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このチュートリアルは公開されているものを機械翻訳し、私の主観で編集したものです。

分からないところは、必ず原文をご覧ください。（責任は持てません）ＲＢ星

http://www.astrokraai.nl/software/manual/as2_planet.html

AutoStakkert!2の使い方

まず第一に...

Jerry Lodrigussの最新の本「DSLR惑星イメージングへのガイド」からAutoStakkert！

の章を使用する権限を得ており、内容を少し変更して書いています。

この章では、惑星の画像処理をカバーしています。将来的には、太陽と月の画像処理が

含まれるように、これを拡大していきます。

その間に、みなさんがDennis Putによって書かれた「Processing Solar images using

AutoStakkert!2」優れたガイドを見ることができます。このガイドで説明したのと同じ技

術が月面画像処理に適用することができます。

Emill Kraaikamp - 2012年10月5日

AutoStakkert 2 - ！惑星イメージング
Emill Kraaikamp によって作られた AutoStakkert！は、画像評価、アライメント、そ

して惑星の画像をスタッキングするための偉大なフリーウェアプログラムです。

AutoStakkert!2は、非圧縮AVIまたはSERビデオ、MJPEGのAVIビデオ、またはFITのシリ

ーズと、BMP、TIFF、PNG、またはJPEG静止フレームを扱うことができます。これは、カラ

ーとグレースケールの録画の両方をサポートしています。このプログラムはスタック画像

をシャープにするための、任意の（ウェーブレット処理）を持っていません。みなさんは

ウエーブレット処理を行う追加のソフトウェアが必要です。

AutoStakkertは！現在、高圧縮されたムービーフォーマットを処理する能力を持っていま

せん。圧縮された動画のフォーマットを変換するためには、VirtualDubなどのフリーウェ

アの変換プログラムを使用することができます。

より高解像の結果が必要なら、圧縮効果に苦しまないように、ロスレス圧縮されたフォ

ーマットを使用して回避することをお勧めします。
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AutoStakkert！2のインターフェイス

概要
・AutoStakkertは！動画フレームを扱い、各フレームを分析する。エッジの鋭さや輝度

勾配のシャープさ、それらを指定した画質推定値に基づいた数値による並べ替えを行

う。

・基準フレームは背後で作成され、アライメント用のテンプレートとして使用してスタ

ックしている。

・アライメントポイントを選択するとき、単一のアライメントポイントを使用すること

もできますが、複数のアライメントポイントを指定する方が、通常ははるかに良い結

果を得ることができます。これは手動で行うこともできますが、AutoStakkert！２は

自動的にそれを行うことができます。

・AutoStakkert！は事前に使用者が指定したフレームの数をスタックし、参照フレーム

としてアライメント調整します。

・最終的にアライメント調整されたものがスタックされ、画像が生成されます。アライ

メントされた画像のシャ－プ化バージョンは、同時に作成することができるので、結

果のプレビューとして使用することができます。

AutoStakkertでMOVファイル！？
我々は、デジタル一眼レフカメラでビデオを撮影する場合、多くはMOVファイル形式で

保存されるため、AutoStakkert！で動作するようににAVI形式に変換する必要があります。

一部のプログラムでのライブビューはAVI形式で直接録画することができます。

残念なことに、AVIファイルにはさまざまなフォーマットがたくさんあります。いくつ
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かはAutoStakkert！で直接開きます。そしていくつかはVirtualDubでAVIとして変換し再

保存する必要があります。

直接開くことのできるリストです：

・VirtualDubでMOVから変換されたAVIファイルは問題なくAutoStakkert！で開きます。

・EOSカメラの動画のAVIファイルは -VirtualDubにて変換する必要があります。

・「BackyardEOS」で録画されたAVIは -AutoStakkert！で問題なく開きます。

ヘルプ！AutoStakkert！

私のファイルを開くことができません！
あなたはAutoStakkertで開くべきだと思うファイルが見つかった場合！、私に知らせて

ください！

MJPEG以外の圧縮されたAVI形式は、すぐにはサポートされません。

1。ビデオや画像ファイルを開きます。（Open the Video or Image Files）

「1）オープン」最初のラベルの付いた操作画面の左上にある大きなボタンをクリック

します。また、AutoStakkert！の操作画面にファイルをドラッグ＆ドロップできます。

連続した静止画像をロードしたい場合は、クリックしてドラッグ＆ドロップします。

あなたが望むアイテムの上にマウスカーソルを置くと、それについての詳細な情報は、

通常は明らかにされています。

AutoStakkert！の操作画面
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・画像安定化パネル（ Image Stabilization Panel ）
○作業している画像の種類に基づいて、画像安定化のタイプを選択します。

