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あらまし  スマートフォンのような小さな端末で撮影した写真を確認する際，写真にブレが生じていても小さな

画面では確認が困難である．また，ブレの検出・補正に関する従来手法では，被写体が動くことに起因するモーシ

ョンブラーには，対応できていないか，対応できたとしても完全に検出・補正ができないという問題があった．そ

こで本研究では，携帯端末に適用可能なブレ領域をリアルタイムでユーザに警告するモーションブラー警告システ

ムを提案する．警告するブレには，手ブレや被写体の動きによって生じるモーションブラーに加えてピンボケも含

まれる．本システムでは，撮影した写真を縦横均等に分割した領域ごとにブレ領域を検出する．ユーザは，ブレが

生じた領域を拡大することでブレを確認しやすくなり，撮り直すか否かの判断が容易になる．実験では，本システ

ムを Android 端末に実装した際のシステムの使いやすさ・満足度を 7 人の被験者が評価した結果，5 段階評価の 5

点満点で使いやすさの被験者平均が 4.3 点，満足度の被験者平均が 4.0点という結果が得られた． 

キーワード  携帯端末，カメラ，モーションブラー 

 

1. はじめに  

スマートフォンのような携帯端末のカメラで写真

を撮影する際，ユーザの意図に反してブレが生じるこ

とがある．ブレは，画像の品質を悪くさせるにも関わ

らず，携帯端末上の小さなディスプレイでは確認する

ことが困難である．ブレには，大きく分けて以下の 3

種類が存在する [1]．  

 モーションブラー  

 手ブレ  

 ピンボケ  

モーションブラーは被写体の動きによって生じ，手

ブレは撮影者が撮影直前にカメラを動かすことによっ

て生じる．また，ピンボケは被写体にピントが合わな

いことによって生じる．以上の 3 種類のブレのうち，

いずれかのブレを含む画像をブレ画像とする．  

近年，カメラ技術の進歩により，手ブレ補正機構や

オートフォーカス機能を持つカメラが広く普及してい

る [2][3][4]．しかし，手ブレ補正機構は，あくまで手

ブレを低減する技術であり，完全には防ぐことができ

ない．また，手ブレ補正機構は，一般的に部分的に生

じるモーションブラーには効果がない．オートフォー

カスにおいても，ピンボケを回避することはできるが，

その他のブレに関しては効果がない．  

携帯端末上に適用可能なブレの問題を解決する過

去の研究では，Sanketi ら [5]と Ko ら [6]の研究がある．

Sanketi らは，加速度センサを用いてリアルタイムで手

ブレを検出する単純な手法を提案した．Ko らは，ブレ

画像とブレのない画像から得られるエッジを比較する  

図1. システム概要  

ことによって，ブレ画像を検出する手法を提案した．  

しかし，どちらの手法も手ブレには効果的であるが，

部分的に生じるモーションブラーの検出に適用するこ

とはできない．  

つまり，手ブレとピンボケには関しては，性能が低

い携帯端末のカメラにおいても既存の技術を用いるこ

とによって，十分対応可能である．しかし，モーショ

ンブラーに関しては，ブレが部分的で不規則に生じる

ので，性能が低いカメラでモーションブラーを検出・

補正することは非常に難しい．また，PC と比較して

CPU 性能が低く，画質の改善に制限のある携帯端末で

ブレ改善のために検出・補正処理に時間をかけること

は効率が良くない．  

そこで本稿では，手ブレとピンボケに加えてモーシ

ョンブラーにも対応した携帯端末のカメラに適用可能

なリアルタイムでのモーションブラー警告システムを

提案する．本システムを用いることによって，ブレ領



 

 

域を拡大して確認することでユーザは写真を撮り直す

か否かの判断が容易になる．図 1 は，ブレが生じた際

の本システムの概要を示す．本システムでは，モーシ

ョンブラーに生じやすい部分的なブレに対応するため，

撮影画像を縦横𝑛(𝑛は任意の自然数 )個の領域に分割し

て，𝑛2個の領域ごとにブレを検出する．ブレ検出は，

それぞれの領域ごとに主に画像から得られるエッジの

情報を用いて，複数の特徴量を抽出し，それぞれの特

徴量に対して Support Vector Machine(SVM)によって，

ブレ検出のための閾値を学習することで実現する．  

本稿は先行研究として，著者らが過去に執筆した論

文 [7]を基に，携帯端末に適用することを考慮した手法

に改変・拡張した．先行研究は，画像のブレを PC 上

で精度や処理時間を評価した研究であるが，本研究で

は提案手法を実際に Android 端末のカメラアプリケー

ションとして実装した際の使いやすさ・満足度をユー

ザ評価実験の結果に基づいて評価する．  

本稿では，次の構成をとる．まず，2 節で関連研究

について述べ，3 節でブレ検出の提案手法を説明する．

次に 4 節で提案手法を組み込んだ Android 端末を用い

て本システムの概要を説明する．5 節で本システムに

ついての実験と評価を行い，最後に 6 節でまとめを述

べる．  

 

