
序文
SharpCapは、2010年2月にフラストレーションの中で生まれました。フラストレーションは、当時の天体写真でのWebカメラキャプチャに使用されていた典型
的なアプリケーションにありました。AMCAPは好例でした。カメラの設定を調整するのが非常に難しく、以前のキャプチャファイルに上書きするなどの愚かなこ
とを非常に簡単に行うことができました。これらの欠点は、暗闇の中で、ラップトップ上で、手袋を着用してプログラムを使用しようとしたときに、さらに明白に
なりました。

これに対する私の応答は、設計が不十分なアプリケーションに出会ったばかりのソフトウェア開発者にとっての標準的なものであり、自分自身にそれよりもう
まくいくと考えることでした。おそらくもっと珍しいことに、私は実際に それよりもうまくやろうと決めたので、数日かけてSharpCapを書き始めました。ソフトウェアプ
ロジェクトの難しい部分の1つは多くの場合、名前を決定しますが、SharpCapという名前は簡単に理解できました。これは、C＃（Cシャープと発音）で記述さ
れたプログラミング言語に由来します。

SharpCapは最初の1年間を通じて、使いやすく、標準的な使い慣れたWindows UI要素を使用し、カメラのコントロールを常にユーザーに表示するように設
計された、非常にシンプルなWebカメラキャプチャアプリケーションでした。これは、多数の人々にSharpCapの使用を開始するように説得するために、利用可
能な代替手段よりも十分に改善されたようです。

SharpCapの最初のリリースから約1年後（私にとって）予期しないことが起こりました.Baslerカメラを販売している天文学小売業者から、SharpCapをそれらの
カメラで動作させてサンプルカメラを提供できるかどうかを尋ねられましたで動作します。この偶然の出来事により、SharpCapの方向性はウェブカメラのみのア
プリケーションから、今日では広範囲の専用の天体撮像ハードウェアをサポートするアプリケーションに変わりました。

長年にわたって、より多くのカメラのサポートを追加するとともに、SharpCapは、アプリケーションが残念ながら使用を妨げるほど単純ではなくなったため、この
ユーザーマニュアルが必要になったほど多くの機能も追加しました。全体の主な目的は、困難なものをよりシンプルにすることです。オブジェクトを見つけるの
は難しいことがあるため、さまざまな画像ブースト効果がかすかなまたは焦点が合っていないターゲットを見つけるのに役立ちます; フォーカシングは難しいた
め、6つのフォーカス支援ツールがあります。DSOイメージングは 難しいので、ライブスタッキングにより簡単になり、もちろん極座標調整も難しくなりますが、
SharpCapの使いやすい極座標調整ツールにより、より簡単になります。

SharpCapの使用を楽しんでいただき、それが実際にあなたの天体イメージングをより簡単にすることを願っています。
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前書き
SharpCapは、主 に天体写真およびビデオ天文学用に設計された画像キャプチャアプリケーションです。

サポートは、http：//forums.sharpcap.co.uk のSharpCapフォーラムから入手できます 。

このマニュアルでは、SharpCap 3.2について説明します。

http://forums.sharpcap.co.uk/
http://forums.sharpcap.co.uk/


必要条件
対応カメラ
SharpCapは、幅広いカメラをサポートしています。これらは3つの基本的なカテゴリに分類できます。

1.        SharpCapによって直接サポートされているカメラ-これらには、Altair、Basler、Celestron、Imaging Source、iNova、QHY、ZWOのモデルを
含む多くのブランドの専用天体カメラが含まれます。

2.        Windows Webcamドライバーを介してサポートされるカメラには、ほとんどのWebカメラ（変更および未変更）、USBフレームグラバーが含ま
れ、メーカーがWebカメラドライバー（WDMまたはDirectShowドライバーとも呼ばれる）を提供する多くの専用カメラのオプションです。

3.        ASCOMドライバーを介してサポートされるカメラ-多くの天文学カメラメーカーは製品にASCOMドライバーを提供しており、SharpCapはこれら
を使用してカメラと通信できます。

上記の2つ（または3つすべて）のオプションでカメラにアクセスできる場合があります。その場合、カメラの機能を最大限に制御できるため、通常はカメラの直
接サポートを使用することをお勧めします。

Altairカメラ
英国を拠点とする、ガイド、太陽、惑星、月、深空の画像処理用の幅広いCMOSカメラのサプライヤです。また、英国およびその他の国のさまざまなディー
ラーからAltairカメラを購入することもできます。https://www.altairastro.com/ 。

Baslerカメラ
さまざまな産業用カメラのドイツのメーカーで、その一部はアストロイメージングに適しています。SharpCapは、ギガビットイーサネット接続のカメラを含む
Baslerカメラをサポートします。 Baslerカメラの一部のモデルでは、SharpCapは、カメラの手動露出トリガーの巧妙なソフトウェア制御により、カメラの通常の
最大制限よりも長い露出をサポートできます.BaslerのWebサイトは、http：//www.baslerweb.com/enにあります。

Celestron / Imaging Sourceカメラ
イメージングソースは、しばらくの間アストロイメージングに使用されてきた幅広い産業用カメラを提供します。イメージングソースで製造されたカメラは、現在
Celestronブランドで販売されています。SharpCapは、イメージングソースおよびCelestronカメラの全範囲を制御できる必要がありますが、テストではより一
般的なUSBカメラのみを対象としています 。イメージングソースのWebサイトはhttps://www.theimagingsource.com/にあります。

iNovaカメラ
iNovaは、主にアストロイメージング市場向けの小型センサーCMOS / CCDカメラを販売しており、主に太陽/月/惑星イメージングおよび自動ガイドに適して
います。iNovaのWebサイトはhttp://inovaccdusa.com/ にあります。

ポイントグレーカメラ（現在はFLIR）
ポイントグレイ（現在はFLIRが所有）は、アストロイメージングや科学イメージングにも使用できる幅広い産業用カメラを販売しています。SharpCapは、ほと
んどのPoint Greyカメラをサポートし、それらの機能を完全に制御します。Point Greyカメラの詳細については、https：//www.ptgrey.com/をご覧ください。

QHYカメラ
QHYは、WebカメラサイズからフルフレームSLR以上までのセンサーサイズのCCDおよびCMOSカメラを幅広く販売しています。これらのカメラは、主にアストロイ
メージングおよび科学市場向けに設計されています。SharpCapは、QHYカメラの全範囲をサポートし、サポートを含みます組み込みのフィルターホイール、
GPSタイミングモジュール、ペルチェクーラーコントロールなどの高度な機能向け。QHYのWebサイトはhttp://www.qhyccd.com/にあります。

StarlightXpressカメラ
StarlightXpressは、天文学用に特別に設計されたさまざまなCCDベースのカメラを製造しています。SharpCapは、人気の高感度ガイドカメラのLodestar
ファミリーを含む、StarlightXpressカメラの全範囲を制御できます。StarlightXpressカメラの詳細については、https：//www.sxccd.com/をご覧ください。

ZWOカメラ
ZWOは、低ノイズで高感度のセンサーを備えたWebカメラサイズからフルフレームSLRまでのCMOSカメラを販売しています。彼らのカメラは主にアストロイメー
ジング市場向けに設計されており、一部のモデルにはUSBハブが組み込まれているなどの便利な機能が含まれています。SharpCapは、ペルチェクーラー制
御やUSB帯域幅調整などの高度な機能の制御を含む、ZWOカメラの全範囲をサポートしています。ZWOのWebサイトはhttps://astronomy-imaging-
camera.com/にあります。

ASCOMカメラ
多くのアストロカメラにはASCOMドライバーがあり、SharpCapはこれらのドライバーを使用してこのようなカメラを制御できます。これは、SharpCapがカメラを直
接サポートしていない場合の優れたフォールバックオプションです。ASCOMStandards Webサイトは、
http://www.ascom-standards.org/Downloads/CameraDrivers.htm 。

DirectShowカメラ
Microsoft DirectShowは、Microsoft Windows プラットフォームでメディアをストリーミングするためのアーキテクチャです。市場には膨大な数のWebカメラとフ
レームグラバーがあります。 SharpCapで利用可能なコントロールはドライバーによって決定されます SharpCapはドライバーが利用可能にするコントロールの
みを表示します。

仮想カメラ
SharpCap 3.2は、「仮想」カメラのサポートを追加します。これは、選択したフォルダーから画像ファイルを読み取り、カメラから受信したフレームであるかのよう
に画像を処理することにより機能します。SharpCapは、フォルダー内のすべての既存の画像を日付順に読み取り、作成された新しい画像を待ちます。仮
想カメラを使用して、以前にキャプチャした画像や、カメラから画像をキャプチャしてディスクに保存するプログラムがある場合、サポートされていないカメラでラ
イブスタッキングなどのSharpCap機能を使用できます。

ASCOMとDirectShowの選択
カメラがASCOMおよびDirectShowとして表示される場合、どちらを選択する必要がありますか？
 
SharpCapで直接サポートされていないカメラを使用する場合、ASCOM ドライバーまたはDirectShowドライバーに接続するときに2つのオプションがあります。
それぞれに長所と短所があります。
 

アスコム DirectShow
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https://www.ptgrey.com/
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長所：

�         SharpCapパネルでの露出の連続制御（連続可
変）。

�         ビニングが利用できる場合があります。

�         ROIが利用できる場合があります（2.10以降）。
�         ビット深度> 8およびRAWモードが利用可能で

す。

�         ロング・エクスポージャーはおそらく利用できるよう
にします。

 
 
 
 
 
短所：

�         ASCOMは露出とゲイン以外の多くを許可しな
いため、SharpCapパネルには他のコントロールは
ほとんどありません。

�         ASCOMは比較的遅いため、フレームレートは遅
くなります。

�         ASCOMは、各製造元が独自の方法で標準を
解釈するため、信頼できない場合があります。こ
れにより、一部のASCOMドライバがSharpCapと
互換性がなくなる可能性があります。

 

長所：

�         パネルで使用可能なカメラコントロールのより良
い選択（ガンマ、明るさ、コントラストなど）。

�         ロングエクスポージャー（すなわち1S、2S、4S、
8S、16Sなど）利用できます。

�         関心領域（ROI）が利用できる場合があります。
�         カメラのDirectShow構成ダイアログで追加のコ

ントロールを使用できる場合があります。

�         高フレームレート可能。

� ASCOM         よりも互換性の問題が少ない可能
性があります。

 
短所：

�         露出は2の倍数でのみ変更可能です。
�         ビット深度は8ビットに制限されており、RAWモー

ドは使用できない可能性があります。

�         ビデオはAVIに、画像はPNGにのみ保存できま
す（2.9のみ、この制限は2.10で削除されまし
た）。

�         DirectShowを介してアストロカメラを使用するこ
とは、直接使用するほど良くありません（コント
ロールが少ない、露出のコントロールが少ない）
が、何もないよりはましです。

 

ソフトウェア
SharpCapはMicrosoft Windowsで実行されます。最小バージョン要件は次のとおりです。

�         SharpCap 2.9（またはそれ以前のバージョンーWindows XP、Vista、7、8、8.1、10
�         SharpCap 3.0 ーWindows Vista、7、8、8.1、 10
�         SharpCap 3.1および3.2 ーWindows 7 SP1、8.1、10

SharpCapは32ビットアプリケーションであり、Windowsの32ビットバージョンと64ビットバージョンの両方でインストールおよび実行されます。

複数のメジャーバージョンを共存させることができます。たとえば、同じマシンに2.8、2.9、および2.10を一緒にインストールできます。 インストールできるマイナー
バージョンは1つだけです。たとえば、一度にインストールできるのは2.9.3055と2.9.3011のうちの1つだけです。

Windows XPは、現在マイクロソフトのサポートが終了していますが、古いカメラで動作します。このバージョンのオペレーティングシステムの問題は、XPのメー
カードライバーサポートが減少するため、新しいカメラがプラットフォームで実行できないことです。

Windows 7、8.1、および10はメーカーによって十分にサポートされています。Windows7は2020年にサポートが終了し、この時点でMicrosoftのサポートは終
了します。

ハードウェア
最小ハードウェア要件は、使用しているカメラのタイプによって異なります。カメラを購入するときは、メーカー/ベンダーが推奨する最小PC仕様をよく見てくだ
さい。

最高のフレームレートを実現するには、次の領域を考慮する必要があります。

�         プロセッサ、i5のかi7のが良いです。
�         メモリ、32ビットWindowsでは最大3 Gb、64ビットでは少なくとも4 Gbが必要です。
�         ディスク、SSDは従来のドライブよりも高速です。
�         USB、USB3（5Gb / s）は、USB2（480Mb / s）よりも10倍高速です。
�         Windows 32/64ビット、64ビットは> 3Gbメモリをサポートします。

SharpCapは、ほとんどの最新のコンピューターで使用可能な複数のCPUコアを利用するように設計されており、複数のCPUコアが使用可能な場合、高速カ
メラでパフォーマンスが向上します。

高フレームレートのカメラを購入するときは、ハードウェアの需要を考慮してください。

最小ハードウェア仕様
640x480の解像度のWebカメラは、低スペックのPCで問題なく動作します。ThinkPadX61（このマニュアルの例を作成するために使用）は、この要件を満たし
ています。次の仕様は、USB2 Webカメラで640 x 480で30fpsを実現できます。

�         Core 2Duo 1.86Ghzプロセッサ
�         4Gb（32ビットWindowsで使用可能な3Gb）
�         120Gb SATA2ドライブ
�         Windows 10 32ビット

推奨ハードウェア仕様
最大パフォーマンスを実現するには、50fpsで3000x2000ピクセルの専用天文学カメラを使用するには、高速のプロセッサ、より多くのメモリ、SSD、およびUSB3
ポートが必要です。

高解像度カメラ（10メガピクセル以上）を使用する場合は、キャプチャPC /ラップトップに次のものがあることを確認してください。

�         最小i5プロセッサ。
�         SSDを備えた大容量ハードドライブ（500Gb以上）。
�         少なくとも4Gb（できれば8Gb以上）のメモリ。
�         Windowsオペレーティングシステムの64ビットバージョン。

この構成により、SharpCapはより多くのメモリにアクセスできるため、キャプチャ中にメモリが枯渇する可能性が減少します。これは、RGBモードまたはピクセル
あたり12または16ビットのビット深度で作業する場合に適用されます。



 

 



SharpCap Pro
SharpCapのより高度な機能の多くは、SharpCap Proライセンスの購入が必要になりました。SharpCap Proライセンスはリーズナブルな価格で、1年または5
年または生涯ライセンスで購入でき、http：//store.astrosharp.co.uk/から入手できます。

SharpCap Proのインストール
SharpCap Pro機能を使用する場合、SharpCapの別バージョンをインストールする必要はありません.SharpCap Pro機能は、SharpCapの通常のインストール
バージョンに既に存在します.SharpCap Proライセンスキーを入力すると、それらが使用可能になります。

SharpCap Proを試す
ライセンスを購入する前に、SharpCap Proのほとんどの機能を試すことができます。ライセンスを入力せずに1つ以上のSharpCap Pro機能を試用する場合、
SharpCapは評価モードに入り、アプリケーションを閉じてから再起動するまで画像を保存できません。評価モードでは、SharpCap Pro機能の効果を画面上
で確認できますが、結果の画像は保存できません。

ライセンスをインストールせずにSharpCap Pro機能を使用しようとすると、次のようなメッセージが表示されます

評価モードで機能を使用するか、新しいライセンスを購入するか、既に購入したライセンスを入力するか、機能を使用しないことを選択できます。

SharpCap Proの機能
次の表に、SharpCap Proライセンスが必要な機能のリストを示します。これらの機能は、テキスト「ProsPro」でも強調されており、このユーザーガイドの残りの
部分で言及されています。

特徴特徴 ノートノート

ダークサブトラクション  
ライブフラット補正  
極座標 ライセンスを必要とせずに、極配置エラーを測定できます。エ

ラーを修正するための調整に関するガイダンスには、ライセンス
が必要です。

Pythonスクリプト言語  
ライブスタッキングの色調整  
ライブスタッキングと表示ヒストグラムの自動
ストレッチ

 

機能追跡  
モニターを見る トリガーキャプチャの表示およびフィルターキャプチャの表示は、

ライセンスでのみアクティブ化できます。

スマートヒストグラム  
高度なフォーカススコア機能 ASCOMフォーカサーを介した自動フォーカススキャンにはライセ

ンスが必要です

ライブスタックイメージの機能強化  
Live Stack Sigma Clipped Stacking  
PHD2を介したライブスタックディザリング  
2つのモニタービュー ライセンスがない場合、2番目のモニターの画像ビューに透かし

が入ります
 

SharpCap Proライセンスの購入
SharpCap Proライセンスはhttps://store.astrosharp.co.ukにアクセスして購入できます 。支払いはPayPal経由で受け入れられます。PayPalアカウントをお
持ちでない場合は、作成するか、クレジットカードまたはデビットカードを使用してアカウントを作成せずに購入することを選択できます（とにかくPayPalリンク
をたどると、クレジットまたはデビットを使用して購入するオプションが表示されます）カード）。

支払いが完了すると、PayPalサイトで使用したメールアドレスにライセンスが送信されますので、正しいことを確認してください。ライセンス電子メールが
tranunkの電子メールフォルダーでキャッチされることがあるため、ライセンス電子メールがすぐに届かないかどうかを確認してください。また、Webブラウザに新し
いライセンスが表示されます。PayPalでの支払いが完了すると、ブラウザがAstroSharp Webサイトに自動的に戻るようにします。

http://store.astrosharp.co.uk/
https://store.astrosharp.co.uk/


SharpCap Proライセンスのインストール
新しいSharpCap Proライセンスをインストールするには、SharpCapを実行し、[ヘルプ]メニューに移動して[SharpCap Proライセンス]を選択します。Webブラウ
ザまたは電子メールからライセンステキストをコピーして、ライセンスボックスに貼り付けます。すべてのライセンステキストを含めるように注意してください。

入力すると、ライセンスは次の例のようになります（ぼかしなし！）。テキストのすべての行は、フィールド名（LicenseIdやExpiryなど）で始まり、等号（ '='）の
後にフィールド値が続く必要があります。他のテキストは含めず、表示されているすべての行を必ず含めてください。

ライセンスが正しく入力されると、ライセンス入力ボックスの下にライセンスステータスが「有効」に変更されます。

ライセンスの有効期限と更新
SharpCap Proライセンスはサブスクリプションベースで販売されます。つまり、1年間のライセンスを購入すると、購入日から1年間SharpCap Proの機能を使用
できるようになります。ライセンスの有効期限が切れると、SharpCap Proの機能にアクセスできなくなります（ただし、SharpCapの多くの非Proの機能を引き続
き使用できます）。サブスクリプションベースのライセンスにより、年間コストを非常に低く抑えることができます。

SharpCap Proライセンスの有効期限が切れる数週間前に、ライセンスの更新時期が近づいていることを知らせる2通の通知メールを受信する必要がありま
す。また、ライセンスがまもなく期限切れになると、SharpCap自体に警告が表示されます。

SharpCap Proライセンスを更新することを選択した場合、新しいライセンスキーを受け取ります。SharpCap Proライセンスのインストールの手順に従って、
SharpCapの既存のライセンスキーを新しいキーに置き換える必要があります。新しいキーはすぐに有効になるため、変更を行う前に古いキーの有効期限が
切れるまで待つ必要はありません。

新しいカメラにバンドルされているSharpCap Proライセンスの請求
一部のカメラは、カメラに含まれる1年間のSharpCap Proライセンスのオファーで販売されています。これらのカメラのいずれかを購入した場合は、以下の手順
に従ってライセンスを請求してください。

�         PCがカメラを適切に検出できるようにするために必要なドライバーをインストールします（Altairカメラの場合、使用しない場合でも
AltairCaptureをインストールする必要必要がありあります）

�         SharpCapの最新バージョンをインストールします
�         インターネットに接続していることを確認してください。ライセンスの請求手続きには、有効なインターネット接続が必要です。
�         カメラを適切なUSBポートに差し込みます
�         SharpCapを実行します。SharpCap Proライセンスをまだお持ちでない場合は、SharpCapの起動後すぐに通知が画面の上部に表示されま

す。

�         [今すぐライセンスを申請する]ボタンをクリックします。
�         ライセンス請求ウィンドウで、電子メールアドレスを入力します。電子メールでライセンスのコピーを受け取るため、電子メールアドレスを正しく

入力してください。必要に応じて、カメラメーカーとメールアドレスを共有して、更新プログラムや特別オファーを受け取ることができます（これは完全に
オプションです。メーカーとメールアドレスを共有しないことを選択した場合、メールアドレスは送信にのみ使用されますライセンスキーを入力し、有効
期限が近づいたときに通知します）。



�         [SharpCap Proライセンスの請求]ボタンを押します、しばらくすると請求が処理され、ライセンスの請求が成功したことを確認するメッセージ
が表示されます。通常、ライセンスメールは数分以内に届きます。

注：注：購入カメラに含まれているライセンスは、主張された特定のブランドのカメラでのみ使用できます。

注：注：中古のカメラを購入した場合、以前の所有者がそのカメラのライセンスを既に要求している可能性があります。その場合、SharpCap Proのライセンスを
要求することはできず、要求しようとするとこのメッセージが表示されます：

 

 



クイックスタート
このセクションでは、すぐに使用を開始する方法について説明します。このセクションは、経験のあるユーザーや短気なユーザー向けです。

1.        メーカーのWebサイトから最新のカメラドライバーをダウンロードします。

2.        カメラドライバーをインストールします。管理者プロンプトを承認するか、管理者としてインストーラーを実行する必要がある場合があります。

3.        PC /ラップトップを再起動します。

4.        カメラを取り付けます。

5. http://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/downloads       から最新のSharpCapをダウンロードします。 

6.        SharpCapをインストールします。管理者プロンプトを承認するか、管理者としてインストーラーを実行する必要がある場合があります。

7.        カメラメニューに移動し、デバイスのリストからカメラを選択します。

8.        カメラが望遠鏡またはレンズに取り付けられている場合、カメラの画像が表示領域に表示されます。

9. 画面の右側に       あるカメラコントロールパネルを使用して、露出やゲインなどの設定を制御します。コントロールは調整中に応じて変化しま
す。

10. キャプチャ   の開始（またはクイックキャプチャ）ボタンを使用して、新しいファイルへのビデオキャプチャを開始するか、スナップショット ボタンを使
用して、単一フレームをファイルにキャプチャします。

キャプチャが完了すると、ツールバーのすぐ下に通知バーが表示されます。ハイライトされたリンクをクリックして、キャプチャされた画像を保持している
フォルダに直接移動します。

11.    これで、SharpCapのインストールとテストが完了しました。

http://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/downloads


 



インストールと最初のステップ
このセクションは、ステップバイステップの入門ガイドです。

カメラドライバーのインストール
ドライバーがインストールされるまで、カメラを接続しないでくださいドライバーは、管理者権限を持つWindowsユーザーアカウントからインストールするのが最
適です. ドライバーは、カメラに応じて3つの方法で取得できます：

1.        カメラに付属のCD-ROMで提供されるドライバー。これらは最新バージョンではない可能性があるため、オプション2を検討してください。
2.        カメラメーカーのWebサイトへのリンクはhttp：//www.sharpcap.co.uk/、「サポートされるデバイス」 セクションまたは適切なメーカーのこのド

キュメントの「「カメラコントロール」 にあります。
3.        MicrosoftがサポートするWebカメラ（DirectShowで動作します）は、カメラを接続するとドライバーを自動的にダウンロードします。これは、

たとえばWindows 10のMicrosoft LifeCamで確実に動作します。ただし、Windowsの以前のバージョンではLifeCamドライバーが必要で
すMicrosoftからダウンロードします。

カメラドライバーをインストールしたら、Windowsを再起動し、カメラを接続して、[コントロールパネル]> [デバイス]でデバイス（カメラ）が正常に機能しているか
どうかを確認します。

SharpCapのインストール
SharpCapのダウンロードとインストールについては、こちらをご覧ください。

1. http://www.sharpcap.co.uk/downloads       からSharpCapをダウンロードします。 単一のダウンロードは、Windowsの32ビット版と64ビット版
の両方に適しています。

2.        SharpCapがロードされているフォルダーに移動します 。インストールするファイルSharpcapInstall-version-number.exeをダブルクリックしま
す。

3.        ボックスにチェックマークを付けて、ライセンス条項に同意し、インストールボタンを押します。

4.        要求があれば管理者アカウント名とパスワードを入力します。

5. [ インストールが正常に完了しました ]というメッセージが表示され       たら、[ 閉じる ]をクリックしてインストーラーを閉じるか、[ 起動 ]をクリックし
てSharpCapをすぐに実行します。

6.        SharpCapがインストールされました。

SharpCapのテスト
望遠鏡とカメラが木、煙突、ランプ、マストなどのオブジェクトを指している状態で、内部から初期テストを実行することを検討してください。大きなオブジェクト
を選択します。

12.    カメラを望遠鏡に接続します。

13.    カメラをPCに接続します。

14.    SharpCapを起動します。メインメニューからカメラを選択します。カメラが選択されている（チェックされている）ことを確認します。この例では、
カメラがMicrosoft LifeCamであることを確認します。 。

http://www.sharpcap.co.uk/
https://www.microsoft.com/accessories/en-gb/products/webcams/lifecam-cinema/h5d-00014
http://www.sharpcap.co.uk/downloads


15.    これはSharpCapのメイン画面です。

主な領域は次の
とおりです。 キャプチャ表示領域 カメラが見る画像がここに表示されます。
クイックキャプチャボタン は、新しいファイルへのビデオキャプチャを開始します。スナップショットボタンは PNGファイルへの単一のフレームをキャプチャし
ます。 露出 カメラの露出を制御します。 望遠鏡の焦点を合わせることができない場合は、対角線を削除するか、延長を追加してみてください。 

16.    試しスナップショットボタンを。A 通知バーには、直接の下に表示されますツールバー。撮影した画像を保持しているフォルダに直接移動す
るハイライト表示されたリンクをクリックしてください。

17. デスクトップ上の   このフォルダー（SharpCap Captures \ YYY-MM-DD）には2つのファイルが含まれます。1つは画像、もう1つはカメラ設定を含
むテキストファイルです。

18.    カメラ設定ファイルは次のようになります。



19.    [ クイックキャプチャ]ボタンを試してください。メイン画面の右下に、進行状況バーが表示されます。

20.    このビデオキャプチャが完了したら、通知バーのリンクをクリックします。キャプチャフォルダには、ビデオファイルとカメラ設定ファイルが含まれてい
る必要があります。ビデオをダブルクリックして再生します。

21.    上記のすべてが機能する場合、SharpCapとカメラのインストールは正常にテストされています。

SharpCapの削除
このセクションでは、SharpCapとそのすべての補助設定の完全な削除について説明します。この設定は、すべての古い設定を削除してクリーンインストール
を実行するために必要になる場合があります。

SharpCapをアンインストールします。コントロールパネルまたは[スタート]ボタンから、[プログラムと機能]に移動し、SharpCapとアンインストールを強調表示し
ます。[注：選択できるバージョンは複数ある場合があります。]

追加の（必須ではない）クリーンアップアクションについては、付録を参照してください。

 



SharpCapユーザーインターフェイスの概要
SharpCapを起動してTip of the Dayメッセージを閉じると、次の画面が表示されます。

SharpCapのメイン画面は、7つの永続的な領域と1つの一時的な領域で構成されています。

恒久的なエリアは次のとおりです。

1. タイトルバータイトルバー  選択した（アクティブな）カメラ（存在する場合）とデフォルトのキャプチャーフォルダーを表示します。      
2. メニューバーメニューバー  SharpCapの機能にアクセスできます。      
3. ツールバーツールバー  画像キャプチャに頻繁に使用されるツールにすばやくアクセスできます。画像キャプチャが完了 すると、ツールバーの下に保存の詳細を示

す通知バーが表示されます。      
4. キャプチャ表示領域キャプチャ表示領域  選択したカメラで現在キャプチャされている画像を表示し表示します。      
5. カメラコントロールパネルカメラコントロールパネル  選択したカメラでカメラで利用可能なすべてのコントロールにアクセスできます。このパネルに表示される項目は、接続されているカ

メラのサポートのタイプ、モデル、レベルによって異なります。      
6. ワークエリアワークエリア- イメージヒストグラム、フォーカススコアの計算、ライブスタックなどのツールで表示エリアとして使用されます。      
7. ステータスバーステータスバー  キャプチャー/ドロップされたフレームとフレームレートに関する進行中の情報を提供します。キャプチャー中、ステータスバーの右端に進

行状況バーが表示されます。      

一時的なエリアは次のとおりです。

1. 通知バー通知バー  は、キャプチャ またはスナップショットの完了時にツールバーの下に表示され、ファイルが保存されている適切なフォルダーに直接移動するた
めのクリック可能なリンクを提供します。 通知バーは他の情報を提供するためにも使用されます 緑色の通知バーは成功を示します; 黄色のバーは
警告を示し、オレンジ色のバーはエラーが発生したことを示します。       

タイトルバー
タイトルバーには、選択した（アクティブ）カメラと画像キャプチャを保存するためのデフォルトのフォルダを示しています。

アクティブなカメラがない場合、画像キャプチャを保存するためのデフォルトのフォルダのみが表示されます。

メニューバー
メニューバーは SharpCap機能の多くの側面に構造化されたアクセスを提供します。

ツールバー
ツールバーには、イメージキャプチャを実行する際に一般的に使用される施設のコレクションに簡単にアクセスできます。

file:///C:/SharpCap_Ja_HTML/9_TheToolBar.html#_Toc523950078
file:///C:/SharpCap_Ja_HTML/9_TheToolBar.html#_Toc523950079
file:///C:/SharpCap_Ja_HTML/9_TheToolBar.html#_Toc523950080
file:///C:/SharpCap_Ja_HTML/9_TheToolBar.html#_Toc523950081
file:///C:/SharpCap_Ja_HTML/9_TheToolBar.html#_Toc523950082
file:///C:/SharpCap_Ja_HTML/9_TheToolBar.html#_Toc523950084
file:///C:/SharpCap_Ja_HTML/9_TheToolBar.html#_Toc523950085
file:///C:/SharpCap_Ja_HTML/9_TheToolBar.html#_Toc523950087
file:///C:/SharpCap_Ja_HTML/9_TheToolBar.html#_Toc523950097
file:///C:/SharpCap_Ja_HTML/9_TheToolBar.html#_Toc523950098%0A
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左から順に、次のとおりです。

1. キャプチャを開始      
2. クイックキャプチャ      
3. キャプチャの停止      
4. 一時停止      
5. スナップショット      
6. ライブスタック      
7. オブジェクト名      
8. プレビューエフェクト（FX）      
9. FX選択エリア      
10. レチクルオーバーレイ  
11. ズーム  
12. 画像ヒストグラム  
13. フォーカススコアの計算  

SharpCapウィンドウは、すべてのツールアイコンに対応するのに十分な広さでない場合は、ツールバーには、 右端にある下向きの矢印で次のようになりま
す。

下矢印をクリックして、残りのツールアイコンにアクセスします。

キャプチャ表示領域
キャプチャ表示エリアは、現在アクティブなカメラで見られる図を示しています。

SharpCapでカメラを選択すると（または、SharpCapを起動するとカメラが自動的に選択されます）、SharpCapはフレームの取得と表示をすぐに開始しま
す。SharpCapはこれらのフレームを保存せず、画面に表示するだけです。 使用されている露出の長さに応じて、画像は1秒間に何回も更新されるか、数
秒に1回のみ更新されます SharpCapは、キャプチャ開始ボタンまたはスナップショットボタンを使用した後にのみ画像を保存します。

カメラコントロールパネル
アクティブなカメラの機能と使用可能なコントロールは、カメラコントロールパネルに表示されます。これらのコントロールは、露出、解像度、カラーバランスなど
のカメラ設定を調整するために使用されます。 表示されるグループとコントロールは、以下によって異なります：

�         接続されたカメラのメーカー。
�         カメラのモデル（同じメーカーのものでも）

詳細については、カメラコントロールを参照してください。コントロールは論理的にグループ化され、各グループは必要に応じて展開/閉じることができます。

作業エリア
ワークエリアには、以下のツールの表示領域であります：

�         ライブスタック



�         ヒストグラム
�         ポーラー揃え
�         焦点スコア

 

各ツールについて、パネルのタイトルバーを使用して、たとえばSharpCapのメインフォームからパネルをドラッグして、2番目のモニターに配置することができま
す。

ステータスバー
画面の下部にあるステータスバーは、次のレポートを常に更新します。

�         キャプチャされたフレーム
�         ドロップされたフレーム
�         キャプチャの期間
�         キャプチャ速度、フレーム/秒（fps）
�         使用可能なメモリと使用中のメモリ
�         クーラーステータス（冷却カメラの場合）
�         GPSステータス（GPS対応カメラの場合）

フレーム進捗
露出が1秒以上に設定されている場合、各フレームの進行状況を示す進行状況バーが右側に表示されます

進行状況バーの右側にある数字は、フレーム内でこれまでに経過した時間とフレーム内に残っている時間（両方ともMM：SS）です。

一部のカメラでは、完了したフレームをコンピューターにダウンロードするのにかなりの時間がかかります。ダウンロードが行われている間、フレームに残っている
時間が負の値を示す場合があります。負の値は、カメラが適切に応答を停止し、SharpCapが到着していないフレームを待機している場合にも表示される
場合があります。

キャプチャの進行状況
画像のキャプチャが開始されると、進行状況バーが右側に表示されます：

�         完了したフレーム
�         残りのフレーム
�         推定終了時間

 



メニューバー
ファイル
[ ファイル ]メニュー項目には、次のオプションがあります。

SharpCap設定
SharpCap設定のデフォルト値は、必要なときしかし、設定の調整はここで行うことができ、インストール後に必要な最小限の設定でアプリケーションの使い
やすさを可能にするために選択されています。

General 、Hardware 、Filenames 、Startup Scripts の4つのタブの詳細については、SharpCapの構成を参照してください。

終了
Exit またはAlt + F4を選択すると、SharpCapの正常なシャットダウンが実行されます。

カメラ
[ カメラ ]メニュー項目を使用すると、接続されているイメージングデバイスを選択および選択解除できます。これらは、カメラまたはビデオキャプチャデバイス（フ
レームグラバー）の場合があります。

さまざまなタイプのカメラがメニューのさまざまなセクションにグループ化されます。各セクションの先頭には、そのセクションのカメラのタイプの説明があります（例：
「ltairカメラ」、「船irectShow Cameras」、「WOカメラ」など）。

通常、新しいカメラはコンピューターに接続すると自動的に検出されますが、場合によっては、カメラの再スキャンオプションを使用して新しく追加されたカメラ
を検出する必要があります。

2つの基盤内蔵カメラが提供されます。

1.        テストカメラ1（ディープスカイ）、オリオン座の星座でのM42星雲のキャプチャのシミュレーション。
2.        テストカメラ2（高速）、木星のキャプチャのシミュレーション（左下の暗いスポットは月の影です）。

これらの2つのテストカメラを使用して、望遠鏡とカメラを必要とせずにSharpCapの機能を学習できます。

[注：一部のカメラ（特にASCOMおよびDirectShowカメラ）は、コンピューターに接続されていない場合でもデバイスリストに表示されることがあります。現在利
用できないカメラのいずれかを選択すると、エラーメッセージが表示されます。

カメラの再スキャン
SharpCapが開いているときにカメラの接続が失われたり、カメラが接続されたりした場合は、再スキャン オプションを使用してデバイスを見つけます。

SharpCapは、USBデバイスがコンピューターに追加またはコンピューターから削除された後、自動的に再スキャンします。再スキャンボタンは、主にネットワーク
に接続されたカメラ（BaslerまたはPoint Grey Gig-Eカメラ）を検出するのに役立ちます（SharpCapはネットワークに追加されていることを検出できないため）。

カメラを閉じる
これにより、現在開いているカメラが閉じられます。[カメラ]メニューでアクティブなカメラをもう一度選択することにより、カメラを閉じることもできます。別のカメラ
を選択すると、カメラも自動的に閉じられます。

カメラを再接続
これにより、現在接続されているカメラが停止して再起動します。状況によっては、これは、カメラがスタックしたり、応答しない場合に正しい動作を回復する
のに役立ちます。カメラを再接続しても問題が解決しない場合は、SharpCapを閉じてから再度開くか、カメラを切断して再接続する必要があります。

利用可能なカメラ
使用するカメラをドロップダウンリストから選択します。

使用可能なカメラのリストにカメラが2回表示される場合があります。どちらを選択するかわからない場合は、リストの最上位のカメラを使用してください
（SharpCapはカメラを一番上に配置しようとするため、リスト）. 下図のPhilips SPC 900NCを参照してください。



別のカメラを開かずに、現在使用中のカメラを閉じると便利な場合があります。 これは、カメラメニューに戻り、メニューから選択したカメラを再度選択すること
で実現できます。

オプション
[ オプション ]メニュー項目には、次の項目があります。

全画面表示
フルスクリーンオプションの力SharpCapがフルスクリーンモードに切り替える。この葉のみキャプチャ表示エリアとカメラコントロールパネルの表示に利用可能なメ
ニューやツールバーがありません。このような状況を逆にする、の最上部にマウスポインタを移動画面とメニューが表示されます。全画面オプションのチェックを
外すことができます。F11キーを押して、全画面表示のイン/アウトを切り替えることもできます。

制御順序のリセット
でカメラコントロールパネル、各対照群には、右上隅にあるハンドルを持っている。このハンドルは、マウスでつかんすることができ、コントロールが別の場所に
移動するカメラコントロールパネルの個人の好みに合うように。選択することにより、リセット管理令を、制御グループはデフォルトの順序に戻すことができま
す。

別のオプション
SharpCapで接続および選択されているカメラの製造元/モデルによっては、[ オプション ]メニューに他のメニュー項目が表示される場合があります。

これらは、Microsoft LifeCam（ウェブカメラ）が接続され選択されたときに利用できる追加のメニュー項目です。

キャプチャー
[ キャプチャ ]メニュー項目には、次のオプションがあります。



キャプチャ により以下を制御できます：

�         キャプチャプロセス。
�         ダークフレームの作成。
�         フラットフレームの作成。

これらのメニュー項目の詳細な説明については、ビデオと画像のキャプチャを参照してください。

ツール
[ ツール ]メニュー項目を使用すると、画像をキャプチャしたり、望遠鏡のアライメントを確認したりするのに役立つ特定の機能にアクセスできます。

ヒストグラム
このオプションは、SharpCapの主要なヒストグラム機能へのアクセスを提供します。 このツールの詳細については、ヒストグラムをご覧ください。

ライブスタック
このオプションは、ツールバーにあるライブスタックボタンと同じ機能を提供します。ツールの詳細については、ライブスタッキング を参照してください。

<ALT> <L>は、ライブスタックを開始するためのホットキーの組み合わせとして使用できます。

ポーラーアライン
Polar Alignを選択すると、位置合わせプロセスを管理するための一連の画面が生成されます。詳細については、ポーラーアライメントを参照してください。

プレートソルブ
このツールは、現在の画像の天体座標を決定するために、塩基リンドプレート解法検索を開始します。このオプションは、互換性のあるプレート解析ツール
がSharpCap設定で自動検出または設定されている場合にのみ有効になります。プレート解決操作の進行状況と結果が通知バーに表示されます。互換
性のあるプレート解析ツールと構成の詳細については、「プレート解析タブ」を参照してください。

センサー分析
このツールは、カメラセンサーの特性を測定できるSharpCapセンサー分析ルーチンを起動します。一度測定されると、センサーデータは保存され、将来的に
SharpCapスマートヒストグラム機能を提供するために使用できます。詳細については、センサー分析とスマートヒストグラムを参照してください。スマートヒスト
グラムはSharpCap Proの機能であることに注意してください。

フォーカスアシスタント
ここでサブオプションを使用すると、さまざまなフォーカシングツールを選択できます。

モニターを見る
これにより、シーイングモニターが起動します。シーイングモニターは、シーイングが最適なときに月/太陽/惑星の画像をキャプチャするのに役立ちます。

コリメーション（実験的）
この発射実験的なコリメートニュートン望遠鏡の視準を助けることが助手。

機能追跡（実験的）
これにより、実験的な機能追跡ツールが起動します。このツールは、月/太陽/惑星のイメージング中にマウントをガイドして、ターゲットが視界から外れない
ようにします。

スクリプティング
スクリプト メニュー項目がアクセス可能にするスクリプトコンソールをし、既存のスクリプトを実行して、新しいスクリプトを記述することができます。スクリプトは
Pythonに基づいています。SharpCapの機能として、スクリプトを使用して拡張することができます内蔵の言語をプログラミング。

