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固定撮影による星景写真の処理方法
その２

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
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特徴

・撮影は三脚を用いた固定撮影です

・以下の２つを、それぞれの条件で撮影して仕上げます

・星空用

・地上風景用

・マスクを使って、両者を合成します

第1.0版



［１］ この方法の主な概略

撮影

・三脚を用いた固定撮影

・同じ構図で星空用と地上風景用を撮影する

・撮影条件は、それぞれで最適化

・それぞれを数枚

画像処理

・それぞれを、

・数枚をコンポジットする

・自分の好きなように絵作りする

合成

・星空と地上風景を分けるマスクを作る

・地上風景用画像から作る

・地上風景用画像の上に、マスクを使用した星空用画像を重ねる
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［２］ 撮影に関して

◇ 星空用画像の撮影

・固定撮影（三脚を使った撮影）

・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

・例 ： ＩＳＯ６４００、Ｆ３.２、１５秒

・撮影枚数

・間隔をあまり開けずに複数枚を撮影する

・今は７枚ほどでやっている

・ディフュージョンフィルター

・明るい星を滲ませるために、ディフュージョンフィルターを使うことが多い

・でも天の川が主題の場合は使わないこともある
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［２］ 撮影に関して

◇ 地上風景用画像の撮影

・固定撮影（三脚を使った撮影）

・１枚の露光時間とＩＳＯ感度

・画質優先で条件を決める

・例 ： ＩＳＯ１０００、Ｆ３.２、３～４分

・撮影枚数

・今は４枚ほどでやっている

・ディフュージョンフィルター

・使わない

・撮影の順序

・どちらが先でも良いが、

・最初に試写をして構図確認をするので、星空用を先に撮影することになる
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［３］ 処理フロー
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地上風景用の画像

Ｒａｗ現像（絵作り）

↓

コンポジット（加算平均）

↓

マスク作成

↓

ＣａｍｅｒａＲａｗ（星空黒マスク使用）

テクスチャ、明瞭度

↓

合成（星空白マスク使用）

↓

↓

合成（星空白マスク使用）

↓

仕上げ

ノイズ低減、シャープ処理

↓

出来上がり

コンポジット（比較暗合成）

↓

明るさ、色合い調整

境界付近の星空のそれを

星空用画像と合わせる

星空用の画像

Ｒａｗ現像（絵作り）

↓

コンポジット（ＤＳＳ、Ｍａｘｉｍｕｍ）

コンポジット（Ｓｅｑｕａｔｏｒ）

↓

周辺光量補正

かぶり補正

↓

コントラスト強調

↓

明るさ、色合い調整

＜省略可能＞
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［４］ 星空用画像の処理
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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



［４］ 星空用画像の処理

主な絵作りは ＣａｍｅｒａＲａｗ でのＲａｗ現像で行う → 操作方法は「その１」の資料を参照のこと
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［４］ 星空用画像の処理
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◇ 星の位置合わせ及びコンポジット

・Ｄｅｅｐ Ｓｋｙ Ｓｔａｃｋｅｒ を使う場合

・連続して撮影した奇数枚の画像で、真ん中の画像を「Reference frame」に指定する

・「Standard Mode」及び「Maximum」でコンポジットする

・星空部分が少ない場合などは、星の位置合わせがうまくいかない場合がある

・Ｓｅｑｕａｔｏｒ を使う場合 → 操作方法は「その１」の資料を参照のこと

・こちらのほうが良さそう

・加算平均なので、ＤＳＳでの処理と比べると星がややおとなしくなる

・でも後でコントラスト強調すればよい



［４］ 星空用画像の処理

その後は Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ で処理を行う
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かぶり補正

周辺光量の補正

色合い調整

コントラスト強調
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［５］ 地上風景用画像の処理

例題 ： 沈みゆく冬の大三角

2020/01/21 01:32 

EOS 6D(HKIR) （RAW）

EF16-35 f2.8 Ⅲ （25mm）

ISO1000、F3.2、固定撮影（240秒）、4枚

山梨県・みずがき湖にて
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［５］ 地上風景用画像の処理

主な絵作りは ＣａｍｅｒａＲａｗ でのＲａｗ現像で行う → 操作方法は「その１」の資料を参照のこと
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［５］ 地上風景用画像の処理