2. 関連研究  

本節では，携帯端末に適用可能なブレ検出・補正手

法に関係する研究に焦点を当てた関連研究について述

べる．  

2.1. 一般的なカメラ内蔵機能を用いる手法  

現在，スマートフォンなどの携帯端末のカメラに内

蔵されているブレの問題を解決する一般的な機能は次

の 2 種類が挙げられる．  

 手ブレ補正機構  

 オートフォーカス  

西ら [8]は，手ブレ補正機構を搭載したカメラにおい

て，手ブレ補正が OFF の場合に比べて ON にした場合

では，手ブレの影響が平均で 1/2 から 1/3 程度に低減

することを確認している．しかし，手ブレ補正機構は，

あくまで手ブレを低減する技術であり，完全には防ぐ

ことができなく，モーションブラーにも一般的には効

果がない．また，オートフォーカスにおいても，ピン

ボケを回避することはできるが，その他のブレに関し

ては効果がない．   

2.2. Sanketi らの手法 [5] 

Sanketi ら [5]は，スマートフォンの加速度センサを

用いてリアルタイムに手ブレ検出する手法を提案した．

加速度センサで端末の動きを算出することによって，

ユーザに手ブレが生じないように警告する．特に目の

不自由なユーザは，ブレが生じていることに気づきに

くいため，リアルタイムで手ブレが生じているかのフ

ィードバックを与えることによって目の不自由なユー

ザでも手ブレが生じているか否かの判断が明確になる．

また，加速度センサにおける端末の動きを計算するだ

けの処理が軽い手法なので，性能が低い端末でも高速

に処理することができる．  

しかし，Sanketi らの手法は，手ブレに対しての検出

には有効であるが，その他のブレに関しては対応でき

ない．  

2.3. Ko らの手法 [6] 

Ko ら [6]は，画像全体におけるブレを検出・補正す

る手法を提案した．まず，撮影された入力画像が与え

られたときに，その入力画像がブレ画像かブレの無い

理想画像であるかの判定を行う．入力画像が理想画像

と判断された場合は，処理を終了する．また，入力画

像がブレ画像の場合は，ブレのパラメータとしてブレ

の角度と長さが識別される．識別されたブレのパラメ

ータによって PSF(点拡がり関数 )が推定され，最終的

にブレ画像の補正が行われる．  

ブレ画像の検出は，100 枚の理想画像と 100 枚のブ

レ画像を学習画像として，それらの画像のエッジ量の

平均と標準偏差を算出した分布を用いて行う．算出さ

れた分布を用いて，ブレ画像が，理想画像よりもエッ

ジ量の平均と標準偏差の値が小さくなるという性質を

利用して，入力画像が理想画像かブレ画像かの検出を

行っている．あらかじめ学習されたエッジ量の平均と

標準偏差の特徴のみを利用することで，携帯端末でも

適応できるような処理の軽い検出が可能となる．  

しかし，Ko らの手法は，モーションブラーなどの部

分的なブレに対しては有効ではなく，エッジ量の平均

と標準偏差のみの特徴しか用いていないため，微妙な

ブレによる判定が難しいという問題がある．  

 

3. 提案手法  

本節では，関連研究の問題点を考慮しつつ，ブレの

警告を目的とした提案手法について述べる． 3.1 で提

案手法の概要を述べた後，3.2 以降で提案手法の詳細

を述べる．  

3.1. 提案手法の概要  

撮影された画像が入力されてからブレが警告され

るまでの流れを図 2 に示す．まず，撮影直前における

端末の加速度を加速度センサで保存しておき入力画像

における手ブレを検出する．この時，端末が一定以上

動いた場合は入力画像全体を手ブレ画像としてユーザ

に警告する．手ブレ画像と判定されなかった画像は，

画像全体を縦横𝑛(𝑛は任意の自然数 )個の領域に分割し

て，𝑛2個の領域ごとに特徴量の抽出を行ってブレ検出



 