スクリプトは高度なトピックであり、SharpCapを効果的に使用できるようにするための知識は不可欠ではありません。

詳細については、スクリプト を参照してください。

ヘルプ
[ ヘルプ ]メニュー項目には、次のオプションがあります。



ヘルプを見る
ヘルプ を表示すると、SharpCapソフトウェアの一部としてインストールされたWindowsヘルプファイル形式のマニュアルが表示されます。

SharpCap Proライセンス
SharpCap Proライセンスを入力または確認できます。

更新を確認する
[ 更新の確認]を選択すると、インストールされているバージョンと最新バージョンのSharpCap Webサイトに対してバージョンチェックが開始されます。更新が
利用できない場合、以下のメッセージが表示されます。

更新が利用可能な場合、ダウンロードとインストールが提供されます。

バグを報告
このオプションは、SharpCapフォーラムの[レポート]エリアへの直接リンクを提供します。フォーラムに新しいバグレポートを投稿する前に、あなたが抱えている
問題がすでに議論されているかどうかを確認してください。問題の修正や回避策が既にあるかもしれません！

サポートフォーラム
これにより、WebブラウザでSharpCapフォーラムが起動します。ヒント、ヒント、ガイド、およびSharpCapの使用と一般的な天文学に関するディスカッションが
フォーラムで見つかります。

ログを表示SharpCapは、フォーカススコアグラフにASCOMフォーカサーの位置を表示します

 
SharpCapは、バックグラウンドで、プログラムに関連するイベントを常に記録しています。

（クリップボードにコピー）ボタンをクリックして、ログの内容をコピーします。メモ帳（または他のテキストエディター）を開くと、ログの内容を貼り付けてファイルを保
存できます。ログファイルの送信方法に関する情報を見つけることができますでhttp://forums.sharpcap.co.uk/ 。

バージョン情報

http://forums.sharpcap.co.uk/


[ バージョン情報] ウィンドウには次の機能があります。

�         SharpCap Webサイトへのリンク。
�         SharpCap Proライセンスへのアップグレードを通知するメッセージが利用可能です。
�         謝辞。
�         ライセンス情報へのリンク。
�         SharpCap Facebookページへのリンク。
�         バージョンと変更履歴。ここに表示されている現在インストールされているバージョンは3.2.5725です。

ウィンドウについては、ダークカラースキームにここに示されています。

 



ツールバー

キャプチャを開始
[キャプチャの開始 ]ボタンは、新しいファイルへのビデオキャプチャを開始します。機能は、メニューから[キャプチャ ] > [キャプチャの開始]を選択した場合と同じ
です。詳細については、ビデオと画像のキャプチャを参照してください。

クイックキャプチャ
[ クイックキャプチャ ]ボタン
をクリックすると、新しいファイ
ルへのビデオキャプチャが開
始されますが、事前に選択
されたフレーム数または秒
数が使用されます。
 
事前に選択した値を変更
するには、下矢印をクリック
して新しい値を選択しま
す。この値は、今後のクイッ
クキャプチャ用に記憶されま
す。
 
 

 

<ALT> <Q>は、クイックキャプチャを開始するためのホットキーの組み合わせとして使用できます。

キャプチャを停止
キャプチャが進行中の場合、[キャプチャの停止 ]ボタンが使用可能になり、現在のキャプチャが停止します。

一時停止
キャプチャが進行中の場合、[ 一時停止 ]ボタンが使用可能になり、キャプチャが一時停止されます。これは、クラウドが対象のオブジェクトを通過している
場合に便利です。キャプチャを一時停止すると、フレームがファイルに保存されなくなります。画面に表示される画像は更新され続けます。

スナップショット
スナップショットの PNGまたはFITSファイルへの表示領域に見られるようなボタンは、現在のイメージをキャプチャしますで撮影したファイルが表示されますの場
所。通知バー下の ツールバーたとえば、：

<ALT> <A>は、スナップショットを開始するためのホットキーの組み合わせとして使用できます。

2つのモニタービュー
このボタンは、2台以上のモニターが接続されているPCでのみ表示されます（モニターは、閃光ではなくディスプレイを推奨するためにも使用する必要がありま
す）。SharpCapを押すと、1台のモニターの通常表示と2台のモニター表示が切り替わり、カメラ画像は2台目のモニターに転送され、すべてのコントロールは
初期モニターに残ります。これは、ライブスタッキングコントロールに最初のモニターにより多くのスペースを割り当てることができるため、ライブスタッキングの場合
に特に便利です。

ライブスタック
このボタンは、ライブスタックプロセスを開始します。機能は、[ツール]> [ライブスタック]を選択した場合と同じです。 ツールの詳細な説明については、ライブス
タッキングを参照してください。

<ALT> <L>は、ライブスタックを開始するためのホットキーの組み合わせとして使用できます。

オブジェクト名
メインツールバーの[ オブジェクト名]を選択すると、定義済みのオブジェクトを選択して、キャプチャフォルダー階層の一部として使用できます。



ここに新しい名前を入力して、M42 やOrion Nebulaなどの現在の対象オブジェクトを表すこともできます。

後続のキャプチャは、デフォルトのキャプチャフォルダーの下のM42（またはOrion Nebula）と呼ばれるサブフォルダーに保存されます。ここで追加されたオブジェ
クトは、SharpCapの再起動後も保持されません。永続的にするには、ファイル> SharpCap Settingsでオブジェクトを追加する必要があります> [全般]タブ。

このツールは、イメージングセッション中に（キャプチャフォルダー名の階層で）自己文書化の目的に便利です。たとえば、使用される機器を識別するために、
閃光42 CLSフィルターや閃光42 f6.3レデューサーなどの名前を作成できます。キャプチャ。

フレームタイプ
このドロップダウンは、ファイル名設定が高度なファイル名テンプレートモードに設定されている場合にのみ表示されます。ここでキャプチャするフレームのタイプ
を選択でき、保存されたファイルのファイル名テンプレートにタイプが置き換えられます。

プレビューFX（エフェクト）
プレビューの効果は、FXは、ドロップダウンは、以下のようなオプションが含まれています。

FXオプションを選択すると、ツールバーのFX選択ツールがアクティブになります。

ドラッグしてサイズを変更できる赤い長方形が画像
に表示されます。このようにして、選択した領域にの
み特殊効果を適用できます。

プレビューエフェクト（FX）はディスプレイにのみ適用され、キャプチャされたデータには影響しません。

このツールは、イメージヒストグラムおよびフォーカススコアの計算 ツールとともに使用して、アクションをイメージのセクションに制限することもできます。

無し
画像に効果は適用されません。

露出オーバーのハイライト
画像の露出過剰と思われる部分は赤で強調表示されます。この図では、赤で強調表示された領域に注目してください。

これは月を使用したより極端な例です。赤く強調表示された領域を削除するには、カメラの露出設定を下げる必要があります。



画像ブースト
Image Boostは、暗いオブジェクトを見つけようとする場合に役立ちます。ノイズが導入されると、画像は少し粗く表示されます。

画像を更にブースト
画像を更にブーストは、画像に大きなブーストを適用し、さらに暗いオブジェクトを明らかにできるようにします。粗さの増加が予想されます。

フレームスタック（3）
では、フレームスタック（3）、3枚の画像を重ねている。暗いオブジェクトを探しているときに、この効果は支援することができます。このオプションが適用されたと
きのスタッキングは、新しい画像をスタック内の前の画像に合わせようとしません。

フレームスタック（5）
ではフレームスタック（5）、5個のイメージが積層されている。かすかなオブジェクトを検索しようとするとき、これは明るさにさらに弾みを提供します。

フレームスタック（10）
ではフレームスタック（10）、10枚の画像を重ねています。



RGB整列
RGB Alignは、大気条件により、撮像対象のエッジに色の歪みがある場合、惑星の撮像に使用できます。この極端な 例では、屈折の変化によって片側が
赤、もう一方が青になっていることに注意してください大気に入る光の色。

このオプションを使用して赤/青の値を調整し、画面に適切な画像を取得して、キャプチャの準備時に最適な焦点を確保します。 右側の画像は、色チャ
ンネルが揃えられた木星の同じビューを示しています。

RGB Align は、プレビューされた画像にのみ適用され、キャプチャされたデータには影響しません。Registaxなどの他のプログラムでは、最終的なキャプチャさ
れた画像のRGBチャンネルを再配置できます。

RGBアライメントは画面に表示される画像にのみ影響を与えるため、その主な用途は、RGBのミスアライメントを補正して焦点品質のより良い判断が得られ
るようにすること、または惑星イメージングのライブ放送です。

ストップモーションビデオ
このオプションは進行中のビデオキャプチャを終了します。SharpCapがサポートするカメラからストップモーションフレームをキャプチャできるようにする基本ツー
ル。

FX選択エリア
FX選択エリアツールをドラッグして再サイズ可能な画像上の赤い選択矩形を作成する。特殊効果（適用する場合、この選択された領域が使用されてい
るFXを）、または使用時の計算フォーカススコアツール。

FX選択エリアツールはまた、使用時縮小領域のヒストグラムを調べるために使用することができる画像ヒストグラムツールを、そのようなセンサー解析ツールの
ような他の操作のために処理されるべき画像の領域を指定します。

レチクルオーバーレイ
レチクルオーバーレイツールは、4つのオプションがあります。

ツールバーにあるアイコンを繰り返しクリックすると、表示領域はレチクルオプションを繰り返し表示します。レティクルは、ボタンの右側にあるドロップダウンメ
ニューを使用して直接選択できます。

�         レチクルは組マウスによってrabbed表示領域内で移動することができます。
�         レチクルが表示されると、中心点は、プレビュー表示上の任意の場所をクリックして移動させることができます。
�         マウスの右ボタンでドラッグするか、クリックする代わりに、レチクルの向きや大きさを調整します。

各レチクルの回転角度も、レチクルの中心付近に表示されます。



レチクルなし
グラフィックは画像 から消去されます。これがデフォルトです。

十字線
ディスプレイ領域の画像上に十字線のグラフィックが表示されます。これを使用して、接眼レンズではなくカメラを使用して、マウントを正確に調整できます。

サークル
ディスプレイ領域の画像には円形のグラフィックが適用されます。これにより、接眼レンズではなくカメラを使用してマウントを正確に調整できます。また、リング
を使用して視準を支援することもできます。

シングルクロスヘア
単純な単一の十字線（各方向に1行のみ）。

ズーム
ズーム ツールは、画像のズームインまたはズームアウトする機能が与えキャプチャ表示領域をします。また、<コントロール>キーを押しながらマウスホイールを
使ってズームを調整することができます。タッチパネル付きのラップトップを使用している場合は、plexinchジェスチャーを使用してズームを調整することもできま
す。

この機能は次の目的に使用できます。

�         暗いオブジェクトを検索する際にズームイン。

�         フォーカススコアの計算ツールを使用しているときに、単一の
星の上にFX選択領域を配置しようとするとズームインします。

�         フォーカススコアの計算 ツールを使用するときに、黒レベ
ル％を正確に設定しようとすると、ズームインします。

�         ライブスタックまたはイメージヒストグラムを使用している場合
は、ズームアウトして画像を縮小します。

�         ズームアウトして、より高いカメラ解像度でキャプチャするとき
に表示される画像サイズを縮小します。

 
�         800％ -ズームは16％の範囲を持っています。
�         オート ズームは、それが利用可能な画面スペースに画像を

フィットするほとんどの目的のために賢明な作業の設定です。
 

 

画像ヒストグラム
正しい形状のヒストグラム は、高品質の画像を作成するための重要な要件です。

ツールバーの [ イメージヒストグラム ]アイコンをクリックします。

表示される画像ヒストグラムにおけるワークエリア のメイン画面を。



対数スケールと線形スケールの情報、およびヒストグラムの形状に対する太陽/月/惑星/深空/ ROIの影響を含む完全な説明と例については、ヒストグラ
ムを参照してください。

フォーカススコアの計算
SharpCapには、ターゲット（おそらく天体写真の最も困難な側面の1つ）に焦点を当てるのに役立ついくつかのオプションがあります。ASCOMフォーカサーが
SharpCapで構成されている場合、ツールは特に強力です。

フォーカスアシスタンスを開始するには、ツールバーから[ フォーカススコアの計算 ]アイコンを選択します。

惑星または表面ターゲット用のフォーカスツール：

�         コントラスト（エッジ）検出

�         コントラスト（輝度範囲）検出

�         フーリエ詳細検出

星またはその他の点光源用のフォーカスツール：
 

�         FWHM測定
�         マルチスターFWHM測定
�         Bahtinovマスク

入門資料と例を含む完全な説明については、フォーカシングを参照してください。



カメラコントロールパネル
アクティブなカメラの機能と使用可能なコントロールは、カメラコントロールパネルに表示されます . 表示されるグループとコントロールは、次の項目によって異
なります：

�         接続されたカメラのメーカー。
�         カメラのモデル（同じメーカーのものでも）

詳細については、「カメラコントロール」を参照してください。一般的なカメラコントロールについて最初に説明し、次にメーカー固有のカメラコントロールについ
て説明します。

�         コントロールは論理的にグループ化され、各グループは必要に応じて展開/閉じることができます。各グループには独自の見出し色があり、特
定のコントロールを探すときに正しいグループをすばやく識別できます。

�         コントロールグループをマウスで取得し、ユーザーの好みに合わせて順序を再調整できます。順序をデフォルトにリセットするに は、メインメ
ニューから[オプション]> [制御順序のリセット]を使用します。

�         パネルのタイトルバーを使用して、パネルをメインのSharpCapフォームからドラッグして、たとえば2番目のモニターに配置できます。
�         ピンアイコンを使用して、カメラコントロールパネルを自動的に非表示にし、横にドッキングしたままにすることができます。

 

�         多くのコントロールに新しい値を入力できます。数値（ゲイン、露出、明るさなど）を表示するカメラコントロールは、表示ボックスに新しい値を
入力して<Enter>または<Tabを押すと変更できます。 > ..入力した値が範囲外の場合、値は無視されます。

プロファイルをキャプチャする
キャプチャプロファイルはテキストファイルに保存されているカメラ設定のコレクションです。様々なプロファイルが異なるターゲットとカメラの設定の既知のコレク
ションに瞬時にアクセスを持つようにロードすることができます。

�         [読み込み] -ドロップダウンで現在選択されているキャプチャプロファイルから値を読み込み、カメラコントロールに適用します。
�         保存 -カメラコントロールの現在の値を取得し、ドロップダウンで現在選択されているプロファイルに書き込みます（プロファイルを上書きしま

す）。
�         名前を付けて保存-現在のカメラ制御値から新しいプロファイルを作成します。
�         管理- キャプチャプロファイル管理画面を表示します。この画面では、キャプチャプロファイルの名前を変更、削除、およびデフォルトとして設

定できます。

[ 名前を付けて保存 ]をクリックして、意味のあるプロファイル名を入力し、[ OK]を押すと、新しいキャプチャプロファイルを作成できます。

file:///10_CameraControlPanel.html#_Toc523950109


保存されている利用可能なキャプチャプロファイルは、ドロップダウンからアクセスできます。

プロファイル名のドロップダウンで選択されたアイテムを変更しても、それ自体は何もしません。保存またはロードが押された場合に使用されるプロファイルを
変更するだけです。

カメラにデフォルトのプロファイルが設定されている場合、そのプロファイルはカメラを開くたびに自動的にロードされます。

キャプチャ形式とエリア
このセクションのコントロールを使用すると、解像度、ビット深度、色空間、カメラのビニング、およびキャプチャした画像の保存形式を管理できます。

必要に応じて、代替の色空間 を選択できます。

 

出力形式がAutoに設定されている場合、SharpCapは、選択したカラーモードと露光時間に応じて、キャプチャファイルに最適な保存形式を選択します。

5秒未満の露出は、ビデオ形式で保存されます。

5秒以上の露出は、個別のフレームとして保存されます。

8ビット/ピクセルのRGBおよびモノラルは、AVIまたはPNGに保存されます。

16ビット/ピクセルまたはRAWモードはSERまたはFITSに保存されます。

カメラ制御
このセクションのコントロールを使用すると、カメラの露出、ゲイン、その他のほとんどのハードウェア関連機能を管理できます。

画像コントロール



このセクションのコントロールを使用すると、明るさ、ガンマ、コントラストなどの基本的な画像処理をカメラでキャプチャされる画像に適用できます。使用可能
なコントロールの範囲は、カメラの製造元/カメラドライバーの作成者によって決定されます。

SharpCapは、多くのカメラからキャプチャされたフレームに日付と時刻を示すタイムスタンプを追加できます。 サポートされるカメラには、ZWO、QHY、Altair、
iNovaカメラ、およびMONO8またはRGB24形式でキャプチャする場合のDirectShowカメラが含まれます。
 
SharpCapは各フレームを解凍、変更、再圧縮する必要があるため、圧縮形式（I420、MJPG、YUY2など）でキャプチャするDirectShowカメラへのタイムスタ
ンプの追加は現在サポートされていません。
 

前処理
ここでダークサブトラクションとフラットフレーム補正を設定できます。SharpCapのフラットフレーム補正コードは、USB3カメラからの画像を高速で処理できるよう
に設計されており、ほこりの影などのアーティファクトをライブで除去して、月/太陽/惑星の撮像ビデオをキャプチャできます。詳細については、ダークフレームの
キャプチャと使用とフラットフレームのキャプチャと使用 参照。

ミニヒストグラムとディスプレイストレッチ
このコントロールは、現在の画像の常時オンのミニヒストグラムを表示し、キャプチャ時にファイルに保存されたデータに影響を与えることなく、画面に表示され
る画像を拡大することができます。表示された画像を引き伸ばすことは、明るさやコントラストを強化したり、かすかなディテールを簡単に明るくしたりできるこ
とを意味します。ストレッチ機能は 、FXドロップダウンのImage Boostオプションと同様の効果を提供しますが、より細かく制御できます。

詳細については、ミニヒストグラムと表示ストレッチをご覧ください。

テストコントロール
テストコントロールグループは、SharpCapに含まれる2台のテストカメラに固有です。これらのコントロールにより、大気条件のシミュレーション、シミュレートされ
たダークノイズまたはダストスペック、シミュレートされたST4ガイドポートが可能になります。

その他のコントロール
これらはメーカーに依存しており、例は次のとおりです。

�         望遠鏡コントロール。
�         ファンのオン/オフなどの熱制御。
�         GPS設定。



 



ビデオと画像のキャプチャ
ビデオと画像のキャプチャは、キャプチャメニューまたはツールバーの同等のボタンから開始できます。

キャプチャを開始
[キャプチャの開始 ]メニュー項目またはツールバーボタンを使用すると、フレーム数または開始時間のいずれかによって制限されたカスタムキャプチャを実行で
きます。

 

キャプチャ制限の説明

�           2つのファイルが作成されます。単一フレームの
PNGまたはFITS、およびカメラ設定TXT。

�           キャプチャが完了すると、通知バーに情報が表
示されます。

�           ファイルはデフォルトのキャプチャフォルダに保存
されます。

 

�           AVIまたはSERの2つのファイルが、カメラ設定
TXTと一緒に作成されます。

�           前出力形式コントロールで静止ファイル形式が
選択されている場合、単一のビデオファイルでは
なく単一のフォルダーに複数の静止画像ファイ
ルが作成されます。

�           キャプチャが完了すると、通知バーに情報が表
示されます。

�           ファイルはデフォルトのキャプチャフォルダに保存
されます。

�           キャプチャは、ツールバーの[ キャプチャを停止 ]
ボタンがクリックされるまで続行されます。

 

�           AVIまたはSERの2つのファイルが、カメラ設定
TXTと一緒に作成されます。

�           前出力形式コントロールで静止ファイル形式が
選択されている場合、単一のビデオファイルでは
なく単一のフォルダーに複数の静止画像ファイ
ルが作成されます。

�           キャプチャが完了すると、通知バーに情報が表
示されます。

�           この例では、キャプチャファイルには5つのフレー
ムが含まれます。

�           ファイルはデフォルトのキャプチャフォルダに保存
されます。



 

�           HH：MM：SSを使用して時間制限を設定でき
ます。この例では、30秒がキャプチャに設定され
た制限です。

�           AVIまたはSERの2つのファイルが、カメラ設定
TXTと一緒に作成されます。

�           前出力形式コントロールで静止ファイル形式が
選択されている場合、単一のビデオファイルでは
なく単一のフォルダーに複数の静止画像ファイ
ルが作成されます。

�           キャプチャが完了すると、通知バーに情報が表
示されます。

�           この例では、キャプチャファイルは30秒のビデオに
なります。

�           ファイルはデフォルトのキャプチャフォルダに保存
されます。

 

�         これは、上記のキャプチャ制限セクションで定義
されたキャプチャを繰り返します。

�         上記のキャプチャ制限が修復制限されている場
合、このオプションは有効にできません。

�         キャプチャのシーケンスを、間隔を空けて開始で
きます。

�         この例では、10秒の間隔で3つのキャプチャが取
得されます。

�         6つのファイルが作成されます。3つのAVIまたは
SER、および3つのカメラ設定TXT。

�         キャプチャが完了すると、通知バーに情報が表
示されます。

�         この例では、キャプチャファイルは3 x 10秒のビデ
オになります。

�         ファイルはデフォルトのキャプチャフォルダに保存さ
れます。
 

 

キャプチャオプションを設定したら、[スタート ]ボタンを押してキャプチャを開始するか、[ キャンセル ]ボタンを押して中止します。

多数のフレームまたは長時間のシーケンスでは、ガイド付き望遠鏡を使用することをお勧めします。

キャプチャ中、進行状況はステータスバーの右端（画面の右下）に表示されます。

キャプチャ中は、実際のフレーム/合計フレームと推定終了時間が表示されます。

キャプチャが完了すると、キャプチャファイルのステータス、場所、名前に関する情報がツールバーの下の 通知バーに表示されます。

通知バーの青色のテキストはクリック可能で、キャプチャファイル/フォルダーに直接移動します。

キャプチャを停止
キャプチャが開始されると、[ キャプチャの停止 ]オプションが使用可能になります。これにより、現在のキャプチャがすぐに停止されます。一連のキャプチャが進
行中の場合、現在のキャプチャのみが停止され、シーケンスはキャンセルされません。シーケンスの次のキャプチャを待機している間に表示される通知バーの
ボタンを使用してキャンセルします。

最後のキャプチャを削除
キャプチャが完了すると、最後のキャプチャを削除するオプション が使用可能になります。確認ダイアログウィンドウが表示されます。これは、キャプチャが誤っ
て行われた場合、またはキャプチャ中に問題が発生した場合に役立ちます。

キャプチャフォルダーを開く
Open Capture Folderは、キャプチャが現在保存されている場所でFile Explorerウィンドウを開きます。デフォルトの構成では、これは通常次のようになりま
す。

Desktop \ SharpCap Captures \ YYYY-MM-DD



ダークをキャプチャ
このメニュー項目は、SharpCapダークフレームキャプチャアシスタントを起動します。ダークフレームのキャプチャと使用を参照してください。

フラットをキャプチャ
このメニュー項目は、SharpCapフラットフレームキャプチャアシスタントを起動します。フラットフレームのキャプチャと使用を参照してください。

 

file:///26_CapturingandUsingFlatFrames.html#_Toc523950301


カメラの基本
色空間の説明
色空間は、カメラからキャプチャされた各フレームの画像データの保存方法を示します。 色空間の詳細は以下を示します：

�         画像データがカラーかモノクロか。
�         明るさのレベルをいくつ測定するか。
�         画像データが圧縮されているかどうか。

画像で使用できる輝度レベルの数は、多くの場合、基礎深度という用語を使用して説明されます。 ビット深度は、画像内の全範囲の輝度レベルを保存
するために必要なビット数です。たとえば、次のような画像：

�         256の輝度レベルのビット深度は8です
�         1024の輝度レベルのビット深度は10です。
�         4096の輝度レベルは12のビット深度を有することになります
�         65536の輝度レベルのビット深度は16です。

非圧縮色空間
このセクションにリストされている色空間は非圧縮でロスレスです。つまり、キャプチャされる画像の品質を低下させることはありません。すべての専門の天文
学カメラと一部のウェブカメラは、非圧縮色空間のオプションを提供します。

RGB24
これは、カラー画像のデフォルトの色空間です。各ピクセルに3バイトが使用されます（赤、緑、青の各チャネルに1つ）。各チャネルに1バイトが使用されること
は、各色に256の可能な値があることを意味します（0から255）。

長所： �         使いやすく、簡単な後処理。

�         アプリケーションで表示した場合、画像は正しく見えるはずです。

�         ホワイトバランス、ガンマ、明るさ、コントラストなどのカメラベースの調整が可能です（通常、
これらはPCのソフトウェアで実行されます）。

短所：
 
 
 
 

�         ファイルは通常、ピクセルあたり3バイトであるため、サイズが大きくなります。
�         ビット深度は8ビットに制限されています。
�         （フルカラーの原画像を回す）Debayeringは、典型的には、単純だが高速なアルゴリズムを

用いてカメラドライバによって行われます。

�         ガンマ、明るさ、コントラストなどの調整は、デジタル空間で行われるように実行するとデータ
の損失につながります。

 

RGB32
これは標準カラー画像の代替オプションです. 3バイトの代わりに、ピクセルごとに4バイトのスペースが使用されますが、バイトの1つは未使用です。この形式
で保存されたファイルは、RGB24で保存された同じファイルよりも大きくなります、しかし画質には全く違いはありません。

長所： �         使いやすく、簡単な後処理。

�         アプリケーションで表示した場合、画像は正しく見えるはずです。

�         ホワイトバランス、ガンマ、明るさ、コントラストなどのカメラベースの調整が可能です（通常、
これらはPCのソフトウェアで実行されます）。

短所： �         ファイルは通常、ピクセルあたり4バイトであるため、サイズが大きくなります。
�         ビット深度は8ビットに制限されています。
�         （フルカラーの原画像を回す）Debayeringは、典型的には、単純だが高速なアルゴリズムを

用いてカメラドライバによって行われます。

�         ガンマ、明るさ、コントラストなどの調整は、デジタル空間で行われるように実行するとデータ
の損失につながります。

 

MONO8（Y800）
これは基本的なモノクロカラースペースであり、ピクセルごとに1バイトを使用し、0〜255の単一の輝度値を格納します。

長所： �         小さいファイルサイズ（ピクセル当たり1バイト）、モノクロターゲットのための理想的な（狭帯
域フィルタ、月）。

短所： 次の短所は、カラーカメラでMONOでキャプチャする場合にのみ適用されます。
 

�         カラーカメラでモノラルを生成する処理には、カラー画像を生成するデベイヤープロセスが含
まれ、その後モノクロになります。そのため、RGBの次の短所が適用されます。

o   ディベイヤリング（生画像をフルカラーに変換）は、通常はシンプルだが高速なアルゴリ
ズムを使用してカメラドライバーによって実行されます。

o   ガンマ、輝度、コントラストなどの調整は、デジタル空間で行われるように実行すると
データの損失につながります。RAW8 / 12としてキャプチャし、最終的に処理された
画像をモノクロにする方が良い場合があります。

 

MONO16
これは、ピクセルごとに2バイトを使用するモノクロカラースペースであり、ピクセルごとに65536個の異なる輝度値を使用できます。このカラースペースを提供す
る多くのカメラは、65536個の値のフルレンジを作成する機能を持たないことに注意してください1024個の異なる値（10ビット）または4096個の異なる値（12
ビット）のみを作成できる場合があります。これらの場合、カメラが生成する値は、範囲全体を満たすように引き伸ばされます。

長所： �         出力のレベルの範囲が広いため、単一の画像でより広い範囲の明るさを表現できます。



短所： �         大きなファイルサイズ（画素当たり2バイト）
�         キャプチャされているフレームに視覚的にノイズが多い場合、実際の画質は向上しません

（ノイズをより詳細に記録するだけです）
 
次の短所は、カラーカメラでMONOでキャプチャする場合にのみ適用されます。
 

�         モノラルを生成する処理には、カラー画像を生成するディベイヤーが含まれ、その後モノクロ
になります。そのため、以下のRGBの短所が適用されます。

o   ディベイヤリング（生画像をフルカラーに変換）は、通常はシンプルだが高速なアルゴリ
ズムを使用してカメラドライバーによって実行されます。

o   ガンマ、輝度、コントラストなどの調整は、デジタル空間で行われるように実行すると
データの損失につながります。RAW8 / 12としてキャプチャし、最終的に処理された
画像をモノクロにする方が良い場合があります。

 

RAW8
カラーカメラは、各ピクセルで3つすべてのカラーチャネル（赤、緑、青）を検出しません。実際、各ピクセルは単一の色の光のみを検出します。色は、グリッド
形式で配置されます。通常、ベイヤーマトリックスと呼ばれます。このように（グラフィックはGRBG Bayerマトリックスです）：

ほとんどすべてのカラーカメラは、この方法でカラーデータをキャプチャします。リースバイヤリングと呼ばれる手法を使用して、各ピクセルでフルセットの赤、緑、
青の値を生成し、フルカラー画像を生成します。RGB色空間を使用する場合、このディベイヤー処理はカメラまたはそのドライバーソフトウェアで発生します。

RAW8などの生の色空間でキャプチャする場合、個々の赤、緑、青のピクセルの元の値はSharpCapによってキャプチャされます。SharpCapには独自のディベ
イヤーコードがあるため、画面に表示される画像は引き続きカラーのままです。ただし、保存されたファイルは、ベイヤ除去が可能なソフトウェアで開かない限
り、ピクセルレベルでわずかなグリッドパターンが表示されたモノクロのように見えます。これに適したソフトウェアは、PIPP、Registax、AutoStakkert、Deep Sky
Stackerです。

RAW8形式で保存された保存ファイルは1ピクセルあたり1バイトしか消費しないため、RGBファイルよりもはるかに小さいという大きな利点があります。さらに、
RAW形式で保存されたファイルは、より低速だが通常、カメラドライバーで使用されるアルゴリズムよりも高品質のアルゴリズム。

RAW8色空間には、緑/赤/青のグリッドのどこでカメラセンサーの左上のピクセルが開始するかに応じて、4種類があります。これらのバリエーションは、カメラセ
ンサーの左上の4ピクセルにちなんで命名されています

�         RGGB
�         BGGR
�         GRBG
�         GBRG

たとえば、RGGBは、上の行の左側の2つのピクセルが赤と緑であり、2番目の行の左の2つのピクセルがそれぞれ緑と青であることを意味します。

一般的に、SharpCapはカメラがRAWモードで使用するパターンを認識しており、正しいパターンを自動的に選択しますが、間違ったパターンが自動的に選
択された場合は、船ベイヤープレビューコントロールの値を調整して正しいパターンを手動で選択します。このコントロール必要に応じて、ディベイヤー機能を
オフにするために使用できます。正しいパターンを見つける最も簡単な方法は、カメラで赤いオブジェクトまたはライトを表示することです。正しいパターンのみ
が赤い画像を表示します。

SharpCapが画面に表示されている画像のディベイヤーを行っている場合でも、キャプチャファイルに保存された画像はRAW形式のままです。

長所： �         後処理なしでカメラセンサーから出てくる正確なデータ。

�         後処理（ディベイヤリングを含む）は、後で高品質で実行できます。

�         ファイルサイズが小さい（1ピクセルあたり1バイト）
短所： �         出力ファイルを操作できる小規模なアプリケーション。

�         後処理はより複雑です。

�         出力ファイルは、生の形式を理解しないアプリケーションで開かれた場合、「チェス盤」効果
を持っているように見える場合があります。

�         ビット深度は8ビットに制限されています。
 

RAW16
RAW16色空間は、ピクセルあたり最大16ビットのビット深度の生の色空間です。一部のカメラでは、RAW10またはRAW12とラベル付けされて、カメラから利
用可能な真のビット深度のより正確な説明を提供します。 RAW 16色空間に保存されたファイルは、ピクセルあたり2バイトを使用します。

長所： �         後処理なしでカメラセンサーから出てくる正確なデータ。

�         後処理（ディベイヤリングを含む）は、後で高品質で実行できます。

�         画像のノイズが低い場合、ビット深度を高くすると、より多くの情報とより広いダイナミックレン
ジが得られる場合があります。

短所： �         出力ファイルを操作できる小規模なアプリケーション。

�         後処理はより複雑です。

�         出力ファイルは、生の形式を理解しないアプリケーションで開かれた場合、「チェス盤」効果
を持っているように見える場合があります。

�         ファイルは大きくなります（ピクセルあたり2バイト）。



 

圧縮された色空間
多くのウェブカメラは圧縮された色空間のみを提供します。これらはキャプチャファイルのサイズを縮小しますが、画像の一部の詳細が失われることも意味しま
す。小さなキャプチャファイルを作成しない限り、圧縮された色空間は可能な限り避ける必要があります。

YUY2 / YUV
これらは同じ色空間の2つの名前です。これらの色空間では、輝度情報はすべてのピクセルに保存されますが、色情報は2つの隣接する水平ピクセル間で
共有されます。色情報は2バイトの情報（色相と色相飽和）、これは、この色空間でピクセルごとに全体で2バイトが使用されることを意味しま
す。（http://www.fourcc.org/yuv.php）

I420
この色空間では、明るさは各ピクセルごとに保存されますが、色情報は4ピクセル（2x2）のブロック間で共有されます。つまり、この色空間ではピクセルごとに
合計1.5バイトが使用されます。

MJPEG
この色空間では、各フレームは圧縮されたJPEG画像として保存されます。これにより、他の色空間よりもはるかに小さいキャプチャファイルが作成されますが、
画像に大きな圧縮アーティファクトが生じる可能性があります。圧縮レベルはカメラまたはカメラドライバーで調整できません。

正しい色空間の選択
一般に、次のガイドラインは正しい色空間を選択するのに役立ちます。

�         カラーカメラの場合、RGBカラースペースで利用可能な場合はRAWカラースペースを優先します。
�         RAWカラースペースがない場合は、小さな出力ファイルが非常に重要でない限り、圧縮されたカラースペースよりも非圧縮RGBを選択しま

す。

より高いビット深度（RAW10、12、16またはMONO16）を選択するオプションがある場合は、対応する8ビットモードでフレームごとに変化するノイズが見られな
い場合にのみ行ってください。 8ビットでは、より高いビット深度は、ノイズの詳細を測定して保存する（そして出力ファイルを2倍にする）だけです。これは、よ
り高いビット深度が低ゲインでのみ有用であることを意味します。

キャプチャ形式の説明
AVI
AVIファイル形式は、ビデオファイル形式です。AVIファイル形式は一般的に使用されており、多くの異なるアプリケーションで読み取ることができますが、残念
ながら、ビデオデータをさまざまな方法で保存できる複雑なファイル形式です。これは、特定のアプリケーションが特定のAVIファイルを読み取るのが困難な場
合がありますが、同じファイルは他のアプリケーションまたは他のコンピューターで正常に機能することを意味します。ただし、一般に、MONOまたはRGBカラー
スペースのAVIファイルは、どのシステムのどのソフトウェアでも正常に動作します。

AVIファイルは、カラーチャンネルごとに最大8ビットのビット深度でのみビデオ形式を保存できるため、高ビット深度モードでカメラを使用する場合、AVIへの
キャプチャは使用できません。

AVIファイルを使用してキャプチャをRAW形式で保存できますが、処理ソフトウェアはこれを自動的に認識せず、適切なBayerパターンが手動で指定されて
いない場合、一般にピクセルグリッドが表示されたモノクロ画像を表示します。

PIPP-Planetary Imaging PreProcessor（一般にPIPPと呼ばれる）は、厄介なAVIファイルを処理し、ビデオのフレームを安定させるのに便利なソフトウェアで
す。

長所： �         ほとんどすべてのビデオ再生ソフトウェアで表示できます。

短所： �         ファイル形式は複雑で、多くのサブ形式があります。

�         正しい再生が他のソフトウェアとのマシンにインストールされているコーデックに依存してもよい
です。

�         エラーは微妙で解決が難しい場合があります。

�         8ビットのみ。
�         AVIで保存されたモノとRAWは、ファイル形式の制限により上下が逆になる場合がありま

す。
 

SER
SERファイル形式は、天文学のキャプチャ用に特別に設計された別のビデオファイル形式です。SERファイルは、AVIファイルほど多くの異なるアプリケーションで
読み取り、表示、または処理することはできませんが、ファイル形式がAVIファイル形式よりはるかに単純であるため、非互換性に起因する一見ランダムな問
題がはるかに少ない傾向があります。

SER形式は、ビデオをRGB、Mono、およびRAW形式で保存するために使用でき、ピクセルあたり8ビットとピクセルあたり16ビットまでのビット深度でキャプチャ
できます。

RAW形式でキャプチャする場合、センサーBayerパターンの詳細はSERファイルに保存されます。つまり、ほとんどの処理および表示ソフトウェアはこの情報を
自動的に読み取り、生画像データをカラー画像に正しくデベイヤーします。

さらに、キャプチャされた各フレームのタイムスタンプはSERファイルに保存されます。これは、後の画像処理に役立ちます。

SERプレーヤー アプリケーションはPIPPのウェブサイトからダウンロードすることができます。

長所： �         バリエーションの少ないシンプルなファイル形式-アプリケーションは正しく機能するか、まったく
機能しない傾向があります。

�         SERファイルはカメラのBayerパターンで書き込まれ、RAWキャプチャの後処理を簡素化しま
す。

�         ピクセルあたり8ビット、ピクセルあたり最大16ビットのビット深度をサポートします。
�         ファイル内の各フレームには正確にタイムスタンプが付けられます。

�         モノラル、RAWおよびRGBキャプチャをサポートします。

http://www.fourcc.org/yuv.php
https://sites.google.com/site/astropipp/
https://sites.google.com/site/astropipp/ser-player


短所： �         後処理が少ないアプリケーションはSER形式をサポートしますが、以下で最もよく使用される
ものはすべてSER形式を受け入れます。

o    AutoStakkert AS2（スタッキング）。
o    Registax 5および6（スタッキングおよびウェーブレットシャープニング）。
o    PIPP（処理用のビデオファイルの準備）。

�         SER標準の解釈は多少異なるため、プログラムが自動的に認識されない場合、正しい色
空間を選択するのに助けが必要になる場合があります。

 

PNG
PNGファイルは、単一フレームのキャプチャ用の標準画像ファイルです。ほとんどの画像処理または表示ソフトウェアは、PNGファイルを開くことができ、簡単に
操作できます。

任意の形式（8または16ビットのビット深度、カラー、モノクロ、またはRAW）の静止画像をPNGファイルに保存できます。ただし、多くの画像処理アプリケー
ションは16ビットのビット深度のPNGファイルを正しく処理しないことに注意してください。多くの場合、ファイルをロードするときにビット深度を8ビットに落とし、
詳細を破棄します。

RAW画像をPNGファイルに保存する場合、それらはモノクロPNGファイルとして保存され、画像処理および表示ソフトウェアは、画像をディベイヤーするように
正しく設定されていない限り、ピクセルグリッドパターンを示すモノクロとして表示します。

長所： �         ほとんどすべてのグラフィックアプリケーションにロードできます。

�         8ビットから16ビットの深度およびモノまたはカラー画像を処理します。
短所： �         多くのイメージングアプリケーションは、ロード時に16ビットPNGファイルから詳細を破棄する

場合があります。

�         PNGで保存されたRAW画像は、チェッカーボードパターンの付いたモノクロで表示され、正し
いディベイヤー処理を保証するために後処理で追加の手動設定が必要になる場合があり
ます。

�         SharpCapは、16ビットの保存ファイルをロードする場合でも、PNGファイルから8ビットのデータ
のみを再ロードできます。

 

適合
FITSファイル形式は非常に柔軟性がありますが、高ビット深度の静止画像の保存によく使用される特殊な形式です。 FITS形式では画像を8ビットのビット
深度で保存できますが、通常はその場合にPNGを選択することをお勧めします。

FITSは特殊なファイル形式であるため、FITSファイルを処理して選択できるアプリケーションは少ないため、PNGファイルで非常にうまく機能するほとんどの画
像表示および編集アプリケーションは、FITSファイルを開くことができません。ただし 、FITSファイルの処理と表示に使用できるDeep Sky StackerやFITS
Liberatorなどのアプリケーションがあります。

長所： �         8ビット以上のビット深度をサポートします。
�         モノ、カラー、および未加工の画像をサポートします。

�         露出などの画像データはファイルに保存され、一部のアプリケーションはこのデータを読み取
ります。

�         SharpCapは、ダークフレームを読み込むときにFITSファイルから16ビットのデータを読み込むこ
とができます。

短所： �         限られた数のアプリケーションでのみ開くことができます。

�         一部のアプリケーションでは、このファイルタイプを開くために追加のプラグインが必要です。

�         ファイル形式は非常に複雑で柔軟性があるため、一部のアプリケーションではファイルが正し
く表示されず、他のアプリケーションでは正しく表示される場合があります。

