ低減

シャープ

・ここでは処理しないほうが良い

・やるなら最後の最後で

ノイズ低減

・輝度ノイズ

・カラーノイズ

（注）

ノイズ低減は控えめに
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［５-４］ ＣａｍｅｒａＲａｗ での Ｒａｗ現像 画像の保存

◇ Photoshop へ引き渡す

画像を開くをクリックする

・処理が実行される

・Ｐｈｏｔｏｓｈｏ へ引き渡される

画像をＴＩＦＦ形式で保存する

補足

・前回の設定を適用できる

・設定を保存できる

・その設定を適用できる



［６］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ
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Ｓｅｑｕａｔｏｒ

・地上風景は止めたままで、星空は位置合わせをして、加算平均してくれる

・フリーソフト

・英語版しかない

・呼び方は？



［６-１］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ のインストール
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①

②



［６-１］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ のインストール
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① Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x64) Select vc_redist.x64.exe.

・指示に従ってダウンロードしてインストールしようとしたが失敗した

・別のバージョンがすでにあるので、それでＯＫのようだ



［６-１］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ のインストール
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② 1.5.5 64-bit (Jun 24, 2019) - Download  (Latest version)

・ダウンロードして解凍する

・起動させたら、こんなメーッセージが出た

・詳細情報をクリックする

・実行のボタンが表示されるのでクリックする

・起動する

・次回からはこのメーッセージは出ない

※ この操作は自己責任で行って下さいね

ここをクリックする



［６-２］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ の操作
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◇ 画像の読み込み

・左端の「Ｓｔａｒ ｉｍａｇｅｓ」 を右クリックすると、「Ａｄｄ」 というウィンドウが表示される

・それをクリックして、複数の画像を指定する

・ワーニングが出るが、ＯＫをクリックすると画像が読み込まれる



［６-２］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ の操作
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・読み込んだファイル名が表示される

・基準となる画像（Ｂａｓｅ ｉｍａｇｅ）のファイル名も表示される

・これは撮影の順番の真ん中のものが選ばれるようだ

◇ 出力画像の指定

・左端の「Ｏｕｔｐｕｔ」 を右クリックすると、「Ｓａｖｅ ａｓ」 というウィンドウが表示される

・それをクリックして、保存先とファイル名を指定する



［６-２］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ の操作
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◇ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ の設定

・左端の「Ｃｏｍｐｏｓｉｏｎ」 を右クリックすると、下のほうにサブメニューが表示される

・「Ａｌｉｇｎ ｓｔａｒｓ」 を選択する

・星を重ね合わせるという意味だ

・「Ｆｒｅｅｚｅ ｇｒｏｕｎｄ」 を選択する

・風景は固定させるという意味だ

・「Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ」 をチェックする



［６-２］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ の操作
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◇ Ｓｋｙ ｒｅｇｉｏｎ の設定

・左端の「Ｓｋｙ ｒｅｇｉｏｎ」 を右クリックすると、下のほうにサブメニューが表示される

・「Ｉｒｒｅｇｕｌａｒ ｍａｓｋ」 を選択する

・境界が不規則な場合

・「Ａｕｘｉｌｉａｒｙ ｈｉｇｈｌｉｇｈｔ」 をチェックする



［６-２］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ の操作
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◇ 星空領域の指定

カーソルを画像の上にもっていくと、円形の表示になる

試しに左クリックしてみると、円形内の赤が緑に変わる

マウスを操作して、星空部分の赤を全て緑にしてやる

マウスの操作は

・クリックしながらスクロールできる

・円形の大きさはマウスのホイールで変えられる

・左クリック → 赤を緑に

・右クリック → 緑を赤に

画像の拡大ができないようなので、

入り組んだ部分はやり難い

左クリックと右クリックを使い分けながら塗り替えを進める



［６-２］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ の操作
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◇ 星空領域の指定

星空領域の指定が出来たら

「Ｓｔａｒｔ」 ボタンを押す



［６-３］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ の処理結果
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処理が行われ、画像データが出力される

７枚のコンポジットは

このノートＰＣでは３３秒で終了した

この例題では文句のつけようがない

・星はどの部分でもズレが見られない

・境界付近もとてもきれいだ



［６-３］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ の処理結果 拡大してチェック
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１枚目 ７枚目 ７枚の合成



［６-４］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ のテスト 他の例題（１）
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この部分の星を選択できなかったが
結果はＯＫだった
９枚をコンポジットした



［６-４］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ のテスト 他の例題（２）
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雲が流れる状況だったが
星はどの部分でもズレはない
７枚をコンポジットした



［６-４］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ のテスト 他の例題（２）

３９/４１

でも、星が寂しくなってしまった Deep Sky Stacker
Maximumでコンポジットした場合



［６-４］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ のテスト 他の例題（３）
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［６-４］ Ｓｅｑｕａｔｏｒ のテスト 他の例題（３）
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あらを探せば少し怪しいところもあるが
ほぼ完ぺきな出来栄えですね

木の枝がブレているのは風の影響だ