 

を行う．  

ユーザ評価実験では，例として𝑛 を 10 とし，画像

全体を 100 等分した領域を用いた．100 等分した領域

ごとにブレ検出を行うことで，モーションブラーに多

い部分的なブレ領域を検出することができる．なお，𝑛 

の値は変更可能である．  

特徴量抽出では，ブレ検出を行うために，ブレ領域

にはエッジが検出しにくいという特徴と，段階的にブ

レ領域を縮小するとエッジが検出しやすくなるという

特徴を主として利用し，合計で 6 種類の特徴量を抽出

する．その後，あらかじめ学習しておいた SVM のモ

デルを用いて 6 種類の特徴量を統合して分割した領域

ごとにブレ検出を行う．ブレ検出の結果から，後処理

として特定パターンの例外処理やユーザが結果を確認

しやすいような修正を行い，最終的に入力画像のブレ

領域をユーザに警告する．  

 

図2. 提案手法の流れ  

 

3.2. 加速度センサでの手ブレ検出  

2.2 で述べた Sanketi らの手法 [5]から，端末の加速度

センサを用いて手ブレの検出を行う．撮影直前に x 軸，

y 軸，z 軸のそれぞれの方向から加速度センサで端末の

加速度を取得しておき，その 3 軸の加速度のいずれか

が 0.5[m/s2]を超えた場合は，入力画像全体を手ブレ画

像としてユーザに警告する．また，3 軸の加速度が，

0.5[m/s2]を下回る場合は，次の 3.3 節での領域分割の

処理を行う．手ブレか否かの 3 軸の加速度の閾値は，

適当に閾値を変えながら実験を行い経験的に定めた．  

3.3. 領域分割  

入力された画像に関して，モーションブラーなどの

部分領域のブレにも対応できるように画像を縦横

𝑛(𝑛は任意の自然数 )個の領域に分割して，𝑛2個の領域

ごとに 3.4 節での特徴量抽出を行う．分割数は，一般

的に多いほど部分領域のブレにも対応できるが，多す

ぎると処理時間が増えたり，ユーザが検出結果を確認

しづらくなったりする場合がある．ユーザ評価実験で

は，例として𝑛 を 10 とし，画像全体を 100 等分した

領域を用いた．特徴量は，100 等分された領域ごとに

算出する．  

3.4. 特徴量抽出  

特徴量抽出では，エッジ情報を用いた 6 種類の特徴

量を抽出して SVM でブレの予測を行う．6 種類の特徴

量を簡単のためそれぞれ特徴量 A,B,C,D,E,F として定

義する．本節では，3.4.1 で特徴量 A, B, C, D について

説明し，3.4.2 で特徴量 E, F について説明を行う．  

3.4.1. 特徴量 A, B, C, D について  

2.3 で述べた Ko らの手法 [6]から，エッジ検出におけ

る画素値平均と標準偏差の値を比較することは，ブレ

領域とブレのない領域を区別するのに有効な手段であ

ると考えられる．画素値の平均と標準偏差は，どちら

の値も大きいほどブレのない領域である可能性が高い．

反対に平均と標準偏差がどちらの値も小さいほどブレ

領域である可能性が高い．ただし，平均と標準偏差の

片方の値が大きくて，もう片方の値が小さい場合も考

えられる．  

そこで，提案手法においても領域分割された画像に

対して，Canny エッジ検出 [9]により画素値の平均と標

準偏差をそれぞれ別の特徴量として用いる．領域分割

された画像において，それぞれの領域ごとに画素値の

平均と標準偏差を計算する．画像領域のサイズが

𝑊 × 𝐻画素の画像領域中の位置 𝑖, 𝑗の画素値を𝑓(𝑖, 𝑗)とす

ると，画素値の平均𝜇と標準偏差𝜎は式 (1)，式 (2)のよう

に計算できる．この時，特徴量 A が𝜇であり，特徴量 B

が𝜎である．  

𝜇 =  
1

𝑊 × 𝐻
∑ ∑ 𝑓(𝑖, 𝑗)

𝑊−1

𝑖=0

𝐻−1

𝑗=0

 (1)   

𝜎 =  √
1

𝑊 × 𝐻
∑ ∑ (𝑓(𝑖, 𝑗) −  𝜇)2

𝑊−1

𝑖=0

𝐻−1

𝑗=0

 