�         他のファイル形式よりも保存に時間がかかるため、高フレームレートには適していません。

TIFF
TIFFファイル形式は、ほとんどの画像処理アプリケーションで開くことができる、広くサポートされている画像ファイル形式です。TIFFファイルは、同じイメージの
FITSファイルよりも小さい場合がありますが、大きく圧縮されていないため、通常は大きくなります。

長所： �         8ビット以上のビット深度をサポートします。
�         モノ、カラー、および未加工の画像をサポートします。

�         SharpCapは、ダークフレームを読み込むときにTIFFファイルから16ビットのデータを読み込むこ
とができます。

短所： �         ファイルは、PNGなどの他のファイル形式よりも大きい場合があります
�         ファイルヘッダーに格納されているFITSよりも少ない情報
�         他のファイル形式よりも保存に時間がかかるため、高フレームレートには適していません。

JPEG
JPEGファイル形式は、デジタル画像に非常に広く使用されている画像形式です。ほとんどすべてのイメージングアプリケーションは、JPEGファイルをロード、操
作、および保存できます。JPEGファイル形式では、8ビットのビット深度で静止画像を保存できます。

JPEG形式では圧縮の種類が使用されるため、保存プロセスで細かい画像の詳細が失われ、後で復元できないことに注意してください。明るさと色のこの細
かいディテール（人間の目には簡単に気付かない）が破棄される理由は、ファイルサイズを他のファイルタイプよりもはるかに小さくできるためです。

JPEGファイルタイプの制限を考えると、非常に多くのフレームが自動的にキャプチャされるすべてのスカイカメラなど、特定のユースケースにのみ適している可能
性があります。ファイルサイズ。

長所： �         ファイルサイズが小さい。

�         ほとんどすべてのイメージングアプリケーションで開くことができます

短所： �         保存時に画像の詳細が失われる

�         8ビットのみの制限された深さ
 

 

http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
https://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/




カメラ制御
一般的なカメラコントロールについては、「共通カメラコントロール」で説明します。

以降のサブセクションでは、個々のカメラメーカーに固有の機能について説明します。同じ機能がメーカー間で異なる名前を持つ場合があります。同じメーカーの異なるモデルには異なる機能がある場合があります。メーカーはアルファベット順に説明され
ています。

一般的なカメラ制御
以下にリストされているコントロールは、一般にさまざまなメーカーの幅広いカメラで使用できると予想されますが、すべてのカメラにこのセクションにリストされているすべてのコントロールがあるわけではありません。これらのコントロールは、カメラコントロールパ
ネル（デフォルトではメインカメラ画像の右側に示されています）。

キャプチャ形式とエリア

キャプチャ形式とエリア

色空間 �         カラースペースコントロールは、各フレームがキャプチャされる画像形式
を決定します。一般に、カラースペースには4つのカテゴリがあります。

o   モノクロ
o   色
o   生
o   圧縮

�         選択するカラースペースの詳細と各選択の意味については、「カラー
スペースの説明」を参照してください 。

キャプチャーエリア �         これは、キャプチャされる各フレームのサイズ（ピクセル単位）を制御し
ます。

�         ほとんどのカメラでは、より小さいキャプチャ領域を選択すると、セン
サー領域全体のサブ領域のキャプチャが選択されます。これは、多く
の場合、ROI（関心領域）キャプチャと呼ばれます。

�         保存するファイルを小さくするだけでなく、キャプチャ領域を小さくする
と、フレームレートが高くなることがよくあります。

ROI位置（パン/チルト） �         より小さいキャプチャ領域を選択すると、通常、センサーのどの領域を
使用するかを選択することもできます。適切な関心領域（ROI）を選
択します。

 
�         選択したROIが最大より小さい場合にのみ表示されます。

ビニング 詳細については、 以下の「ビンニング」を参照してください。
出力フォーマット �         出力形式では、キャプチャされたファイルを保存する形式を選択でき

ます。キャプチャ形式のオプションについては、「キャプチャ形式の説
明」を参照してください。 次のルールが適用されます：

�         'スナップショット'（単一フレーム）キャプチャの場合、選択
された出力形式がビデオ形式（AVIまたはSER）であっても、静止
キャプチャ形式（PNG、FITS、TIFF、およびJPEG）のいずれかが常
に使用されます。 出力形式が静止ファイル形式の場合、選択し
た形式が使用されます。

�         ビデオキャプチャの場合、選択した形式が常に使用され
ます。静止画形式が選択されている場合、各フレームは個別の
ファイルに保存されます。

出力形式が「羨」に設定されている場合、現在の露出が5秒未満の場
合は互換性のあるビデオ形式が選択され、現在の露出が5秒を超える場
合は互換性のある静止画形式が選択されます。設定ダイアログで指定
された優先出力形式が使用されます（優先形式がキャプチャされている
画像のタイプと互換性がある場合、たとえば、16ビット深度の画像はAVI
形式に保存できません）。
 
[注：設定の [全般]タブで[自動出力形式の全カメラ]オプションがオンに
なっている場合、カメラは常にこのモードで[羨uto]モードで起動します。

デベイヤープレビュー �         RAWカラースペースに対してのみ表示されます。
�         ユーザーは、表示用の未加工画像をディベイヤー（色に変換）する

か、選択しないかを選択できます。

�         ファイルに保存されたデータには影響しません。

�         何らかの理由で間違ったパターンが自動的に選択された場合、デベ
イヤー機能のオンとオフを切り替えるだけでなく、使用されているベイ
ヤーパターンをオーバーライドすることができます。

 

ビニング
ビニングは、解像度の低下を犠牲にして画像の信号対雑音比を改善するために使用される技術です。ビニングは、センサー上の2つ以上の隣接ピクセルの値を取得し、それらを加算または平均化して単一の出力ピクセルの値を生成することにより機
能します。通常、ビニングは「対称」です。つまり、同じ数のピクセルが平均化されます各方向。たとえば、「2x2」または単に「2」のビニング値は、センサーピクセルの2 x 2ブロックを使用して最終画像の各ピクセルを作成することを意味します。これにより、
最終画像の解像度が2倍に低下します、ただし、画像の信号対雑音比（S / N比）を2倍 にします。

例として、1280x960センサーで、2x2ビニングを使用すると、640x480の出力イメージが得られます。4x4ビニングを使用すると、320x240の出力画像が得られます。

「1」または「1x1」のビニング値は、ビニングが適用されていないことを意味します。

ビニング時にピクセル値を追加するカメラ（ビニングをオンにすると画像が明るくなる）、他のカメラでは値を平均化する（画像は明るくなりませんが、ノイズが減少する）ことに注意してください）. どちらの場合も、最終画像でS / N比の同じ増加が達成され
ます。より明るい画像が必要で、カメラが平均化してからゲインを上げるだけの場合、結果はカメラが追加された場合と同じですピクセル。

アディティブビニング

 

ビンなし（幅2x、高さ2y） ビン2x2（幅x、高さy）

アディティブビニング されていない画像とビニングされた画像の間でカメラの設定に他の変更は加えられていません.2x2ビニングを適用すると、キャプチャされた画像のサイズが半分になり、画像が4倍に明るくなります。かなりのレベルのノイズが見えることに
注意してください両方のフレームの画像の右側の明るい部分に。

平均化ビニング

ビンなし（幅2x、高さ2y） ビニングされた2x2
（幅x、高さy）

追加のゲインで2x2にビン化
（幅x、高さy）

 

https://msdn.microsoft.com/enus/library/system.datetime.ticks(v=vs.110).aspx


ビニングの平均化 ビニングされていない画像とビニングされた画像の間でカメラの設定に他の変更は加えられていません.2x2ビニングを適用すると、キャプチャされた画像のサイズは半分になりますが、この場合は画像が明るくなりません。画像の右側
は、ビニングを適用すると、この領域（およびフレームの残りの部分）のノイズが大幅に減少したことを示しています。ゲインを増やすと、ビニングされた画像がさらに明るくなり、加算ビニングの結果と同様の画像が生成されます画像の明るさとノイズレベル
の両方で。

カメラ制御

カメラ制御

露出 �         露出は、カメラがフレーム毎に光子を収集する時間の長さを制御しま
す。

�         長いエクスポージャーは、より多くの光子を収集することを可能にするた
め、明るい画像が得られます。

�         ほとんどのカメラでは、より長い露出を選択するとフレームレートが制限
される場合があります。たとえば、露出を100ミリ秒（1/10秒）に設定する
と、ほとんどのカメラが1秒あたり10フレームのフレームレートに制限されま
す。

�         各カメラには、許容される露出の長さに独自の制限があります。

�         一部のカメラ（特にWebカメラ）は、SharpCapへの許容露出の誤った範
囲を報告する場合があります。

�         露出コントロールのLXチェックボックスには1つの効果しかありません。露
出スライダーの範囲を最小露出から5秒（LXはチェックなし）から0.5秒、
最大露出（LXはチェック）まで変更します。これは、露出範囲が非常に
広い場合、スライダーの範囲が0.01msから1000sの範囲で完全に実行
されると、露出を正確に調整することが難しくなります。

利得 �         ゲインコントロールは、センサーが受信した信号の増幅器として機能し
ます。

�         ゲインを上げると、露出時間を増やす必要はありませんが、画像のノイ
ズが増えますが、画像の明るさは上がります。

フレームレート制限 �         フレームはカメラがより高いレートでフレームを作成している場合でも、
SharpCapによって処理される速度を制限します。

�         これは、フレームがキャプチャファイルに保存されるレートとUIが更新され
るレートに影響します。

フリップ �         画像に水平または垂直（またはその両方）のフリップを適用して、向き
を修正します。

温度[読み取り専用] �         カメラセンサーの現在の温度。カメラの温度制御がより複雑な場合（ペ
ルチェクーラーなど）、現在の温度は[熱制御]セクションに表示されま
す。

 

画像コントロール

画像コントロール

ガンマ �         ニュートラルガンマは1です。
�         正しく解釈、1未満のガンマは1よりガンマ大きいがミッドトーンとハイライトを

低下さ、影とミッドトーンを後押しします。

�         一部のアプリケーションとカメラは、ガンマを逆の方法で処理します。ガンマを
増やすと、シャドウが強調されます。

�         ガンマ、コントラスト、明るさの詳細について
は、http：//www.orpalis.com/blog/color-adjustments-brightness-
contrast-and-gamma/ を参照してください。

コントラスト �         コントラストを上げると、通常、画像の暗い部分が暗くなり、明るい部分が
明るくなります。

�         これは、画像の詳細を引き出すのに役立つ場合があります。

輝度 �         明るさを上げると、通常、同じ量だけ画像が明るくなります。

�         これにより、画像の暗い領域の詳細を引き出すことができます。

タイムスタンプフレーム �         フレームの左上隅にUTCタイムスタンプを適用します。

�         と同様に見えるタイムスタンプは、機械読み取り可能なタイムスタンプは、フ
レームの画素データの最初の8バイトに埋め込まれています。

機械読み取り可能なタイムスタンプは、0001年1月1日の午前0時以降の100ns
間隔の数である64ビット整数です
（https://msdn.microsoft.com/enus/l ibrary/system.datetime.ticks(v=vs.110).aspxを
参照してください。 for defaults）

ホワイトバランス 以下のホワイトバランスを参照してください。
 

ホワイトバランス カラーカメラから表示される画像は、しばしば誤った色を表示する可能性があります。これは、次のようなさまざまな理由による可能性があります：

�         1つの色（多くの場合、緑または赤）は、他の色よりも光に敏感です。
�         画像が撮影される照明の種類。たとえば、非天体画像用のタングステン、LED、蛍光灯。

カメラごとに異なるコントロールがあり、カラーバランスを調整して正しい色を示す画像を提供できます。

これらのコントロールの詳細は異なりますが、これらはすべて、効果的にカラーチャンネルの輝度を相互に調整して、画像の色かぶりを補正することができます。

一部のカメラは自動ホワイトバランスオプションを提供します。これらは通常の画像ではよく機能しますが、天体画像と混同される場合があるため、注意して使用する必要があります。

ホワイトバランスおよびガンマ、コントラスト、明るさなどの他の画像コントロールを調整しながらヒストグラムコントロールを使用します。カラーチャネルのいずれかのヒストグラムトレースにギャップがあることに気づいた場合（つまり、ヒストグラムの中央にゼロカ
ウントのレベルが表示されます）下の図を参照）、おそらくホワイトバランス（またはその他）の調整がカメラのハードウェアではなくPCのソフトウェアで行われていることを意味します。下のようなヒストグラムは、データが失われていることを示しています。

この場合、ホワイトバランスをデフォルトに戻し（ヒストグラムのギャップを削除する）、スタック後にカラーバランスを修正するのが最適です。これにより、SharpCapでデジタルホワイトバランス補正を適用することで生じるデータ損失を回避できます。

前処理

http://www.orpalis.com/blog/color-adjustments-brightness-contrast-and-gamma/
https://msdn.microsoft.com/enus/library/system.datetime.ticks(v=vs.110).aspx


前処理

ダークを引く �         SharpCapでキャプチャされた各フレームから選択されたダークフレーム画
像を減算し、アンプグローやダークノイズなどのアーティファクトを低減でき
ます。詳細については、ダークフレームのキャプチャと使用を参照してくだ
さい。

 
[注]：フレームのその他の処理（ライブスタッキングやFXエフェクトなど）の前に
ダークフレームが減算され、ダークフレームの減算は保存されたファイルに影
響します。

フラットを適用 �         補正しケラレや埃スポットによる輝度変化のために、各フレーム。フラッ
トフレーム補正コードは高度に最適化されているため、高速PCでは、
USB3カメラを使用した高速イメージングでも、すべてのフレームで実行で
きます。詳細については、フラットフレームのキャプチャと使用を参照 して
ください。
 

[注]：フラットフレーム補正は、暗い減算の後、フレームの他の処理（ライブス
タッキングやFXエフェクトなど）の前に適用され、フラットフレームの適用は保
存されたファイルに影響します。

 

ミニヒストグラムとディスプレイストレッチ
このコントロールは、現在の画像の常時オンのミニヒストグラムを表示し、キャプチャ時にファイルに保存されたデータに影響を与えることなく、画面に表示される画像を拡大することができます。表示された画像を引き伸ばすことは、明るさやコントラストを
強化したり、かすかなディテールを簡単に明るくしたりできることを意味します。ストレッチ機能は 、FXドロップダウンのImage Boostオプションと同様の効果を提供しますが、より細かく制御できます。

ディスプレイヒストグラムストレッチの調整
ストレッチ調整の基本的な操作には、マウスを使用して黄色の3本の垂直破線の位置をドラッグすることが含まれます。これらの3行は、それぞれ黒、中間グレー、白として表示されるヒストグラムレベルを表しています。

通常、黒と中間レベルの線を調整するのが最も便利です。中間レベルの線を調整して、黒と白のレベル線の中間にならないようにすると、ヒストグラム上に黄色の曲線として示される転送曲線が作成され、画像のピクセル値を表示画面の輝度に変換
する方法が制御されます。

中間レベルの線を左に移動すると、最初は急速に上昇し、その後平坦になる曲線が作成されます。これにより、画像の暗い部分の明るさが増し、かすかなディテールが見やすくなります。中間レベルの線を右に移動すると、最初は比較的平坦な曲線
が作成され、その後、白レベルの近くでより急激に上昇します。これは、画像の明るい部分を暗くする効果があり、おそらくそれらの領域でより詳細に見えるようになります。

Display Histogram Stretchのデフォルト設定（調整なしで表示される画像）：

中間レベルの線が左に移動し、かすかなディテールの明るさが向上しました。

中間線が右に移動し、画像の明るい部分のコントラストが強調されます。

 

黒レベルの線を右に移動すると、画像全体が効果的に暗くなります。これは、背景をより黒くするのに役立ちます-背景ノイズと光害を目立たなくします。

ヒストグラムストレッチボタンの表示

上部の稲妻ボタンは、現在の画像のかすかなディテールを引き出すように設計された自動ストレッチを実行します。これにより、画像の輝度レベルの分析に基づいて、黒、中、白のレベルラインが自動的に調整されます。SharpCap設定の [一般]タ
ブでこのボタンを使用すると、ストレッチが適用される強さを調整できます。自動ストレッチ機能を使用するには、SharpCap Proライセンスが必要です。

中央の円形矢印ボタンは、黒、中、白のレベルラインをデフォルトの位置にリセットし、現在有効なディスプレイストレッチを削除します。

下の[保存]ボタンは、現在の画像をPNGファイルとして画面に表示されているとおりに保存します。通常のSharpCap画像保存機能とは異なり、この保存ファイルには、現在有効なディスプレイストレッチの効果が含まれます。保存された画像ファイル
は、現在のカメラのビット深度設定に関係なく、8ビットのビット深度を持つことに注意してください。

Display Histogram Stretchセクションで行われた変更は、画面上の画像の表示方法にのみ影響します。キャプチャファイルに保存された画像は変更されません（表示ヒストグラムの「完全に表示」ボタンを使用して保存されたものを除く）ストレッチ制
御。

 

カメラ固有のコントロール
上記の一般的なコントロールに加えて、以下に示すコントロールが表示されます。

Altairカメラコントロール
SharpCapは、Altair Astroが生産するカメラの現在のすべてのモデルをサポートしています。カメラが新しいモデルで、カメラリストにない場合は、カメラをサポートするために必要な変更が含まれている可能性のあるSharpCapの更新バージョンを確認して
ください。

詳細については、Altair Astro Webサイト で確認できます。ドライバー、ソフトウェア、およびテクニカルノートは、Altairサポート Webサイトで確認できます。

画像コントロール

ホワイトバランス調整 画像のホワイトバランスの自動調整を1回実行します。
負 画像をネガ表現に変換します（黒が白になり、白が黒になり、色が反転します）。

色合い 画像の緑/マゼンタのカラーバランスを調整します。低い値は画像にマゼンタの色合いを与え、高い値は緑色の色合いを与えます。 
色温度 画像の赤/青のカラーバランスを調整します。この値を高く設定すると画像が赤くなり、低く設定すると青くなります。
デジタル処理（オン/オフ） Altairドライバーの画像のデジタル調整を有効/無効にします。

�         これを「オン」に切り替えると、ガンマ、輝度、色合いなどのコントロールがアクティブになります。

�         スイッチをオフにすると、これらのコントロールは無効になります。これをオフに切り替えると、パフォーマンスが少し向上する場合が
あります。

 

カメラ制御

自
動
露
出
ター
ゲッ
ト

自動露出が目指すフレームの明るさを制御します（有効な場合）。 これを低い値に設定すると、自動露出は露出が少ないフレームにハイライトがほとんどない傾向があります。高い値に設定すると、自動露出は露出オーバーのフレームを与える傾向があります。

https://www.altairastro.com/
http://cameras.altairastro.com/


USB
ス
ピー
ド

カメラが使用しようとするUSBバス速度を制御します。通常、値を高くするとフレームレートが高くなりますが、この値を高く設定しすぎると、フレームレートが非常に低くなったり、フレームが不規則になったり、フレームがまったくなくなることがあります。

フ
リッ
プ

画像の向きを水平、垂直、またはその両方で反転できます。RAWモードでは使用できません。

ファ
ン

ファンのあるカメラでファンのオン/オフを切り替えます。

 

ASCOMカメラコントロール
ASCOMカメラには、SharpCapで使用できるコントロールが比較的少数です。ドライバーおよび詳細については、ASCOM Standards Webサイトを参照してください。

すべてのASCOMカメラが以下に示すすべてのコントロールを提供する保証はありません。たとえば、一部のASCOMカメラにはクーラーがまったくないものや、クーラーを備えたものの中には、クーラーの電力を直接制御できるものとそうでないものがあります。

カメラ制御

オプション カメラのASCOM設定ダイアログを表示できます。設定できる追加のカメラオ
プションがある場合があります。ダイアログが表示されている間、カメラは一時
的に閉じられ、閉じると再起動します。

 

熱制御

実際の温度 カメラセンサーの現在の温度（読み取り専用）。

ヒートシンク温度 カメラ内のヒートシンク（ある場合）の現在の温度（読み取り専用）。

クーラー（オン/オフ） カメラにあるクーラーをオンまたはオフにできます。クーラーがオンになっている場
合、冷却レベルは以下にリストされている2つのコントロールのいずれかを使
用して制御できます。

クーラーパワー クーラーが実行される電力の割合を設定できます。

目標温度 カメラが冷却しようとする温度（この温度を達成するためにクーラー出力を自
動的に調整します）。

 

Baslerカメラコントロール
ドライバーおよび詳細については、Baslerの Webサイトをご覧ください。

Baslerカメラは、カメラメニューに複数回表示される場合があります。

SharpCapには、Baslerカメラを操作するための3つのオプションがあります。

1. （LXモード）サフィックス- カメラのトリガー機能（存在する場合）を使用して、カメラが通常許可するよりも長い露出を取得します。他の2つのオプションから利用可能なものよりも長い露出を取得する場合にのみ、このモードを使用します。      

2. 接尾辞なし .Baslerカメラをサポートする古いコード。他のカメラで使用できる前処理や表示制御などの一部の機能は使用できません。このオプションは非推奨であり、将来のバージョンでは削除されます。 Experimentalオプション（下記）に問題
がない限り、このオプションを使用してください。      

3. （代替、実験的）接尾辞 最新のSharpCap機能をすべて備えたBaslerカメラの新しい実装。これは、長時間露光機能が不要な場合にBaslerカメラを使用する好ましい方法です。将来のバージョンでBaslerカメラを使用するデフォルトの方
法。      

Basler固有のコントロール固有のコントロール

キャプチャ形式とエリア

色空間 Baslerカメラは、RAWモードに非標準の色空間名を使用します。

�         BayerBG8 BGGR Bayerパターンを使用したRAW8と同等。

�         BayerRG12の RGGBベイヤーパターンとRAW12に相当。

�         バイエルGB12Packedの GBBRベイヤーパターンRAW12に相当す
る。では、隣接する2つの画素が、むしろ2が解凍モードで各バイト
必要とするよりも、3バイト（1.5は各バイト）に充填され、12ビット
モードを充填した。これは、いくつかのフレームレートを増加させる
ことができますカメラからコンピューターに転送する必要のあるデータ
の量を減らすためです。

FPS カメラがコンピューターに配信しようとする1秒あたりのフレーム数。自動に設
定すると、可能な最大速度を目指します。手動モードで設定されたフレー
ムレートは、次のような要因により実際に達成されない場合があることに
注意してください露出が長すぎるか、カメラとコンピューター間のデータレート
が目的のフレームレートをカバーするには不十分であるためです。

制限されたフレームレートを目指している場合、これを低い値に設定し、こ
れを高い値のままにして、「フレームレート制限」コントロールを設定するよ
りも、キャプチャコンピュータのCPU負荷を減らす必要があるためです。

 

カメラ制御

黒レベル 黒レベルの調整が可能です。このコントロールはカメラをカバーした状態で
調整して、ヒストグラムの黒レベルピークの両側が見えるようにし、ゼロレベ
ルと区別できるようにして、黒レベルノイズを正しく平均化できるようにしま
す他のカメラでオフセットまたは輝度と呼ばれるもの。

デジタルゲイン 画像に適用できる追加のゲイン。ゼロを超える各ステップは、画像の明る
さを2倍にしますが、ノイズレベルも2倍にします

 

コントロールの処理（他のカメラとの一貫性を保つために画像コントロールにする必要があります）

オートホワイトバランス 「調整」ボタンを押したときに画像のホワイトバランスを自動的に調整しま
す。

ホワイトバル（R）[カラーモードの
み]

カラー画像の赤チャンネルの相対強度を制御します。

ホワイトバル（B）[カラーモードの
み]

カラー画像の青チャンネルの相対強度を制御します。

ホワイトバル（G）[カラーモードの
み]

カラー画像の緑チャンネルの相対強度を制御します。

 

Celestron / Imaging Sourceカメラコントロール
SharpCapは、すべてのCelestronブランドのSkyrisおよびNexImageカメラ（The Imaging Source製）、およびImaging SourceブランドのDMKおよびDFKカメラをサポートする必要があります。

ドライバーおよび詳細については、Imaging Source WebサイトおよびCelestron Webサイトをご覧ください。

カメラ制御

フォーカス 内蔵カメラレンズの焦点を制御します（利用可能な場合）。

虹彩 内蔵カメラレンズの開口部を制御します（利用可能な場合）。

パン、チルト、ロール カメラをリモートで制御できるようにするモータードライブがある場合、カメラをパン、
チルト、およびロールする物理的な制御。

IRカットフィルター 制御可能なフィルターを備えたカメラのIRカットフィルターをオン/オフにします。
 

画像コントロール

カラーエンハンスメント 画像の色を強調します。

ハイライト削減 画像のハイライトの相対的な明るさを減らします。

ノイズ除去 各フレームにノイズリダクションフィルターを適用します（詳細を減らす傾向もありま
す）。

カラーイネーブル カラーカメラをカラーモードとモノクロモードの間で切り替えます。

シャープネス 各フレームにシャープフィルターを適用して、ディテールを強調します（ノイズも増加
する傾向があります）。

 

ホワイトバランス

ホワイトバル（R） カラー画像の赤チャンネルの相対強度を制御します。

ホワイトバル（B） 上記のWhite Bal（R）と同様ですが、青を制御します。
ホワイトバル（G） 上記のWhite Bal（R）および（B）と同様ですが、緑のチャネルを制御します。

 

http://www.ascom-standards.org/Downloads/CameraDrivers.htm
http://www.baslerweb.com/en
https://www.theimagingsource.com/
http://www.celestron.com/support/manuals-software


iNovaカメラコントロール
SharpCapは、さまざまなiNovaカメラをサポートしています。

ドライバーと詳細については、iNova Webサイトをご覧ください。

カメラ制御

黒レベル 理論的には、他のメーカー（QHYからのコピー？）で文書化された黒レベルコント
ロールと同じですが、実際にはiNova SDKのバグが原因で何もしません。

ピクセルクロック カメラの内部CPUの実行速度。高速になるとフレームレートが高くなりますが、速
度が高すぎるとフレームがまったく表示されないことがあります。

水平ブランク 画像の1つのスキャンラインを読み取ってから次のスキャンラインまでの間にカメラが
適用する遅延時間。通常は自動のままにしておくのが最適ですが、手動で調整
するとフレームレートが向上する場合があり、値を低くするとフレームレートが速く
なります。これらの速度制御が多すぎると、フレームレートがゼロになる可能性が
あります。

 

ポイントグレーカメラコントロール
SharpCapは、FlyCaptureベースのポイントグレーカメラをサポートしています。Spinnakerベースのカメラはサポートされていません。USB、GigE、Firewireモデルはすべてサポートされています。

ドライバーおよび詳細については、Point Grey Webサイトをご覧ください。

SharpCapの実行後にGigEカメラが接続されている場合、それらを検出するためにSharpCapを再起動する必要がある場合があることに注意してください。

カメラ制御

自動Expターゲット これは、有効にしたときに露出とゲインの自動オプションが目指す明るさを示しま
す。高い値（ゼロより上）は明るい露出を示し、負の値は低い露出を示します。

実際の温度 これは、摂氏の温度を示します
 

選択した色空間（RAW、MONO、RGB）に応じて、以下のリストから異なる画像コントロールを使用できます。

画像コントロール

デジタル処理 このコントロールをオンにすると、以下に示す他の画像コントロールが有
効になりますが、フレームレートがわずかに低下する場合があります。この
コントロールをオフにすると、他の画像コントロールが無効になりますが、
表示および保存される画像データがソフトウェアで処理せずにカメラセン
サーから読み取られたデータと一致することを確認してください。

ガンマ 画像のガンマを調整します

輝度 画像の明るさを調整します。警告：警告：これは、すべてのピクセルの値に一
定のオフセットを追加するだけの単純な明るさコントロールではありませ
ん。このコントロールの正確な実装は不明ですが、RGBモードでは、カ
ラーチャネルの相対的な強度に影響するようです。

シャープネス 画像に単純なシャープニングを適用します（これにより、ノイズの多い画
像のノイズも増加します）

色相 画像の色合いを調整します

飽和 RGB画像の色の強さを制御します
ホワイトバル（レッド） カラー画像の赤成分の相対強度を制御します

ホワイトバル（ブルー） カラー画像の青成分の相対強度を制御します
 

 

QHYカメラコントロール
SharpCapは、QHY5L-II、QHY5-III、QHY174、178、224、290、163、183を含む幅広いQHY CMOSカメラをサポートします。QHYColdMOSカメラの冷却機能と、GPSのGPS機能がサポートされます。 QHY174-GPS。

ドライバーと詳細については、QHY Webサイトをご覧ください。

カメラ制御

アンプノイズリダクション このコントロールは一部のカメラで使用できます。有効にすると、長時間露光でカ
メラが生成するアンプグローの量が減少します。
一般に、適切な場合にアンプグローリダクションを適用するため、このコントロール
を「自動」設定のままにしておくことをお勧めします。アンプグローリダクションを手
動で有効にすると、特定の露出とゲインの組み合わせに対して誤った画像が生
じる可能性があります。

行ノイズ低減 このコントロールは一部のカメラで使用でき、カメラ行間のバンディング効果を減ら
すために調整できます。

オフセット 黒レベルを調整できます。ヒストグラムの黒レベルピークの両側が表示され、ゼロ
レベルと区別されるように、カメラをカバーした状態でこのコントロールを調整する
必要があります。これにより、黒レベルノイズを平均化できますスタッキングで正しく
アウト。

速度 カメラが使用する転送速度を制御します。状況によってはフレームレートを上げる
場合があります。

USBトラフィック これは、カメラがUSBバスを介してデータをプッシュする速度を制御します。低い 値
を設定すると、データの移動速度が速くなり、フレームレートが高くなります。設定
値が低すぎると、以下が発生する可能性があります。

�         ドロップされたフレーム

�         フレームレートの崩壊

�         またはフレームがまったくない

DDRバッファーを使用 一部のカメラで使用可能です。カメラの内部DDRバッファーの使用のオン/オフを
切り替えます。

光レベルを最適化する カメラのセンサーを低光量または高光量に最適化できます。

フィルターホイール カメラポートを介して接続されたQHYフィルターホイールを制御できま
す。SharpCapでカメラを開いたときに初期化されている場合、接続されたフィル
ターホイールが検出されない場合があることに注意してください。

ライブブロードキャストを
有効にする

QHYビデオブロードキャストアプリケーションを介して、SharpCapに表示されている
画像のライブブロードキャストを有効にします。

 

GPSコントロール
GPS サポートしているカメラの組み込みGPS機能を有効または無効にします。GPS機

能により、フレームにマイクロ秒の精度で正確にタイムスタンプを付けることができま
す.GPSはカメラに12V電源を供給する必要がある場合があります.GPSが有効で
衛星ロックがある場合、GPSシステムから取得した各フレームのタイムスタンプが使
用されますキャプチャ設定ファイルのタイムスタンプとSERファイルのフレームタイムス
タンプ。さらに調整しないと、フレーム時間はミリ秒レベルまで正確になりますが、マ
イクロ秒の精度を得るには、次のコントロールを正しく調整する必要があります。

http://inovaccdusa.com/
https://www.ptgrey.com/
http://www.qhyccd.com/


GPSキャリブレーション
LED

次の2つのコントロールを正しく調整できるようにするには、GPSキャリブレーション
LEDをオンにする必要があります。LEDからの光が画像で見えるように、カメラもカ
バーする必要があります。光が簡単に見えるようにゲインを上げます。

キャリブレーション開始位
置

GPS LEDをオンにして、キャリブレーションの開始位置をゼロに下げ、キャリブレー
ションライトが画像の片側にグローとして表示されるまで上げます。その後、ライト
が消えるまで値を少し下げます。このコントロールを設定すると、フレームの開始を
要求するカメラ回路と実際の露出の開始との間の時間差に対してGPSフレーム
の開始時間を修正できます。

キャリブレーション終了位
置

GPS LEDをオンにして、これをキャリブレーション開始位置の値のすぐ上の値に設
定し、LEDライトが再び消えるまで値を上げます。ライトが再表示されるまで、値を
少し下げます。
これにより、フレームの終了を、フレームの停止を要求するカメラ回路と終了したフ
レームの間の時間差に合わせて調整できます。
 
開始位置と終了位置を調整した後、調整LEDを再度オフにすることを忘れない
でください。また、カメラの露出またはカメラの色空間を変更した後、調整を繰り
返す必要があることに注意してください。

 

画像コントロール

ホワイトバル（R）[カラーモードの
み]

カラー画像の赤チャンネルの相対強度を制御します。

ホワイトバル（B）[カラーモードの
み]

上記のWhite Bal（R）と同様ですが、青を制御します。
 

ホワイトバル（G）[カラーモードの
み]

上記のWhite Bal（R）および（B）と同様ですが、緑のチャネルを制御しま
す。
 

 

熱制御

クーラーパワー クーラーが実行される電力の割合を設定できます。自動に設定されてい
る場合、クーラーは自動的にセンサーをターゲット温度コントロールで指
定された温度まで冷却しようとします。

目標温度 クーラー電源が自動に設定されている場合に使用するセンサーの目標
温度を設定します。

 

Starlight Xpressカメラコントロール
SharpCapは、すべてのStarligh tXpress CCDカメラをサポートしています。ドライバーと詳細情報は、Starlight Xpress Webサイトにあります。

キャプチャ形式とエリアキャプチャ形式とエリア

一部のStarlight Xpressカメラには、インターレースセンサーが搭載されています。つまり、センサーのラインの半分しか一度に読み取れません。インターレースセンサーを備えたカメラを使用している場合、SharpCapはインターレース処理コントロールを追
加して、インターレースカメラを処理するさまざまな方法を選択できるようにします。

インターレース処理のオプションは次のとおりです。

�         次に偶数行を奇数をキャプチャ-このオプションがあっても、その後、第一のセンサの奇数ラインを捕捉、SharpCapに示すフレーム毎に二回カメラを公開します。これは完全なセンサー解像度を提供する唯一のオプションですが、フレームレートは
半分になります（たとえば、2秒の露出を選択した場合、画像は4秒ごとに1回しか更新されません）

�         補間は、奇数行からこのオプションは、センサの奇数行を公開するが、いずれかの側に（補間）平均により奇数行のデータを偶数行のデータを生成することによって、フルサイズの画像を生成します。フレームレートは通常になりますが、画像の
細部は少なくなります

�         偶数行から補間などの奇数行からの補間、奇数行とセンサの偶数行のみが、露出するが、平均化することにより生成されます
�         奇数行のキャプチャ センサの奇数行を露出し、通常の高さの半分のみの画像を形成します（上記のカメラの場合は290ピクセル）。フレームレートは通常になりますが、画像の高さが半分になるため画像がゆがみます
�         キャプチャ偶数行としてキャプチャ奇数行が、キャプチャのみ偶数行。
�         すべての行をキャプチャ（2x垂直ビン）-このオプションは、センサーの読み取り前に2x垂直ビンを適用して、センサー上のすべてのピクセルを公開します。キャプチャ奇数行と偶数行をキャプチャし、画像は通常の半分の高さであることに起因し歪

むことになるが、すべてのピクセルが各フレーム内に露出して測定されるように、センサの感度が最大化されます。

画像コントロール画像コントロール

画像コントロール

デジタルゲイン Starlight Xpress CCDカメラにはアナログゲイン調整オプションがありません
が、深度が深いため、比較的低い飽和レベルでも使用可能な画像を
生成できます。残念ながら、各ピクセルの信号は最大信号と比較して
低いため、このような画像は非常に暗いです。デジタルゲインオプション
は、センサーから読み取られた画像全体を最大100倍にブーストすること
により、この問題を補正する方法を提供します。
デジタルゲインの使用は、フォーカス調整や極座標調整ツールの使用時
に特に役立ちます。
 

黒レベル これはソフトウェアの黒レベル調整です。デジタルゲインオプションを使用
する場合にのみ、このコントロールを調整する必要があります（ヒストグラ
ムの黒レベルを妥当な範囲に抑えるため）。
 

 

ZWOカメラコントロール
SharpCapは、高解像度ASI1600カメラおよび冷却カメラのサポートを含む、ZWOカメラの全範囲をサポートします。

ドライバーと詳細情報はZWO Webサイトで見つけることができます。

カメラ制御カメラ制御

https://www.sxccd.com/
https://astronomy-imaging-camera.com/


 
 
カメラ制御

ターボUSB カメラがUSBバスを介してデータをプッシュする速度を制御します。高い値を設定
すると、データの移動が速くなり、フレームレートが高くなりますが、値を高く設定し
すぎると、以下が発生する可能性があります：

�         ドロップされたフレーム。

�         フレームレートの崩壊。

�         または、フレームもまったくありません。

通常、この設定を[自動]のままにしておくと、ほとんどの状況でうまく機能します
が、フレームがない、フレームが途切れる、またはフレームレートが低いという問題
がある場合は、このオプションを調整してください。

高速モード 状況によってはフレームレートが向上する場合があります。カメラで12ビットADCを
使用することから10ビットADCを使用するように変更します。高速モードを有効に
すると、ゲインを低い値に設定したときに画像ノイズが増加する場合があります。

ハードウェアビニング ビニングが有効になっている場合にのみ適用されます。カメラドライバーのソフト
ウェアではなく、カメラ自体のビニングを計算します。ゲインとノイズが増加し、フ
レームレートが増加します。

 

画像コントロール画像コントロール

 

 

画像コントロール

ホワイトバル（R）
[カラーモードのみ]

カラー画像の赤チャンネルの相対強度を制御します..White Bal（B）とともに、こ
れを使用して画像のホワイトバランスを補正できます.2つのZWOホワイトバランス
コントロールのいずれかを自動設定に設定することに注意してください両方とも自
動。

ホワイトバル（B）
[カラーモードのみ]

上記のWhite Bal（R）と同様ですが、青を制御します。緑のチャンネルを制御す
ることはできませんが、緑のチャンネルの相対強度は、赤と青の両方。

モノビン[カラーカメラの
み]

ビニングが選択されている場合にのみ適用されます。カラービニングイメージでは
なく、モノクロビニングイメージを作成します。

 

熱制御熱制御

熱制御

クーラーのオン/オフ カメラクーラーをオンまたはオフにします。クーラーを動作させるには、カメラを12V電
源に接続する必要があります。

目標温度 クーラーがオンになっている場合にカメラが達成しようとする温度。

Cooler Power [読み取
り専用]

クーラーが稼働している現在の電力の割合。

 

その他のコントロールその他のコントロール

これらは、カメラの自動露出および自動ゲイン機能を
制御します。

 

その他のコントロール

Auto Exp Max
Brightness

Auto Exp Max Brightnessは、ヒストグラムの最大輝度ポイントのターゲットレベル
を50（約20％レベルのヒストグラムピークをターゲット）から150（約60％レベルのヒス
トグラムピークをターゲット）に設定します。

Auto Exp Max Exp Auto Exp Max Expは、自動露出が有効な場合に使用できる最大露出（秒単
位）です。

自動経験最大ゲイン 同様に最大許容ゲインを設定します。
 

DirectShowカメラ
Microsoft DirectShowは、Microsoft Windows プラットフォームでメディアをストリーミングするためのアーキテクチャです。

市場には膨大な数のウェブカメラとフレームグラバーがあります。一般的に、SharpCapはそれらのいずれかで動作するはずですが、一部のカメラ/グラバーにはバグのあるドライバーがあり、SharpCapで正しく動作できない場合があります。 SharpCapで使
用可能なコントロールはドライバーによって決定されます SharpCapはドライバーが使用可能にするコントロールを表示するだけです. デバイスドライバーが提供する（ビデオキャプチャピン）および（ビデオキャプチャフィルター）ダイアログでより多くのコントロー
ルが使用できる場合があります。

さらに、SharpCapを使用すると、専用のアストロカムユーザーが利用できる高度な機能でWebカメラからキャプチャされた画像を処理できます。たとえば、ライブスタッキングとポーラーアラインメントは、Webカメラまたはフレームグラバーからの画像で使用で
き、十分な露出が得られる場合に使用できます詳細や星の表示を開始するように設定します。

ウェブカメラ
多くの予算のWebカメラでは、通常、イメージングに使用するために何らかの調整が必要です。これには通常、レンズ、オートフォーカス（赤外線フィルターを含む）の取り外し、Webカメラ1.25アダプターおよびIRカットフィルターの追加が含まれます。

Microsoft LifeCam（ウェブカメラ）
Microsoft LifeCam HDは一般的なWebカメラであり、アストロでの使用に合わせて変更できます。通常は月/惑星の画像キャプチャに使用されますが、深空オブジェクトには使用されません。その機能は、SharpCapギャラリーの Jupiter画像で確認でき
ます。

これらのウェブカメラはeBayで約15秒間見つけることができ、IRカットフィルター（eBayで約10）が必要になります。修正の詳細については、http：//dslrmodifications.com/lifecam/lifecam1.html を参照してください。使用されていない、または低コストの
望遠鏡の接眼レンズに取り付けられているカメラ。

http://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/gallery
http://dslrmodifications.com/lifecam/lifecam1.html