○「プラネット」（COG）は木星のような惑星。

（COG）"center of gravity" "輝度重心"を意味します。

■チェック動的背景を

○「面」月面クレーターや太陽黒点などの月面や太陽の表面の詳細のために使います。

（輝度重心が使えない場合）

■「EXPAND」 -可能な最大画像サイズを使用していますが、エッジは見栄えしない

場合があります。

■「CROP」 -アライメントポイントが置かれているより小さいイメージにトリミング

し、シャープなエッジを生成します。

・品質設定パネル（Quality Estimator Panel）
○グラデーション（Gradient）、それは約15秒角よりも大きい土星、木星や火星のような

大きな惑星を。各配置点は、グローバルな品質が選択された場合を除いて、スタック

にフレームの独自のセットを使用する。

○エッジ（Edge）、それは、約15秒角よりも小さい場合にこのような金星、水星や火星

などの小さい明るい惑星を。すべてのアライメントポイントはスタックに同じフレー

ムを使用しています。

○堅牢なノイズ（Noise Robust）、動画映像のディテールやノイズの量に基づいています。

動画に非常に細かい詳細が含まれていて、シーイングがとても優秀で撮影された場合

は、小さい数値を使用します。ノイズが多い場合は、より高い数値を使用します。

○フォースグローバル品質（Force Global Quality ）複数のアライメントポイントを使用

する場合にスタッキング画像に継ぎ目を現れます。

AutoStakkertは！スタッキングのためのフレームの同じサブセットを使用すると発

生するの継ぎ目を防ぎます。

下図のような三日月型の金星の場合、太陽に照らされた鋭い側と緩やかな影を持ったタ

ーミネータを持つ拡散エッジとがあり、「Planet (COG)」 の画像安定化タイプとして、「エ

ッジ」（Edge）を選択し、惑星の影側のボックスをオフにします。
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2。画像を分析（Analyse the Images）
画像を分析する前に、画像表示ウィンドウを見てみましょう。惑星のイメージはフレー

ムに小さい場合は、クリックしてドラッグセットサイズのスライダーを動かしてください。

サイズを変更するには必須ではありません、しかし、私は惑星のレコーディングに高度

にお勧めします。画像をトリミングすると、大幅に処理を高速化し、またできるようにな

りますAutoStakkertは！惑星が例えば画面の端に移動したので、不足している情報を含む

フレームを除外します。分析後にサイズを変更する場合は、スタック時には、再度解析を

実行することが強制されます。

ラベルの付いた左側の列の一番下にある大きなボタン「2）Analyse」をクリック

惑星の影側のエッジボックスをオフにします。

AutoStakkert！の操作画面
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AutoStakkert！今、動画の個々のフレームを調べて分析することと、参照フレームのス

タックが行われます。これは、すべてのフレームのすべてのアライメントポイントが慎重

にスタックされます。

そしてAutoStakkert！がフレームを分析して行われているプロセスについての経過が、

表示されている第二のカラムの下部にプログレスバーの動きとして表示されます。

分析が終了した後に、AutoStakkert！にはクオリティグラフが表示されます。二つのグ

ラフは、互いに重畳される。ギザギザの上下プロットはフレームが撮影された順序でフレ

ーム品質を示しています。それはシーイングに基づいてフレームの様々な品質を示してい

ます。緑色の線は、フレーム品質によって並べ替えられ、一番最良フレームが左で、右に

行くほどクオリティの下がるプロットです。

AutoStakkert！の品質グラフ

・ リファレンスフレームパネル（Reference Frame Panel ）
参照フレームパネルリファレンススタックが作成される方法を指定します。

○最後にスタックがリファレンスです（Last Stack is Reference ）- ！AutoStakkertは

以前に実行されているときに作成された最後のスタック画像を使用します。

○自動サイズ（品質ベース）Auto Size (Quality Based) - 参照フレームが自動的にフレ

ームの最高のセットから作成されます。これは、あなたがイメージのセットで作業を

初めて選択する必要があります。

あなたはもう少しコントロールしたい場合は、このチェックボックスをオフにし、

手動で参照フレームに使用するフレームの量を選択することができます。

より多くのフレームを使用した撮像対象の真の形のわずかに良い表現をもたらす

が、それはまた、アライメントさせることがより困難な、ぼやけた基準フレームにつ

ながります。

--------------------------------------------------------------------------------
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3。イメージのアライメントポイントを設定（Set the Image Alignment Points）
今、我々は、画像表示ボックスに移動し、画像のアライメントポイントを設定します。