 

(2)   

また，画像を縮小していくと，ブレによって検出で

きなかったエッジが検出される場合がある．例えば，  

図 3 のような場合である．つまり，ブレ画像では，画

像を縮小していくと，エッジ画像における画素値の平

均と標準偏差が大きくなる傾向がある．また，元々エ

ッジがしっかり検出できているブレのない画像では，



 

 

平均と標準偏差が大きくなる傾向はあるが，ブレのあ

る画像に比べて上昇率は低いと考えられる．  

そこで提案手法では，まず領域分割された画像の領

域を，それぞれの領域が縦横 1/2 になるように段階的

に縮小する．縮小回数は，縦もしくは横が 20 ピクセル

を下回るまでの回数である．これにより，それぞれの

領域ごとに様々なサイズの縮小画像が生成されるので，

領域ごとにエッジの平均と標準偏差の上昇率を計算し，

それぞれを別の特徴量とする．画像の縮小回数を 𝑛，

縮小 𝑖回目における画素値の平均を𝜇𝑖，標準偏差を𝜎𝑖と

すると，平均の上昇率𝛼𝜇，標準偏差の上昇率𝛼𝜎を，最

小二乗法の考え方を用いて式 (3)，式 (4)のように定義す

る．ただし，縮小 0 回目の場合は，元のサイズの画像

における平均と標準偏差の値である．この時，特徴量

C が画素値平均の上昇率𝛼𝜇であり，特徴量 D が標準偏

差の上昇率𝛼𝜎である．  

 

𝛼𝜇 =
(𝑛 + 1) ∑ 𝑖𝜇𝑖

𝑛
𝑖=0 −  ∑ 𝑖 ∑ 𝜇𝑖

𝑛
𝑖=0

𝑛
𝑖=0

(𝑛 + 1) ∑ 𝑖2𝑛
𝑖=0 − (∑ 𝑖𝑛

𝑖=0 )
2  (3)   

𝛼𝜎 =
(𝑛 + 1) ∑ 𝑖𝜎𝑖

𝑛
𝑖=0 −  ∑ 𝑖 ∑ 𝜎𝑖

𝑛
𝑖=0

𝑛
𝑖=0

(𝑛 + 1) ∑ 𝑖2𝑛
𝑖=0 − (∑ 𝑖𝑛

𝑖=0 )
2  (4)   

 

 

図3. 画像サイズを変化させた場合のエッジ検出結果  

 

3.4.2. 特徴量 E, F について  

画像を一旦縮小させてから元の画像サイズに戻す

ように拡大すると，画像の高周波成分が失われ，全体

的にぼけた画像になる．元々ブレのない箇所は，縮小・

拡大させると，画像のぼけの影響でエッジが抽出され

にくくなる特徴がある．しかし，元々ブレのある箇所

は縮小・拡大させてもエッジが検出できる量が縮小前

とあまり変わらないという特徴がある．これらの特性

を利用して，入力画像をAとし，Aを縦横 1/4 のサイズ

に縮小させてから縦横 4 倍のサイズに拡大した画像を

画像Bとすると，画像A, Bをそれぞれエッジ検出して差

分をとった画像における画素値平均や標準偏差の値を

特徴量として用いる．これらの値を用いることによっ

て，元々ブレがあった領域とブレのなかった領域を比

較することが可能となる．  

差分をとった画像における画素値平均や標準偏差

の値の算出は，まず画像 A , Bのそれぞれに対して

Laplacian フィルタ [10]を用いてエッジ検出した画像を

画像A′, B′とする．画像A′とB′は同じ画像サイズである

ことから，画像領域のサイズが𝑊 × 𝐻画素の画像A′にお

ける位置 𝑖, 𝑗の画素値を𝑓𝑎(𝑖, 𝑗)とし，画像B′における位置

𝑖, 𝑗の画素値を𝑓𝑏(𝑖, 𝑗)とすると，画像A′とB′の差分画像 Idiff

における位置 𝑖, 𝑗の画素値𝑓𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑖, 𝑗)は式 (5)ように計算で

きる．また，式 (5)から，差分画像の画素値平均𝜇𝑑𝑖𝑓𝑓と

標準偏差𝜎𝑑𝑖𝑓𝑓を式 (1)，式 (2)と同様に計算すると，それ

ぞれ式 (6)，式 (7)のように算出できる．この時，特徴量

E が𝜇𝑑𝑖𝑓𝑓であり，特徴量 F が𝜎𝑑𝑖𝑓𝑓である．  

 