オリジナルのMicrosoft LifeCam 1.25 の接眼レンズに改造して装着

IRカットフィルターの表示 センサービュー

 

Microsoft LifeCamがアクティブなカメラの場合、追加のメニューオプションがSharpCapに表示されます。

Microsoft LifeCamの便利な追加オプションは次のとおりです。

�         ビデオキャプチャフィルタ
�         ビデオキャプチャピン

ビデオキャプチャフィルタとビデオキャプチャピンは、カメラの製造元が作成したセットアップダイアログを表示するオプションです。（ビデオコントロール）ダイアログには、オプションコントロールの横にある全方法ボタンを押して、カメラコントロールパネルからアクセ
スすることもできます。

ビデオキャプチャフィルター ビデオキャプチャピン
 

[ビデオキャプチャフィルター]および[ビデオキャプチャピン]ダイアログで使用できるコントロールとデザインは、SharpCapではなく、使用中のカメラのカメラドライバーによって決定されることに注意してください。

フレームグラバー
フレームグラバーは、アナログビデオ信号からフレームをキャプチャできる電子デバイスです。フレームグラバーはUSBデバイスです。アナログビデオ信号は、通常、夜間/夜間CCTVスタイルのセキュリティカメラから供給されます。このタイプのカメラ、一般的に
アストロビデオカメラと呼ばれ、通常はビデオフレームの内部スタッキングを可能にする強化されたファームウェアまたは電子機器を備えたLN300スタイルのCCTV本体に基づいています。カメラ出力はフレームグラバーまたはアナログスクリーンに出力できま
す。特にアウトリーチタイプのシナリオで天体のライブ画像表示とインターネットビデオ放送に一般的に使用されます。この配置は、ひどく汚染された空の下で満足のいく結果をもたらすことが証明されています。

典型的なビデオキャプチャデバイスは、http：//www.ezcap.tv/ のEzGrabberです。[注： ezcapと同じように見えるが、完全に異なるハードウェアを含み、異なるドライバーを持つクローンデバイスがたくさんあります。ドライバには互換性の問題があります。
]

アストロビデオタイプのカメラの有名なメーカーは、Revolution ImagerとMallincamです。

フレームグラバーとアストロビデオカメラで構成される典型的なセットアップを以下に示します。

カメラの内部メニューにアクセスするためのBluetooth
アダプターを備えたアナログビデオカメラ。イーサネット
ケーブルの接続に使用されるビデオ/電源バラン（左

側）。

 
USB2ビデオフレームキャプチャデバイス。SharpCapで

はUSB 2861デバイスとして表示されます。

左から右へ
ビデオフレームグラバー、バラン、イーサネットケーブル、バラン、アナログビデオカメラ。

 

SharpCapは、このUSBフレームグラバーをUSB 2861（通常28xx）デバイスとして認識します。フレームグラビングデバイスに接続されたカメラの詳細は、SharpCapによって検出されません。カメラは、独自の内部メニューシステムによって制御され、通常は
USBまたはBluetooth接続経由でアクセスします。このタイプのカメラは通常、720 x 576の最大解像度を持ち、NTSCまたはPALになります。

フレームグラバーのSharpCapビュー Astroビデオカメラの内部メニュー

http://www.ezcap.tv/


 

変更されたウェブカメラ
変更されたWebカメラは、電子的に変更されたものです。代表的な変更は、長時間露光（LX）およびアンプグローの削除です.SharpCap 3.1以降は、LXで変更されたWebカメラをサポートしなくなりました-これらのカメラを制御するには、以前のバージョ
ンのSharpCap（3.0以前）を使用する必要があります。それらの使用の詳細は、このユーザーマニュアルの以前のバージョンに記載されています。

DirectShowコントロール
DirectShowカメラには、Microsoftが定義した使用可能なコントロールの固定セットがありますが、すべてのカメラがこれらすべてのコントロールを提供するわけではありません。

フォーマットとエリア（ビデオフォーフォーマットとエリア（ビデオフォー
マット）マット）

�         カラースペース

�         FPS
�         解像度

�         フレーム除数

カメラ制御カメラ制御

�         パン

�         チルト

�         ロール

�         ズーム

�         露出

�         アイリス

�         焦点

画像コントロール画像コントロール

�         明るさ

�         コントラスト

�         Hue
�         彩度

�         シャープネス

�         ガンマ

�         カラー有効化

�         ホワイトバランス

�         逆光補正

�         ゲイン
 

仮想カメラ
SharpCapは、ASCOMまたはDirectShowドライバーを介して、さまざまなカメラと直接通信できます。また、曇りの夜にプログラムの機能を試すために使用できるテスト用の2つのカメラ（シミュレーション）があります。Virtual Folder Monitor Cameraは、
SharpCapに画像を取り込む別の方法を追加します。ディレクトリから既存または新規に追加された画像ファイルを読み取ることができ、SharpCapを使用する新しい方法を開きます。いくつかの例として：

�         DirectShowまたはASCOMドライバーを使用していても、SharpCapでサポートされていないカメラがありますが、そのカメラからフレームをキャプチャしてフォルダーに保存するアプリケーションがあります。フォルダーモニター仮想カメラを使用して、
フォルダーに保存された新しい各フレームをSharpCapにロードし、フォーカス測定、ライブスタッキングなどのSharpCapツールにアクセスできます。

�         SharpCapまたは別のキャプチャアプリケーションでキャプチャされたターゲットの一連の画像フレームがあります。フォルダーモニター仮想カメラを使用して、これらのフレームをSharpCapでライブスタックすることができます（または、これらが元々
SharpCapに保存されたフレームであった場合、異なるパラメーターでライブスタッキングを繰り返します）。

仮想フォルダーモニターカメラには限られたコントロールセットしかありません。保存されたファイルから画像が読み取られているとき、露出、ゲイン、カラーバランスなどのカメラコントロールを調整することは明らかに不可能です！解像度と色空間の値は、
ロードされる画像ファイルの内容によっても決定され、変更できません。

作業するファイルを含むフォルダーを参照し、フォルダー内のファイルのリストを自動的に（再生モードで）移動するか、一時停止モードで手動で前後に移動できます。さらに、ダークサブトラクションとフラットフレーム補正を適用し、フレームレート制限を設
定できます。

フォルダーのソースを選択するには、腺行ボタンを押してフォルダー（そのフォルダー内のすべての画像ファイルを処理します）を選択するか、すべての画像を処理する単一の画像ファイル（PNG、TIF、FITS、JPGをサポート）を選択します同じフォルダ内のそ
のタイプのファイル。新しいフォルダーを選択すると：

�         フォルダに画像ファイルが含まれている場合、選択したファイルタイプの最初の画像ファイルがカメラにロードされて表示され、カメラが自動的に一時停止します。必要な調整を行ったり、善を押す前にライブスタッキングなどのツールを選択でき
ますフォルダー内の他の画像の処理を開始するボタン

�         フォルダに画像ファイルが含まれていない場合、カメラは自動的に再生モードに入ります。つまり、選択したフォルダに保存された直後に最初の画像が処理され、画面に表示されます。

再生コントロール（巻き戻し、戻る、一時停止、再生、進む）は、フォルダー内にある画像ファイルを移動する方法を提供します。

画像ファイルは常に日付順に処理されます（最も古いものから順に処理されます）。処理される最初のフレームから解像度と色空間の値が選択され、異なる解像度または色空間設定を持つファイルはスキップされます。SharpCapがフォルダー内のファ
イルを使い果たした場合（または最初にフォルダーに画像ファイルがない場合）、新しい画像ファイルが追加されるのを待って、表示されたときにそれらをロードします。

フォルダーに複数の画像ファイルが存在し、善機能が選択されている場合、それらは次の場合を除き、画像間で一時停止せずに順番にすばやく表示されます

�         フレームレート制限コントロールは、フレームが表示されるレートを制限するように設定されています。
�         ライブスタッキングが選択されている場合、新しいフレームは、前のフレームがライブスタッキングの計算を完了した後にのみロードされ、ライブスタッキングによってフレームがスキップされないことが保証されます。

仮想フォルダーモニターカメラは、SharpCap Proの機能です。

 

テストカメラ
テストのカメラで実験し、設定とその効果を理解するのに有用である。このマニュアルの材料の多くが由来されたテストカメラ。 したがって、このドキュメントは、PC /ラップトップに望遠鏡やカメラを接続せずに、または空が曇っている場合に学習支援として
使用できます。適切なレンズ（数ポンドで購入可能）を使用すると、晴天を待たずにテストするアストロカメラ。

テストカメラ1（Deep Sky）

一般的なカメラ/画像/ディスプレイコントロールの説明については、共通のカメラコントロールを参照してください。

�         画像 [ プロパティ ]ボタンをクリックして、SampleFiles フォルダーに保存されているPNGファイルをロードします。他のユーザーが作成したPNG、JPG、またはFITSファイルをここに保存して、テストカメラ経由でアクセスできます。
�         ランダム回転は、キャプチャ表示領域に示される各フレームにランダム小さな回転を適用する。オン/オフ、デフォルト=オフ。
�         ランダムオフセット キャプチャ表示領域に表示される画像にランダムオフセット効果を適用し ます。オン/オフ、デフォルト=オフ。
�         ランダムのシーイングは、 キャプチャ表示領域に示されている画像にランダムシーイング効果が適用されます。 見る効果は画像のぼかしです。オン/オフ、デフォルト=オフ。
�         ランダムノイズ（オン/オフ） キャプチャ表示領域に表示される画像にランダムノイズ効果を適用します。デフォルト= 10、範 囲0..50。
�         ダークノイズの追加 デフォルトで は、キャプチャファイルに表示される画像にファイルSampleFiles \ 1280x960x32RGB_dark.pngを適用します。ダークノイズに使用 する画像は、[ プロパティ]を押すと変更できます。画像のサイズは、メイン

画像。

テストカメラ2（高速）

一般的なカメラ/画像/ディスプレイコントロールの説明については、共通のカメラコントロールを参照してください。

�         フォーカスオフセット ‒フォーカスの動きをシミュレートし、フォーカススコア>グラフで使用できます。デフォルト= 0、範囲-10 .. + 10。このフォーカスオフセットコントロールは、ハードウェア設定で選択したフォーカサーが[ なし ]に設定されている
場合にのみ使用できることに注意してください。

�         ランダムオフセット キャプチャ表示領域に表示される画像にランダムオフセット効果を適用します。オン/オフ、デフォルト=オフ。
�         ランダムシーイング- キャプチャ表示領域に表示される画像にランダムシーイング効果を適用します。シーイング効果は画像のぼかしです。オン/オフ、デフォルト=オフ。
�         ランダムノイズ キャプチャ表示領域に表示される画像にランダムノイズ効果を適用します。デフォルト= 10、範 囲0..50。

 



ヒストグラム
画像ヒストグラムは、デジタル画像の色調分布のグラフィカルな表現として機能します。 各階調値のピクセル数をプロットします. ヒストグラムは、露出不
足、露出オーバーまたはカラーバランスの問題を含む画像の問題をすばやく強調し、可能な限り最高品質のデータをキャプチャするために使用されます。

ツールバーの画像ヒストグラムアイコンをクリックすると、ヒストグラムを表示できます。

これが表示されます画像のヒストグラムをして作業領域のメイン画面以下に示すように、。

ツールバーのFX選択領域アイコンをクリックすると、画像上に赤い長方形が表示され、ドラッグしてサイズを変更できます。この選択エリアの長方形は有効に
なっていますが、ヒストグラムは長方形内の画像の部分に対してのみ計算されます。これにより、画像の制限された領域と領域内のヒストグラムの表示方
法をより詳細に調べることができます。

上記の2つのヒストグラムは異なりますが、カメラの設定は変更されていません。

ヒストグラムの詳細



自動非 表示-右上のpixinアイコンを使用して、マウスをヒストグラムから遠ざけると、ヒストグラムを自動的に非表示にできます。折りたたまれたヒストグラム
タブの上にマウスを戻すと、ヒストグラムが再表示されます。

対数/線形 選択-チェックボックスは、対数表示と線形表示を切り替えます。

平均および標準偏差（SD）-各カラーチャンネルの統計情報で、そのチャンネルのピクセル値の平均および標準偏差を示します。これらは、ADU（アナログから
デジタルユニット）で測定され、最大値は8ビットイメージの場合は100％で255、10 / 12/14/16ビットイメージの場合は100％で65535です。

十字線-これらは、マウスがヒストグラム領域上を移動したときに表示され、ヒストグラムグラフ上の任意のポイントのADU値とピクセル数を簡単に読み取るこ
とができます。

横軸 最大ピクセル輝度の％（8ビットモードではピクセル輝度は0から255、16ビットモードでは0から65535）。これは0 100にスケーリングされ、8ビット、12ビッ
ト、均一なプレゼンテーションの14ビットおよび16ビットカメラ。

縦軸-その輝度でのピクセル数。

ヒストグラムの線 3つの原色チャネル（赤、緑、青）のそれぞれの輝度分布と各ピクセルの合計輝度の分布（しばしば輝度と呼ばれる）を示すヒストグラムグ
ラフの4本の線。

水平カラーバー-水平軸の下にあるこれらのバーは、輝度、赤、緑、青のチャンネル（一般にLRGBと呼ばれます）の範囲を表します。

以下のこのヒストグラムは、次の情報を伝えます。

�         約400kピクセルの最大ピクセル輝度は3％です。これがヒストグラムのピークです。
�         約15ピクセルの最大ピクセル輝度は100％です。つまり、この場合は飽和しています。これは、画像の合計数に比べて非常に少ないピクセ

ル数であるため、右側のクリッピングはほとんど意味がありません。

 
モノ カラースペースを使用する場合、グラフには単一の白い水平バー（輝度）と単一の線しかありません。



 

ヒストグラムの軸を理解する
次の図は、水平軸と垂直軸の単位を定義しています。

メモSharpCapは水平スケールを％で表示し、8、12、14、および16ビットカメラをカバーするための均一なラベル付け方法を提供します。

水平スケールは、カメラのビット深度機能の表現を使用してインターネット上で見つけることができます。表は、遭遇する可能性のある代替水平スケールを

示し、数値は2 
n

 -1 として導出されます（ n =カメラのビット深度） 。

カメラのビット深度 ヒストグラムの水平スケール

8 0..255
12 0..4095
14 0..16383
16 0..65535

 

線形および対数スケール
右上の[ 対数]チェックボックスを選択解除または選択することにより、SharpCapヒストグラムの形状を変更できます。

垂直スケールは線形で、チェックボックスは選択され
ていません

垂直スケールは対数で、チェックボックスが選択されて
います

 

上の図では、垂直スケールが異なっていることに注意してください。以下は、線形スケール と対数スケールの違いの説明です。

注：〜〜は、おおよそおおよその計算を意味します。わずかな不正確さは、画面に合わせて拡大縮小する際の丸め誤差が原因です。

 



リニアスケールリニアスケール でオフになっている画像ヒストグラム。
 
�         数値は均一です。

�         目盛りは等間隔です。

�         目盛りには、値に一定の差があります。

�         値は0、37k（1 * 37）、75k（〜2 * 37）、113k（〜3 * 37k）、150k（〜4 *
37k）、188k（〜5 * 37k）です。

�         1つの目盛りから次の目盛りまでの増分は〜37k（37000）です。つまり、次の
値を取得するために各値に37kが追加されます。

�         グラフが1つの場所で（たとえば50％の明るさ）別の場所（たとえば25％の明
るさ）の2倍の場合、50％の明るさのピクセルは25％の明るさの2倍です
 

 

 

対数スケール対数スケール  は画像ヒストグラムでチェックされます。
 
�         数値は不均一です。

�         目盛りは等間隔です。

�         目盛りは、ある値から次の値に移動するときに一定の差がありません。代わ
りに、一定の量で乗算されます。たとえば、値は13,180（〜13 * 13）、
2400（〜13 * 13 *）です。 13）など。

�         基本的な代数を覚えることができる人は、13認識して
0
、13 

1
、13 

2
、13 

3
の

ように。

�         垂直スケールは、小さな値がある領域の高さを増やし、大きな値がある領
域の高さを減らします。

�         各レベルで大幅に削減されたピクセル数で、グラフのこれらの部分が見やすく
なります。

�         対数目盛は、チャート上のすべてのデータを取得するのに役立ち、値が読
み取り可能です。高い値を抑制し、低い値を強調します。

 

 

上記を読んだ後、質問は、イメージヒストグラムを使用するときに対数目盛または線形目盛を選択すべきかどうかです。

答えは、「画像化されるオブジェクトのタイプを考え、最良の画像を取得する方を使用してください」ですが、次のことに留意してください：

�         リニア ヒストグラムに適用されている領域は、例えば、明るさがほぼ均一であるときに最も理にかなっています。
o   フレームが満たされたときの月または太陽の画像。
o   ROIを使用して惑星ディスク内の領域を選択するときの惑星画像。

�         対数 は、ヒストグラム領域内に異なる領域が存在する場合に意味があります。たとえば、次のとおりです。
o   星雲の小さな領域を含む深空のフルフレーム。

深い空を線形ヒストグラムで見ると、星雲と星からのピークは広大な黒レベルのピークに圧倒され、したがって見えなくなります。ただし、対数スケー
ルはこれを回避します。

次の2つの例は両方とも対数目盛を使用していますが、撮像されるオブジェクトのタイプ（深空または大きなディスク）によって、目的のヒストグラムの形状は
まったく異なります。

ディープスカイ 大容量ディスク



 

ヒストグラムを使用して画質を改善する
組の形状ヒストグラムは、次の条件によって異なります。

�         対数 又はリニア 垂直スケールが選択されます。
�         表示されているオブジェクト：
o   ディープスカイ。
o   太陽/月/惑星。
o   ROI（関心領域）を使用してディスク内の領域を選択する場合のソーラー/月/惑星。

組合わせのガイドライン：線形/対数の垂直スケールとオブジェクトタイプのヒストグラム形状を以下にまとめます。これらのガイドラインに従うと、画像が正しく
露出されるようになります。

ディープスカイ-リニア
 

ディープスカイ-対数
 

 

太陽/月/惑星-線形
 

太陽/月/惑星-対数
 

 

ROIを使用した太陽/月/惑星、またはターゲットがフ
レームを満たしている場合（つまり、黒い背景がない

場合） 線形
 

ROIを使用した太陽/月/惑星-対数

 

これらのヒストグラムの形状が特定のタイプの画像に関連付けられている理由を理解するには、次の情報を検討することが役立ちます。

�         深い空ヒストグラムが何らかの星雲の暗い背景と、典型的な低輝度に低い強度レベルでピークを有します。
�         ソーラー/月/遊星ヒストグラムは通常、暗背景と（比較的）大きな明るい画像のための別のピークに黒レベル付近にピークを有しています。
�         ROIが使用されるか、太陽/月がフレーム全体を埋める太陽および月のヒストグラムは、黒の背景がないため、黒レベルの近くにピークがあり

ません。

次の2つの図は、ヒストグラムで発生する問題の種類（および修正案）を示しています。



露出不足の画像露出不足の画像

ヒストグラムがこのように見える（左に移動しすぎてい
る）場合、画像は露出不足または黒レベルがクリップ
されていると言われます。これにより、画像が粗い背
景になります。微妙なディテールを引き出すのは難し
いでしょう。修正するには、画像をより長く（推奨）露
出するか、ゲインを上げるか、明るさまたはオフセット
を上げます。

露出オーバーの画像露出オーバーの画像

ヒストグラムがこのように見える場合（右にずらしすぎ
る）、画像は露出オーバーと言われます。画像内の
ピクセルが飽和状態になり、詳細が失われます。修
正するには、画像の露出を少なくする（推奨）およ
び/またはゲインを減らします。

 

実施例
次の2つの例では、対数目盛を使用するように垂直軸が設定された深空オブジェクトのは、対数目盛を使用するように垂直軸が設定された深空オブジェクトの合理的なヒストグラムに、これらのガイドライン（規則ではな規則ではな
くく）を使用していますを使用しています。

�         水平LRGBバーが左軸に接触していない（そうでない場合、黒がクリップされている）。
�         水平LRGBバーが右軸に接触していない（そうでない場合は白が飽和）。
�         赤と青の水平バーが各端でほぼ水平になります（カラーバランス）。
�         LRGBヒストグラムはグラフ内で非常に接近しています。
�         ヒストグラムは、水平軸の約20％にピークがあります。ピークは、光害に応じて移動できます。
�         ピークの左側の急勾配。
�         ピークの右側への緩やかな勾配。

モノクロのディープスカイの例
以下の例では、M42のイメージを作成する準備について説明します。使用した機器は次のとおりです。

�         Celestron C8 SCT。
�         Celestron CG5赤道儀。
�         アルタイルアストロGPCAM MONO V1はMONO8色空間に設定します。
�         0.5x焦点リデューサーとAstronomik CLSフィルター。
�         ラップトップのイメージングは 、1.8GHz Core 2 Duo CPU、4Gb RAM、120Gb SSD、Windows 10 Pro 32ビットを搭載したLenovo X61

ThinkPadでした。

 

M42オブジェクトには幅広い輝度があります。画像全体の露出とゲインを設定するのではなく、FXエリア選択ツールを使用して、制限されたエリアのヒストグラ
ムを設定し、計算からM42の明るいコアを効果的に除外しました..この選択により、コアが露出しすぎましたが、ネブライトを捕捉する機会が得られました。



対数目盛を使用するように垂直軸が設定された深空オブジェクト対数目盛を使用するように垂直軸が設定された深空オブジェクトについて、上記のガイドラインに照らして確認しますます。

ガイドライン 満足しているか

水平LRGBバーが左軸に接触していない（そうでない
場合は黒がクリップされている）。

はい、モノラルなのでRGBはありません。

水平LRGBバーが右軸に接触していない（そうでない
場合は白が飽和）。

触れますが、対数目盛を見ると、〜80ピ
クセルが飽和しています。

赤と青の水平バーが両端でほぼ水平になります（カ
ラーバランス）。

モノとしては適用されません。

LRGBヒストグラムはグラフ内で非常に接近していま
す。

モノとしては適用されません。

ヒストグラムは、水平軸の約20％にピークがありま
す。

10％ですが、形状は良好です。
 

ピークの左側の急勾配。 はい。

ピークの右側への緩やかな勾配。 はい。
 

スタックがクリアされ、スタックが再開され、ヒストグラムは依然として妥当であり、1 x 30秒のフレームの後に星雲が構築され始めました。

各段階で、作業領域のヒストグラムに最も注意が払われました。

以下は、、  FITS Liberatorに読み込まれたFITSキャプチャファイルのコピーコピーです（後処理なし）。ヒストグラムは、後の処理のために価値のあるデータがキャプ
チャされていることを示唆する、忘れられない形状を維持していました。

カラーディープスカイの例
このキャプチャは、USB2ビデオキャプチャデバイス（フレームグラバー）を備えたAVS DSO-1アナログビデオカメラを使用して撮影されました。内部メニュー。



上記のガイドラインに照らして確認：

ガイドライン 満足しているか

水平LRGBバーが左軸に接触していない（そうでない場合は黒がクリップされている）。 はい。

水平LRGBバーが右軸に接触していない（そうでない場合は白が飽和）。 はい。

赤と青の水平バーが両端でほぼ水平になります（カラーバランス）。 合理的。

LRGBヒストグラムはグラフ内で非常に接近しています。 はい。

ヒストグラムは、水平軸の約20％にピークがあります。 はい。

ピークの左側の急勾配。 はい。

ピークの右側への緩やかな勾配。 はい。
 

M42の中心にある4つのTrapezium星を見ることができます。ここでの改善は、露出、ゲイン、明るさを調整することで、ヒストグラムをさらに右に拡張すること
です。

結果として見られるように保存 PNGファイルライブスタック数が293を（下に表示されたページビューとして保存 =無後処理が）。コアが吹き飛ばされましたが、
いくつかの星雲を撮影しました。

AVS DSO-1カメラの設定
�         AGC = 36
�         色=赤63、青101
�         INTG = X8
�         明るさ= 60
�         ガンマ = 0.3
�         INTMUL = 5



スマートヒストグラム
ディープスカイイメージングで適切なゲインを使用するのか、露出を使用するのか疑問に思ったことはありませんか？6倍の10分間の露出で、12倍の5分間の
露出よりも詳細な情報が得られるかどうか。SharpCap Proスマートヒストグラム機能では、これ以上推測する必要はありません。センサー分析の結果と組み
合わせて、SharpCapは空の背景の明るさを測定し、さまざまなゲインと露出の組み合わせを使用した場合の最終的なスタック画像品質への影響の数学
的シミュレーションを実行できます。また、推奨よりも長いまたは短い露出（または低いまたは高いゲイン）を使用した場合の影響を示すグラフを表示すること
もできます。

最新の低ノイズのCMOSセンサーを使用してこれを試してみると、最適な露出の長さが想像したほど長くないことや、ガイドの複雑さが過去のものになる可
能性があることを知って驚くかもしれません（かすかなターゲットを見るために、従来の深空イメージングで長い5〜10分またはさらに長い露光を使用する必
要はないため、実際にはCCDセンサーの高い典型的な読み取りノイズに対処する必要があります。読み取りノイズとCMOS読み取りノイズの2乗は、8〜10
個の電子ではなく、1〜3個の電子になります。多くの場合、露光は品質を損なうことなくはるかに短くなります。

スマートヒストグラム機能は特定のカメラでのみ使用できることに注意してください。

�         スマートヒストグラムは、DirectShow（Webcam）ドライバー経由で使用されるカメラでは使用できません。
�         スマートヒストグラムは、センサー分析ツールを使用して分析されたカメラでのみ使用できます。SharpCapには、最も人気のある天文学カメ

ラ用のカメラ分析データの選択肢が付属していますが、スマートヒストグラム機能を使用可能にするには、各カメラでセンサー分析を実行する必要
がある場合があります。

スマートヒストグラムバー
スマートヒストグラムの基本的な形式は、ヒストグラム領域の上部に沿った色付きのバーのペアの形式を取ります。

赤、アンバー、および緑のセクションがある上部のバーは、その輝度レベルでの画像ノイズ全体に対するカメラの読み取りノイズの影響を示しています。ヒスト
グラムの赤色で強調表示された領域内の画像の領域では、カメラ読み取りノイズが総ノイズを支配します（総ノイズの50％以上）。こはく色の領域では、
読み取りノイズが総ノイズに大きく寄与します（10％〜50％）。緑の領域では、読み取りノイズからの寄与は小さい（<10％）。

カメラのゲインとオフセットコントロールを変えると、赤とオレンジのゾーンのサイズが変わります。これらのコントロールの値を選択したら、空の背景に対応するヒ
ストグラムピークがオレンジゾーンのちょうど右側になるように露出を調整する必要があります。これにより、露出時間が長くなったゾーンに入ることなく最適な
画質が得られます（ゼロに）減少します。

下のバーは、キャプチャされた画像の品質に対するビット深度の影響を示しています。高ビット深度モード（12、14、16ビット）では、バーは緑色で明るい緑
色です（上記参照） 明るい緑色のセクションは、ピクセルノイズの合計が等しいか、 8ビットモードでADUレベル間の距離を超えています。明るい緑の領域で
は、高ビット深度の使用は、ピクセルノイズをより詳細に記録していることを意味します！

8ビットモードでは、下のバーはオレンジ色と緑色です。

こはく色の領域は、8ビットモードを使用してデータを破棄しているヒストグラムの部分を示します（つまり、このヒストグラム領域の画像の一部を10/12/14/16
ビットに切り替えると、より高い画質が得られます） 。カメラのゲインレベルを上げると、region色の領域が左に縮小し、惑星のイメージングで使用される高ゲ
インでは、まったく見えないことがあります。これは、惑星の鼠な状態で高ビット深度モードを使用する必要がない理由を示しています イメージング（また、ス
マートヒストグラムは深空でのみ有用ではないことも！）

ヒストグラムの上部にある色付きのバーは、スマートヒストグラム機能を使用する簡単な方法であり、露出時間とビット深度に関する基本的なガイダンスを
提供します。ゲイン、オフセット、露出、ビット深度に関する推奨事項を提供するより詳細な計算については、色付きのバーの横にある[腺]ボタンを押して、
Brainウィンドウを表示します。

スマートヒストグラムブレインウィンドウ
腺線ウィンドウは非常に複雑に見えますが、上から下に移動するのはそれほど難しくないはずです。

file:///C:/SharpCap_Ja_HTML/19_SensorAnalysis.html#_Toc523950240


Brainの目標は、最適な深空画像を取得するために適切なカメラ設定を選択できるようにすることです。Brainは素晴らしい品質のサブ露出画像を提供す
ることを目的としていないいないことに注意してください。設定された期間（デフォルトでは1時間）に撮影されたすべてのフレームをスタックするときの最良の最終画
像を取得する方法を計算しています。360 x 10秒の画像、10 x 360秒の画像、またはその他の組み合わせを使用する方が良いかどうかにかかわらず、計算
はうまくいきます。デフォルト値の60分よりも長いか短い合計スタッキング時間を選択しても、主要な結果（推奨される露出時間とゲイン）は変わりません。

空の明るさを測定する
最初のステップは、空の明るさを測定（または入力）することです。これは、1秒あたりのピクセルあたりの電子数で測定されます。これは、カメラのすべてのピク
セルに、私たちが本当に必要としないソースから毎秒到達する信号の量です。主な原因は光害と熱雑音です。「閃光測定」ボタンを押すと、SharpCapは
ゲインを最大に設定し、この値を測定するために長時間の露光を数回行います。望遠鏡を星雲や星のない空の領域に向けて、適切な測定値を取得す
る必要があります。

空の明るさは、ターゲットの高度、空の透明度、明るい月の近くなど、さまざまな要因によって異なることに注意してください

Brain Windowを何度も使用した後、観測場所の空の明るさの一般的な値に慣れ、ドロップダウンを使用しておおよその空の明るさをe / pixel / sで指定し
て値を直接入力できるようになります。

制限とターゲットの設定
次のステップは、計算の制限と目標を設定することです。考慮すべき最小と最大の露出を設定できます（通常、最大の露出は、マウントの追跡/ガイドの
品質と、非常に短いフレームで保存する必要があるデータの量またはライブスタッキングのスタッキング速度）。また、イメージする時間を設定することもできま
す（この値を設定することは重要ではありませんが、これを変更しても推奨値は*変更*されません）および最終イメージノイズレベルでセンサー読み取りノイズ
から許容される準備を整えます 10％のノイズリミットを選択した場合、計算により、最終的なスタックイメージの合計ノイズレベルは、達成可能な最小ノイ
ズレベルよりも10％増加します（つまり、任意のスケール）。

このセクションの最後の選択は、ゲインの選択方法を決定します.2つのオプションは、ADUごとに1電子（または可能な限り近い）を目標とする安全性ゲイン
です。閃光ダイナミックレンジは、最終的にスタックされた画像が完全に飽和していない最も明るいものとノイズレベルの最大比を持つゲインを見つけま
す。最大ダイナミックレンジは、多くの場合（常にではありません）、最小ゲイン値を選択します。

結果
空の背景を測定し、制限と目標を設定したら、結果を調べることができます。上の画像では、5e / pixel / sの空の明るさ（非常に悪い光汚染）で、計算は
398のゲイン値、9.4sの露出、ゼロの黒レベル（空のため）を推奨していることがわかります。輝度は、ヒストグラムを左側からクリアするのに十分です）。以下
のグラフは、結果を理解し、必要に応じて値を調整するのに役立つ計算の有用な詳細を示しています。



最適な露出チャートは、さまざまなゲインの「ノイズリミット」基準を満たすために使用する必要がある露出時間を示します。また、グラフの範囲内に収まる
場合、最小および最大露出限界を赤い水平線として表示します。このグラフから、この場合の推奨露出は398ゲインで46.9秒ですが、230ゲインで60秒、
約1400ゲインで30秒の露出を使用すると、非常に類似した結果が得られることがわかります。少なくともこのグラフに示されている露出時間を目標とします
が、より長い露出を選択すると、検出しきい値シミュレーションチャートに見られるように、物事が大幅に改善されます。

相対スタックダイナミックレンジチャートは、ゲインを変更することで最終的なスタックイメージのダイナミックレンジがどのように影響を受けるかを示します（各ゲイ
ン値の推奨露出時間に従うと仮定）。必要なセンサー分析データが利用可能な場合、このチャートには異なるビット深度の情報が表示されます。この場
合、8ビットラインのスタックダイナミックレンジは、約450未満のゲインでゼロに低下します。これは、選択したすべての制限に適合する露光時間の有効なソ
リューションがない場合に発生します。ノイズ制限が10％の場合、ゲインが450未満の8ビットモードの場合、最大露出値5分より長い露出が必要になりま
す。この場合（多くのカメラに共通）、ダイナミックレンジがわずかに増加します。より低いゲイン値に移動することによる最終的なスタック画像の

3番目のグラフは、最終的なスタックされた画像の最も見えにくいオブジェクトが、露光時間によって異なる様子を示しています。このチャートは、推奨される
露出時間を超えることによって達成される追加の最終感度がどれほど少ないかを非常に明確にします。この場合、推奨値（ゲイン= 398、露出= 47秒）で、
予想される最も暗い検出可能なオブジェクトは0.0176 e / pixel / sになります。露出を47秒から300秒に増やすと、0.0168 e / pixel / sに低下し、約5％向
上します。また、この時点までに曲線は基本的に平坦であることがわかります。露出をさらに増やしても、最終的に積み重ねられた画像のかすかなオブジェ
クトの視認性は実質的に改善されません。

イメージングの最適な設定を微調整するための開始点として、スマートヒストグラム機能で推奨されている数値を使用する必要があります。たとえば、適切
なガイドがあり、Smart Histogramが30秒の露出を推奨している場合、多少長い露出を使用することをお勧めします。

検出しきい値シミュレーションでは、最終スタックイメージで見ることができる最も薄いオブジェクトの明るさが、そのイメージのノイズレベルに等しいと想定してい
ます。実際、多数のピクセルをカバーするオブジェクトの場合、小さなオブジェクトよりも大きなかすかなオブジェクトの方が見やすいため、それよりも少し良いか
もしれませんが、これは特に曲線の形状を変更しません推奨される露出レベルを超えると、露出がさらに増加し てもかすかなディテールに対する最終的な画
像感度の改善は事実上ありません。

要約すると、Brainウィンドウを使用すると、SharpCapは、イメージに使用する可能性のあるゲインと露出のすべての可能な組み合わせを1秒未満でシミュ



レートし、最終的なスタックイメージに対する各パラメーターセットの影響を計算します。これは、センサー分析の結果によりSharpCapがゲインと露出の任意
の組み合わせでセンサーの動作を計算できるためです。

スマートヒストグラムにはSharpCap Proライセンスが必要であり、使用するカメラの各モデルでセンサー分析を実行する必要があります。最良の結果を得るに
は、8ビットモードと高ビット深度（12/14/16）モードの両方でセンサー分析を実行します。



ライブスタッキング
ライブスタッキングは、高精度のガイド付き赤道儀および長時間のサブフレーム露光という従来の要件なしに、SharpCap内の深空画像のキャプチャを可能
にする機能です。多数の短い露出のキャプチャと、フレーム間の視野のドリフトまたは回転に対するSharpCap内のソフトウェア補正により、はるかに多くの視
聴者がはるかに低いコストで深空の天体写真にアクセスできます。

長時間露光と正確なガイド付きマウントの従来の要件は、深空の天体写真に使用される従来のCCDカメラから発生する読み取りノイズのレベルが高いた
めです。フレームがキャプチャされるたびに読み取りノイズが高い場合、長時間露光が必要です読み取りノイズレベルの上にかすかに深い空のオブジェクトが
見えるようにします。長時間の露出は、正確に追跡し、通常は自動ガイドされる赤道儀が必要であることを意味します。

CCDカメラの代わりに最新の低ノイズCMOSカメラを使用すると、これはすべて変わります。読み取りノイズのレベルが低いということは、はるかに短い露出でか
すかなオブジェクトを検出できることを意味します（多くの短い露出を重ねることで強化できます-読み取りノイズがなければ不可能なことです）。露出が十分
に短い場合（多くの場合30秒以下）、30秒間の露出中のドリフトの量は300秒間の露出中のドリフトよりもはるかに小さいため、マウント精度はそれほど重
要ではありません。天頂から離れて、ALT / AZマウントの使用によるフィールドの回転も、通常、1回の30秒間の露出中に重要になりません。SharpCapは、
画像内の最も明るい星の動きを追跡することにより、連続するフレーム間の緩やかなドリフトまたは回転を補正します。

個別のスタッキングプログラムを使用する必要なく、深空の画像がリアルタイムで表示されるという単純な満足感のため、ライブスタッキングは、アウトリーチの
使用に特に適しています。

ライブスタッキングを開始するには、[ツール]メニューの[ スタックの有効化]オプションを選択するか、[ ライブスタック ]ツールバーボタンを選択します。

選択すると、Live Stackingはフレームのキャプチャ、整列、およびスタックをすぐに開始します。 アライメントを可能にするには、各フレームで最低3つの星を検
出する必要があります（アライメントの詳細と星検出のカスタマイズ方法については、次のセクションを参照してください）。 LiveStack 作業領域に表示される
（保存）ボタンを使用して、任意の時点でスタックされた画像を保存 することができます。たとえば、50フレーム後、100フレーム後など、必要に応じて保存を
繰り返すことができます。

ライブスタッキングユーザーインターフェース
ライブスタッキングを制御するUIは、カメラ画像の下の作業領域に表示され、常に表示される左側のパネルと右側の一連のタブに分かれています。

左側のパネルは、スタッキングプロセスの最も重要な側面を制御およびレポートし、ライブスタック中に常に表示されます。右側のパネルには、ライブスタックプ
ロセスの詳細を監視および制御できる6つのタブがあります。

左パネル

概要 グループ
�         スタックされたフレームー スタック上の現在のフレーム数。
�         無視 されるフレームー無視される（スタックされない）フレームの数。これは、アライメントの問題、SharpCapが十分な星を表示しない、フレームが

フォーカススコア基準を達成できない、またはその他の理由により発生します。
�         総露出ー 現在のスタックが実行されている時間の長さ。一部のカメラは、露出値をSharpCapに報告できません（たとえば、DirectShow Frame

Grabbers）。これらの場合、SharpCapは、後続のフレーム間の時間に基づいて露出を推定します。

コントロール グループ
�         フレームの整列ー 整列と回転解除のオン/オフを切り替えます（デフォルトはオン）。詳細については、右パネルの「配置」タブを参照してください。
�         FWHMフィルターを有効にするー FWHM（フォーカス品質）の平均値による各フレームのフィルターを有効/無効にします。FWHM値が高いフレーム

は、フォーカス/シーイング/透明性/クラウドの不良を示すものとして破棄され ます。フィルタータブを参照してください。
�         明るさフィルターフレームで検出された星の明るさによる各フレームのフィルタリングを有効/無効にします。星の明るさの低下は、しばしば薄い雲に

よって引き起こされます。
�         個々のフレームの保存ー 有効にすると、各フレームを個別のファイル（FITS / PNG）として保存します。スタックされたフレームのみが保存されることに

注意してください。個々のフレームは、YYYY-MM-DD \ Capture \、HH_MM_SS \ rawframesなどのフォルダにあります。。
�         自動保存ー クリアボタンが押されたとき、または別のアクションによってスタックがリセットされたときに、スタックの自動保存を有効/無効にします。

 

�         表示ー次のいずれかを選択できます
o   スタック（これまでのスタックを表示 デフォルト）
o   個々のフレーム（カメラでキャプチャされている個々のフレームを表示）

�         スタッキングーデフォルトのアルゴリズムとシグマクリッピングアルゴリズムからスタッキングアルゴリズムを選択できます。詳細については、<<<スタッキング
タブ>>>を参照してください。スタッキングアルゴリズムを変更すると、スタックがリセットされることに注意してください。



[ クリア ]ボタンを押すと、スタックがゼロからリセットされます。 注意、他のアクションによりスタックがリセットされる可能性があります; たとえば、カメラ、解像度、
色空間の変更。露出、ゲイン、明るさを変更したり、暗い/平らにしたりしても、スタックはリセットされません。

[ 保存 ]ボタンには4つのサブオプションがあります。

�         16ビットスタックとして保存すると、スタックデータが0から最大ピクセル値の間で0から65535の範囲に線形に再スケーリングされ、16ビットFITSファイル
として保存されます。16ビットFITSオプションがデフォルトで提供されます使用される画像の全範囲を含む高ビット深度画像（つまり、最も明るいピク
セルは65535です）。

�         Save as Raw（32-bit）Stack は、32ビットFITSファイルとしてスケーリングなしで完全な32ビットスタックデータを保存します。その最大値は、スタックさ
れたフレームの数に依存します。表示するときに必要です（さらに調整しないと、このFITSファイルはFITS表示アプリケーションで開くとおそらく黒く表示
されます）。