・フレーム（Frames）
○我々は上記の実行した解析ステップの後、画像は品質によって並べ替えられています。

画像表示ボックスの上部にあるスライダーをクリックしてドラッグすることによっ

て、ソート結果を画面でスクロールすることができます。

○あなたは「Frames」をクリックするとフレームスライダーの横には、数値的にソート

順を変更することができます。もう一度クリックすると、品質に戻しソート順を変更

します。

○また、セットサイズ（Set Size ）をクリック＆ドラッグすることができます。

対象に合わせて小さいフレームにすることにより、アライメントやスタッキングの速

度を増加させ、はみ出し情報を含む不良フレームのフィルタリングを可能にします。

あなたは今、これらのスライダを新たに設定した場合、プログラムは再びバッファ

リングと分析を実行するように強制されます。だから、次回は、それが分析の前にト

リミングを開始する方が良いかもしれません。

AutoStakkert！の画像表示画面
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・アライメントポイント（Alignment Points）
○シングルアライメントポイントまたは複数（MAP）アライメントポイントを選びます。

○アライメント点の数が表示され、そこである「Clear」ボタンをクリックするとアラ

イメント点をすべて削除します。

○マニュアルドロー（Manual Draw ） -これをチェックすると、マニュアルでアライメ

ントポイントを描画することができます。

マニュアルでアライメントポイントを設定するには、画像内をクリックします。

○APサイズ（アライメントポイントサイズ） (Alignment Point Size) -アライメントポ

イントボックスのサイズを変更するには、上下の矢印を使用します。

高解像高品質の画像については、より小さいサイズを使用してください。

激しく揺れ動く画像及びシーイングが劣悪条件の下で撮影したものは大きなボック

スを使用します。

○最小輝度（Min Brightness ）-アライメントポイントとして使用できる画像の最小の

明るさを設定します。

○アライメントポイントのグリッド表示（Place APs in Grid ）一番下にる、このボタン

をクリックするとAutoStakkert！は自動的に画像の中にアライメントポイントに合わ

せてグリッドを配置します。

手動で画像の目的位置にマウス左クリックすると、自動マルチプルアライメントモード

でもアライメントポイントを追加することができます。

右クリックはアライメントポイントを削除することができます。

マウスホイールを使用するとアライメントポイントのサイズを変更ができます。

惑星のために私は、アライメントポイントの手動配置することをお勧めします。

小さすぎるのAPを使用しないようにしてください。プログラムが正しくアライメントす

ることに失敗します。あなたが適切なサイズのアライメントポイントを使用した場合非常

はシャープな結果を得ることができます。
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手動でわずかにトリミングした画像のアライメントポイント（AP）を確定した結果を以

下に示します。

惑星の端の近くにAPを配置しないようにするのがベストです。それはしばしば有効です。

-------------------------------------------------------------------------------

-

4。画像をスタック （Stack the Images）
それでは "スタックオプション""Stack Options" 欄での操作画面に戻ってください。

・スタックオプションパネル（Stack Options Panel）
○あなたはスタックされ保存されるようにしたいファイルの種類、TIFFまたはPNG を選

択します。両方の形式は全く同じデータが含まれていますが、PNG画像が圧縮されま

す（ロスレスなので、イメージが失われることはありません）。

○スタックするフレームの数、あるいあはスタックするフレームのパーセンテージ（％）

のいずれかを選択します。

参考として、ここで私はスタックする10,0013合計  フレームの10％を選択しました。

あなたのイメージのために最良の結果を生成するスタックを知りたい場合にも、複数

AutoStakkert！手動で配置されたアライメントポイントでの画像表示画面
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のパーセンテージ、または複数のフレーム番号を選択することができます。

（複数のフォルダーが作られます）

○"スタックを正規化""Normalize Stack". をチェック。雲を通したり、透明度を変える

ようなものに起因するフレーム間の輝度のばらつきを持っている場合に便利です。

各スタックは同じ最終明るさを持つように強制されので、複数の録画を処理した後

の微調整、カラーバランスを取ることが容易になります。

○"画像をシャープ""Sharpen Images"チェック－AutoStakkert！のイメージにシャープ

デフォルトを適用します。

これがチェックされている場合、AutoStakkertは！スタックの2つのコピーが保存

されます。

一つはシャープがかかっていないものとシャープかかっているものとです。

（２個のフォルダーが作られます）

○"RAW でブレンド""Blend in Raw" は、シャープのイメージと元画像とのブレンドする

割合を指定することができます。

○"フォルダに保存"をご希望の場合は、画像ファイル名に接頭辞を追加して確認してく

ださい。

・詳細設定パネル（Advanced Settings Panel）
○あなたは古い時代のコンピュータを持っているか、本当にあなたが何をしているか知

っている限りの "絞込みHQ"を（高品質）を確認してください。常にオンこの設定を

残すことをお勧めします。

私は実際に、それは次のリリースでは非表示になります。

○均一に分散（Check drizzle）をチェックしてください。画像がアンダーサンプリング

している場合や、少し大きめの画像スケールをしたい場合は大幅スタッキング時間が

長くなり、そしてほとんどの時間は、それが必要とされない。

最後に、右下隅のボタン3）スタック（ Stack ）をクリック。
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AutoStakkert！は、今やすべての画像を通過し、調整し、正確にそれらをスタックしま