𝑓𝑑𝑖𝑓𝑓
(𝑖, 𝑗) = | 𝑓𝑎

(𝑖, 𝑗) − 𝑓𝑏(𝑖, 𝑗)| (5)   

𝜇𝑑𝑖𝑓𝑓 =  
1

𝑊 × 𝐻
∑ ∑ 𝑓𝑑𝑖𝑓𝑓

(𝑖, 𝑗)

𝑊−1

𝑖=0

𝐻−1

𝑗=0

 (6)   

𝜎𝑑𝑖𝑓𝑓 =  √
1

𝑊 × 𝐻
∑ ∑ (𝑓𝑑𝑖𝑓𝑓

(𝑖, 𝑗) −  𝜇)
2

𝑊−1

𝑖=0

𝐻−1

𝑗=0

 

 

(7)   

 

 

図4. 元画像 𝑰と 𝑰を縮小・拡大した画像𝑭の比較結果  

 

3.5. SVM による学習  

3.4.1 と 3.4.2 で定義した 6 種類の特徴量 A,B,C,D,E,F

を使用し，ブレ検出を行う．学習には，Chang ら [11]

が開発した LIBSVM を利用した．6 種類の特徴量をそ

れぞれ 6 次元の特徴ベクトルとし，全ての次元ごとに

正規化を行い，ブレ検出のためのモデルを生成する．



 

 

SVM のカーネルには RBF カーネルを用いた．RBF カ

ーネルのパラメータは，適当に数値を設定して実験を

行い，最も精度の高いものを用いた．  

 

3.6. 後処理  

後処理として SVM で誤検出するような特定パター

ンの例外処理やユーザが結果を確認しやすいような修

正を行う．  

3.6.1. 例外処理  

図 5 にあるような単色の壁や青空など元々エッジが

とれない領域を強いブレと判定し，SVM の予測結果が

誤った予測をする可能性が高いという問題がある．そ

こで，提案手法では，SVM でブレと判定した領域の中

から単色の壁や青空などの領域を例外処理としてブレ

ではない領域として検出結果を反映させる．これらの

領域は，周辺画素との色の変化がほとんどないという

特徴がある．つまり，カラー画像における画素値の分

散を算出することによって，図 5 にあるような領域の

誤検出を防ぐ．  

画素値の分散の算出は，まず画像領域のサイズが

𝑊 × 𝐻画素のカラー画像領域中の位置 𝑖, 𝑗の R 成分の画

素値を𝑓𝑟(𝑖, 𝑗)，G 成分の画素値を𝑓𝑔(𝑖, 𝑗)，B 成分の画素

値を𝑓𝑏(𝑖, 𝑗)とすると，RGB 成分の画素値𝑓𝑟𝑔𝑏(𝑖, 𝑗)は式 (8)

のように算出される．式 (8)を用いて，RGB 成分の画素

値の平均𝜇𝑟𝑔𝑏とすると，その分散𝜎2は式 (9)のように算

出できる．この時，SVM でブレと判定した領域の中か

ら𝜎2の値が 10 以下の領域をブレのない領域として検

出結果を反映させた．𝜎2の値の閾値は，適当に閾値を

変えながら実験を行い，最も誤検出が少なくなるよう

に定めた．  

𝑓𝑟𝑔𝑏(𝑖, 𝑗) =
𝑓𝑟(𝑖, 𝑗) + 𝑓𝑔(𝑖, 𝑗) + 𝑓𝑏(𝑖, 𝑗)

3
 (8)  

𝜎2 =  
1

𝑊 × 𝐻
∑ ∑ (𝑓𝑟𝑔𝑏(𝑖, 𝑗) −  𝜇𝑟𝑔𝑏)

2
𝑊−1

𝑖=0

𝐻−1

𝑗=0

 
 

(9)  

    

図5. 誤検出する領域例  

3.6.2. 検出結果の修正  

3.3 で述べたように，入力画像の領域分割数は，一

般的に多いほど部分領域のブレにも対応できるが，多

すぎると様々な箇所にブレ領域が存在するような画像

ではブレの警告を行ってもユーザが結果を確認しづら

くなってしまう問題がある．そこで，まずブレ領域が

縦横４近傍で連続した領域を同一のグループとみなす

ラベリング処理を行う．ラベリング処理は，グループ

ごとにそれぞれ別のグループ番号を付与することによ

ってグループ分けを行うことで，画像内に複数のブレ

領域がある場合に有効である．ラベリング処理でグル

ープ分けされたブレ領域から，本システムでは次のよ

うな修正を行った．  

 ４近傍がブレ領域である領域は，検出結果に関

わらずブレ領域とし，同一のグループとする．

(図 6(a)) 