�         調整付きで保存すると、ライブスタッキング調整が適用された（つまり、ヒストグラム調整と色調整が適用された後の）画像が8ビットまたは16ビット
PNGファイル（使用するカメラのビット深度に応じて）として保存されます。

�         Save as Exactly as See は、画面に表示されているとおりに画像を8ビットPNGファイルとして保存します。これには、ライブスタッキングヒストグラムと
色調整の両方の効果と、適用されている場合のディスプレイストレッチが含まれます。

（一時停止/再開） ボタンは一時的にスタックを停止または再開し ます。ライブスタックウィンドウが閉じられた場合、またはユーザーがヒストグラムなどの別の
ツールに切り替えた場合、スタックは自動的に一時停止されます。Live Stackに切り替えると、別のアクションによってスタックがリセットされない場合（解像度
や色空間の変更など）、これらの状況でスタックを再開できます。

最後に、[ 詳細設定]セクションで、選択可能な間隔の後、スタックを自動的に保存およびリセットすることを選択できます。これは、航空機の通行量の多
いエリアに住んでいる場合に便利です。多数の短いスタックを使用することで、1組の航空機ライトが長いスタックを損なうことを回避できるためです。

ステータスタブ

[ステータス]タブには、これまでのスタッキングプロセスとスタックに関する詳細情報が表示されます。興味深いのはスタッキング時間です。これは、各フレームに
必要なアライメントとスタッキングの計算を処理するのにかかる時間です。この時間が露光の長さより長い場合、フレームはスタックからドロップされます（次の
フレームが到着したときに前のフレームがまだスタックされているため）。レンダリング時間計算が完了するまでに、画面テイク上の画像を再描画するためにど
のくらいの時間を示しています。ノイズリダクションやシャープニングなどの特定のライブスタッキング機能により、レンダリング時間が長くなる可能性がありま
す。レンダリング時間が長い場合、プログラムはライブスタックヒストグラムまたは色の設定の変更にゆっくりとしか応答しません。

スタッキングエラーが発生している場合、右側の情報パネルに現在のステータスまたは警告またはエラーメッセージが表示されます。

ヒストグラムタブ

[ ヒストグラム ]タブには、画像のヒストグラムだけでなく、W hite Level、B lack Level、およびMid-Levelを表す黄色の3本の垂直破線を移動することで、画像
レベルを拡大できます。 黄色の曲線は、特定のヒストグラムレベルで表示される画像の明るさを決定する転送曲線を示しています。黒レベルポイント（およ
びそれ以下）のピクセルの場合、表示される画像は黒になります。中間レベル ポイントのピクセルの場合、表示されるイメージは中間（50％）グレーになりま
す。ホワイトレベルポイント（またはそれ以上）のピクセルの場合、表示される画像は最大（100％）の強度になります。
 

�         黒レベル、、白レベル、および中レベルへの調整は、 画像を画面に表示する方法と、 調整付きで保存または表示どおりに保存を選択した場合の
保存方法に影響します。。

�         変更は、16ビットまたはビットまたは32ビットスタックとして保存する場合、スタックの実際の値または結果に影響しません。ビットスタックとして保存する場合、スタックの実際の値または結果に影響しません。



�         ここでレベルを変更しても、ライブスタッキングパネルに表示されるヒストグラムの形状や位置には影響しませんが、右側のカメラコントロールパネル
のミニヒストグラムに表示されます。

�         さらに、カメラコントロールパネルの右側のヒストグラムストレッチコントロールは、画面上の画像の表示方法にのみ影響し、「見たとおりに正確に表
示」オプションを使用する場合を除き、保存データには影響しません。

 
ホワイトレベルを調整する

�         白レベルはヒストグラムの水平軸に適用されるため、左は0％、右は100％です。通常、この行を調整する必要はありません。
 
黒レベルを調整する

�         黒レベルはヒストグラムの水平軸に適用されるため、左は0％、右は100％です。
�         スカイグロー/チップノイズを抑え、画像の背景を暗くするには、黒レベルを少し上げます（スライダーを右に移動します）。 黒レベルを上げすぎると、

画像が不自然に見えることがあります。
 
中間レベルを調整

�         中間レベルの線は、ヒストグラムの水平軸にも適用され、中間（50％）グレーレベルとして表示されるヒストグラムのレベルを指定します。中間レベル
は、黒レベルと白レベルの間に制限されています。

�         向かって左側に中間レベルのコントロールを移動すると、画像の薄暗い領域の明るさを強化します。中間レベルのコントロールを白レベルに向かっ
て右に動かすと、画像の暗い領域が暗くなりますが、画像の明るい領域のコントラストが向上します。

 
伝達曲線

�         黄色の転送曲線は、黒点と白点の間のレベルが画面にどのように表示されるかを示しています。この線の形状は、黒レベル、白レベル、および中
間レベルのコントロールの位置によって決まり、線は多くの画像処理アプリケーションで見られる「調整」と同様の方法で機能します。このグラフで
は、グラフの縦軸は黒（下）から白（上）までのディスプレイの明るさです..表示されている画像のピクセルの明るさは、ヒストグラム上のピクセルの水平
位置を移動して計算されます赤の転送曲線ラインまで、そのポイントのラインの垂直位置をそのピクセルの表示輝度として取得します。

自動ストレッチとリセットボタン
これらのボタンは、メインヒストグラムエリアの右上にあります。自動ストレッチ（稲妻有する）ボタンが自動的に積層されている画像の表示を向上さ
せるために適切な値に黒、中間、白レベルを設定します。 （円形の矢印の付いた）[リセット ]ボタンは、レベルをデフォルト値に戻します。[自動スト
レッチ ]ボタンを使用するには、SharpCap Proライセンスが必要です。
 

色調整

色調整スライダーは、メインヒストグラムエリアの右側にあり、カラーカメラにのみ表示されます。4つのスライダーは、左から右の順にあります。
o   レッド調整
o   グリーン調整
o   青の調整
o   彩度調整

3つのカラースライダーを使用して、画像のカラーバランスを調整できます。彩度スライダーを使用して、表示される色の量を増減できます。ここで行っ
た調整は、「調整付きで保存」または「表示どおりに正確に保存」のいずれかを選択すると、画面に表示される画像と保存された画像に影響しま
す。
 
カラー調整スライダーは、-10db（0.32x）から+ 10db（3.2x）の間の調整を各カラーチャンネルに適用できます。
 
色の下のスライダーを左から右に3つのボタンがあります：

o   画像ヒストグラムのピークの調整に基づく自動カラーバランス
o   星の色に基づいた自動カラーバランス
o   色調整リセットボタン

 
整列タブ



整列 タブは、FWHMフィルタと共に、各画像の星の検出に依存し、配向処理を制御します。SharpCapは、星を検出できる画像のみを整列できます（惑惑
星または月の画像に星または月の画像にLive Stackを使用しないでくださいを使用しないでください）。

�         整列が機能するLive Stackには、最低3つ星が必要です。ただし、信頼性と良好な整列のためには、10〜15以上の星数が推奨されます。

アライメント グループ
�         フレームの整列ーフレームの整列を 有効または無効にします。スタックの最初のフレームが参照フレームになります。アライメントが有効になっている

場合、他のすべてのフレームはそのフレームにアライメントされます.SharpCapは、最初のフレームで検出した星を使用して、後続のすべてのフレーム
をスタックに合わせます。スタックの星星の検出パラメーターのいずれかが変更されるとされると、再検出され再検出されます。絶対最小要件は3つ星が検出されること
です。ただし、星が3つあると、互いに近すぎたり、直線に近い場合にアライメントが機能する保証はありません。理想的には、フレーム全体に適切
に分布して検出された10〜20個以上の星を目指します。

�         整列を使用してー星の数を選択します。 10、15、20、または25個の星を指定できます。 より多くの星を使用すると、スタッキングプロセスが遅くなる
場合がありますが、より良いアライメント結果が得られる場合があります。 この値を増やすのは、たくさんの星を検出したが、それでも位置合わせが
難しい場合のみです。

スター検出グループ
�         騒音の削減ー 低レベルのノイズやホットピクセルを無視する助けSharpCapにガウスぼかしを適用し有効にしたとき。選択は、ノイズ削減をお勧めし

ます。
�         黒レベルのしきい値ー このレベルより下のすべてのものは黒として扱われ、低レベルノイズを無視するのに役立ちます。デフォルトは50で、上下の矢

印を押すと2のステップで1..254の範囲になります。任意の値が必要です（範囲内）はボックスに直接入力できます。
�         デジタルゲインー 星がかすかで検出されない場合、星検出プロセス中にゲインを適用するために使用できます。値は、オフ、2倍、4倍、8倍にするこ

とができます。SharpCapが十分な星を検出していない場合、これを有効にすると役立つ場合があります。
�         最小の星の幅ー これを増やすと、ホットピクセルが星として検出されるのを防ぐのに役立ちます。デフォルトでは、上/下矢印を押して、2のステップで

範囲2..32になります。必要な値（範囲内）は、ボックスに直接入力してください。
�         最大の星の幅ー これを小さくして、非常に明るい肥大化した星の検出を制限します。デフォルトでは、上矢印/下矢印を押して、2のステップで範

囲4..32になります。必要な値（範囲内）は、ボックスに直接入力しました。
�         検出された星を強調表示ー これをチェックすると、検出された星の周りにボックスが配置されます 整列には黄色の星が使用され、整列には赤色

は使用されません これは、星の検出とアライメントの問題の原因を特定して理解するのに非常に役立ちます。

�         ホットピクセル警告ー これは、スター検出用に選択された設定の組み合わせが組み合わされて、単一のホットピクセルがスターとして検出されること
を許可する場合を示します。カメラが大量のホットピクセルを生成する傾向がある場合は、星として検出されたホットピクセルが正しい位置合わせを
妨げる可能性があるため、これが問題になる可能性があります。ホットピクセルが星として検出されるのを防ぐには、

o    ノイズリダクション設定の増加
o   最小星幅設定の増加
o   デジタルゲイン設定の削減またはオフ

�         すべてリセットーこのボタンは、すべてのスター検出関連オプションをデフォルト値にリセットします。

ステータス グループ
�         ショー検出星のスタック、回転数のフレームのオフセットを含む各種データを記憶します。



スタッキングタブ
[ スタッキング ]タブでは、デフォルト またはシグマクリッピングスタッキングアルゴリズムのいずれかを選択でき、シグマクリッピングアルゴリズムの設定を調整するこ
ともできます。

デフォルトのスタッキング
デフォルトスタッキングアルゴリズムは、スタックデータの各フレームからの画素値を加算します。スタックされたフレームのすべてのフレーム日付がスタックに含ま
れます。デフォルトのスタッキングアルゴリズムには、調整可能なコントロールはありません。

シグマクリップスタッキング
シグマクリップされたスタッキングアルゴリズムの平均値は、スタックデータを作成するために一緒にフレームを積み重ね。アルゴリズムは小数ピクセル値を追跡
するため、スタックの品質が維持されます。また、アルゴリズム は、新しいフレームの各ピクセルの値をスタック内のそのピクセルの値と比較します。2つのピクセ
ルの差が大きすぎる場合、そのピクセルのデータはそのフレームで無視されます。

Sigma Clippedスタッキングの利点は、個々のフレームの異常な特徴です。たとえば、衛星や飛行機の軌跡は、異常に明るいピクセルがアルゴリズムによっ
て拒否されるため、スタックデータにはなりません。

SharpCapは、スタック内の各ピクセルの平均値と、各ピクセルのピクセル値の変動量を追跡します。各ピクセルの変動の量は、各ピクセルの標準偏差また
はシグマ 値として知られています。

スタック内の特定のフレームの特定のピクセルのデータを含めるかどうかの決定は、フレーム内のピクセル値と、そのピクセルのスタック内のこれまでの平均ピクセ
ル値との差に基づいて行われます。この差のサイズは、そのピクセルのシグマ値にシグマしきい値を掛けた値と比較されます。差が大きい場合、ピクセルデータ
は無視されます。

次のコントロールを使用して、シグマクリッピングアルゴリズムの動作を調整できます。

�         初期フレーム数ーこれは、アルゴリズムが潜在的に異常な値を拒否せずに各ピクセルに期待される値を学習する初期フレームの数を制御しま
す。通常、5〜10の範囲の値で十分です。

�         シグマしきい値ーこれは、フレームピクセル値を拒否するために現在のスタックピクセル値とどの程度異なるかを制御します。ここで高い値を設定する
と、破棄されるピクセルデータは少なくなりますが、異常なピクセルデータを除外するアルゴリズムの有効性が低下します。このコントロールは、各フ
レームで拒否されるピクセルの割合を示すステータス情報を見ながら調整する必要があります。

�         シグマ下限（％）ーこのコントロールは、スタック内の任意のピクセルについて算出シグマの値の下限を指定します。これは、個々のフレームにノイズ
がほとんどない場合に、画像データが誤って拒否されるのを防ぐために必要です。

シグマクリッピングスタッキングには SharpCap Proのライセンスが必要です。

拡張タブ
[ 拡張 ]タブのコントロールは、画像のノイズを減らす、画像をシャープにする、またはその両方によってライブスタック画像を改善する方法を提供します。拡
張タブのすべてのツールには、単純なガウスぼかしノイズ低減を除き、SharpCap Proライセンスが必要です。

Gaussian Blurは、画像内の各ピクセルをその近傍でぼかす簡単なノイズ除去ツールです。これは画像のノイズを減らすのに役立ちますが、画像を多少ぼか
す効果もあります。半径の 制御は、各画素が複数の画像をぼかし、ノイズ低減効果を強化しますが、この値を増加させる、上ぼやけされる方法を大面積
判定する。

バイラテラルフィルターは、ガウスぼかしノイズリダクションツールと同様に、ディテールをぼかすことなく同色の領域のノイズを低減できる、より洗練されたノイズリ
ダクションツールです。再度、Radiusコントロールは、ノイズリダクションが動作する領域を決定します。輝度トレランス制御は、輝度の変化が保存される機
能と見なすことが要求されるどのように大きな判定する。バイラテラルフィルタのアルゴリズムはよりもはるかに多くの計算が必要ですガウスぼかしアルゴリズム
を、高解像度カメラや遅いコンピュータ上を使用している場合、ライブスタッキングが遅くなる場合があります。

アンシャープマスクは、単純な画像鮮鋭化ツールで、画像のシャープなコンポーネントをシャープでないコンポーネントと比較して強化し、シャープな画像を生
成します。半径制御は壮ハープと高い値が壮ハープ成分の一部とみなされます細部のより大きなスケールを設定し、画像の鼠ESS鋭いコンポーネント間の
スプリットを調節します。量コントロールは、画像の壮大なハープコンポーネントに適用されるブーストの量を決定します。残念ながら、アンシャープマスク
のシャープ化を適用すると、画像の画像ノイズが増加するという副作用があります。[ 量]コントロールの値が大きすぎると、画像が不自然に見える場合があ
ります。

Weiner Deconvolutionは、積み重ねられた画像の星の形を決定して、積み重ねられた画像のぼやけの性質を示すことに基づいた洗練された画像鮮明化
ツールです。この鮮鋭化アルゴリズム用に調整する唯一のコントロールは、信号対雑音比です。これは、ノイズよりもスタック内の画像信号の明るさの推定
値です。信号対雑音比にする制御が（画像に不自然な、双範囲ピール一見を与える高すぎる値を設定する）画像に自然な外観を与える最高値に設
定する必要があります。ウェイナーデコンボリューションアルゴリズムはかなりの量の計算を必要とし、高解像度カメラまたは低速のコンピューターを使用する場
合、ライブスタックを遅くする可能性があります。

シャープニングとノイズリダクションのアルゴリズムは、画面に表示される画像と、調整付きで保存または見たとおりに保存を使用して保存された画像の両方
に影響します。画面上の画像が更新されるたびに鮮鋭化とノイズ低減が適用されるため、これらのツールを使用すると、色調整やヒストグラムの変更などの



他のコントロールの変更に対するライブスタッキングの応答性が低下する場合があります。

ガイドタブ
SharpCapは、人気のフリーウェアガイドアプリケーションPHD2 と連携して、ライブスタッキング中のガイドとディザリングを監視および制御できます。

SharpCapとPHD2の統合を有効にするには、次のことを確認してください。

�         PHD2は最新バージョンであり、SharpCapと同じコンピュータで実行されています
�         PHD2で[ サーバーの有効化]メニュー項目を選択する必要があります
�         モニターPHD2指導のチェックボックスをチェックする必要があります。

SharpCapがPHD2に正常に接続された場合、「uiding」、「alibrating」、または「topped」などのステータス が右側の[ ステータス]ボックスに表示されま
す。PHD2モニタリングが無効になっているか、SharpCapがPHD2に接続できない場合、PHD2に接続されたシャープが表示されます。

モニタリングガイド
基本的なガイドモニタリングは、次の2つのオプションで管理されます。

紛失を誘導する場合はスタックを一時停止します。有効にすると、PHD2ステータスが「uiding」から他のステータスに変更されると、SharpCapは進行中のラ
イブスタックを一時停止します。このオプションを設定しても、PHD2がガイドされていない（または接続されていない）状態でスタックを開始できることに注意し
てください。また、一時停止したスタックを手動で再開した場合、PHD2が再び「ガイド」状態から非ガイド状態に変更されない限り、SharpCapはそれを再開
しません。

PHD2がガイドしていない場合はスタッキングを開始しないでください。有効にすると、ShadowCapは、PHD2が「uiding」状態にない場合（または実行中でな
いか接続されていない場合）に開始された新しいスタックを一時停止します。

PHD2ガイドが開始または停止すると、通知メッセージがSharpCap通知バーに表示されます。

ディザリング
SharpCap Proユーザーは、ライブスタッキング中にPHD2を使用してディザリングを有効にすることもできます。ディザリングを有効にするには、[ 自動ディザリン
グ] チェックボックスをオンにして、ディザリングパラメータを選択するオプションを設定します。

SharpCapはPHD2に指示を送信し、定期的にディザリングします。フレームのキャプチャ中にディザリング時間になると、SharpCapはディザリングを開始する前
にフレームが終了するまで待機します。ディザリング操作中、SharpCapはライブスタックを一時停止し、ディザリングの動きによってぼやけるフレームがスタックに
含まれないようにします。スタックは、ディザーが整定を完了した後に終了する最初のフレームの終了後に再開されます。

ディザー間隔-これは、SharpCapが1つのディザーの終了から次のディザーを開始するまで待機する最小時間です。上記のように、ディザ操作は進行中のフ
レームの終わりまで遅延されます。ディザ間隔は、そうでない場合は、フレームの許容できないほど高い割合は、ディザリングによる失われます、かなり長いカ
メラの露光時間以上の時間に設定する必要があります。

最大ディザーステップ これは、ガイドカメラピクセル（つまり、SharpCapではなくPHD2のピクセル）で測定される、ディザーの動きが可能な最大距離を指定しま
す

しきい値の確定-2つのガイドカメラフレーム間の動きがこのピクセル数を下回ると、ディザーが見事に調整されたと見なされます。つまり、マウントの動きが完了
し、撮影した画像が動きによってぼやけることがなくなります。

最小整定時間-この時間が経過する前に整定しきい値に達した場合でも、移動の終了後にこの時間が経過するまでディザーは整定されたとは見なされま
せん。

最大整定時間-整定しきい値に達していない場合でも、この時間が経過するとディザーは常に整定されたと見なされます。

RAのみでのディザリング-ディザリングを赤経軸のみに制限します。

PHD2 を使用したディザリングの詳細については、PHD2のドキュメントを参照してください。

 

フィルター（FWHM）タブ

このフィルターにより、低品質のフレーム（大気条件または雲が低い）をスタックから除外できます。フレームの品質は、フレームの焦点の品質のFWHM（全幅-
半値）推定のみによって判断されます。

�         FWHMでフィルタリング チェックして、FWHM（フォーカススコア）フィルタリングを有効にします。
�         最大FWHMが 使用されるフレームの最大FWHM値を指定するには、スライダーを使用しています。それは、最近のフレームの履歴が表示

https://openphdguiding.org/
https://openphdguiding.org/documentation/
https://openphdguiding.org/documentation/


されます。使用済みのフレームが緑色で表示され、フィルタリングすることにより廃棄されたフレームが赤です。
�         フィルタリングは、任意のスタックの最初のフレームには適用されません。

フィルター（明るさ）タブ

このフィルターは、雲の通過によって引き起こされるフレームの明るさの低下を検出するのに役立ち、雲によって損なわれたフレームがスタックに追加されるのを
防ぎます。フレームの明るさは、フレームで検出された星の明るさに基づいて判断されるため、このフィルターは、フレームで十分な星が検出された場合にのみ
正しく動作します。

グラフは最近のフレームの明るさを示し、最新のフレームが右側に、最も古いフレームが左側に表示されます。拒否されたフレームは赤い四角として表示さ
れ、積み重ねられたフレームは緑の四角として表示されます。

利用可能なコントロールは次のとおりです。

�         明るさのフィルタリングー 明るさのフィルタリングを有効にするチェック
�         最小輝度ーフレームが拒否される輝度レベルを調整します。レベルは、最近スタックされたフレームの平均輝度と比較して測定されます。
�         自動ーこのボックスをオンにすると、SharpCap は最近のフレームの統計に基づいて最小輝度しきい値を自動的に設定できます。最小輝

度を手動で設定できるようにするには、このボックスをオフにします。

ドリフトグラフタブ
ドリフトグラフは、現在のライブスタック中の画像の移動と回転の履歴を示します。

左側のグラフは、散布図（X、Y）グラフ上の画像の移動量を示しています。緑の十字はスタックに追加されたフレームを表し、赤の十字は何らかの理由（フィ
ルタリング、スタックの一時停止など）でスタックに追加されなかったフレームを表します。最近のフレームは十字が大きく、最新のフレームは青い十字です。

右側のグラフは、垂直軸で測定された回転量と水平軸で測定された時間（右側の最新のフレーム）で、スタックの回転の履歴を示しています。赤道マウン
トでは回転は非常に低くなりますが、Alt-Azマウントでは回転が大きくなる場合があります。

いずれかのグラフの上にマウスを置くと、大きなバージョンが表示されます。

ログタブ
メインのSharpCapログに保存されているよりも詳細なライブスタッキングのログ情報を表示します。 何かがうまくいかない場合は、ここが見どころです。

ライブスタックリファレンス
バックグラウンドで、SharpCapはスタックの各ピクセルの32ビット整数値を維持し、各フレームの値がピクセル値に追加されます。

�         16ビットカメラの場合、スタック内の値がなくなる前に最大32768（2 
15
）フレームをスタックできます。

�         8ビットカメラの場合、スタック内の値がなくなる前に最大1,600万フレーム（2 
24
）をスタックできます。

スタック中に保存されたすべてのファイルは、単一のフォルダーに保存されます（サブフレームに保存された未加工フレームと処理されたスタック画像）。 これ



は、スタックからのセーブを一緒に保つのに役立ちます。フォルダーは、スタッキングが開始された時間と選択されたターゲットオブジェクトの名前に基づいて、
通常のファイル命名規則に従って命名されます。

ライブスタッキング中にツールバーのターゲットの名前が変更されると、SharpCapは出力フォルダーの名前を変更します。

ライブスタッキングを使用する
SharpCapでライブスタック機能を使用する便利なビデオデモは、Charles Copelandの好意によるhttps://www.youtube.com/watch?v=zIlJHyVWei4でご
覧いただけます 。

ビデオはSharpCap 2.7を示していますが、SharpCap 2.9以降でも有効です。これは、NexStar 6SE望遠鏡、アナログビデオカメラ 、0.5倍焦点減速機を使用
したビデオスタッキングソフトウェアで達成できることの良いデモンストレーションです。v2.9を使用したコメントの場合、ビデオの下のWebページの[
Alignment]タブで[ Digital Gain]を2Xに設定してください。十分な星を検出するのが困難な場合に役立ちます が、必要のないときにデジタルゲインをオンに
すると、アライメントの精度がわずかに低下します。

ビデオは何度も見る価値があります

https://www.youtube.com/watch?v=zIlJHyVWei4
file:///C:/Users/WATANABE3/Desktop/%25E6%2596%25B0%25E3%2581%2597%25E3%2581%2584%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A9%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2580%25E3%2583%25BC%20-%20%25E3%2582%25B3%25E3%2583%2594%25E3%2583%25BC/13_CameraControls.htm#_Frame_Grabbers


フォーカシング
SharpCapには、ターゲット（おそらく天体写真の最も困難な側面の1つ）に焦点を当てるのに役立ついくつかのオプションがあります。ASCOMフォーカサーが
SharpCapで構成されている場合、ツールは特に強力です（ASCOMフォーカサーは、ステッピングモーターまたはDCモーターを使用して望遠鏡のフォーカサーを
移動し、USBケーブルを介してコンピューターから制御できるデバイスです）。

前書き
フォーカススコアツールは6つありますが、ターゲットに適したツールを選択する必要があります。各ツールは、画像の焦点の品質を測定しようとし（異なるツー
ルは異なる方法で焦点の品質を測定します）、測定結果を作品に表示します図とグラフの両方としての面積。 グラフは次のようになります：

緑のバーは常に焦点が合っていることを示し、赤のバーは常に焦点が合っていないことを示します。最新の測定値がグラフの右側に表示され、古い測定値
が左側に表示されます。一部のツールでは、最高の焦点が低いスコア（グラフの短いバー）に関連付けられていますが、他のツールでは、高いスコア（グラフの
高いバー）に関連付けられています。

フォーカスツールのいずれかを選択し、どちらの方向にもフォーカサーを動かしてもスコアが改善されないように最適なスコアが得られるまでフォーカサーを調整
することができますが、プロセスが動作し、利用可能な調整。

画像の焦点が遠く離れている場合、焦点ツールを使用しようとしないでください。ツールは、焦点に近づいている状態から完全に焦点が合っている状態に
移動するために使用する必要があります。焦点が遠い場所にある場合焦点の近くのどこにでも到達する問題、次のいずれかを試してください。
 

�         日光の下で少なくとも200m離れた（より良い）地上の物体に焦点を合わせ、天体の焦点に近づきます。
�         使用ムーン、それを見つけるのは簡単で明るいとして、それは、表示されている場合。望遠鏡の焦点が合って長い道のりであるとき、任意のオブ

ジェクトを見つけることは難しいことができますので、これは役立ちます。しかし、月が明るい十分ですフォーカスが非常に悪い場合でも見逃しにくい。

2秒程度の高いゲインと露出で、明るい星または惑星を目指します。次のいずれかの方法で、表示される画像の輝度を上げます。

FXドロップダウンから「Image Boost」を選択します。

FXドロップダウンから[Image Boost More]を選択します。

「ガンマの表示」コントロールの値を小さくします。

明るい物体が視野内または視野の近くにある場合、明るいドーナツ（リフレクター/ SCT）または明るいディスク（屈折体）のすべてまたは一部が見え
ます。これは、非常に焦点が合っていないビューです。高ゲインと輝度ブーストによって可視化されたオブジェクト. 望遠鏡のフォーカサーを調整して、
ディスク/ドーナツを小さくします。これにより、望遠鏡がより正確な焦点に近づきます。

フォーカシングツール
使用可能な6つのフォーカスツールはすべて、ツールバーの[ フォーカススコアの計算 ]アイコンの下にあります。 必要なツールを選択して、フォーカスの測定を
開始します。

どのフォーカスツールを使用する必要がありますか？
シングルスター（またはスパース）フィールドには、FWHMまたはBahtinov Maskを使用します。

マルチスターフィールドの場合は、マルチスターFWHMを使用します。

惑星または表面ターゲットの場合、次の3つのツールから選択できます。

�         コントラスト（エッジ）検出
�         コントラスト（輝度範囲）検出
�         フーリエ詳細検出

惑星または地表のターゲットに焦点を合わせようとするとき、以下を考慮してください

�         異なるフォーカススコアアルゴリズムは、2つの相反する要因の間のより良いバランスを見つけるための試みです。
�         さまざまなアプローチにはトレードオフがあります。どちらを使用するかは、試行錯誤や個人の好みの問題になります。ほとんどの場合、コン

トラスト（エッジ）検出ツールは（おそらく）良い出発点です。状況。

 

より詳細には、使用可能なフォーカスツールは次のとおりです。

ツールツール 説明説明 ベストフォーカスベストフォーカス



コントラスト（エッコントラスト（エッ
ジ）検出ジ）検出

惑星または表面のターゲットに適しています。
画像のコントラストの総量を測定します-焦点
が合っているほどコントラストが高くなり、スコア
が高くなります。

背の高い緑のバー（高い値）
が最適です。 赤が最悪で
す。

コントラスト（輝度コントラスト（輝度
範囲）検出範囲）検出

惑星または表面のターゲットに適しています
（特に高いノイズ）。 画像の最も明るい部分と
最も暗い部分の間の範囲を測定します-より
良い焦点はより高いスコアを与えるはずです。

背の高い緑のバー（高い値）
が最適です。赤は最悪です。

FWHM測定測定 星またはその他の点光源に適しています。唯
一の星の幅（FWHM）を測定します。これは、
選択領域ツールを使用して選択する必要が
あります。 より良い焦点はより狭い星とより低
いFWHMスコアを与えます

短い緑のバー（低い値）が最
適です。赤は最悪です。

マルチスターマルチスターFWHM
測定測定  

星と点光源に適しています ..フレーム内のすべ
ての適切な星のFWMを測定し、平均スコアを
求めます。もう一度、スコアが低いほど焦点が
合っていることを意味します。

短い緑のバー（低い値）が最
適です。赤は最悪です。

フーリエ詳細検出フーリエ詳細検出 惑星または表面のターゲットに適していま
す。フーリエ変換によって決定された画像の小
さなスケールで詳細の量を調べることにより、
焦点を測定します。良いフォーカスはより高い
スコアにつながります。 コントラスト検出オプショ
ンよりもノイズの影響を受けにくい場合がありま
す。

背の高い緑のバー（高い値）
が最適です。赤は最悪です。

バーチノフマスクバーチノフマスク 星またはその他の点光源に適しています。 ス
コープの開口部と、選択ツールを使用して選
択される星と線の周囲の領域の上に、バー
ティノフマスクを配置する必要があります。 3つ
の線すべてが同じ点で交差し、スコアが（正ま
たは負）ゼロに最も近い場合、ベストフォーカ
スが達成されます。

短い緑色のバー（低い値）が
最適です。値は正、負、また
はゼロにすることができます。
ゼロは完全なフォーカスに相
当します。赤は最悪です。

 

ノート

1.        惑星と表面に最適な焦点合わせ方法はどれですか？3つすべてがある程度ノイズを詳細と見なしているため、正しいものを選ぶことは試
行錯誤と個人的な好みの場合です。

2. Bahtinov Focus Score ツールを使用するには、望遠鏡の端に適切な直径のBahtinovマスクを配置する必要があります。負の値が可能です。0に最
も近い値が最適です。 +3.9と-3.9も同様に悪いです。       

3.       惑星と表面の場合は背の高い緑色のバー、星の場合は短い緑色のバーを覚えておいてください。

4. 通常、マルチスターFWHMはシングルスターよりも優れています。FWHMの測定に10秒または100秒かかり、それらを平均するため、読み取りのノイズと
系統誤差が少なくなるためです。      

フォーカシング手順
表には、望遠鏡の焦点を適切に合わせるために従うべきさまざまな手順が詳しく説明されています。

望遠鏡（ASCOMフォーカスなし） 望遠鏡（ASCOMフォーカサー付き）
準備段階
�         遠くの物体に対する望遠鏡による最初の視覚的焦点。

 
セットアップ段階
�         Image Histogramツールを使用して、露出しすぎていないターゲットを確認します。
�         適切な選択を計算フォーカススコアツールをベストフォーカススコアを得るために、ターゲット検出パラメー

タ、ROIボックスの黒レベルを調整します。
�         グラフをリセットしてグラフをリセットして、スコア履歴を消去します。

 

フォーカシングフェーズ
�         望遠鏡のフォーカスを手動で調整し、フォーカス

スコアを確認します。最高のスコアが得られたら
停止します。

�         望遠鏡が焦点を合わせました。

フォーカシングフェーズ
�         カメラコントロールパネルのフォーカサーコントロー

ルを使用して望遠鏡のフォーカサーを調整し、
フォーカススコアを確認します。

�         使用グラフ 最高のスコアが得タブ。ストップ。
�         望遠鏡が焦点を合わせました。

セットアップ段階では、表示されるスコアは、望遠鏡の焦点を変更するのではなく、ソフトウェアパラメーターを変更するために変化するため、意味がありませ
ん。

セットアップフェーズの最後に、 グラフグラフをリセットしリセットしてスコア履歴を消去します。

フォーカシングフェーズでは、望遠鏡のフォーカサーのみを調整します。SharpCap内の設定は調整しません。これは、フォーカススコアに表示される変更が望



遠鏡のフォーカスの変更の結果であり、他の影響を受けないようにするためです。 フォーカス段階でSharpCapの設定が変更された場合（たとえば、惑星
ターゲットが視野内で移動し、ROIを更新する必要がある場合）、調整を行った後にグラフをリセットします フォーカスフェーズを効果的に再開します。

次の1つ以上の要因によりフォーカスが変更される可能性があるため、セッション全体でフォーカスを確認する必要があります。

�         ターゲット上の薄い雲。
�         大気条件の変化。
�         望遠鏡の管に影響を与える温度の変化。
�         光学系に影響する温度の変化。

以下の表は、ASCOMフォーカサーの有無にかかわらず望遠鏡に適切なフォーカススコア計算ツールを使用した場合にSharpCapで表示される内容を示して
います。

望遠鏡（ASCOMフォーカスなし） 望遠鏡（ASCOMフォーカサー付き）

 

starのFWHM 測定。このトレースでは、フォーカサー
は、良好なフォーカス（暗緑色のバー）の位置に乏し
いフォーカス（赤いバー）と背面の位置に合理的な
フォーカス（初期黄/緑色のバー）の位置から移動し
た[注：履歴タブのみ。]

 
 

エッジ検出コントラストのための惑星。この場合、
フォーカサーは最初の貧弱なフォーカスからより良い
フォーカスに移動され、過去のベストフォーカスは貧
弱なフォーカス位置に戻りました。[注：[履歴 ]タブと
[グラフ ]タブ]
 

 

ディスプレイの概要
この場合、 フォーカススコアツールの1つ（コントラスト（エッジ）検出）を選択すると、次の画面が表示されます。この画面レイアウトは、6つのフォーカススコ
アツールすべてで同じです。



コントラストフォーカススコアツールが使用されている場合、4つの異なる領域があります。

キャプチャ表示領域キャプチャ表示領域

でキャプチャ表示エリア、赤色選択エリア矩形現れ
る。長方形は、マウスでドラッグし、サイズを変更する
ことができる。それは完全に表面上に、オブジェクトの
エッジ上に移動、または完全なオブジェクトを囲むよう
に拡大されることになります。
 
�         任意の領域赤い矩形外に赤い矩形外にする除外除外焦点スコ

ア計算から。

�         陰影が付けられていない陰影が付けられていない（黒レベルを超え
る）長方形内の領域はすべて、フォーカススコア
の計算に含まれます。

�         矩形内の任意の領域遮光される遮光される（黒レベル未
満）は、フォーカススコアの計算から除外されま
す。

 

コントロールペインコントロールペイン

�         以下のコントロールが利用可能です：
o    黒レベル％、スライダー
o    ノイズの低減、ac heckbox
o    平均化、以下の説明を参照

�         状況依存ヘルプ が利用可能です。

グラフペイングラフペイン

�         グラフ領域には、次のグラフィックが表示さ
れます。
フォーカススコアの履歴（[履歴 ]タブ）
フォーカススコアvフォーカス位置 グラフ（ [グ
ラフ ]タブ）。[注：これは、ASCOMフォーカ
サーが接続されている場合にのみ表示さ
れます。]

�         黒線は黒線はフォーカサー位置を示すために使
用される（後述）。

�         青い線はある平均スコア 10の前焦点スコ
アの平均。

�         左側の縦軸は、フォーカススコアを示しま
す。

�         右側の垂直軸は、フォーカスの位置を示し
ます。

 

スコアペインスコアペイン



�         パネルのタイトルバーを使用して、パネルを
メインのSharpCapフォームからドラッグして、
たとえば2番目のモニターに配置できます。

�         ピン アイコンがワークエリアに表示される
フォーカスツールを自動的に隠すことができ
ます。

�         現在のスコア（Now）およびこれまでに記録
されたベストスコア（Best）が表示されます。

�         リセット ボタンは、歴史と最高のスコアをクリ
アします。場合は選択エリアは無効または
移動、有効にされるか、または黒レベル
が変化し、リセット ボタンを使用する必要
があります。

 
フォーカスツールコントロール
このセクションでは、フォーカスツールのコントロールについて説明します。最初の使用時には、適切なデフォルトのセットが提供されます。これらの設定が変
更されると、SharpCapは、その後の使用のためにそれらを保持します。

これは、6つすべてのフォーカススコアメソッドのコントロールグループの概要です。最初の5つは、Bahtinovマスクに2つの追加フィールドがあり、同一です。

  

コンテキストセンシティブヘルプは、6つのフォーカススコアツールすべてで利用可能です。ヘルプリンクをクリックして画面上のヘルプを表示します。たとえば、これ
はコントラスト（エッジ）検出のヘルプです：

次の表のコントロールは、6つのフォーカススコアメソッドすべてに共通です。

黒レベル- そのレベルより低いものはすべて計算から
除外され、暗レベルノイズが計算に含まれないように
します。

ノイズを減らす- 弱い ガウスぼかしを画像に 適用
して、測定を実行する前にピクセルノイズを削減しま
す。



平均化 記録された値になるように、平均化期間か
ら平均スコアまたは最高スコアを選択します。

平均 期間-期間は、提供される設定により、フレー
ム数または期間として指定できます。

 

スコアは今とベスト示している。得点方法が高い/低
い値を必要としているフォーカスを理解します。

スコアはリセットすることができ、あるべきあるべき選択エリアが
無効、有効または移動、または黒レベルが変更され
た場合。

角度分解能 と線幅が のみで見つかったコントロールです Bahtinovの フォーカススコア。

角度解像度 度で測定し、バーチノフ線を探す際に
360度全体をスキャンする方法を定義します。デフォ
ルトでは1度に1回スキャンされますが、より細かくする
ことができます。可能な値は0.20、0.25、0.33、0.5で
すｰ、1.0ー

線の幅 -ピクセル単位で測定し、画面に表示される
Bahtinovスパイクの幅にほぼ設定する必要がありま
す。ここでの正しい値は、SharpCapがスパイクをノイ
ズから分離するのに役立ちます。可能な値は、5の
増分で1..40です。

 
グラフペイン
[履歴]タブは常に表示されます（下の1番目の図）。追加の[グラフ]タブは、ASCOMフォーカサーが接続されている場合にのみ表示されます（下の2番目の
図）。

履歴タブ
歴史 ASCOM焦点に合わせるがあるとき、それはに切り替えるのがベストですが、タブは、より多くの機能を提供してグラフ フォーカサーが接続されている場
合、タブ。

ASCOMフォーカサーが接続されていませんフォーカサーが接続されていません
 

�         過去10回のフォーカススコア測
定値の平均である青色の「平
均」線が表示され、ノイズにより
フレームごとにフォーカス値が変
化している場合の変化を確認
できます。

�         新しい測定値は右側に表示
され、古い測定値はチャート領
域がいっぱいになると左側から
消えます。

 

 

 



ASCOMフォーカサーが接続されましたフォーカサーが接続されました

�         右側の焦点位置軸が表示されます。

�         ブラックフォーカサーポジションラインが表示されま
す。

�         青い平均線は階段状のグラフに変わります。

�         平均線の各水平セグメントは、ASCOMフォーカ
サーが特定の位置にあった期間に対応します。

�         フォーカスの位置が移動すると、新しいセグメン
トが開始されます。

�         水平セグメントは、フォーカサーがその特定の位
置にいたときのすべてのサンプルの平均フォーカス
スコア値を示します。

 

これは、表示できる色の範囲です-赤（焦点が合っていない）から緑（焦点が合っている）まで。

赤>オレンジ>黄>薄緑>濃緑

フォーカスグラフバーの色と高さは、「良好なフォーカス」の絶対的な尺度ではなく、最近行われた他のフォーカス測定と比較した尺度です。 （FWHMで最も
低い）グラフの1つです。これは完全なフォーカスを意味するものではなく、フォーカスツールが開かれてから（または最後にリセットされてから）達成されたベスト
フォーカスを意味します。これに対する例外はBahtinovマスクツールです-そこゼロの値は、完全な焦点の絶対的な尺度です。