◇ コンポジット

・２種類の方法でコンポジットした画像を作る

・加算平均 → 地上風景用画像１

・比較暗合成 → 地上風景用画像２

加算平均

４枚の画像をレイヤー

として重ねる

不透明度を調整

・１枚目 100％

・２枚目 50％

・３枚目 33％

・４枚目 25％

画像を統合する

比較暗合成

４枚の画像をレイヤー

として重ねる

不透明度はすべて100％

レイヤーの描画モード

２枚目から４枚目を

比較（暗）にする

画像を統合する
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［５］ 地上風景用画像の処理

◇ マスクの作成

・地上風景用画像１から作るのがよいと思う

・具体的な方法はいろいろあるが、次頁の方法が最も簡単だ

・これは、境界付近において星空のほうがかなり明るい場合に使える

・星空と地上風景と、どちらが白でもよい

・マスクを適用するときに、簡単に反転ができる
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［５］ 地上風景用画像の処理

◇ マスクの作成

・「調整レイヤー」の画像を右クリックして

「レイヤーを複製」を選択する

・複製した画像において

「イメージ」 → 「色調補正」 → 「２諧調化」

・以下のようになるようにしきい値を調整する

境界付近の星空側がすべて白に

境界付近の地上風景側がすべて黒に
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［５］ 地上風景用画像の処理

◇ マスクの作成（続き）

・「なげなわツール」で星空の黒い部分を囲む

・「編集」 → 「塗りつぶし」で、「ブラック」に塗りつぶす

・同様に地上風景の白い部分を囲む

・「ホワイト」に塗りつぶす

・細かい部分は、「コピースタンプツール」を使うと

作業しやすい
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［５］ 地上風景用画像の処理

◇ マスクの作成（続き２）

・出来上がり
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［５］ 地上風景用画像の処理

◇ 地上風景用画像１の仕上げ

・地上風景をもっと「はっきりくっきり」させたい

・ＣａｍｅｒａＲａｗ の「テクスチャ」や「明瞭度」を上げたくなる

・でも、特に「明瞭度」は副作用がある

・このケースでは、稜線や建物の屋根に接した星空部分が縁取りのように明るくなる

・だから面倒でも、「星空黒マスク」を使う

・「レイヤーマスクのサムネイル」をクリックする

・マスクの属性が表示される

・「反転」をクリックすると、白黒が反転する
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［５］ 地上風景用画像の処理

◇ 地上風景用画像２

・比較暗合成した画像において

・境界付近の星空の明るさや色合いを

星空用画像と合わせる
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［５］ 地上風景用画像の処理

◇ 地上風景用画像１と地上風景画像２の合成

・「地上風景画像１」の上に「地上風景画像２」を重ねる

・「星空白マスク」を適用

・「ぼかし」量を調節して、境界付近を不自然さを減らす
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［５］ 地上風景用画像の処理

◇ 地上風景用画像１と地上風景画像２の合成 （続き）

・葉の落ちた枝だけの木がどうも不自然だ （左図）

・「投げなわツール」で図のように選択し、マスクを直接ぼかした

・「ガウスぼかし」で半径５ｐｉｘｅｌ を適用した → 結果は右図
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［６］ 星空用画像と地上風景用画像の合成

◇ 星空用画像と地上風景画像の合成

・「地上風景画像」の上に「星空用画像」を重ねる

・「星空白マスク」を適用

・「ぼかし」量を調節して、境界付近を不自然さを減らす

どんなに頑張っても、完璧なマスクは作れないと思う

そこで出来るだけ正確なマスクを作って、あとはそれをぼかして

不自然さを減らしている

マスクを多少ぼかしても支障がないように、

・比較暗合成で星の軌跡を消したり

・地上風景画像において、境界付近の星空の明るさや

色合いを星空用画像と合わているのだ
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［６］ 星空用画像と地上風景用画像の合成

・画像を統合して

・仕上げの処理をします

・ノイズ低減処理

・シャープ処理
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