 グループのブレ領域が 4 領域未満の場合は，警

告しないようにする． (図 6(b)) 

上記のような条件を加えることで，ブレ領域のグル

ープが少なくなりユーザが結果を確認しやすくなる．

ただし，これらの条件は，様々な画像におけるブレの

警告結果を確認する実験を行った結果，経験的に設定

したものである．  

 

(a) 

 

(b) 

図6. 検出結果の修正例  

 

4. システム概要  

本節では， 3 節で述べた提案手法を用いて実際に

Android 端末のカメラアプリケーションとして実装し

た際の本システムについて紹介する．図 7 に基づいて

ユーザが写真の撮影からモーションブラーを発見する

までの流れを以下に示す．  

step1. 画面右下のシャッターボタンを押すことに

よって，ユーザが写真を撮影する．  

step2. 画面左下のプレビューボタンを押すことに

よって，写真をプレビュー画面に表示する．(ブ

レと判定された領域は赤枠で囲まれる ) 

step3. 赤枠部分をダブルタップするとその周辺が

拡大され，その領域を確認する．  

step4. ユーザは確認した結果によって撮り直すか

否かの判断を行う．  

step2 では，撮影後，プレビューボタンは図 7(b)のよ

うにブレ領域が存在すれば赤枠，存在しなければ白枠

で囲まれる．プレビューボタンを押すことにより，シ  



 

 

図7. 撮影からモーションブラーを発見するまでの流れ

ステムが自動的に 𝑛2(𝑛は任意の自然数 )個の領域に写

真を分割し，全領域のブレ検出を行う．本システムで

は，𝑛 を 5 から 10 までの間の好きな分割数に手動で

設定できる．  

step3 では，ブレビュー画面においてブレが生じてい

る領域は赤枠で囲まれ，赤枠内の領域全体は赤で透過

させた．ユーザが画面にタッチしている間や拡大して  

いる間は，透過状態を解除する仕様になっている．ま

た，拡大・縮小に関しては，一般的なスマートフォン

の操作であるピンチアウト・ピンチインで操作可能で

ある．さらに，拡大に関しては，画面をダブルタップ

するとタップした箇所の周辺を 2 倍に拡大することが

でき，再びダブルタップを行うと元のサイズに戻る．  

step4 では，ユーザがシステムの警告したブレ領域を

確認した後，ユーザが写真を撮り直すか否かの判断を

する．システムは，背景領域などユーザにとってブレ

が生じていても構わない箇所に関しても警告する可能

性があるので，最終的な撮り直しの判断はユーザに委

ねられる．  

 

5. 実験・評価  

本節では，本システムの実験について述べる．まず，

5.1 で本システムを実装した端末の実行環境について

述べ，5.2 で実験の内容について述べる．最後に，5.3

で実験結果を示す．  

5.1. 端末の実行環境  

本システムを Android のカメラアプリケーションと

して Android 端末に実装し，本システムを評価する．

本システムを実装した Android 端末は NEXUS 7 と

Xperia acro HD(SO-03D)の 2 機種である．これらの端末

の実行環境を表 1 に記載する．実験では，NEXUS 7

を主に使用し，SO-03D は NEXUS 7 との処理時間を比

較する時にのみ使用する．  

表1  実験に用いた端末のスペック  

 
NEXUS 7 SO-03D 

CPU 

APQ 8064 

Quad-core 

(1.5GHz) 

MSM 8260 

Dual-core 

(1.5GHz) 