グラフタブ
このグラフは、ASCOMフォーカサーがSharpCapで設定されている場合にのみ表示されます。

グラフィックは、次の順序でフォーカス位置が-3から+3にステップされたことを示しています。

-3 -2 -1 0 1 2 3

このグラフは、水平軸に沿ったフォーカサーの位置と、垂直軸にあるフォーカススコアを示しています。

�         緑の上向きの三角形は、フォーカサーが正（外側）の方向に移動していたときに収集されたデータポイントを示します。
�         赤い下向きの三角形は、フォーカサーが負（内向き）方向に移動している間に収集されたデータポイントを示します。
�         強い色は、より新しいデータポイントを示します。
�         色が薄くなると、古いデータポイントが示されます。

上の黒線及び数字履歴に示すフォーカサー位置に対応下のグラフのグラフ上記。

ASCOMフォーカサーがインストールされている場合、（ヒストグラム）タブではなく、（グラフ）タブから作業します..フォーカススコア軸（グラフの左側）を使用して
最適な焦点を見つけるには、

�         ピーク値（コントラスト検出/フーリエオプション）。
�         最小値（FWHMオプション）。
�         ゼロ（Bahtinovオプション）。

フォーカサーメカニズムのバックラッシュは、すべての実際のフォーカサーに存在し、フォーカサーが移動している方向に応じて異なる位置に表示される最適な
フォーカスポイントとして表示されます。正（+ ve）方向に移動すると、負（-ve）方向に移動すると19900になります。スコアが最高の位置にフォーカサーを戻そ
うとする場合は、常に同じ方向からアプローチしてください。バックラッシュによるエラーを回避するためにフォーカスを測定するときに使用されます。



この機能は、カメラコントロールパネルにあるテストカメラ2（高速）で利用可能なフォーカスオフセットコントロールを使用して実験できます。

履歴とグラフ操作
�         移動するには、マウスの左ボタンでドラッグします。
�         マウスホイールでズームします。
�         その領域にズームする途中またはマウスの右ボタンでエリアを選択します。
�         失われた場合は、ダブルクリックしてデフォルトビューに戻ります。

 

マウスを青い線の上に置くと、前の10個のサンプルの
フォーカススコアの履歴が表示されます。

 

フォーカサーグラフィックスの上にマウスを置くと、フォー
カサーの位置とスコアレポートが表示されます。

 

正しい黒レベルの設定
黒レベルを設定する前に、画像ヒストグラムで表示してオブジェクトが露出しすぎないようにしてください。画像ヒストグラムが右側に当たらないようにしてくだ
さい。

大きな惑星のターゲットの場合、最適な黒レベルは、オブジェクトと暗い領域の間に薄い黒の領域がある場合です。これは見にくい場合があるため 、ツール
バーのズームツールを使用して詳細を改善します。

コントラスト（エッジ）検出F用いocusスコア。
 
ここでズーム は100％です。この場合、たまたま黒レ
ベルは6.5％でした。
 
実際の最適な黒レベルの割合は、カメラと設定に
よって異なります。この図は、黒レベルが正しく設定さ
れている場合の黒レベルシェーディングの外観を示し
ています。

 

ROIが惑星上にあり、ROI内のすべてが目的の画像の一部である場合。要件は、そのすべての焦点を測定することです。したがって、この場合、黒レベルは



低またはゼロに設定されます。

ターゲットとしての星の場合、最適な黒レベルは、オブジェクトと暗い領域の間に薄い黒の領域がある場合です。これは見づらい場合があるため 、ツール
バーのズームツールを使用します。

使用される FWHMフォーカススコア。
 
ここでは、ズーム は150％です。この場合、たまたま
黒レベルが21％でした。
 
実際の最適な黒レベルの割合は、カメラと設定に
よって異なります。この図は、黒レベルが正しく設定さ
れている場合の黒レベルシェーディングの外観を示し
ています。

 

これはフォーカススコアに対する正しい黒レベルの影響であり、黒レベルまたはその他のパラメーターを調整した後は、これらの調整の結果が実際のフォーカス
品質の変化と混同されないように、常にグラフをリセットする必要があることを明確にします。

 
バーティノフマスクの使用
バーチノフマスクフォーカススコアツールを機能させるには、バーチノフマスクを望遠鏡に取り付ける必要があります。ここに、従来の方法でバーチノフマスクを使
用して取得した回折パターンの例を示します.1つのポイントで3つすべての回折スパイクの交点が良好であることを示していますフォーカス。

良い 左へ 右側へ
 

バーティノフマスクは、単一の星に使用され、領域選択領域で選択する必要があります。良好なフォーカスは、短い緑色のバーで示されます。バーがない、
またはスコア0は、完全なフォーカスを示しています。

Bahtinovマスクツールを使用する場合、ブラックレベル コントロールが、フォーカススコアの計算から回折スパイクの周囲の背景領域を除外するが、可視の回
折スパイク領域全体を含む値に設定されていることを確認します。

SharpCapは、Bahtinovマスクによって作成された回折線を検出し、それらがすべて単一の点で一致するか（焦点が合っているか）を計算しようとしま
す.SharpCapは、下図に示すように、回折スパイク上に色付きの線を描画します。

ラインが実際に回折スパイクに追従していることを確認してください。間違ったラインが検出されることがあり、これが発生した場合（右の図を参照）、フォーカ
ススコアは正確ではありません。 ラインが正しく検出されない場合、通常、黒レベルまたはゲインや露出などのカメラパラメーターを調整することで問題を修正
できます。

 



回折スパイク

SharpCapオーバーレイ 結果のグラフィック

SharpCapマスクで覆われた回折スパイクにより、フォーカスされたグラフィックが整列されます。

（ほぼ）自動フォーカシング
ASCOMフォーカサーを使用する場合、SharpCap Proユーザーは上記の手順の多くを自動化できる追加機能を有効にできます。自動化できるアクションは

�         ある範囲のフォーカサー位置をスキャンし、各位置でフォーカススコアを測定して、フォーカス品質グラフを自動的に生成します。
�         ベストフォーカススコアが測定された位置に自動的に戻る
�         同じ範囲の焦点位置で自動的に再スキャンし、測定された最高の焦点スコアに達したときに自動的に停止します

これらの機能はすべて、フォーカスグラフの右上隅にあるコントロールを使用してアクティブ化できます。

GotoおよびScanグループのボタンは、マウスをそれらの上に移動するまでわずかに透明になります。これにより、ボタンの背後にあるグラフの詳細を確認できま
す。

自動フォーカススキャン
[ スキャンイン]ボタンと[ スキャンアウト]ボタンを使用して、さまざまなフォーカス位置で自動スキャンを開始し、各位置でのフォーカスの品質を測定できます。こ
れは、スキャンがベストフォーカスの予想される位置を通過するように、ベストフォーカスのポイントの片側から開始するのが最適です。

フォーカススキャンの詳細は、オプションボタンを押して設定することで設定できます

�         スキャンステップサイズ これは、各フォーカス測定間のフォーカサーの移動量です
�         最大ステップ数 これは、フォーカススキャン中に行うスキャンステップサイズのステップの総数です。
�         各ステップで収集するサンプル 各ステップでフォーカススコアを測定するために使用するフレームの数。SharpCapは、測定を開始する前に、

各ステップで動きが安定するまで少なくとも1フレーム待機することに注意してください。

スキャンは続行され、次のいずれかになるまでフォーカスグラフにデータが蓄積されます。

�         停止ボタンが押されました
�         フォーカサーが最大または最小の可能位置に達するか、
�         オプションで設定されたステップ数が完了しました

スキャンプロセス中、進行状況に関する情報が通知バーに表示されます。



ベストフォーカス検出のポイント
SharpCapは、自動と手動の両方のフォーカス移動中に蓄積されているフォーカスデータを監視し、データ内のパターンを見つけようとします。特に、SharpCap
は最適な焦点を探しています。これは、ピーク（下図を参照）または谷のある最適な曲線で示されます。谷の形の最適曲線は、最低値が最高のフォーカス
スコア（星のFWHM測定）に期待され、最高値が最高のスコア（コントラスト測定）にピークが期待されます。

最適曲線は、2つの測定位置の間で発生した場合でも、最適な焦点が見つかると予想される位置を示します。

フォーカス測定には、フォーカス最適曲線が適切に検出されるように、少なくとも2つまたは3つの測定結果が含まれている必要があることに注意してくださ
い。フォーカススキャンがこのポイントまたはそれ以前に停止した場合（つまり、停止ポイントがこれまでで最高のスコアを獲得した場合）、スキャンボタンをもう
一度押して、最適なフォーカスポイントを過ぎてスキャンを続行します。

最適な曲線が表示され、明確なピークまたは谷がある場合、[ 最適な位置に移動]または[ 最適なスコアに移動]オプションを使用して、フォーカスを最適な
焦点に到達したポイントに戻すことができます。

ベストフォーカスに戻る
SharpCapは、最適なフォーカススコアが取得されたフォーカサーの位置に戻るか、2つの[ 移動]ボタンを使用し て、これまでに取得されたベストスコアとスコア
が一致する位置にフォーカサーを戻そうとします。

これらの各ボタンにはドロップダウンがあり、移動の方向を選択して、プラス（外側）またはマイナス（内側）から最適なデータを使用できます。フォーカスグラフ
は、（内側方向への移動のための赤外向きの方向への移動のための緑、）2本のベストフィット線を表示することができます。フォーカサーハードウェアに大き
なバックラッシュがある場合、これらのラインは同じ位置でピークに達しない可能性があり、それらの間で選択できることが重要になります。

[ 移動]ボタンのデフォルトのアクション（ドロップダウンから選択せず、ボタンを押すだけの場合）は、最後にスキャンされた方向を選択することです。

スキャンのどの方向が選択されていても、最高位置に移動と最高スコアに移動のどちらを選択しても、 SharpCapは常に使用されるスキャンデータと同じ方
向に最適な焦点位置に近づくようにフォーカサーを移動します。正しい方向からのアプローチを可能にするために、必要に応じて最初に最適なフォーカス領
域を過ぎたフォーカサー。これは、フォーカス機構のバックラッシュの影響を最小限に抑えるために必要です。

ベストフォーカスポジションに移動
ベストポジションに移動し、あなたの焦点には、最小限のバックラッシュを持っており、正確に、以前のフォーカス位置に戻すことができればボタンが最良の選
択肢です。ステッピングモーターに基づくフォーカサーは、一般的にこのカテゴリーに分類されます。

このボタンを押すと、SharpCapは最適な曲線上の最適なポイントのフォーカサー位置を計算し、（バックラッシュを最小限に抑えるために曲線の測定と同じ
方向から）その位置にフォーカサーを移動します。これにより、望遠鏡が最適な焦点に置かれるはずです。

ベストフォーカススコアに移動
[ フォーカスに移動 ]ボタンは、フォーカサーの精度が低く、同じフォーカサー位置番号が選択されたときにまったく同じ物理的位置に戻るのに問題がある場
合に最適なオプションです。DCモーターに基づくフォーカサーは、一般的にこのカテゴリーに分類されます。

このボタンを押すと、SharpCapはフォーカススコアが前回のフォーカススキャンで測定されたピーク値と一致する（または一致に近い）位置を見つけようとしま
す。SharpCapが達成しようとする目標スコアは、前回のフォーカススキャンで測定された2つの最高スコアの平均です。この手順では、同じ方向で2回目の
フォーカススキャンを行い、ターゲットフォーカス値に達すると停止するため、[ 最適なフォーカス位置に移動 ]ボタンを使用する場合よりも時間がかかります。

バーティノフマスクによる自動焦点合わせ
上記の自動焦点合わせの議論は、コントラスト検出やFWHM測定などの焦点スコア法に集中し ており、最良焦点の位置で最大値または最小値を与え
ます。バハティノフマスクフォーカスツールを使用する場合、フォーカススコアがゼロのポイントに最適なフォーカスがあります。

説明されている自動フォーカスルーチンは、Bahtinovマスクツールと連携することができ、フォーカススコアがゼロになるポイントに適切に戻ります。

 

 



ポーラーアライメント
SharpCap Polar Alignmentは、天文学者が優れた極アライメントをすばやく、簡単かつ確実に達成できるように設計されてい ます.Themos Tsikasによって
作成された PhotoPolarAlignアプリケーションに着想を得たアイデアです.Themosは、極の開発中のテストと提案に役立つほど親切ですSharpCapの位置
合わせ機能。

ポーラーアライメント手順から開始することができ、ツールメニュー。

どのように機能しますか？
極位置調整は、極近くの領域で撮影された2つの写真を分析することで機能します.1枚の写真を撮影し、SharpCapに分析させ、マウントをRA軸を中心に
約90度回転させ、2枚目の写真を撮影します。写真の中で、SharpCapは2つのことを解決できます。

1.        各画像に表される正確な空の領域ーこのプロセスはプレートソルビングと呼ばれます。SharpCapには、インターネット接続や他のプログラム
やデータベースをインストールする必要のないプレートソルビングアルゴリズムが組み込まれています。SharpCapのプレートただし、極の5度以内での
み解くことができます（NまたはS）。

2.        最初の画像から2番目の画像に移動するときに星が回転しているように見える回転の中心。

SharpCapは、望遠鏡が各画像で指し示したRAとDecを正確に計算したため、天体の極が画像のどこにあるか（または画像からどのくらい離れているか）を
把握しています.SharpCapは、星が見える点も把握しています回転する-マウントのRA軸が現在指している場所です。これらの2つの点が同じである場合、
極の位置合わせは完璧です..それらが同じでない場合、必要なのは高度と方位角の調整器を調整することだけですそれらが同じポイントになるまでマウン
トし、それが極位置合わせを完了します。

SharpCapは、完全なアライメントを得るためにマウントを各方向に移動するために必要な距離のライブ更新など、画面上の指示でこのプロセスをガイドしま
す。

必要なもの？
�         赤道儀。
�         SharpCapがサポートするカメラとマウント上の望遠鏡/ファインダースコープを組み合わせたもの。
�         カメラの視野は0.5度から2.5度の間です。
�         視野内に少なくとも15個の星を見ることができます。
�         すでにポールから約5度以内に位置合わせするため

極アライメントプロセスはこの種のミスアライメントの影響を受けないないため、ガイダースコープまたはメインスコープを完全にアライメントする必要はありませんません。

ステップバイステップ
Polar Alignmentツールを最初に選択すると、SharpCapはカメラからの各フレームをプレート解決しようとします。十分な星が検出され、視野が適切なサイ
ズで、極に十分近い場合、このようなものが表示されます：

SharpCapがプレートの解法を実行するために使用している星は黄色で強調表示され、他の星は赤で強調表示されます。北（または南）天体極が表示さ
れ、その周りに異なる半径の円が表示されます。極が見えない-心配しないで、次の段階に進んでください。

[注：SharpCapが次の段階に進む準備ができており、ユーザーがボタンを押す必要がある場合、シャープ拡張ボタンは緑色に変わります。]

プレートの解決に失敗した場合、3つの原因が考えられます。

1.        十分な星が検出されていません。
2.        極から離れすぎています。
3.        視野が大きすぎるか小さすぎます。

最後の2つはセットアップを物理的に変更する必要がありますが、最初の2つは画面下部の星検出パラメーターを調整するか、使用中のカメラの露出また
はゲインを調整することで修正可能です。かすかな、露出、ゲインまたはデジタルゲインを上げてみてください。ホットピクセルまたはノイズが星として拾われて
いる場合は、ノイズリダクションコントロールを上げてみてください。

最初のフレームが解決したら、[次へ]ボタンを押して次の段階に進みます。

NEXTを押した後、RA軸を約90度回転します。これを行うには、RAクラッチをロック解除するか、マウントのGOTOシステムがある場合はそれを使用します。

SharpCapは、各フレームのプレート解決を試行し続けます-十分に回転したフレームを解決できたら、調整フェーズに進むオプションを提供します-次のように

https://github.com/ThemosTsikas/PhotoPolarAlign
https://github.com/ThemosTsikas/PhotoPolarAlign
http://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/polar-alignment/phase1.PNG?attredirects=0


なります：

この時点で、SharpCapは、RA軸が指している画像内の位置を計算しました。これは、画像が回転しているように見える点です。RA軸の点は表示されない
可能性があります。 「次へ」ボタンが有効になっている限り、表示されません。

「次へ」ボタンが有効になっていない場合は、さまざまな回転量を試してください（または反対方向に回転します）。それでも失敗する場合は、回転した位
置で十分な星がピックアップされていない可能性があります-これを修正するには、マウントを回転位置のままにし、「再起動」ボタンを押して位置合わせプロ
セスの開始に戻ります。これにより、回転位置の表示が残り、プレートが検出されるまでスター検出コントロールを使用できます。その方向で解決することが
できます。

次の次の段階で最終段階に移動するまで、高度またはアジマスを調整しないでください。

ボタンを押して調整ステージに移動すると、次のように、画面上の明るい星の1つがターゲットを指す矢印で強調表示されます。

適切な極座標を取得するために必要なのは、指示された星をターゲットに移動することです-これを行うと、NC軸がRA軸に合わせられ、極座標が完了しま
す。画面の下部、極座標エラー図の下マウントを移動する必要がある方向を示すいくつかのガイドラインです。これらは、現地時間とGMTの間のオフセット
から計算される推定経度に基づいて計算されるため、正確ではありません。

調整段階では、強調表示された星が別の星に切り替わる場合があります-心配する必要はありません。調整を続けるだけです。これにより、矢印とターゲッ
トが平行線のペアに変わり、アライメントプロセスを完了するためにまとめる必要があります。 。

矢印の長さが更新されていないか、時々更新されていることが判明した場合、プレートの解決がすべてのフレームで機能していない可能性があります-問題
を無視して星をターゲットに入れるだけですまたは、ゲインまたは露出をさらに微調整して、星の検出とプレートの解決をより確実に機能させるようにします.2
分未満のアークのアライメントエラーは良好とみなされ、1分未満のアークは優れていると考えられます。位置合わせエラーをゼロまで完全に取得しようとして

http://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/polar-alignment/phase2.PNG?attredirects=0
http://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/polar-alignment/phase3.PNG?attredirects=0


います。

ヒント
�         ガイドカメラ（ZWO120MC、QHY5LII、Altair GPCAMなど）を使用して、焦点距離が200mm以下のファインダー-ガイダーを使用してみてくだ

さいーこれにより、正しい視野が得られます。
�         画面上の指示を読みますー手順を順を追って説明します。
�         高ゲインと4〜8秒の露出を選択しますーこれにより、SharpCapは十分な星を見ることができます。
�         マウントが桟橋にある場合、桟橋の取り付けプレートのボルトは、しばしば、マウント独自の高度/方位調整器よりも細かい調整が可能で

す。
�         スコープまたはファインダーがマウントと正しく位置合わせされているかどうかは心配しないでください。位置合わせ不良は結果に影響しませ

ん。
�         SharpCapは、マウントを移動する必要がある方向（上/下/左/右）を計算するために、おおよその経度を知る必要があります。タイムゾーン

が正しく設定されていない場合、間違った方向が提案されることがあります。

極配置のトラブルシューティング
以下の情報は、極配置ツールでよく発生する多くの問題の解決に役立ちます。

どれだけ調整しても、エラーをゼロにすることはできません！
やめる！！！極位置合わせエラーを正確にゼロにする必要はなく、試してみると晴天時間を無駄にしています！極から1アーク分以内の極の位置合わせ
は、通常、長時間露光のイメージングに十分優れていると考えられています。

最初のステップで立ち往生？Nextボタンは決して有効になりませんか？

この段階で動けなくなるということは、SharpCapがカメラからの視界を解決し、カメラが指しているポールの近くで解決できることを意味します。最新のフレーム
ステータスは常に「未解決」になり、最初のフレームステータスは「起動中」になります。カメラからのフレームが他のフレームよりも少し優れていて、プレートが
解決した場合、最終的にこの段階を過ぎてしまうことがあります。それが起こった場合、さらに動けなくなるため、先に進むように誘惑されません代わりに以
下のトラブルシューティング手順を実行して問題を解決してください。

この問題の考えられる原因は次のとおりです。

十分な星が検出されていません
検出された星の数が少ない場合（10未満）、これが最も可能性の高い原因です。問題を修正するためのいくつかの提案があります

�         2-4sに増やしカメラの露出アップ
�         カメラにゲインコントロールがある場合は、カメラゲインを増やします。約1/2のゲインで開始し、最大値に向かって進みます
�         カメラにゲインコントロールがない場合は、2倍または4倍のデジタルゲインを試してください。
�         スター検出設定を調整した場合は、デフォルトにリセットします

カメラ/望遠鏡がポールから5〜6度以上離れている
たくさんの星が検出されているが、プレートの解法がまだ失敗する場合は、極から離れすぎたところから開始している可能性があります

SharpCapには、極から5度離れたところにスターデータベースがあります（SharpCap 3.1では7度）。これよりも極から離れた領域の画像が撮影された場合、プ
レート解析は失敗します。ネットワークに接続している場合は、フレームを保存し（全スナップショットボタンを押す）、プレートを解決するために
nova.astrometry.netにアップロードすることで、ポールからの距離を確認できます。PCにプレート解析ツールがインストールされている場合は、代わりにそれを
使用できます。

ホットピクセルが星として検出されています
一部のカメラは、ホットピクセル（光が当たらない場合でも最大値を持つピクセル）に悩まされます。一部の星検出設定では、単一のホットピクセルが星とし
て検出される場合があります。これらのホットピクセルが十分に存在して検出された場合、プレート解決アルゴリズムが混乱する可能性があります。

SharpCap 3.1以降では、オプションの組み合わせによりホットピクセルが星として検出される場合、星検出オプションの下に警告が表示されます。カメラが使
用している露出/ゲイン設定でホットピクセルになりやすい場合にのみ、これについて心配する必要があります。ノイズリダクション設定を大きくする、最小星
幅を大きくする、またはデジタルゲインを下げることにより、ホットピクセルの検出を停止できます。

ステップ2またはステップ3でスタックしている、更新がない、またはすべてに非常に長い時間がかかる
望遠鏡を調整したり、SharpCapを極座標調整プロセスの新しいステップに移動した後、結果を確認したり、SharpCapが解決策を見つけるのに数秒かそこ
ら待つのが一般的です。15秒以上待機している場合、何か問題があり、最も一般的な原因は、SharpCapがカメラからのすべてのフレームをプレート解決で
きないことです。実際、10分の1フレームしか解決できない場合があります。 100に1つ。

この問題は、ほとんどの場合赤で表示されますが、ほとんどの場合、赤で表示される最近のフレームのステータスは解決できませんが、ときどき緑に変わるた
め、簡単に見つけることができます。

この問題には、上記のステップ1でスタックする問題とまったく同じ原因があります。この問題の最善の解決策は、アライメントプロセスを再開し、すべてのフ



レームで「閃光の最近のフレーム」ステータスが「オールオーバー」と表示されるまで上記の提案に従うことです。

ステップ1ですぐに良い解決策が得られたとしても、ステップ2でこの問題が発生する場合があることに注意してください。これは、RA軸を中心とした回転がカメ
ラを動かして、空に沈むのが難しい領域を指すためである可能性があります解決する（おそらく明るい星が少ない）。この問題の良い方法は、RA軸を回転さ
せたまま、SharpCap Polar Alignルーチンをステップ1にリセットしてから、カメラの設定と星の検出設定を調整して、回転した位置で良好なプレートを取得し
てから、回転を戻してプロセスを続行することですホームポジションへ。

間違った結果が得られます.SharpCapは、調整後にPolar Alignmentが素晴らしいと言いますが、そうではありません！
最初に確認することは、マウントのAlt / Azの調整を開始する前に、[シャープ]ボタンを押して調整段階に移動したことです。調整段階に移動しないと、誤っ
た極位置調整が行われます。SharpCap 3.1にアップデートすると、極座標が改善され、この一般的なスリップがさらに難しくなります。

次の最も一般的な原因は、マウントがRA軸を中心に回転しているときに何かが移動していることです。ガイドスコープ/カメラを使用している場合は、スコー
プがしっかりと取り付けられていないか、ケーブルが引っ張られている（またはぶら下がっている）ためにカメラがわずかに移動する可能性があります。この問題
は、RA軸のベアリングに問題がある人も経験しています。

この問題が疑われる場合に最初にすることは、問題があることを確認することです。SharpCap polar alignを通常どおりに実行し（ホームポジションから開始
し、90度回転）、通常どおり調整します。完了したら、スコープを90度の位置のままにして、SharpCapで極座標を再実行します（今度は、回転するように
求められたらホーム位置に戻ります）。2回目のPA実行の測定値が最初の実行と一致する場合、おそらくこの問題は発生していません。大きなマージンで
一致しない場合は、回転中のたわみ/動きが原因である可能性があります。

SharpCap 3.1では、マウントを約15度ずつ回転させることで、この問題を簡単にテストできます。SharpCapは、回転の各段階の回転の中心（RA軸が向い
ている）として計算する点に濃い赤の十字をプロットします。たわみがない場合、これらは画面上で緊密なグループを形成するはずです。以下のスクリーン
ショットでは、左に示す極位置調整のために、意図的にガイドカメラへのケーブルを緩めたままにします。ここで、カメラを引っ張っているケーブルの重量のため
にさらに回転すると、測定されたRA軸の位置がドリフトしていることがわかります。ケーブルが適切に固定されると、RA軸の位置がより緊密なグループを形成
します。

ケーブルがゆるい

セキュアケーブル

回転時にたわみに問題があることがわかった場合は、明らかに、すべての接続を締めてすべてのケーブルを固定するという通常のハードウェア修正を試してく
ださい。役立つもう1つの考えられるトリックは、ホームの左約30〜40度とホーム位置の右30〜40度で2段階の極配置を実行することです。装置の構成方
法によっては、この方法を使用する場合、スコープが回転後に爽快から壮大に移動するのではなく、穴の手順中に大幅に爽快になるため、たわみが少なく
なる場合があります。

SharpCapがマウントを移動する必要があるという指示が間違っている
まず、マウントAlt / Azを調整する前に、[シャープ]ボタンを押して調整ステージに移動したことを確認してください。シャープ拡張ボタンを押す前に調整を開
始すると、最終的なアライメント結果が不正確になり、方向指示（上/下/左/右）が正しく機能しないように見えます。SharpCap 3.0を使用している場合
は、この問題を回避するためにnextを押した後に方向ガイドのみを表示するSharpCap 3.1に更新します。

第二に、与えられた方向は、マウントを見て、ポールの方向を向いていることを前提としていることを覚えておいてください（つまり、望遠鏡がポールの方を向い
ている）。上に移動するという指示は、望遠鏡の目的の端がより上を指すようにマウントの高度を僧meansすることを意味し、一方、右は望遠鏡の目的の
端がさらに右を向くようにマウントの方位角を僧meansすることを意味します（NHの場合は東.SHの場合は西）..

 



センサー分析
カメラメーカーは、カメラのセンサーゲイン、読み取りノイズ、ダイナミックレンジのチャートを頻繁に作成します。このようなチャートは、あるセンサーの特性と別の
センサーの特性を比較したり、特定の撮像状況に最適なカメラ設定を選択するのに役立ちます。しかし、これまで、これらのチャートの作成は、最も献身的
なアマチュア天文学者以外のすべての手の届かないところにあり、数十回の慎重な測定と慎重な計算が必要でした。

SharpCapは、ほとんどすべてのカメラでこの分析を実行するために必要な測定と計算を自動化するようになりました（DirectShowカメラは、SharpCapが調
整できるきめ細かな露出制御がないため、分析できません）。

SharpCap センサー分析手順の結果は、イメージング時のゲイン、露出、ビット深度の選択を支援するスマートヒストグラム機能をサポートするために使用さ
れます。

センサー分析を実行する準備
これらは、SharpCapのセンサー分析ツールを実行する前に実行する必要がある手順です。

�         SharpCapでカメラが正常に機能していることを確認します
�         最高のビット深度モードにカメラを設定し、それがカラーカメラであれば、RAWモードではなく、RGBモードにそれを設定します
�         常時照明の光源を見つけます。
o   晴れた日や曇りの日は自然光が理想的ですが、明るさの変化に伴って雲が散らばる日はそうではありません。
o   人工光は十分に機能しますが、多くの人工光の50 / 60Hzのちらつきのために短い露出で画像に線が見える場合があります。この場合、測

定のために高く薄い領域を選択して、エリア
�         カメラの視野に表示する均一照明領域のためにアレンジ。視野全体を均等に照明する必要はなく、少なくとも100x100ピクセルの領域だ

けを照明する必要があることに注意してください。これを行うには
o   望遠鏡を使用して、焦点を外して曇り空または青い空に向けるか、白いTシャツなどをレンズの上に置きます。
o   カメラのノーズピースに半透明の1.25ダストキャップを使用する
o   CSまたはCスレッドレンズを使用して、均等に照らされた特徴のないオブジェクト（紙など）にカメラを向ける
o   レンズやカバーのないカメラを使用します（ただし、センサーにほこりが付かないように注意してください）。

�         センサーの照明の明るさを変えることができるように��します。プロセスを正常に完了させるためにこれを行う必要がある場合があります
�         暗い測定ができるように、センサーをカバーできるように��します
�         その鮮eutral状態へのカメラの任意のカラーバランス、ガンマ又はコントラスト制御を設定。

センサー分析の実行
プロセスを開始するには、[ ツール ]メニューから [ センサー分析 ]を選択します。既存のツール（ヒストグラムやライブスタッキングなど）はすべて閉じられ、セン
サー分析が開きます。選択領域の長方形も画像プレビュー領域に表示されます。

いくつかの基本的な指示と小さな画像ヒストグラムがセンサー分析ツールウィンドウに表示されます。センサー分析が失敗した場合、または前回の実行でビ
ニングの効果を測定する最終段階でスタックした場合のみ、「ビニング測定をスキップ」チェックボックスをオンにします。準備ができていることを確認したら、[ス
タート ]ボタンを押します。

測定エリアの選択
一度スタートボタンを押すと、SharpCapは、自動的に（これはあなたのカメラは、いくつかのカメラが、その場合には、利益の非常に広い範囲を持ってサポー
トしていることを最大のゲインではないかもしれないセンサー分析中にテストされる最高の利得レベルを選択しますプロセスの信頼性を高めるため、最高の
利益は分析から除外されます）。SharpCapは、選択範囲内の領域を正しく露出するために、カメラの露出も自動的に調整します。

この時点で、移動を調整するか、選択長方形のサイズを変更して、均一な明るさと色の画像の領域を選択する必要があります。画像の適切な領域に
は、右側に向かって単一の対称ピークを持つ下のヒストグラムに似たヒストグラムが表示されます。また、照明の明るさを調整して、1msを超える露出時間
を与える必要があります（SharpCapがより高い値を推奨しない限り）。露出値を自分で調整しないでください。照明レベルを変更したり、選択エリアを調整
したりすると、自動的に調整されます。
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選択した領域が均一でない場合、ヒストグラムには複数のピークまたは非対称ピークがあります。露出時間が長すぎるか短すぎる場合、警告メッセージが
赤で表示され、どのような変更が必要かについての指示が示されます。これらの状況は両方とも以下の画像に示されています。

光のレベルが正しく調整され、選択エリアが選択されたら、Proceedボタンを押して実際の測定を開始します。

測定期間中は、

�         測定中にカメラを妨害します
�         カメラの前に移動します（測定されている光のレベルが変わります）
�         カメラに到達する光レベルの変更を許可します（センサーのカバー/カバー解除を求められた場合を除く）。

ビット深度とe / ADU測定
センサー測定の最初の段階では、カメラが生成する画像の真のビット深度と、カメラのe / ADU（ADUあたりの電子）を最小ゲインで測定します。e / ADU測
定が行われている間、散布図がヒストグラムの右側に描画され、さまざまな露出での測定されたフレームノイズと測定された平均ADUの関係を示しま
す。緑の十字は直線に近いはずです。

この段階が完了したら、暗い測定を行うために光がセンサーに届かないようにセンサーを覆う必要があります。

暗い測定
SharpCapは、暗い測定を進めるためにセンサーを覆うように促します。

SharpCapは、高いゲインと100ミリ秒の露出を設定します。これにより、この時点で画面に白い画像が表示される可能性が高くなります。あなたはセンサー



をカバーすると、カメラ画像が暗くなりますし、続行ボタンが有効になります。有効になり、センサーが完全に覆われたら、Proceedボタンを押します。

多数の暗い測定を行う必要がありますが、通常はフレームレートが非常に低い場合を除き、かなり迅速に測定を進めます。最初の測定値は、ゲインとオフ
セットのコントロールに異なる値が設定された画像の明るさです（オフセットは黒レベルまたは明るさとも呼ばれます）。次に、さまざまなゲイン値で暗いフレー
ムに存在するノイズの量を測定します。

暗い測定が完了したら、最終的なゲインおよびビニング測定を実行できるように、センサーのカバーを外す必要があります。

ゲインおよびビニング測定
SharpCapは、センサーを発見するように促します。

センサーを検出すると、SharpCapは選択領域を正しく露出するように露出の調整を開始します。この時点で、必要に応じて、最初に行ったように照明の
輝度と選択エリアを調整して、測定エリアが均一で、露出が推奨範囲内になるようにします。任意の必要な調整が行われた後、押し進んでセンサーが露
出されたときに有効になりますボタンを、。

あなたが押した後に進みボタンを、センサ測定の最終段階は、徐々にカメラのゲインを調整し、露出がゲインの各変化を相殺するために変更する必要があ
りますどのくらいの測定伴われ、開始されます。測定プロセスのこの部分でカメラの照明の明るさが変わらないことが非常に重要です。そうしないと、測定プロセスのこの部分でカメラの照明の明るさが変わらないことが非常に重要です。そうしないと、
誤った結果が生成されます。誤った結果が生成されます。

最後のステップは 、カメラのビニング設定を短時間調整して、カメラがビニングを処理する方法を決定し、その後結果が表示されるようにすることです。

センサー分析結果

測定プロセスの主な結果は次のとおりです。

�         結果テーブルの上に表示されるセンサーのビット深度。ここでは12ビットで、センサーは2 
12
（4096）の異なるADU値（異なる輝度レベル）を

生成できることを意味します。
�         さまざまなゲイン設定のe / ADU値。グラフと表に緑色の十字が表示されます。この数値は、カメラによって測定された輝度を1 ADU増加さ

せるためにピクセルごとに必要な電子の数です
�         さまざまなゲイン設定に対するカメラの読み取りノイズ。グラフと結果テーブルに赤い十字が表示されます。これは、各ピクセルの明るさを読

み取るのにカメラの電子回路が完全ではないために、各画像に追加されるノイズの量です（電子等価）。

表に示されている他の結果は次のとおりです。

�         全ウェルが飽和する前に保持することができる電子の数である画素の容量が（100％白信号を与えます）。
�         最小ゲインの乗数またはdBで測定される、各ゲイン設定の相対ゲイン
�         各ゲイン設定のダイナミックレンジ これは、適切に測定できる最も明るい信号（フルウェル信号）と最も暗い信号（読み取りノイズ）の比率で

す。この値は、写真のストップで測定されます（実質的に2の累乗）。

通常、グラフには2つの滑らかな曲線が表示され、左側にe / ADUゲインと読み取りノイズの両方の最高値が表示されます。上記の例は、約200のゲイン値
で読み取りノイズが急激に低下することを示しています。この場合、ゲインが200を超えると、カメラセンサーはより感度の高い低ノイズモードに切り替わり、測
定に反映されます。

SharpCapは、完了したセンサー分析の結果をコンピューターに保存し、後で分析したカメラでスマートヒストグラム機能を提供するために使用します。分析
を再実行すると、以前に保存されたバージョンが上書きされます。センサー分析ツールを再度選択すると、以前に保存されたセンサーデータは表示されない
ことに注意してください。ただし、スマートヒストグラムブレインウィンドウのいずれかのタブで表示できます。

完全なスマートヒストグラム機能を得るには、カメラの最大ビット深度（つまりRAW12 / RAW16 / MONO16モード）と8ビットのビット深度（つまりRAW8 /
MONO8モード）の両方でカメラを分析する必要があります。

センサー分析は無料の機能であり、SharpCap Proライセンスは必要ありませんが、SharpCap Proライセンスを持つユーザーは、必要に応じて結果から値の
テーブルをコピーできます。

 





モニターを見る
Seeing Monitorは、SharpCapがしばらくの間焦点合わせを支援するために提供していた画質測定技術の新しいアプリケーションです。ベストフォーカスのポ
イントを見つけるのを支援する代わりに、画像のシャープネス測定を使用して、通常は画像を注意深く見て改善を見つけることに伴う眼精疲労や疲労な
しに、最も鮮明な瞬間をキャプチャできるようになりました。

Seeing Monitorは、[ツール]メニューから起動され、最新の範囲の画質のグラフと最新の値が強調表示されます。これにより、シーイングが最高の状態にあ
ることを客観的に測定できます。

新しいフレームごとにシャープネス（コントラスト）が分析され、その結果がグラフに追加されて、画像の下に構築されます。選択領域ツール（たとえば、黒点、
プロミネンス、クレーター）を使用して関心領域を選択することにより、結果の品質を向上させることができます。フォーカス測定に標準のカラースキームを使
用して、シャープなフレームはグラフの右側に緑色のグラフを作成し、貧しいフレームは左側に赤色のグラフを作成します。

シーイングが比較的一定である場合、グラフは単一のピークを持つ上記のようになります。視界が改善または悪化すると、下の画像のように、新しいピーク
が構築され始めます（視界を改善するために右に、視界を悪化させるために左に）。他の要因もスコアを変更し、新しいピークを引き起こす可能性があるこ
とに注意してください。たとえば、薄い雲を通過することによって引き起こされる明るくしたり暗くなったりします。

両方のグラフで、いくつかの垂直線を確認できます。

�         平均とラベル付けされた破線ー-これまでに測定されたすべてのサンプルの平均画質値
�         平均+ 2S.Dというラベルの破線ー 平均と2つの標準偏差に対応する画質値。シーイングが安定している場合、わずかなランダム変動のた

めに、フレームの約2％がこのレベルを超えると予想されます。
�         最新値とラベル付けされた赤い実線ー これは、記録された最新のフレームの品質を示します。この線がかなりの長さの時間にわたって平均

+ 2SD線の右側に移動する場合、シーイングが改善されている可能性があります。

他のアクションが画像の品質を変える可能性があることを覚えておくことが重要ですー例えば

�         フォーカスの調整
�         ゲインや露出などのカメラパラメーターの調整
�         選択エリアの長方形の移動
�         何らかの理由（トラッキング不良、マウント調整）のために画像が動く

これらのいずれかが発生した場合、リセットボタンを押してグラフをクリアし、新しい表示データの蓄積を開始します。そうしないと、データが誤解を招く可能性
があります。

Seeing Monitorの構成
左側には、Seeing Monitorの設定を調整できるコントロールの選択が表示されます。

 

�         サンプルレート SharpCapがフレーム品質を測定する頻度を示します
�         Average X <X>フレーム-グラフに新しいデータポイントをプロットする前に、平均していくつのフレーム測定値を平均化するかを制御しま

す。通常、これは、サンプルレートの半分から5分の1の値に設定して、毎秒追加されるいくつかの新しいデータポイントを提供する必要があります。
�         黒レベル 画像の輝度レベルを選択します。これより下では、すべての詳細が無視されます。これを適切に設定すると、暗い領域のノイズが

画質測定に寄与しないことが保証されます
�         ノイズリダクションは、フレーム内の微細スケールノイズが画質測定に影響を与えるのを防ぐために抑制されることを可能にします。

最後に、Capture Length設定は、Seeing Triggered Captureの開始時にキャプチャされるフレーム数を制御します。詳細は以下を参照してください。



トリガーされたキャプチャーとフィルターされたキャプチャーの表示
SharpCap Proのライセンスでは、二つの追加の機能が利用できるようになるトリガーキャプチャ見てと見てろ過キャプチャ。これらの機能は、シーイングモニ
ターグラフを常に見る必要なく、シーイングが向上したときに画像をキャプチャするのに役立ちます。

どちらの機能も、グラフの任意のポイントをクリックして設定および調整できる、監視モニターグラフのしきい値レベルの設定に依存しています。

両方のモードは、グラフの右側にあるボタンを使用してアクティブにできます。

トリガーキャプチャを見ると、最新の値がしきい値を超えると自動的にキャプチャが開始され、左側のコントロール領域のキャプチャ長設定で指定されたフレー
ム数がキャプチャされます。画像品質がしきい値レベルを下回った場合でも、指定された数のフレームがキャプチャされることに注意してください。

Filtered Captureの動作は別の方法で動作します.Startボタンを押すと、SharpCapはすぐにキャプチャを開始しますが、フレームの画像品質がThreshold
Levelを下回るすべてのフレームを意図的に破棄します。これは、ステータスバーでドロップされたフレーム数が急速に増加することで反映されます。しきい値レ
ベル以上のフレームのみがキャプチャファイルに保存されます。キャプチャは、ツールバーの[ キャプチャの停止]ボタンまたは[ 停止]ボタンが押されるまで続行さ
れます。