す。それがこれを行うときは、中央の列の下部にプログレスインジケータが表示され、各

タスクが完了すると、この列の中央にあるチェックリストがチェックされます。

最終的な積み重ね画像だけでなく、シャープのバージョンは、元のAVIファイルとディ

レクトリ内の特定のフォルダに保存されます。

スタック操作パネル
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上の未処理画像と下のシャープ処理の画像の比較を見てください。画像スタックは、キ

ヤノンのT2i（550D）と640×480の動画クロップモードを使用して平均的なシーイング条

件で2倍Televueパワーメイトバーローとf/20でC11（ Edge ）で撮影した木星です。

3分で10013合計  フレームの最高10％からです。

ISO 400での露光は60分の1秒で60fpsの撮影です。
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我々が生のスタック内のデータの可能性を見ることができ、上記AutoStakkert！のデフ

ォルトが適用シャープネス。

DSLR惑星イメージングへのガイド「 A Guide to DSLR Planetary Imaging by Jerry
Lodriguss.」によって、我々は本の他のセクションでカバーされた画像上で実行できる、

より多くの調整と強化あります。

AutoStakkert！２エミールからヒント

・良質な画像だけでのフレームをスタックすることをお勧めします。ただ、数の大きなス

タックを積み重ねないでください。しかしながらフレーム数の少ないスタックは、ノイ

ジーです。これはシーイングの質によります。

あなたは、録画中、あなたは非常に良い結果を取得するつもりはないしている間まと

もな、少なくともいくつかの瞬間のために関係なく見ていない場合はどのように多くの方

法や数フレームはスタック。

・いくつかのオブジェクトの場合は、手動で複数のアライメントポイントを設定すること

で、より良い結果を得ることができます。

・手動でアライメントポイントに、重ならないように離れてビットを追加します。

・惑星の端からアライメントポイントを遠ざける。

・アライメントポイントサイズ - 小さいアライメントポイントは、一般的に大きなもの

よりも不安定です。小さな部分をトレースでミスすることは容易です。非常にノイジー

または露出不足である場や、特にシーイングの悪い場合もまたしかりです。

しかし、潜在的に、より小さいアライメントポイントサイズが微細な動きを追跡し、

より良い品質を提供することができる可能性があります。それは、ここで重要なトレー

ドオフです。これは、複数のアライメントポイントサイズを混在させることが実際に可

能である。

・たとえば木星の目の前に小さな衛星がある場合は、その周りに小さなアライメントポイ

ント（影も）を追加し、あなたのスタック画像には、衛星と影周りの解像度の向上さが

わかります。

・木星や土星のような大きな惑星で、それらに良いディテールと大きな画像スケールで、

約30アライメントポイントと、125から75ピクセル程度の大きさのアライメントボック

スを使用。

アライメントポイントの大きさは、撮像規模に大きく依存しますので、この値は少し

トリッキーです。
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・小さい火星の極冠などの詳細、または木星に衛星の影については、通常のサイズの既存

のアライメントポイ  ントに加えて、これらの機能のためのより小さいサイズで余分な

アライメントポイントを使用することが望ましい。

・天王星や海王星のように惑星が小さい場合には、惑星全体の周りに大きな面積を持つ単

一（シングル）のアライメントポイントを使用します。

・太陽の場合は、常にグラディエントを使用しています。正しい露光の太陽の画像は、少

しノイズがあります。シーイングが良く、細部に問題がない場合、品質設定数値は２の

小さい値を使用します。

・小さな細かいディテールを持っている画像では、小さなアライメントポイントを使用し

ます。

・土星は、マニュアルアライメントポイントの配置を使用しています。リング上の斜線は、

アライメントポイントの良い場所ではありません。惑星のエッジのような垂直の機能、

またはリングの先端に黒いスペースが含まれるようにリング上のアライメントポイント

を置きます。

・グッドアライメントポイントは、2つの垂直方向の機能を追跡することができます。

惑星のエッジの近くに配置したアライメントポイントがうまく動作しない理由です。

・金星と火星のような小さな明るいオブジェクトの場合、エッジ判定はグラディエント判

定より、良い動作する可能性があります。

・悪い透明度によって引き起こされるスタック画像で、縫い目に問題がある場合（繋ぎ目

破綻）は、品質設定のパネル（Quality Estimator）の 使用強制グローバル品質（Forced
Global Quality ）を使います。

小さすぎるアライメントポイントによって引き起こされる繋ぎ目破綻の場合は、より

大きなアライメントポイントを使用して再スタックしてください。

--------------------------------------------------------------------------------

このチュートリアルはAutoStakkert！バージョン2.1.0.5で行われました。