メモリ  2GB RAM 1GB RAM 

OS Android 4.4.2 Android 4.0.4 

5.2. 実験内容  

本節では，本システムを組み込んだ Android 端末を

用いて以下の 3 種類の実験を行う．  

1）  複数端末における処理時間の比較を行う実験  

2）  部分領域にブレのある画像に対してブレ検知

を行う実験  

3）  システムの使い勝手・満足度を中心に評価する

ユーザ評価実験  

1）の複数端末における処理時間を比較する実験で

は，NEXUS 7 と SO-03D の 2 機種を用いて，領域分割

からブレ警告するまでの処理時間を比較する．2）の部

分領域にブレのある画像に対してブレ検知を行う実験

では，システムがブレ領域のある画像に対してどのよ

うな検知を行うかの具体例を示す．3）のユーザ評価実

験では，実際に被験者が本システムを使うことでシス

テムの使い勝手や満足度などを評価する．ユーザ評価

実験の詳細は，5.2.1 で説明する．   

5.2.1. ユーザ評価実験について  

本システムを組み込んだ NEXUS 7 を用いて，次の

ような流れで被験者はシステムの評価を行う．  

step1. 自由に写真を撮影する．  

     

(a) 撮影画面                   (b) 画面左下のプレビューボタンを押す  

     

(c) プレビュー画面 (赤枠はブレ領域を示す )        (d) ブレ領域周辺を拡大  



 

 

step2. ブレ検知結果を確認する．  

step3. 結果に関して，本システムをユーザインタフ

ェース・精度・処理時間の 3 つの観点から評価

をする．  

step4. step1 から step3 までを 20 回繰り返し行う．  

step5. 本システムの全体的な使いやすさ・満足度の

評価に加え，使ってみた感想・意見などを自由

に記入する．  

撮影する写真は基本的に被験者が自由に決めるが，

モーションブラーを中心としたブレが生じた写真とブ

レのない写真をバランス良く撮影するように事前に説

明を行った．被験者一人に対して写真を撮影する枚数

は 20 枚とし，撮影した写真 1 枚ごとにユーザインタフ

ェース・精度・処理時間の 3 つの観点からそれぞれ評

価する．3 つの評価は，本システム内で評価できるよ

うに実装を行い，検知結果のプレビュー画面からオプ

ションメニューを用いてアンケート画面に遷移するこ

とで 1 枚ごとに評価する．被験者は，アンケート画面

でこれら 3 つの評価を以下の選択肢から 5 段階で評価

を行う．  

 満足している (5 点 ) 

 どちらかと言えば満足している (4 点 ) 

 ふつう (3 点 ) 

 やや不満である (2 点 ) 

 不満である (1 点 ) 

5 段階の評価は，上記のように 5 点満点で点数化す

る．また，20 枚撮影し終わった後，被験者はアンケー

ト用紙に本システムの全体的な使いやすさ・満足度を

上記と同様の 5 段階評価で評価を行い，感想や意見な

どを自由に記入する．  

以上のような実験を行い，様々な観点から本システ

ムの使い勝手を評価する．  

5.3. 実験結果  

実験結果として，5.3.1 に複数端末における領域分割

からブレ警告までの処理時間を計測した結果を示す．

次に， 5.3.2 にブレの検知例をいくつか示し，最後に

Android 端末に実装を行った本システムを実際に被験

者が使った際のユーザ評価結果を示す．  

5.3.1. 複数端末上での処理時間の比較  

本項では，本システムを組み込んだスペックの異な

る Android 端末を 2 機種用意して，様々な分割数での

処理時間が 2 機種でどのように変化するか計測を行っ

た．撮影画像の画像サイズは SO-03D の画面サイズと

同様の 1280×720 のサイズを用いて，分割数は 5×5

の 25 等分から 10×10 の 100 等分までの処理時間をそ

れぞれ計測する．処理時間は，撮影画像が領域分割さ

れてからブレ警告をするまでの時間を示す．計測実験

に用いた Android 端末として NEXUS 7 と Xperia acro 

HD (SO-03D)の 2 機種を使用した．2 機種のスペックは，

表 1 のとおりである．各端末における領域分割されて

からブレ警告までの処理時間の計測結果を表 2 に示

す．表 2 の結果から，どの分割数においても NEXUS 7

の方が SO-03D よりも約 2 倍程度速く処理できている

ことがわかる．  

表2  各端末における処理時間の計測結果  

分割数  
NEXUS7 

(秒 ) 

SO-03D 

(秒 ) 

5×5 (25 等分 ) 0.546 1.012 

6×6 (36 等分 ) 0.557 1.115 

7×7 (49 等分 ) 0.611 1.172 

8×8 (64 等分 ) 0.663 1.201 

9×9 (81 等分 ) 0.746 1.352 

 10×10(100 等分 ) 0.823 1.428 

5.3.2. ブレ検知例  

図 8 に，本システムを実装した NEXUS 7 を用いて

部分領域にブレがある場合の画像におけるブレ検知例

を示す．検知結果から，背景など被写体以外にブレが

生じている場合でもシステムはブレと判断しているこ

とがわかる．つまり，被写体以外がブレと判断してい

る場合は写真の撮り直しを行う必要がないなど，最終

判断はユーザの主観的な判断に委ねられることになる． 

  