注：注： Seeing Filtered Captureがアクティブになっている間、ステータスバーに表示されるキャプチャされたフレームカウントは、すべてのフレームが破棄されるとき
にわずかに変動するように見える場合があります。この動作は正常です。

注：注：一部のフレームは、グラフの最新の値の行がしきい値の 行より下にある場合でも、出力ファイルに保存される場合があります。これは、最新値のライン
の位置が多数のフレームの画質の平均だからです。平均値はしきい値を下回る可能性がありますが、平均を構成する個々のフレームの数は、しきい値を
上回る画像品質を持っている場合があります。

 



機能追跡
フィーチャトラッキングは、太陽/月/惑星のイメージングを支援するために設計されたツールです。望遠鏡が完全にトラッキングしていない場合でも、ターゲッ
トが視界外にドリフトするのを防ぐことができます。PHD2ガイディングなどのツールを使用して、長時間露光の深空イメージング中のガイドを実現できます。

ハードウェア要件
Feature Trackingを使用するには、次のいずれかを使用する必要があります

�         ASCOM互換のGOTOマウント SharpCap設定の[ ハードウェア]タブでマウントを選択し、接続する必要があります。

または

�         パルスガイド対応マウントに接続されたST4パルスガイドポートを備えたサポート対象カメラ。 このオプションを使用するには、[ ハードウェア]タ
ブのマウントオプションとして[前nカメラST4]を選択します。

これらのいずれかにより、SharpCapは4方向すべてにマウントを移動できますが、ST4オプションは単一の移動速度しか許可しないため、ASCOMオプションが
利用可能であれば優先されます。

この機能のために、個別のガイドスコープまたはガイドカメラを用意する必要はありません。SharpCapは、メインイメージングカメラの画像を使用して、通常の
イメージング機能に影響を与えることなく、あらゆる動きを追跡します。

機能追跡のセットアップ
[機能の追跡 ] ウィンドウを表示する[ ツール ]メニューから選択すると、機能の追跡が開始され ます。これは別のウィンドウです。つまり、機能の追
跡は、フォーカスアシスタンス、シーイングモニター、 ヒストグラムなどの他の機能と同時に使用できます。

機能追跡ウィンドウの左上には、ガイドに使用されるハードウェアが表示され、ASCOM GOTOマウントが使用されている場合はマウントの移動速度を選択
できます。適切なガイドハードウェアが選択されていない、または接続されていない場合、警告がここに表示され、ガイド機能は使用できなくなります。

イメージドリフトの監視の開始
押してモニタのドリフトを画像の監視を開始するためのボタン。SharpCapは、画像上で識別可能な一連の特徴点を自動的に検出し、それらを画面上で
小さな円で強調表示します。画像が移動すると、これらの点は画像上の特徴に従い、SharpCapは画像の移動距離と方向を追跡できます。

画像のコントラストが非常に低い場合や焦点が非常にずれている場合、SharpCapは正確に追跡するのに十分な画像特徴を見つけることができない場合
があります。

追跡が失われる場合があります

�         画像は非常に速く移動します
�         画像は非常に長い距離を移動するため、追跡されたフィーチャのほとんどは表示されなくなります。
�         画像の明るさが大幅に増加または減少する

画像監視がアクティブな場合、監視ステータスエリアは定期的に更新されます。



最終楽章の値は、画像が測定された最新のフレームと前回の測定フレーム間で移動しているどのくらいを示しています。累積移動は監視を開始してから
画像の動きの総量を検出示します。これらの測定値はピクセル単位です。

トラッキングポイント SharpCapが現在追跡している画像上でどのように多くの機能値のショーを。追跡対象の機能の数が減少した場合は、[ 再初期化 ]
ボタンを使用して、監視がまだアクティブなときに追跡する新しい機能のセットを見つけることができます。

マウントをわずかに動かして、トラッキングが正常に機能しているかどうかをテストしたい場合があります。これを検出し、累積移動の数値を変更する必要が
あり ます。

キャリブレーション
SharpCapは、マウントを4つの異なる方向（RA +/-、Dec +/-またはAlt +/-、Az +/-）に移動したときに、イメージがどの方向（およびどの程度）移動するかを計
算する必要があります。これは、カメラの向き、望遠鏡の焦点距離、望遠鏡の光学構成、使用されているレデューサーまたはバーローレンズなどのさまざま
な要因の影響を受けます。上記のすべての情報を入力する必要を避けるためエラーが発生しやすい）、SharpCapはマウントを各方向に移動し、画像の動
きを測定することでこの情報を算出します。このプロセスはキャリブレーションと呼ばれます。

適切な数の追跡ポイントを使用して1つの画像モニタリングが正常に実行されている場合、[ キャリブレーション ]ボタンを押してキャリブレーションプロセスを開
始します。

キャリブレーションプロセス中に、SharpCapは4つの方向のそれぞれにマウントを移動します。小さな動きから始めて、イメージシフトが検出されるまでサイズを
徐々に大きくします。SharpCapは、合計50ピクセルのイメージシフトが測定されるまでマウントを移動し続けます（この値は、キャリブレーション設定で構成で
きます）。各方向のキャリブレーションプロセス中に、X軸上の合計マウントの動きに対するY軸上の測定された画像の動きを示すグラフが描かれます。

グラフは一般に直線である必要がありますが、ここに示すように、最初のマウントの動きでは画像がそれほど動かないのが一般的です。これはマウントメカニ
ズムのバックラッシュによるものであり、通常、バックラッシュが過剰です。

キャリブレーションプロセスの4つの段階で、[ 散布図 ]タブにグラフが作成され、4つのマウントの移動方向のそれぞれに応じて画像がどのように移動したかが
示されます。このグラフは、噌または十字の形を形成する必要があります。2本のアームはほぼ直線で、互いに直角に近い位置にある必要があります。

散布図が上に示したものと似ていない場合、キャリブレーションプロセスは失敗する可能性があります。キャリブレーションエラーの考えられる原因は次のとおり
です。

�         SharpCapがマウントを4つの方向のいずれかに移動しても、画像は移動しません。
�         マウントが反対方向に移動すると、画像は大幅に異なる速度で移動します
�         マウントを反対方向に移動すると、画像は反対方向に移動しません
�         マウントをRA（またはAz）軸に沿って移動したときに画像が移動する方向は、マウントを12月（またはAlt）に移動したときに画像が移動する

方向とほぼ直角ではありません。

上記のすべての原因として最も可能性が高いのは、マウントの動きの過度のバックラッシュです。バックラッシュの影響を軽減するために、（可能な場合）より



高い移動速度を選択すると役立つ場合があります。初期ステップサイズまたは必要な移動の値を高く設定することも役立ちます。キャリブレーションの失敗
の理由は、キャリブレーションコントロールの[ ステータス]領域に表示され、詳細情報は、SharpCapガイドログに表示されます。これは、通常のSharpCapログ
ファイルと同じフォルダーにあります。

キャリブレーションが正常に完了すると、ガイドボタンが有効になります。

注：注：キャリブレーションが正常に完了すると、SharpCapはキャリブレーション結果を保存して、後で再利用できるようにします。あなたがに戻ると特徴追跡
SharpCapを再起動した後、あなたはの右側にあるドロップダウンを使用して保存したキャリブレーションをロードするように選択することができます校正のボタ
ン。

保存されたキャリブレーションは、カメラを調整または回転しておらず、同じ空の領域でまだ画像を撮影している場合にのみ有効です。

行動の指導
以前に保存したキャリブレーションをキャリブレーションまたはロードした後、ガイドボタンを押してガイドを開始します。SharpCapは、ターゲットを画像内でほ
ぼ静止した状態に保つためにマウントを移動しようとします。SharpCapは、視界からゆっくりとドリフトするのを防ぐためだけに、ターゲットをplexixelの完全な
レベルに固定しようとしないことに注意してください。

誘導プロセスのステータスは、累積運動情報を確認することで監視できます。これは、アクティブとして誘導する場合はX = 0およびY = 0に近いはずです。ま
た、画像の動きと補正の履歴を示すMovement Graphを表示することもできます。製

移動グラフの赤い十字は、ターゲット位置に対する画像位置の測定値を表します（X軸とY軸はピクセル単位で測定されます）。最新の測定値は大きな赤
い十字として表示され、古い測定値は小さくなります。青い矢印は、画像を目標位置に戻すために行われたガイド補正を表しています。

ガイド手順を制御するために行うことができる3つの調整があります。

�         デッドゾーンサイズ これは、ガイド補正がまったく行われないターゲット位置の周囲のゾーンのサイズ（ピクセル単位）です。デフォルトは5ピク
セルです。

�         最大移動時間-ガイド修正の一部として発行される移動コマンドの最大長（秒単位）。実際の移動量は、これと選択したガイドレートの
両方に依存します。

�         補正スケーリング‒誘導コマンドを発行するときに適用する計算された補正の割合。通常、これを50〜70％に設定すると、キャリブレーショ
ンデータが100％正確でなくても、ターゲットの一方の側から他方の側への過補正や振動の問題が発生しません。

file:///C:/Users/robin/Downloads/SharpCapUm_JP_HTML(1)/SharpCapUserManual_JP_HTML/%E3%83%90%E3%82%B0%E3%81%A8%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5.html#_Toc523950327
file:///C:/Users/WATANABE3/Desktop/%25E6%2596%25B0%25E3%2581%2597%25E3%2581%2584%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A9%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2580%25E3%2583%25BC%20-%20%25E3%2582%25B3%25E3%2583%2594%25E3%2583%25BC/29_BugsCrashes.htm#_How_to_Report


コリメーション（視準）
SharpCapの実験用コリメーションツールは、視野全体の星のサイズを測定することにより、ニュートン望遠鏡のコリメーションの問題を発見できるように設計さ
れています。

星雲がほとんどない、焦点の合った星野の画像を撮影する場合、正しくコリメートされたニュートン望遠鏡では、最も鋭い星がフレームの中心にあり、端に
向かう星、特に角にある星は、 com睡および（潜在的に）他の異常。

コリメーションツールがアクティブになると、SharpCapはフレーム全体の星のサイズを検出および測定し、検出された各星を強調表示します。SharpCapは、フ
レーム全体の星のサイズのパターンを見つけ、画像上に星のサイズの等高線プロットを描画しようとします。

小さくて焦点の合った星は緑色から黄色で強調表示され、大きくて焦点の合っていない星はオレンジから赤色で強調表示されます。上記の例では、明確
に定義されていない星に囲まれた領域で囲まれた小さな星の領域が実際にありますが、パターンの中心はフレームの中心のすぐ下にあり、円形ではなくわ
ずかに楕円形です。このオフセットは、コリメーションが完全に正しくないことを示しています。

中心からのパターンのオフセットは、主ミラーの不正確なコリメーションによって主に引き起こされます。楕円パターン（非円形）は、主に誤った2次コリメーション
またはカメラの傾きによって引き起こされます。フレームの中央を中心とする円形（またはほぼ円形）のパターンは、良好な視準を表します。

通常のスター検出およびその他の コントロールは左側で利用できます。これらについては、フォーカスツールコントロールのドキュメントで詳しく説明されていま
す。さらに、コリメーションツールは、フレーム全体の小さな空間スケールでの星のサイズの変動を無視する機能を提供します。これは、大きなスケールでの星
のサイズの変動のパターンを引き出すのに役立つ場合があります。

コリメーションステータス情報は

�         パターン強度 これは、星のサイズの変動がパターンによってどの程度説明されているかを示します。高強度パターンは、低強度パターンより
も信頼性が高くなります。

�         パターン形状、これは薦llipseまたは他のパターンは、中心点を持っていないとコリメーションを導くために使用することはできないツールが有
用であるためには舛ircleでなければなりません

�         偏心が円形から楕円パターンがどれだけ離れているか、この番組。偏心率がゼロの場合、円形を意味します。
�         ずれが楕円形または円形パターンの中心がどこまでフレームの中心からこの番組
�         Max / Min FWHM これらの図は、フレームで測定された最小および最大の星の幅を示しています

注：注：このツールはコリメーションエラーを検出できますが、表示された測定値に基づいて調整を正常に行うことは依然として困難です

注：注：コマ補正器を使用すると、視野の中心から離れた星のコマが劇的に減少します。これにより画像が劇的に改善されますが、このツールでコリメーションを
正確に読み取ることが非常に困難または不可能になります。

 

 



キーボードショートカット
次のキーボードショートカットを使用して、SharpCapを制御できます。

<CONTROL> SharpCapを開いているとき 起動時にカメラを開かないでください

SharpShiftを開いているときに<SHIFT> SharpCapログをすぐに表示する
<CONTROL>カメラを開いているとき 保存されたカメラのデフォルトキャプチャプロファイルを

ロードしないでください

<SHIFT>ヒストグラムストレッチレベルの調整中 ヒストグラムのストレッチレベルをマウスの動きよりも10
倍遅く動かすと、きめ細かく制御できます

<CONTROL> +マウスホイールの画像 ズームイン/アウト
マウスホイールの画像 上下にスクロール

<SHIFT> +画像上にマウスホイール 左右にスクロール

F1 露出を減らす

F2 露出を増やす

F3 ゲインを減らす

F4 ゲインを上げる

F5 黒レベル/オフセット/輝度を下げる
F6 黒レベル/オフセット/輝度を上げる
F7 フォーカスを負の方向に移動します

F8 フォーカサーを正の方向に移動します

<ALT + F11> スクリプトコンソールを表示

F11 全画面モードを切り替える

F12 ナイトモードを切り替える

<CONTROL> + F12 2モニターモードの切り替え
<ALT> + S キャプチャを開始

<ALT> + Q クイックキャプチャ（最近使用した長さ）

キャプチャ中に<ALT> + Tまたは<ESCAPE> キャプチャを停止

<ALT> + A スナップショットシングルフレーム

<ALT> + L ライブスタッキングを有効化

<ALT> + F4 SharpCapを終了します
 

 

 



SharpCapの構成
SharpCapの構成は、[ファイル]メニューからアクセスできる[設定]ダイアログで実行されます。

一般タブ
[全般]タブには、スタートアップ、表示、保存、その他の4つのグループに分かれたさまざまな設定が含まれています。

起動設定
SharpCapの起動時にヒントを表示する
このオプションはデフォルトでチェックされています。SharpCapが起動すると、今日のヒントが表示されますが、今後の起動やSharpCapの起動時に無効にす
ることができます。

 

SharpCapの起動時にカメラに自動的に接続する
設定すると、SharpCapは起動時に最後に使用したカメラに自動的に再接続します。設定すると、この設定は、SharpCapの起動時にControl キーを押し
たままにすることで上書きでき、起動時にカメラを開くことをスキップします。この設定デフォルトで有効になっています。

カメラ設定を自動的に復元する
設定すると、SharpCapは、カメラを閉じる（またはSharpCapを閉じる）ときに各カメラの現在の設定を保存し、次にカメラを開いたときにそれらの設定を復元
します。保存された設定は、目的の自動保存と呼ばれる非表示のキャプチャプロファイルに保存されます（このプロファイルは、同じPCで使用されている古い
バージョンのSharpCapで表示される場合があります）。以前の設定をリロードしたくない場合は、カメラが開いている間に<CONTROL>キーを押し続けます。こ
の設定はデフォルトでチェックされています。

ディスプレイの設定
暗視色で表示
このオプションを選択すると、SharpCapは暗い色で表示され、夜間の使用に適しています。<F12>キーを押して、2つのカラースキームを切り替えることもでき
ます。このオプションはデフォルトではオフになっています。



通常の視力（日）の色 暗視色
 

視覚的に観察する場合は、暗視を使用して、キャプチャセッション中に目の暗順応を維持します。

自動ストレッチ強度
この設定は、ミニヒストグラムおよびライブスタッキングの自動ストレッチ機能の積極性を制御します。このオプションをより大きな値に設定すると、自動ストレッ
チボタンが画像の暗い領域をより強く明るくします。Auto Stretchボタンが好みに合った結果を出すまで、このオプションを調整できます。

保存オプション
各キャプチャとともにキャプチャ設定ファイルを保存する
このオプションをオンにすると、SharpCapは、新しいキャプチャが開始されるたびに、すべてのカメラ設定を含むテキストファイルをキャプチャファイルと共に保存し
ます。このファイルは、後日特定の画像に使用される設定を確認するのに役立ちます。このオプションはデフォルトで有効になっています。

[自動] 出力形式でカメラを起動する
このオプションはデフォルトでチェックされています。このオプションは、カメラを開いたときに出力形式コントロールを自動モードに設定します。出力形式が自動
モードの場合、5秒未満の露出時間には互換性のあるビデオ形式が、5秒以上の露出時間には互換性のある静止ファイル形式が自動的に選択されま
す。可能であれば、優先フォーマットが使用されます（使用中のカメラ設定と互換性がある場合）。

16ビットに引き伸ばさずに、10/12/14ビットの画像をFITSファイルに保存します
このオプションはデフォルトでオフになっており、後処理ソフトウェアで事前にストレッチされた画像に問題がある特別なユースケースでのみ有効にする必要が
あります。疑わしい場合は、このオプションをオンにしないでください。

デフォルトでは、SharpCapは、10ビット、12ビット、および14ビットの画像を最大16ビットの範囲（0〜65535）でファイルに保存するときにストレッチします
（FITS、TIFF、PNG、またはSER形式）。これは、このストレッチを適用しないと、保存された画像が非常に暗く表示され、画像が適切に表示される前にすべ
て明るくする必要があるため望ましいです。ただし、一部の画像処理ソフトウェア（特に測光ソフトウェア）は、そのような事前にストレッチされた画像を正しく
処理できません。この状況が発生した場合は、このオプションをオンにして、SharpCapで未伸長のFITSファイルを保存することができます。

優先ビデオ形式
AVIはデフォルトのビデオ形式です。これにより、カメラコントロールパネルのカメラセクションで自動選択された形式が決まります。

 

優先静止画フォーマット
PNGはデフォルトの静止画形式です。これにより、カメラコントロールパネルのカメラセクションで自動選択される形式が決まります。

保存されたターゲット名
このオプションは、事前に設定されたオブジェクト名のリストです。オブジェクトをリストに追加したり、リストから削除したり、リストの順序を変更したりできます。

たとえば、新しいオブジェクトを追加するにはM42または子持ち銀河の名前入力し、どこか に保存されたターゲット名のリストを。クリックして適用する改正リ
ストを保存する。改正リストはSharpCapが開始され、次回使用できるようになります。

リストには、に表示されますツール・バーの下の画面の最上部付近にオブジェクト名。で追加されたオブジェクトの保存先の名前もに表示されますツールバー
のドロップダウンリスト。



例：
�         オブジェクト名は未定義（デフォルト）、フォルダに保存されたキャプチャ： YYYY-MM-DD \ Capture
�         オブジェクト名が定義され、フォルダに保存されたキャプチャ： YYYY-MM-DD \ Object
�         オブジェクト名 として選択された月 、フォルダに保存されたキャプチャ： YYYY-MM-DD \ Moon

その他の設定
トラブルシューティングのためにログに追加情報を記録します
このオプションはデフォルトではオフです。オンにすると、SharpCapはログにより多くの情報を書き込みます。場合によっては、この追加情報が問題の追跡に
役立つ場合があります。このオプションをオンにすると、SharpCapの実行が遅くなったり、追加情報がログに記録されるため応答が遅くなったりする可能性が
あるため、SharpCapサポートからの指示がない限り、このオプションをオンにすることはお勧めしません。

すべてのQHY GPSデータをファイルに記録する
SharpCapは、GPSを内蔵したQHYカメラをサポートしています。そのようなカメラでGPSが有効になっている場合、デフォルトの動作では、FITSヘッダーまたは
キャプチャ設定ファイルにGPSデータ（時刻、日付、場所）が保存されます。ただし、GPS情報のより詳細な記録を保持することが望ましい場合があります。こ
のオプションを有効にすると、GPS対応カメラが使用されるたびに、ルートキャプチャディレクトリにCSV形式のログファイルが作成されます。

このオプションはデフォルトで無効になっているため、このオプションを変更した後、SharpCapを再起動して有効にする必要があります。

ログファイルの各行の形式は

<PCクロック時間>、<GPSステータス>、<フレーム番号>、<GPSからのフレーム開始時間>、<GPSからのフレーム終了時間>、<緯度>、<経度>、
<RawLatitude>、<RawLongitude>

RawLatitudeとRawLongitudeは、カメラから受信したデコードされていない値です。これらの値を個別にデコードする場合は、これらの値をデコードするため
に必要な手順についてQHYにお問い合わせください。

 

ハードウェアタブ
これは、デフォルトのSharpCapインストールのハードウェア画面です。フィールドFocuser、Filter Wheel、MountsはすべてNoneと表示されます。

これは、さまざまなASCOM 準拠ハードウェアが構成されている場合のハードウェア画面です。

�         このセクションは、コンピューター制御のフォーカサー、マウント、またはフィルターホイールをSharpCap内から使用する場合にのみ構成する必要があり
ます。

�         ASCOMプラットフォームは、このセクションのハードウェアを選択できるようにインストールする必要があります。

�         ハードウェアのASCOMドライバーがインストールおよび構成されていることを確認してください。

�         ASCOMプラットフォームには、テストや実験に使用できるさまざまなシミュレートされたハードウェアドライバーが付属しています。

カメラを開くたびにSharpCapが選択したASCOMハードウェアに自動的に接続するかどうかを選択するオプションがあることに注意してください。このオプションをオンにすると、
SharpCapは、カメラを開いたときに選択したすべてのハードウェアに自動的に接続しようとします。便利ですが、ハードウェアが応答しない場合（おそらくスイッチがオンになっていな
い場合）、エラーが表示される場合があります。必要に応じて、このオプションをオフにしてから、必要に応じてハードウェアの各アイテムを手動で接続できます。このオプションはデ
フォルトでチェックされています。

ファイル名タブ
このタブでは、キャプチャされた画像とビデオの名前の付け方と整理方法を細かく制御できます。

http://ascom-standards.org/


キャプチャしたファイルを保存する
これにより、最上位のキャプチャフォルダーを選択できます。すべてのキャプチャされたファイルは、このフォルダーまたはこのフォルダー内に作成されたサブフォル
ダーに保存されます。

デフォルトのインストールのキャプチャフォルダーは、ログインしているユーザーのデスクトップにあり、SharpCap Capturesと呼ばれます。SharpCapは、最上位の
キャプチャフォルダーが存在すること、およびSharpCapが起動するたびに満杯ではないことを確認します。最上位のキャプチャフォルダーが見つからない場合、
完全または読み取り専用の場合、フォルダーはデフォルトのDesktop \ SharpCap Capturesにリセットされます。

ブラウズ ボタンは、他のキャプチャフォルダを選択または作成することができます。

速度試験
このボタンは、ディスク書き込み速度のハードウェアパフォーマンステストを実行します。このテストを実行すると、カメラのキャプチャレートがディスク書き込み速
度によって低下しているかどうかがわかります。

キャプチャしたファイルをサブフォルダーに整理する
これをオフにすると、すべてのキャプチャが最上位のキャプチャフォルダに保存されます。チェックすると、キャプチャしたファイルは、以下で選択したルールに従っ
てサブフォルダに保存されます。

フォルダー名とファイル名のオプションと組み合わせが利用可能です。初期のデフォルトのインストールでは、適切なデフォルトが提供されます。オプションの使
用例を以下に示します。

日付、次にターゲット名
日付とターゲット名で整理された保存ファイルの例を以下に示します。ファイル名はキャプチャの作成時間から派生し、HH_MM_SSの形式になっています。
上位レベルのディレクトリは、日付と内部ディレクトリにちなんで命名されていることに注意してくださいターゲットにちなんで名付けられました。

ターゲット名、次に日付
以下は、通知バーに表示されるターゲット名、日付で整理された保存ファイルの例です（緑色=成功）。上位レベルのディレクトリはターゲットにちなんで命
名され、内部ディレクトリは日付にちなんで命名されていることに注意してください。

WinJUPOS互換のファイル名を作成する
以下は、WinJUPOSと互換性のある名前（日付と時刻の組み合わせ）を使用して保存されたファイルの例です。これは、WinJUPOS名のキャプチャの中間
点を使用します。このオプションを使用すると、ビデオファイルをWinJUPOSに読み込みます。簡単に回転。

ファイルおよびフォルダー名にUTC時間を使用する

http://jupos.privat.t-online.de/index.htm


このオプションをオンにすると、ファイル名の生成に使用されるすべての日付と時刻はUTC時間になります。オフにすると、現地時間が使用されます。

以下は、UTC時間形式を使用して保存されたファイルの例です。

文字はタイムゾーンを指定します、Z =イギリス。

ソート可能な日付形式を使用（YYYY-MM-DD）
チェックすると、日付形式YYYY-MM-DDがすべての日付に使用され、Windowsエクスプローラーでファイル名とフォルダー名を簡単に並べ替えることができま
す。チェックを外すと、PCの地域設定に適した日付形式ルールが使用されます。 このオプションはデフォルトでチェックされています。

各キャプチャとともにキャプチャ設定ファイルを保存する
チェックすると、各キャプチャファイルに関連する設定ファイルが保存されます。

22_06_22.avi＆＆22_06_22.CameraSettings.txt
 
右側のテキストファイルには、カメラコントロールパネ
ルからのキャプチャ設定が含まれています。将来の観
察セッションや後処理セッション中の分析での参照に
役立ちます。
 
テキストファイルの名前は、作成時間を反映していま
す。
 
キャプチャされたデータ（ビデオまたは静止画）と
CameraSettings.txtファイルのファイル名には同じタ
イムスタンプが含まれます。

 

 

シーケンス
このセクションでは、一連のファイルの一部として生成されるファイル名の追加オプションを提供します（たとえば、フレームをPNGまたはFITS形式にキャプチャす
る場合、キャプチャされたフレームごとにファイルが作成されます）。

ファイル名に時間を含めると、キャプチャされた各フレームのファイル名に現在の時間（フレームがキャプチャされた時間）が含まれます。

各シーケンスのサブフォルダーの作成はデフォルトで有効になっています。有効にすると、ファイルの新しいシーケンスはそれぞれ個別のサブフォルダーに保存さ
れます。無効にすると、より高いレベルのフォルダ命名の選択に応じて、多くのシーケンスが同じフォルダに保存されます。

エクストラ
[フィルター名を追加]は、現在のフィルターの名前をファイル名に追加します。このオプションを有効にするには、 [ハードウェア]タブでフィルターホイールを選択
し、正しく接続されていることを確認する必要があります。

サンプルファイル名
このセクションでは、上記のファイルおよびフォルダーの命名の選択に基づいて生成されるサンプルファイル名を示します。最初のサンプルは、単一のファイル
キャプチャに対してファイル名がどのように生成されるかを示しています（複数のフレームがAVIまたはSER形式で単一のビデオファイルに保存される場合）。2
番目のサンプルは、一連のファイルキャプチャに対してファイル名がどのように生成されるかを示しています（保存された各フレームは、PNG、FITS、TIFFなどの
形式で個別の画像ファイルに保存されます）。

ファイル名テンプレートが使用されている場合、これらのサンプルは、単一ファイルおよびシーケンステンプレートによって生成されるファイル名を示します。

ファイル名テンプレート
SharpCapのすべてのキャプチャファイル名は、ファイル名テンプレートのシステムを介して生成されます。ファイルの命名に関するさまざまなチェックボックスとオプ
ションを調整すると、SharpCapは、選択を表すファイル名テンプレートを自動的に生成します。これらのテンプレートは、後で実際のファイル名を生成するた
めに使用されます。実際、ファイルとフォルダーの命名のさまざまなオプションを変更すると、タブの下部に表示されるファイル名テンプレートが表示され、選択
内容が反映されます。

場合によっては、使用可能なさまざまなファイルおよびフォルダーの名前付けオプションを使用して、目的のファイル名を取得できないことがあります。この場
合、ファイル/フォルダーの名前の選択に基づいてテンプレートを自動的に作成するのではなく、ファイル名テンプレートを手動で編集することを選択できます。

file:///C:/Users/robin/Downloads/SharpCapUm_JP_HTML(1)/SharpCapUserManual_JP_HTML/%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86.html#_Toc523950345


ファイル名テンプレートを手動で編集するには多少の注意が必要ですが、保存したファイルの名前の付け方を最終的に制御できます。各ファイル名テンプ
レートは、1つ以上のタグを含むテキストで構成されます。タグは、中括弧（捜査と挿入）で囲まれたタグ名で構成されます。タグはファイル名が必要なときに
値に置き換えられるため、タグ捜査}は現在の日付に置き換えられ、捜査}は現在の時刻に置き換えられます。利用可能なタグは次のとおりです。

 

{日付時刻} キャプチャが開始された日時

{日付} キャプチャが開始された日付

{時間} キャプチャが開始された時間

{TargetName} 入力されたターゲットオブジェクトの名前（または名前が入力されていない
場合は「キャプチャ」）

{カメラ} 使用されているカメラの名前

{フィルタ} 現在選択されているフィルターの名前

{拡張} ファイルの拡張子（AVIまたはPNG）。テンプレートの最後に「。{拡張}」を
配置する必要はありません。

{インデックス} シーケンスキャプチャのみ。シーケンス内の現在のフレームのインデックス。

{FrameDate} シーケンスキャプチャのみ。現在のフレームがキャプチャされた日付

{フレームタイム} シーケンスキャプチャのみ。現在のフレームがキャプチャされた時間

{BitDepth}  
{StackedFrames} ライブスタッキングのみ。これまでにスタックされたフレームの総数

{TotalExposure} ライブスタッキングのみ。これまでのスタックフレームの合計露出

{自動保存} ライブスタッキングのみ。現在の保存は自動保存ですか？

{露出} シーケンスキャプチャのみ。現在のフレームの露出。

{利得} シーケンスキャプチャのみ。現在のフレームのゲイン。

{BlackLevel} シーケンスキャプチャのみ。現在のフレームの黒レベル（オフセット/輝度）。
{FrameType} ツールバーのドロップダウンから選択されたフレームのタイプ（つまり、明るい/

暗い/フラット）。
 

一部のタグには、ファイル名での使用方法を変更するためのオプションのフォーマット文字列を含めることができます。

フォーマット に適用されます 意味 例

：S 日付、日付時刻、FrameDate 日付にソート可能な形式を使用
する

{DateTime：S}

：Z 任意の時間または日付タグ UTCの時刻と日付を使用する {FrameTime：Z}
：J DateTime、FrameTime WinJupos互換形式を使用する {DateTime：J}

 

ファイル名テンプレートに変更を加えると、上記の[ サンプルファイル名]領域で一般的なファイル名が更新され、ファイル名テンプレートがどのように機能する
かを理解できます。

ファイル名テンプレートをカスタマイズするときは、望ましくない結果（たとえば、以前のキャプチャファイルを上書きする）を誤って設定する可能性があるため、
注意することが重要です。監視セッションに着手する前に、ファイル名テンプレートへの手動変更を常にテストする必要があります。

[注：[フレームタイプ]のツールバードロップダウンは、[ ファイル名テンプレートを手動で編集 ]オプションが選択されている場合にのみ表示されます]

メモリータブ
64ビットバージョンのMicrosoft Windowsでは、SharpCapは追加のメモリにアクセスしてパフォーマンスを向上させ、非常に高解像度のカメラでライブスタッキ
ングを実行するなどの特定の機能を実行するために必要な大量のメモリを処理できます。

メモリが4Gb以下しかない場合、またはWindowsの32ビットバージョンを使用している場合、ここでの唯一のオプションは、メモリ管理のクラシックオプションを
維持することです。

4 GB以上のメモリがあり、64ビットバージョンのWindowsを使用している場合、メモリ管理のデフォルトオプションはPagedになります（ただし、必要に応
じてClassicに戻すこともできます）。



Pagedメモリを選択すると、SharpCapは合計でより多くのメモリにアクセスできます。ページメモリは、次の2つのカテゴリに分類されます。

�         高速フレームキャッシュ このメモリは、カメラからキャプチャされたフレームをディスクに書き込む前に保存するために使用されます。高速USB3
カメラを使用していて、ディスクドライブまたはSSDが追いつかないためにキャプチャ時にフレームがドロップする問題がある場合は、大きな高速フレー
ムキャッシュが役立ちます。

�         ライブスタッキングと表示 このメモリは、ライブスタッキング操作をサポートし、画面に表示する前の画像の変換と処理をサポートするために
使用されます。高解像度カメラでライブスタッキングを行っている場合、このカテゴリに大量のメモリを割り当てると、メモリ不足エラーを回避できます。

デフォルトでは、1Gbのページメモリが各カテゴリに割り当てられ、合計2Gbになります。SharpCap Proライセンスをお持ちの場合、物理メモリの合計50％ま
で、各カテゴリに割り当てるメモリの量を増やすことができます。

[メモリ]タブの設定を変更した場合は、SharpCapを再起動して、それらが正しく有効になるようにしてください。

プレート解析タブ
プレートソルビングは、既知の星のインデックスに対して含まれる星のパターンを認識することにより、特定の画像の空の位置を計算する技術です。この手法
が望遠鏡からキャプチャしたばかりの画像に適用される場合、計算された位置は望遠鏡が指している空の点になります。

SharpCapは、astrometry.net プレート解析エンジンに基づいた多数のプレート解析ツールと統合できます。このエンジンは、AstroTortilla、 Ansvr 、All Sky
Plate Solverなどのプレート解析ツールの内部にあります。画像をプレート解析するには、まずこれらのツールのいずれかをインストールして設定する必要があ
ります。プレートソルビングインデックスファイルもインストールする必要があることを忘れないでください。インデックスファイルのインストール方法とインストールす
るインデックスファイルについては、プレートソルビングツールのドキュメントを参照してください。

SharpCapは、デフォルトの場所にインストールされている場合、上記の3つのプレート解析ツールのインストールを自動的に検出します。ただし、カスタムの場
所にインストールした場合、または別のastrometry.netベースのツールをインストールした場合は、実際のプレート解析プロセスを実行する「壮大なフィール
ド」コマンドの場所を構成する必要があります。

プレート解決プロセスを構成および微調整するためのその他のオプションは、次のように利用できます。

スターノイズ検出閾値が送シグマパラメータの数値を調整することにより構成することができます。より高い値はより少ない星を検出する傾向があり、より低い
値はより多くの星が検出されることを意味します。検出された星が少なすぎる場合（20-3未満）、プレートの解決は失敗する可能性が高くなります。検出さ
れた星の数が多すぎる（200を超える）場合、プレートの解決が完了するまでに非常に長い時間がかかる場合があります。使用中のカメラ/望遠鏡の組み
合わせに応じて、このパラメーターを調整する必要があります。

ときに自動的に解決が大きなイメージダウンサンプリング を有効にすると、自動的にダウンサンプリングしますより広い2000画素であり、画像（ビニング）、それ
らを解決するため、プレートを試みる前に、それらを小さくします。このオプションは、多数の星が見える大きな画像を解くプレートの速度と信頼性を劇的に
改善する傾向があります。

最後に、ASCOMマウントコントロールからプレートソルバを起動するときに実行するアクションを選択できます。デフォルトのアクションは、マウントを解決された
位置に同期してから、ターゲットに再センタリングします。必要な場合にのみ、同期を実行するようにこれを変更できます。

極整列タブ
SharpCapが緯度と経度を知っている場合、SharpCapのPolar Alignmentルーチンはより正確で使いやすくなります。デフォルトでは、SharpCapはコンピュー
ターのタイムゾーン設定から経度を推定し、緯度を北または南に45度と推定します。Polar Alignmentが機能するにはこれで十分ですが、正しい緯度を設
定すると、SharpCapが大気の屈折を補正して、より正確な結果を得ることができます。正しい経度を設定すると、上下左右の移動指示が正確になりま
す。

http://astrometry.net/
https://sourceforge.net/p/astrotortilla/home/Home/
https://adgsoftware.com/ansvr/
http://www.astrogb.com/astrogb/All_Sky_Plate_Solver.html
https://sourceforge.net/p/astrotortilla/home/Home/


観測位置をデフォルト設定のままにするか（タイムゾーンから自動的に推定）、ASCOMマウントからの位置を使用するか、手動で位置を指定する2つの正確
な位置オプションのいずれかを選択できます。正確な位置オプションを選択した場合、大気屈折を補正するオプションを有効にできます。

提供される場所は完全に正確である必要はありません。最も近い程度に正確な緯度と経度で十分です。

最後に、インターネットに接続している場合は、「削除」ボタンを使用して現在の場所を自動的に見つけることができます。これにより、おおよその位置で応
答するインターネットサーバーにIPアドレスが送信されます。このアプローチは、すべてのインターネットプロバイダーで機能するとは限りません。また、モバイルデ
バイスを介してインターネットに接続している場合は、おそらくうまく機能しません。

 

起動スクリプトタブ
このタブを使用すると、SharpCapの起動時に実行されるPythonスクリプトのリストを構成できます。このようなスクリプトを使用して、SharpCapを起動するた
びに追加の機能やカスタマイズを追加できます。追加、削除、移動を使用します。起動スクリプトのリストを管理するための[上へ]および[下へ]ボタン。

たとえば、次のスクリプトは、押されたときに最初のカメラを選択するボタンをツールバーに作成します。コードは、スクリプトの情報に従って作成および保存で
きます。

def selectFirstCamera（）：
    SharpCap.SelectedCamera = SharpCap.Cameras  [0] 
SharpCap.AddCustomButton（ "Test"、None、 "最初のカメラを選択"、selectFirstCamera）
 
スクリプトをどこかに保存し（たとえばSelectFirstCamera.py と呼びます）、デスクトップ上で言い、それに応じて[ファイル]> [SharpCap設定]> [起動スクリプ
ト]を構成します。
 

 
選択解除カメラ、再起動SharpCapとボタンのテスト の右端に追加する必要がありツールバーカメラが選択されたと共に、。
 

 
この手法は、カスタムツールバーボタンを作成し、SharpCapを起動するたびにボタンをロードできるようにするため、起動スクリプトに使用すると便利です。

[テスト]ボタンは、[ファイル]> [SharpCap設定]> [起動スクリプト]で削除できます。スクリプトSelectFirstCamera.pyを強調表示し、[ 削除] を選択して
SharpCapを再起動します。

 



ダークフレームのキャプチャと使用
デジタルカメラで撮影した画像は、カメラセンサーと電子機器に起因するノイズの影響を受ける場合があります。暗いフレームを使用して、このノイズの画質
への影響を打ち消すことができます。暗いフレームは、カメラレンズ（または望遠鏡）を覆って撮影し、光がないことを確認します。これは、暗いフレーム内の信
号がノイズによるものであることを意味します. 暗いフレームを作成したら、各画像フレームから減算してノイズの多くを除去できます..暗いフレームは、画像フ
レームと同じ条件（露出、ゲイン、解像度、温度など）でキャプチャする必要がありますノイズを正しくキャンセルします。

一部のカメラには、長時間の露出による熱によって発生するノイズに対抗するために、ペルチェ熱電クーラー（カメラの背面にある冷蔵庫）が取り付けられて
います。

カメラノイズ
以下はカメラノイズの例です。

右下隅のアンプグロー-Webカメラで生成された画
像。このアンプグローは、ダークフレーム減算を使用し
て画像から削除できます。

熱ノイズcolorカラーアストロビデオカメラで生成された
画像。この熱ノイズは、ダークフレーム減算を使用し
て画像から除去できます。

最も明るいドットは、モノクロカメラと高ゲイン設定で
生成されるホットピクセルです。カラーカメラでは、ホッ
トピクセルは異なる色で表示されます。これらのホット
ピクセルは、ダークフレーム減算を使用して画像から
削除できます。

 

暗いフレームをキャプチャして、後のフレームからそれを減算し、カメラのノイズを可能な限り除去します。

暗いフレームの説明
SharpCap結果は下のデフォルトキャプチャフォルダに格納されているダークフレームキャプチャでき明暗を。

暗いフレームは、キャプチャしようとしている画像と同じ解像度と色空間を使用してキャプチャする必要があります. キャプチャした画像と同じ露出とゲインの値
を使用し、理想的にはカメラセンサーの温度を暗いフレームのノイズが明るいフレームのノイズと可能な限り同じになるようにするために同じ

SharpCapは、Live Stack内のDirectShowカメラのダークフレームを減算できます。他のカメラの場合、この減算はカメラコントロールパネルまたは後処理ソフト
ウェアで実行されます。以下は、ダークフレーム減算プロセスと最終画像への影響の例です。 。

 

キャプチャされたフレームキャプチャされたフレーム
 
ノイズを示すカメラからの初期画像（ド
キュメントを拡大してノイズをより明確
に表示します）。



引く

ダークフレームダークフレーム
 
SharpCapによって生成されたダークフ
レーム画像。これを生成するには、カメ
ラのキャップを外すか、望遠鏡にカバー
をかぶせる必要があります。

等しい

最終画像最終画像
 
カメラのノイズのほとんどが除去されてい
ます。暗いフレームの減算は、
SharpCap内で行われます。

 