  

図8. 検知結果の例  

5.3.3. ユーザ評価結果  

大学生の男性 5 人，女性 2 人の 7 人に 5.2.1 による

実験を依頼し，ユーザ評価を行った．実験結果につい

て，まず被験者ごとの撮影した 20 枚におけるユーザイ

ンタフェース (UI)・精度・処理時間の 3 つの観点での

評価の平均点，標準偏差を示した結果を表 3 ，表 4 に

示す．表 3 から，被験者平均をみると全ての観点にお

いて 3 点以上の「ふつう」より満足している結果とな

った．特に，処理時間の点数では，被験者平均が 4.64

点となり，満足している人が多い傾向にあった．表 4 

から，処理時間の標準偏差は全体的に小さい値となっ

たが，精度の標準偏差は全体的に大きく，点数にばら



 

 

つきのある結果となった．このことから，ブレ検知結

果の精度面において写真のシーンによって満足できる

か否かの差が大きいことがわかる．  

次に，被験者ごとのシステム全体の使い勝手・満足

度を評価した結果を 0 に示す．0 から，全体的なシス

テムの使いやすさ・満足度の被験者平均が 4 点以上と

いう結果が得られた．また，被験者の感想の中で，良

い点では，システムの UI や処理時間について述べて

いる意見が多かった．一方，悪い点では，ブレ検知の

精度面について述べている意見が多かった．  

表3  各評価における被験者ごとの平均点  

(小数点以下第 3 位は四捨五入 ) 

 UI (点 ) 精度  (点 ) 処理時間  (点 ) 

被験者 A 3.65 3.20 3.85 

被験者 B 3.95 4.10 5.00 

被験者 C 4.15 4.25 4.50 

被験者 D 4.20 3.55 4.90 

被験者 E 4.95 3.95 5.00 

被験者 F 4.10 3.40 4.25 

被験者 G 4.65 3.65 4.95 

被験者

平均  
4.24 3.73 4.64 

 

表4  各評価における被験者ごとの標準偏差   

(小数点以下第 3 位は四捨五入 ) 

 UI (点 ) 精度  (点 ) 処理時間  (点 ) 

被験者 A 0.57 0.98 0.35 

被験者 B 0.38 0.83 0.00 

被験者 C 0.79 0.83 0.50 

被験者 D 0.75 0.97 0.30 

被験者 E 0.22 1.07 0.00 

被験者 F 0.44 0.73 0.43 

被験者 G 0.65 1.24 0.22 

被験者

平均  
0.54 0.95 0.26 

 

表5  被験者ごとのシステム全体の評価  

  使いやすさ (点 ) 満足度  (点 ) 

被験者 A 3 3 

被験者 B 4 4 

被験者 C 4 4 

被験者 D 5 5 

被験者 E 5 5 

被験者 F 5 3 

被験者 G 4 4 

被験者  

平均  
4.3 4.0 

6. まとめ  

本稿では，携帯端末に適用可能なブレ領域をリアル

タイムでユーザに警告するモーションブラー警告シス

テムを提案した．警告するブレには，手ブレや被写体

の動きによって生じるモーションブラーに加えてピン

ボケも含まれる．モーションブラーに多い部分領域に

よるブレに対応するために，本システムでは撮影した

写真を縦横均等に分割した領域ごとにブレ領域を検出

した．本システムは，Android 端末のカメラアプリケ

ーションとして実装を行った．  

ユーザ評価実験では，本システムを 7 人の被験者が

使った際のシステムの使いやすさ・満足度を評価した

結果，使いやすさに関しては 7 人中 6 人が 4 点以上で

被験者平均が 4.3 点，満足度に関しては 7 人中 5 人が

4 点以上で被験者平均が 4.0 点となり，どちらの評価

も 7 人全員が 3 点以上という結果が得られた．  

今後の課題としては，ブレ検知結果の精度向上のた

め，写真のシーンによって特徴量の重みを変動させる

など画像の特性に合わせた特徴量の重み付けの検討や

ユーザがより簡単にブレを発見できるような画像の領

域分割手法の改善が挙げられる．   
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