ダークダイアログのキャプチャ
このサブセクションでは、ダークフレームのキャプチャと保存のプロセスについて説明します。このプロセスは、キャプチャ>ダークのキャプチャを介してメインメニュー
から開始されます。ダークフレームのキャプチャを開始する前に、望遠鏡またはカメラをカバーして光を排除する必要があります。

（ダークフレームのキャプチャ）ウィンドウが開いている間は、SharpCap機能を使用しないでください。さらに、（スタートボタンを押した後）ダークがキャプチャされ
ている間は、カメラコントロールを調整しないでください。プロセスが完了しました。

使用テストカメラ1（ディープスカイ）と上記の設定（10のフレーム）、フォルダ構造が作成される。フォルダ構造は、カメラの設定を表しカメラコントロールパネル。

 

フォルダーgain_100に は、次のダークフレームセットが格納されます。



これは暗いフレームの例です。白い点はホットピクセルであり、緑と青のまだらになった背景に注目してください。

ダークフレームは、ダークと同じプロパティを持つキャプチャ（ライト）に対して適用する必要があります。理想的には、ダークフレームは、設定とカメラの温度が
一致するように画像のキャプチャと同時にキャプチャする必要があります。

FITS の生成されたファイルは、適切なソフトウェアによってされた例に開くことができる解放者にフィットします。

 



フラットフレームのキャプチャと使用
フラットフレームの概要
フラットフレームは、フレーム全体の不要な明るさの変化に対して画像を修正するために使用されます。この明るさの変化は、レンズまたは望遠鏡の光学的
構成が原因で、フレームの端や隅に届く光が少なくなり（ケラレとして知られている）、センサーにほこりや汚れの斑点があるために発生する場合があります。
センサーガラスまたはフィルター。ほこりの斑点は、中央の障害物のある望遠鏡を使用するときに、画像に暗い斑点（下の画像に見られるように）または小さ
な暗いドーナツの形である可能性があります。

スタッキング中のフレームの異なる配置が未知の方法でそれらを広げ、スタッキング後に完全に修正することを不可能にするため、画像をスタックする前にダ
ストスポットとケラレを修正する必要があります。

画像のこれらのタイプの欠陥を修正するために、フラットフレームがキャプチャされます。これは、完全に均一に照明された表面の画像です。つまり、フラットフ
レームの明るさの変化は、口径食および/またはまたはほこり。下の画像は、上記で使用したのと同じ（かなり汚れた）カメラセンサーで撮影したフラットフレー
ムを示しています。フラットフレームでは、塵埃がはっきりと見えます。

実際には、多くのフラットフレームをキャプチャし、それらを平均して、個々のフラットフレームよりもノイズの少ない僧asterフラットを生成することをお勧めしま
す。上記のフラットフレーム画像は、実際には30個の個々のフラットフレームから作成されたマスターフラットであり、表示されているライトフレームよりもノイズ
が顕著に少なくなっています。

フラットフレーム補正自体には、フラットフレームが平均よりも暗い領域でキャプチャした画像を明るくして、その領域のカメラセンサーに到達する光の減少を
補正することが含まれます。上記の画像とフラットフレームを撮影すると、補正された画像が下に表示されます。補正された画像のほこりスポットの影響を見
るのは基本的に不可能です。



注：注：フラットフレーム補正は、ソーラーイメージングで問題を引き起こす可能性のある鮮烈なリングなど、画像から光学干渉パターンの影響を取り除くのにも
役立ちます。

フラットフレームの作成
選択キャプチャフラットをからキャプチャメニュー。これにより、ヒストグラムが自動的に有効になり、フラットフレームのキャプチャ ウィンドウが表示されます。

フラットフレームの作成に必要な手順に従うことができます。

フラットフィールド照明のセットアップ
これには、望遠鏡またはカメラの対物鏡または主鏡を均等に照らすように配置し、キャプチャした画像の明るさの唯一の変動が塵埃、ケラレなどによるもの
であることを保証することが含まれます。

これはおそらく、フラットフレームを使用する場合の最も難しい部分です。これを実現するさまざまな方法の多くの議論はオンラインで見つけることができます
が、簡単な要約を与えるために、いくつかのオプションがあります

�         望遠鏡の端を白いTシャツで覆い、光源を使用する
�         澄んだ青い空の望遠鏡ポインティング
�         望遠鏡を均一な曇り空に向ける
�         エレクトロルミネセントパネルの使用

フラットフレームのキャプチャと実際のターゲットイメージのキャプチャの間にイメージングシステムの向きと配置が変更されないことを確認する必要があることに
注意してください。これは、

�         カメラを回転させる
�         カメラを取り外して再挿入する
�         など、/削除または変更フィルタを追加減速、barlows
�         必要以上にフォーカスを調整します（小さな調整でも構いません）

カメラ設定のセットアップ
この段階でカメラが正しい設定に設定されていることを確認してください。1600x1200、ビン1、RAW12で画像を撮影する場合は、フラットフレームをキャプチャ



する前にカメラをこれらの設定に設定します。フラットフレームに同じ露出またはゲインを使用する必要はありません（実際、これは通常は機能しません）。フ
ラットフレームではノイズをできるだけ少なくする必要があるため、通常は低いゲイン値を設定することをお勧めします。

露出を調整して、正しいヒストグラム形状を取得します
適切なフラットフレームを作成するには、適切な露出が重要です。[ フラットフレームのキャプチャ]ウィンドウの[ ヒストグラムステータス]領域にあるテキスト
は、これを達成するためのガイダンスを提供します。

理想的なフラットフレームヒストグラムは、約50〜60％レベルにピークがあり、20％〜80％レベルのすべてのヒストグラムがあります。これは、モノクロカメラとカ
ラーカメラの場合を示しています

どちらの場合も対数ヒストグラムスタイルを使用しているため、ヒストグラムの範囲を簡単に確認できます。また、カラーカメラの場合、青と赤のピクセルの明る
さの違いは、両方の色のすべてのヒストグラムを20〜80％の範囲に収めることが不可能であることが判明したことを意味しますが、白チャネルヒストグラムは、
45-60％の地域。

オプションを選択
[ フラットフレームのキャプチャ]ウィンドウでは、次のオプションを変更して、フラットフレームの作成手順をカスタマイズできます。

�         平均フレーム数 ー SharpCapは、フレームのこの数を捕捉し、次いで捕捉されたフレームを平均化することによって、マスターフラットフレーム
を作成します。ここで選択した数値が大きいほど、最終マスターフラットフレームでノイズが少なくなり、最終画像の品質が向上します。

�         バイアスフレームのキャプチャと減算ー選択すると、SharpCapはフラットフレームをキャプチャした後、カメラの露出を最小に設定し、その後、
同数のバイアスフレームをキャプチャします。マスターフラットフレームは、すべてのフラットフレームの平均から差し引かれたすべてのバイアスフレームの
平均で構成されます。このオプションを選択すると、広範囲の画像の明るさにわたってフラット補正が向上しますが、フラットフレームのキャプチャと
ターゲットイメージフレームのキャプチャの間にカメラのブラックレベル/オフセット/輝度コントロールを変更しないでください。

�         モノクロフラットフレームの作成ーデフォルトで選択され、カラーカメラのみに関連するこのオプションは、作成されたフラットフレームをカラーカメ
ラ上でもモノクロにします。モノクロのフラットフレームは、使用時に画像の明るさのみに影響します。選択しない場合、使用時にキャプチャされた画
像のホワイトバランスを変更する効果を持つカラーフラットフレームが作成されます。

フラットフレームのキャプチャを開始する
[開始 ]ボタンを押して、フラットフレームのキャプチャを開始します（そのオプションが選択されている場合は、フレームをバイアスします）。場合は、キャプチャ完
了したときに新しいフラットを適用するオプションがチェックされ、それは準備ができているときに、新しく作成されたマスターフラットフレームが自動的に選択され
ます。

フラットフレーム補正の使用
[ 前処理]グループの[ フラットを適用]コントロールを使用して、フラットフレームを選択できます。

[ 参照 ]ボタンを押して、既にディスクに保存されているフラットフレームを選択するか、ドロップダウンを使用して最近使用したフラットフレームを選択しま
す。フラットフレーム補正を無効にするには、ドロップダウンから[ なし]を選択します。

注：注：フラットフレームは、現在使用中のカメラの解像度と一致する必要があります。

注：注：他のソフトウェアで作成されたフラットフレームは、互換性のある形式（PNG、FITS、TIFF）で保存されていれば、SharpCapで使用できます。

フラットフレーム補正を適用すると、画面に表示される画像とキャプチャファイルに保存される画像データの両方に影響するため、SharpCapでフラットフレーム
補正を使用している場合、後の処理でフラットフレーム補正を適用する必要はありません。

SharpCamのフラットフレーム補正は、高速カメラでも可能です.LifeCam Cinemaが1280x720x30fpsで実行されている場合、フラットフレームを適用すると
CPU使用率が1％増加するだけです。高速CPUを使用すると、1920x1080x150fpsで実行されているUSB3カメラにフラットフレームを適用できます。

 

 



 



スクリプティング
SharpCapには、キーボードとマウスでSharpCapを制御するときに実行できるほぼすべてのアクションを実行できる簡単なプログラムを作成できるスクリプト言
語が組み込まれています。 スクリプト言語は、と呼ばれる言語に基づいていますIronPython。MicrosoftがPythonプログラミング言語を.NETフレームワークに移植し
たものです。

スクリプトコンソール
スクリプトコンソールを表示するには、スクリプトメニューから[コンソールの表示]を選択します。 スクリプトコンソールは統合開発環境（IDE）です。これにより、
IronPythonプログラミング言語を使用したコードの作成、実行、デバッグ、およびSharpCapへの統合が可能になります。

IronPythonコンソールウィンドウにhelp（）および<ENTER>を入力すると、次の基本的なヘルプ出力が表示されます。

いくつかの例が表示されます。これらの1つは、SharpCapで使用可能なカメラをリストするコードです。

＃利用可能なカメラの一覧を
印刷印刷print SharpCap.Cameras
 

＃で始まる行はコメント行です。つまり、コンピューターによって無視されます。

コードは、コンソールに直接入力するか、コンソールウィンドウの下部にあるIronPythonパッドに貼り付けることができます。ウィンドウの上部にコードを入力す
ると、<Enter>キーが押されたときに実行されます。長いコードのセクションは、エディターボタンの下に入力する必要があります。エディターエリアでは、[不思議]
ボタンが押されるまで実行されません。

SharpCapの制御は、各スクリプトセッションに自動的に読み込まれるSharpCapオブジェクトを使用して処理されます。いくつかの簡単なコマンドは...

SharpCap.SelectedCamera = None＃現在アクティブなカメラを閉じます
SharpCap.SelectedCamera = SharpCap.Cameras  [0]＃[カメラ]メニューで最初のカメラを開き、プレビューを開始します
 
カメラが実行されたら、このようなプロパティを調整します

SharpCap.SelectedCamera.Controls .Exposure.Value = 1000＃露出を1000ms（1s）に設定します
 

IronPythonパッドで、コードプリントSharpCap.Camerasを入力し、（実行）ボタンを押します。

http://www.python.org/
http://www.python.org/


IronPythonコンソールに次の出力が表示されます。

フロッピーディスクアイコンをクリックし、以下の[スクリプトの実行]メニュー項目で使用するためにファイルをcameras.pyとして保存します。

APIの探索の探索

エディターは、「。」を入力すると、オブジェクトの可能なメソッドとプロパティを自動的に表示します これは、利用可能なAPIの探索に役立ちます。

でIronPythonのコンソール、次の2行（入力。テキスト事項と問題のケースを。テキスト事項と問題のケースを）：

インポートシステム
システムから。

を入力するとすぐに、選択可能なリストが表示されます。このトリックをSharpCap APIの多くの部分に適用して、利用可能なメソッドとそれらが必要とするパ
ラメーターを検出できるようにします。

スクリプトを実行する
[スクリプトの実行]メニュー項目をクリックすると、ファイルエクスプローラーウィンドウが開き、以前に作成したPythonスクリプトを選択できます。

スクリプト（プログラム）は、任意のテキストエディターを使用してWindows内から作成することもできます。スクリプトは.py拡張子で保存する必要があります。

メニューから [ スクリプト] > [ スクリプトの実行]を選択します。

ファイルsomething.py を参照し、[ 開く]ボタンをクリックします。スクリプトが実行されます。

例例

1.        メニューから[ スクリプト ] > [コンソールの表示 ]を選択します。

2.        マウスを使用して、Iron Pythonコンソールを片側にドラッグします。

3.        メニューから[スクリプト] > [スクリプトの実行]を選択します。

4.        前のセクションで作成されたファイル cameras.pyに移動して選択します。

5. スクリプトが実行され、結果（使用可能なカメラ）がIronPythonコンソールに表示されます。        



上記の例は実用的ではありませんが、SharpCap機能の使用方法を示すのに役立ちます。

スクリプトチュートリアル
スクリプトを作成する
このセクションでは、次の方法を示します。

�         IronPython Consoleを使用して簡単なスクリプトを作成します。
�         スクリプトを保存します。

�         コンソール内からスクリプトを実行します。

�         [スクリプトの実行]メニューオプションから保存したスクリプトを直接実行します。
 

コンソールの表示を選択すると、統合開発環境（IDE）が表示されます。これにより、IronPythonプログラミング言語を使用したコードの作成、実行、デバッ
グが可能になります。

以下のコードは、単一のPNG画像をキャプチャしてファイルに保存します。宛先d：\ capture.png は、使用しているコンピューター上の便利な場所に変更す
る必要があります。

SharpCap.SelectedCamera.CaptureSingleFrameTo("d:\capture.png")
 
次の手順を実行して、スクリプト機能をテストします。

1.        SharpCapを起動し、メニューから [ カメラ] > [カメラ1のテスト（Deep Sky）]を選択します。 

M42画像がキャプチャ表示領域に表示されます。



2.        カメラコントロールパネルで、出力フォーマットをPNGファイル に変更します。

3. メニュー       から[ スクリプト] > [コンソールの表示]を選択します。

IronPythonコンソールが開きます。

4.        次のコードをコピーします：

SharpCap.SelectedCamera.CaptureSingleFrameTo（ "d：\ capture.png"）

そしてCtrl + Vで貼り付けて（または直接入力して）IronPythonパッド（IronPythonコンソールの下部）に編集します。宛先（赤で下線が引かれた）

5.        実行アイコン（またはF5）を押します。

6.        これで、capture.pngおよびcapture.png.CameraSettings.txtと呼ばれる2つの新しいファイルが含まれているはずの宛先を確認します。

7.        コードを編集して、キャプチャファイル名をcapture2.pngに変更します。

8.        フロッピーディスクアイコンをクリックすると、ファイルエクスプローラーウィンドウが開き



ます。ファイルをcapture2.pyとして保存します （ 拡張子は.pyが重要です）。

9.        IronPythonコンソールを閉じます。

[注：もちろん、スクリプティングのポイントはSharpCapの使用を自動化することであり、上記のすべてのステップは、より複雑なスクリプトによって自動化できま
す。たとえば：

SharpCap.SelectedCamera = SharpCap.Cameras。検索検索（lambda x：x.DeviceName == "Test Camera 1（Deep Sky）"）
SharpCap.SelectedCamera.Controls .OutputFormat.Value = "PNGファイル（* .png）"
SharpCap.SelectedCamera。CaptureSingleFrameTo（"d：\ capture.png"）
 
 

 
SharpCapスクリプトオブジェクトモデルのリファレンス
アプリケーションの制御に使用できる主なオブジェクトは次のとおりです。

SharpCap  メインアプリケーションオブジェクト、他のすべてのオブジェクトは、このオブジェクトを介してアクセスされま
す。

SharpCap.Cameras 使用可能なカメラのコレクション（[カメラ]メニューに表示） 
SharpCap.SelectedCamera    現在開いているカメラ（または開いているカメラがない場合は「なし」）

SharpCap.SelectedCamera.Controls 現在開いているカメラで使用できるコントロール。多くの一般的なコントロールに直接アクセスできます
が、必要なコントロールを見つけるには、配列内の各アイテムをチェックする必要があるものもあります。  

SharpCap.Focusers    SharpCapによって検出された（ASCOM）フォーカサーのコレクショ
ン。SharpCap.Focusers.SelectedFocuserを使用して、特定のフォーカサーに接続し、
SelectedCamera.Controlsコレクションを介してアクセスできます。

SharpCap.Mounts、SharpCap.Wheels ASCOMマウントとフィルターホイールのコレクションは、フォーカサーと同じように機能します。
SharpCap.Transforms SharpCap.Transforms.SelectedTransformプロパティを設定することでプレビューウィンドウに適用できる

フレーム変換のコレクション（現時点ではバギー）

 SharpCap.MainWindow   SharpCapのメインアプリケーションウィンドウ。プロパティを変更したり、メソッドの呼び出しに注意してくだ
さい。  

 SharpCap.Reticules  画面上に描画するために選択できるレチクルオーバーレイのコレクション（現在はバグのある変換など）

 SharpCap.Settings    すべてのアプリケーション設定、注意して変更し、変更を有効にするために変更後に「Save（）」を呼び
出します

 

一般的に、最も使用されるオブジェクトはSharpCap.SelectCamera  とSharpCap.SelectCamera.Controlsです。

カメラオブジェクト
SelectedCameraオブジェクトの最も重要なメソッドとプロパティは次のとおりです（情報プロパティは、選択されていない他のカメラでも機能します）。

 CanCapture、CanSti l lCapture カメラがビデオと静止画をそれぞれキャプチャできるかどうかを示します

 CanPause カメラは停止せずにビデオキャプチャを一時停止できますか？

 CaptureConfig フレーム制限など、実行するキャプチャのタイプを制御する設定

 PrepareToCapture（） RunCapture（）を呼び出す前に、ビデオキャプチャを設定するために呼び出す必要があります

 RunCapture（） 準備されたビデオキャプチャを開始します。キャプチャは、制限に達するか、StopCapture（）が呼び出されるまで
実行されます。出力ファイルには、選択した命名規則に従って名前が付けられます。

 CancelCapture（）   （RunCaptureを使用して実行する代わりに）準備されたキャプチャをキャンセルします。

 CaptureSingleFrame（） 単一フレームのスナップショットをキャプチャします（出力ファイルには、選択した命名規則に従って名前が付けら
れます

 CaptureSingleFrameTo（string fi lePath） 単一のフレームをキャプチャし、指定された出力ファイル名に保存します。パスは完全なパスである必要があり、
指定した拡張子はSharpCap.SelectedCameras.Controls.OutputFormat.Valueで選択した拡張子と一致
する必要があります。

 名 アプリケーションUIで使用されるカメラの名前

 VideoDeviceId カメラの内部識別子（空またはかなりオタクの場合があります）

 StartPreview（）、StopPreview（） カメラのフレームのプレビューをそれぞれ開始および停止する

 RestartPreview（） カメラのフレームのプレビューを停止してから再開します

 GetStatus（boolean al lStats） キャプチャされたフレーム、平均フレームレートなどを含むカメラのステータスを記述するオブジェクトを返します。



 IsOpen、IsPreviewing、
CanCountFrames、キャプチャ

名前付きの情報プロパティ

 CapturedFrameCount プレビューが最後に開始された、またはキャプチャが開始または停止されてからカメラで処理されたフレームの数
（プレビューフレームを含む）。

 ApplySelectedTransform（） 予約済み、内部使用のみ

 

次のコントロールは、SelectedCameraのControlsオブジェクトで直接使用できます。

ビニング、ColourSpace、露出、Fi l terWheel、フォーカス、ゲイン、OutputFormat、解像度
 
他のコントロールはControlsコレクション内で使用できる可能性が高いため、名前で検索する必要があります。次に例を示します。

cooler = SharpCap.SelectedCamera.Controls .Find（lambda x：x.Name == "Cooler"）
 
使用可能なコントロールはカメラごとに異なり、常に使用できるのはColourSpace、Exposure、Resolution、およびOutputFormatのみです。

コントロールオブジェクト
各コントロールで次のプロパティを使用できます。

 

 利用可能 コントロールが実際に値の読み取りまたは書き込みに使用できる場合はTrue。

 読み取り専用 コントロールからの読み取りのみが可能な場合はTrue（たとえば、センサー温度の読み取り）

 AutoAvai lable    コントロールを自動モードに設定できる場合はTrue

 オート 自動モードと手動モードの間でコントロールを切り替える

 名 UIに表示されるコントロールの名前

 Id 現在含まれている一般的なプロパティタイプの列挙：その他、露出、FrameRate、パン、チルト、解像度、
ColourSpace、OutputFormat、フォーカス、FilterWheel、FrameFilter、ビニング、ゲイン

 最小、最大 数値制御の最小値と最大値を取得します

 ステップ 整数コントロールには、ステップ値が定義されている場合があります-変 更できるのは、この値の倍数のみです。これは
非常にまれです。

 値 取得および変更可能なコントロールの値（読み取り専用でない場合）。

 タイプ コントロールが持つ値のタイプ。

整数  数値、整数値

ダブル  数値、整数または小数値

ブール値  オン/オフ値（チェックボックス）

コマンド  UIのボタンによって起動される単一のアクション

複数の選択肢  UIのドロップダウンコントロールとして表示されるオプションのリスト

カスタム  他のタイプのコントロール。

 利用可能な値  MultipleChoiceコントロールの場合、利用可能な選択肢のリスト。

 

スクリプトサンプル
スクリプト作成タスクの例を以下に示します。

定期的なキャプチャとタイムスタンプ画像
以下のコードは、約15秒ごとに1つのPNG画像をキャプチャし、保存する前に画像自体にタイムスタンプを書き込みます。タイムスタンプ付きの各画像を異な
るファイル名で保存するか、タイムスタンプ付けの手順を削除するようにコードを変更するのは簡単です。

コードは、既に選択されプレビューされているカメラと、PNGファイルに出力できるカメラに依存しています（つまり、カメラが12/16ビットモードの場合は動作しま
せん）。

インポート時間
clr.AddReference（ "System.Drawing"）
System.Drawingのインポート
 
SharpCap.SelectedCamera.Controls .OutputFormat.Value = 'PNGファイル（* .png）'
i f（SharpCap.SelectedCamera.Controls .Exposure.AutoAvai lable）：
SharpCap.SelectedCamera.Controls .Exposure.Automatic = True
 
Trueの場合：
SharpCap.SelectedCamera.CaptureSingleFrameTo（ "d：\ capture.png"）
time.s leep（1）
bm = System.Drawing.Bitmap（ "d：\ capture.png"）
g = System.Drawing.Graphics .FromImage（bm）
f = System.Drawing.Font（ "Aria l"、12）



g.DrawString（System.DateTime.Now.ToString（）、f、System.Drawing.Brushes.Red、System.Drawing.Point（0,0））
g.Dispose（）
f.Dispose（）
bm.Save（ "d：\\ timestamped.png"）
bm.Di spose（）
＃ここでpngファイルをさらに処理する
time.s leep（15）
 

選択矩形（くけい）の制御
この例を開始する前に、適したいずれかの選択フォーカススコアの方法や画像のヒストグラムを有効にする選択エリアに表示されるプログラムによって生成さ
れます。選択エリアは、その経由でオフにする必要がツールバーアイコン

[スクリプト]> [コンソールの表示]から、次のコードをIronPythonコンソールに入力します。演習の目的を無効にするため、コピーして貼り付けないでくださ
い。特定の場所で、「..」を入力すると、可能なメソッドとプロパティを示すドロップダウンが表示されます。適切なテキストを選択します。

import cl r 
cl r.AddReference（ "System.Drawing"）
from System.Drawing import Rectangle 
SharpCap.Transforms.AreaSelection = True＃選択領域をオンにします
SharpCap.Transforms.SelectionRect = Rectangle（100,200,300,400）＃選択長方形を調整、パラメーターは（x、 y、幅、高さ）
 
入力したコードは次のようになります。実行すると、追加の>>>がコンソールに表示される以外、何も発生しません。エラーメッセージがないことは良い兆候で
す。

これにより 、選択領域を指定するために必要な.NETタイプSystem.Drawing.Rectangleの使用が可能になります-.NETタイプへのアクセスを許可する最初の3行
は、他の.NETで使用できるため、ここでは重要な行です。タイプも。

スクリプト化するタスクの例
次の重要なタスクを検討してください。

�         LRGBフィルターを含むUSBフィルターホイールの制御
�         Lフィルターを使用して10x5分の露出をキャプチャする
�         Rフィルターへの切り替え
�         Rフィルターを使用して10x5分の露出をキャプチャする
�         Gフィルターへの切り替え
�         Gフィルターを使用して10x5分の露出をキャプチャする
�         Bフィルターへの切り替え
�         Bフィルターを使用して10x5分の露出をキャプチャする

合計キャプチャ時間= 3時間20分ですが、キャプチャがスクリプトによって管理されている場合、介入は不要です。

 



ASCOMハードウェア制御
フォーカサー制御

フォーカサーは、InボタンとOutボタンを使用して制御できます。 ボタンの各ペア（粗いボタンと細かいボタン）の間には、ボタンを押すたびに移動する量を調整
できるステップサイズ調整コントロールがあります。フォーカサーの現在の位置が表示され、このコントロールに新しい位置の値を直接入力することもできます
（新しい値を入力した後、<Tab>または<Enter>を押して入力した値にフォーカサーを移動します）。リバース チェックボックススワップの意味で とアウトボタン-
便利押したときで焦点に移動した場合アウト。

フィルターホイールコントロール

ASCOMのフィルターホイールはボタンが利用できるフィルタのリストを表示しSharpCapに制御が簡単で、必要があるすべては、適切なボタンを押して、希望の
フィルタを選択することです。それは、車輪ながら再びフィルタを変更しようとして避けるのがベストですSharpCapによって表示されるフィルターの名前は、通
常、フィルターホイールのASCOMドライバー構成ダイアログで構成できます。

SharpCapのすべてのASCOMハードウェアと同様に、[ 接続済み]チェックボックスをオフにすることでデバイスから一時的に切断でき、セットアップボタンを押すと
ASCOMドライバー構成を表示できます。

SharpCapには、手動で操作するフィルターホイールのコントロールを構成および表示するオプションも含まれています。手動で操作するホイールを使用する
場合、SharpCapで現在選択されているフィルターを選択して、フィルター名をカスタムファイル名テンプレートで使用できるようにすることができます。

マウント制御

SharpCapは、ほとんどのASCOMマウントに接続して制御できます（残念ながら、マウントがASCOM MoveAxis機能をサポートしていない場合、SharpCapは
使用できません）。

コントロールの左側には、現在の方位、高度、RA、およびDecが表示されます。これらは定期的にマウントから更新されるため、プラネタリウムプログラムなど
の別のアプリケーションを使用してマウントを移動した場合は更新する必要があります。

コントロールの中央部には、マウントがSharpCap内から移動することを可能にする移動ボタンに家である。アップ、ダウン、左と右のボタンは、それらが押され
ている間に一定の方向にマウントして移動します。マウントした場合マウント赤道され、アップ/ダウンは にマウント移動する偏角 および左/右 に移動します
マウントRA。使用して選択することができる速度で移動されるマウントレートコントロールの右上にドロップダウンします。これは、マウントが使用可能にする
移動速度をリストします（このドロップダウンは、Sidereal速度の倍数で遅い移動速度を示します-すなわち、1x、2x、8x および毎秒の度数でより速い速
度）。方向ボタン間のSTOPボタンは、マウントの現在の動きを停止しますが、方向ボタンを放すと動きが停止するため、通常は必要ありません。

スパイラル検索ボタン（ボタングループの左上）は、それがダウンしている間、開始点の周りに成長している正方形のスパイラルにマウント動く。これは、このよう
なだけでない可能性があり、惑星としてのオブジェクトを検索しようとする場合に便利ですフレーム. 移動ボタンと同様に、スパイラルサーチの移動速度はレー
ト ドロップダウンで制御されます. スパイラルサーチボタンを放すと、スパイラルの動きが停止します。もう一度押すと、スパイラルサーチの周りに新しいスパイラル
が始まります現在の位置 前のスパイラルパターンを再開しません。

プレートは、解決ボタン（ボタン群の左下）プレートが現在の画像に解く実行する、再同期の結果を解決するプレートに痴位置をマウントし、GOTOは、元
のターゲット座標意志。これは、ターゲットが中心から外れていたり、完全に視野から外れていても、ターゲットを視野の中心に配置する効果があります。こ
のボタンは、互換性のあるプレートソルバーが検出または構成されている場合にのみ有効になります。プレート解析タブを参照詳細については。このボタンか
らプレートソルバを起動すると、ASCOMマウントによって報告された現在の位置から15度以内の空の位置に検索が制限されることに注意してください。これ
により、プレート解析の速度が劇的に向上しますが、現在のマウント位置が非常に不正確な場合、プレート解析は失敗します。

[ 駐車]チェックボックスを使用して、マウントを駐車または駐車解除できます。

最後に、トラッキング ボタン（右下）を使用して、マウントの恒星レートトラッキングをオンまたはオフにすることができます。[ 追跡 ]ボタンの右側には、現在の
追跡率を表示する（変更できる）ドロップダウンがあります。恒星、太陽、月の追跡率を選択できます。選択したトラッキングレートがカスタムレートである場
合、アイコンが表示されます。

SharpCapのすべてのASCOMハードウェアと同様に、[ 接続済み]チェックボックスをオフにすることでデバイスから一時的に切断でき、セットアップボタンを押すと
ASCOMドライバー構成を表示できます。
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バグとクラッシュ
バグまたはその他の問題を報告する前に、バグがすでに修正されている可能性があるため、SharpCapの最新バージョンが使用されていることを確認してくだ
さい。また、回避策が既に存在する可能性があるため、同じ問題を報告している他のユーザーのフォーラムを検索してください。

バグやクラッシュやSharpCapの他の議論を報告するためのフォーラムで見つけることができますhttp://forums.sharpcap.co.uk。

バグを報告する方法
SharpCapのクラッシュを伴わないSharpCapのバグを発見した場合は、フォーラムの新しいスレッドに次の詳細を投稿してください。

・                     問題を簡単に説明するスレッドの件名。
・                     何をしようとしていたのかの説明。
・                     バグを発生させるために必要な手順のリスト。
・                     問題発生後に収集されたSharpCapログの内容

ログテキストはかなり長くなる可能性があるため、投稿の本文に含めるのではなく、添付ファイルとして投稿してください。

SharpCapが実行されている間、ログテキストを介して取得することができます[ファイル]> [ヘルプ]> [ログの表示。ログはまた、フォルダに保存されてい
る％LOCALAPPDATA％\ SharpCap \ログ。

または、C：\ Users \ <ユーザー名> \ AppData \ Local \ SharpCap \ logsフォルダーにアクセスして、 SharpCapを閉じた後にログファイルを見つけます。

クラッシュを報告する方法
クラッシュレポートの提出
SharpCapがクラッシュした場合は、バグレポートの送信を要求するメッセージが表示される可能性が高いです。
 

 
インターネットに接続している場合は、[ 送信して終了 ]ボタンを押すと、バグレポートがSharpCapバグアーカイブに自動的にアップロードされます。必要に応
じて、クラッシュが発生したときに何が起こっていたかの説明を追加します。

インターネットに接続していない場合は、送信して終了の横にある下矢印を押して、バグレポートを電子メールで送信したり、フォーラムで共有できるファイ
ルとして保存するなどの追加オプションを表示します。

�         S3バケットへのアップロード [送信]および[終了]を押したときのデフォルトアクション。レポートはインターネットにアップロードされます。
�         インターネットに接続しているときに電子メールで送信します。
�         レポートを手動で送信します。生成されたレポートは、手動でフォーラムに送信できるように、zipファイルとして保存されます。

バグレポートには、SharpCapをクラッシュさせる問題の説明とSharpCapログの内容が含まれており、どちらもクラッシュを引き起こす問題の追跡に役立ちま
す。

クラッシュレポートはありませんか？
まれに、SharpCapがエラーレポートメッセージを表示せずにクラッシュすることがあります。これが発生した場合、バグを追跡するには、コマンドラインに次のよう
に/ dumpオプションを追加して、コマンドプロンプトからSharpCapを再実行する必要があります。
"c：\ Program Files（x86）\ SharpCap 2.9 \ SharpCap.exe" / dump
 
SharpCapがこの方法で実行されたら、クラッシュを再度発生させてください。クラッシュが発生すると、SharpCap.dmpというファイルがデスクトップに作成されま
す。 SharpCap.dmp ファイルへのリンクとクラッシュが発生したときに行われていたことの説明を含むフォーラムに投稿します。ダンプファイルは大きくなる可能性
があるため、アップロードへのリンクを提供してください.Dropbox、Google Drive、MicrosoftのOne Driveはここでは便利なテクノロジーですが、他にもあるか
もしれません。

 

http://forums.sharpcap.co.uk/


トラブルシューティング
このセクションは、発生した問題に触発されています。

ハードウェア
画像キャプチャに関連するハードウェアの問題の一般的な原因は、USB規格の理解不足に起因する可能性があります。 詳細とケーブルの最大長につい
てはhttps://en.wikipedia.org/wiki/USBをご覧ください。

いくつかの定義：

�         USB 2.0規格は、480 Mbit / sの高速（HS）を定義しています。
�         USB 3.0規格では、5 Gbit / sのSuperSpeed（SS）が定義されていますが、タイミングオーバーヘッドのため、3.2 Gbit / sのデータスループットが

妥当と見なされます。
�         パッシブUSB延長ケーブルは、電子機器のないシンプルなケーブルです。
�         アクティブなUSB延長ケーブルには、USB信号を再生成するための電子機器が含まれています。基本的に、ハブとケーブルを組み合わせた

ものです。
�         電源が供給されていないUSBハブは、コンピューターのUSBポートから電力を引き出します。
�         電源付きUSBハブには、独自の外部電源があります。
�         PC /ラップトップの黒いUSBポートは、USB2接続が利用可能であることを示します。
�         PC /ラップトップの青いUSBポートは、USB3接続が利用可能であることを示します。

考慮事項：

�         カメラは、コンピュータのUSBポートから電力を引き出します。
�         冷却ファン付きのカメラは、コンピューターのUSBポートからさらに多くの電力を引き出します。
�         電源が不足すると、USB3デバイスがUSB2速度にフォールバックする可能性があります。
�         低品質（または損傷）のUSBケーブルは問題を引き起こす可能性があります。
�         銅被覆アルミニウム（CCA）USBケーブルは問題を引き起こす可能性があります。
�         すべてのUSBポートが同じというわけではありません。マイクロ/ミニPCまたはラップトップのバッテリーが切れている前面のUSBポートについて考

えてみてください。不明な問題が発生した場合は、同じコンピューターで別のポートを試してください。
�         内部PCI USBカードに電源コネクタがある場合、内部電源リードが接続されていることを確認します。

USBTreeViewは、USB接続デバイスが実行している速度を検出するための便利なユーティリティです。ユーティリティは、速度をHS（高速= USB2）または
SS（スーパースピード= USB3）として表示します。

問題なく実行するには、次のことを考慮してください。

�         カメラメーカーが提供するUSBケーブルを使用してください。problems問題が発生した場合は、少なくとも2本の異なる短いUSBケーブルで
テストして、USBケーブル/ハブの問題を除外してください。

�         余分な長さが必要な場合は、良質なパッシブ延長ケーブルは、通常、USB3速度とUSB2速度のために4.5メートルのために3.5メートルの合
計の長さに十分なまでです。

�         これらの長さを超えると、ハブまたはアクティブケーブルの使用が必要になります。
�         USBハブから2つ以上のデバイスを実行している場合、電源が入っていないハブではなく、電源が入っているハブを検討してください。

ソフトウェア
�         正しいハードウェアドライバがインストールされ、最新であることを確認してください。インストールされているグラフィックスカードの正しいドライ

バーがインストールされていない場合、カードが低パフォーマンスの互換性モードで実行され、フレームレートが低下したりクラッシュしたりする可能性
があります。

�         Windowsの高度なバリアント（デフォルトではメディア機能がインストールされていない）では、特定のカメラでSharpCapが正常に機能する
前に糎indows Media Feature Packをインストールする必要があります。

イメージング
画像が明るすぎる
問題-木星のいくつかの月が私の画像にありますが、惑星には機能がありません。

解決策 カメラの露出設定が高すぎ ます。惑星の特徴が見えるようになるまで（カメラが表示されない場合があります） 、カメラコントロールパネルの（露
出）の値を減らします。

たとえば1,000フレームのビデオをキャプチャします。これを、たとえばAutoStakkertでスタックします。そうすると、スタックされた最終画像に月が再表示されるこ
とを望みます。これは、月のように見えないが、プロセスの早い段階でのトリミングに対する議論でもありますビデオでは、処理された画像に表示されます。

Jumpy AVIがスタックしない
以下の手順に従って、風の強い状況で作成されたびくびくしたビデオを救出してください。

問題-表面がびくびくする（月面/太陽）ビデオはスタックしません。

ソリューション-PIPP Webサイトで画像安定化プロセスをご覧ください。

粒子の粗い画像
問題-非常に粒子の粗い画像。

解決策は、カメラコントロールパネルの[ ゲイン]を下げます。

https://en.wikipedia.org/wiki/USB
https://en.wikipedia.org/wiki/USB
http://www.uwe-sieber.de/usbtreeview_e.html
https://sites.google.com/site/astropipp/example-uasge/example8


この画像は、おおぐま座の星座にあるかすかな惑星状星雲、フクロウ星雲です。ゲインを下げ、ライブスタックを使用してより良い画像を作成します。

ギャップのあるヒストグラム
以下は、ギャップのあるヒストグラムの例です。

問題-ヒストグラムに垂直バーとギャップが表示されます。

解決策-ホワイトバランスをデフォルトに戻し（ヒストグラムのギャップを削除する）、スタック後にカラーバランスを修正するのが最適です。これにより、SharpCap
でデジタルホワイトバランス補正を適用することで生じるデータ損失を回避できます。

色が間違っています
以下は、実世界の壊れたヒストグラムの例と、それを改善するために必要なことです。

問題-色が間違って見える。

解決策は、最大実行イメージのヒストグラムからツールバーをでザLRGBヒストグラムが合理的に整列されなければならないが、彼らはありません。カメラコント
ロールパネルを探しホワイトバランスやカラーバランスと4つのヒストグラムを大まかに整列されるまで、必要に応じて調整します 両端に水平バーが並ぶと達成
されます。

このキャプチャは、USB2ビデオキャプチャデバイスを備えたAVS DSO-1アナログビデオカメラを使用して撮影されました。ビデオグラバーはDirectShowデバイスと
して分類されています.SharpCapではカメラコントロールが公開されていないため、カメラの内部メニューを使用して調整が行われます。 このタイプのカメラで
は、赤と青を変更して緑を調整します。

 

 



付録
テスト書き込み速度
以下のデータは、さまざまなハードウェア構成で実行されたテスト書き込み速度の概要です。テスト書き込み速度ボタンは、ファイル> SharpCap設定>ファイ
ル名タブで見つけることができます .Mb / sとフレーム/秒の大きなばらつきに注意してくださいさまざまなハードウェア。

テストの進行中に回転する円が表示されることを期待します（テスト中に目に見えるフィードバックはありません）。テストの終了時に結果が表示されます。

このテストでは、書き込み速度が215Mb / s（16Gbのメモリを搭載したQuad Core Xeonプロセッサマザーボードで実行されている10,000rpm Western Digital
Raptorドライブ上）であることが示されました。プラットフォームはWindows 10 Pro 64ビットでした。結果はここで異なりますハードウェア機能について

この表では、さまざまなハードウェア構成のパフォーマンスを比較しています。すべてのテストで、1280 x 960で4,882フレームが書き込まれました。

ハードウェア プロセッサー 記憶 ハードドライブ
オペレーティング・シス

テム

試験結果

Mb / s * fps

HP Z220ワーク
ステーション

Xeon Quad
Core、3.4GHz

16ギガバ
イト

500GB SATA2、
10,000 rpm

Windows 10 Pro、

64ビット

215 184

ThinkPad
W510ラップトッ
プ

i7 Quad Core、
1.73GHz

16ギガバ
イト

500Gb SATA2、
7,200rpm

Windows 10 Pro、64
ビット

240 205

ThinkPad T400
ラップトップ

Core 2 Duo、
2.4GHz

8Gb 240Gb SATA2 SSD Windows 10 Pro、64
ビット

191 163

ThinkPad X61
ラップトップ

Core 2 Duo、
1.86GHz

4Gb（3Gb
使用可
能）

120Gb SATA2 SSD Windows 10 Pro、32
ビット

97 83

Linx 10タブレッ
ト

Atom Z3735F、
1.33GHz

2Gb 32GB eMMC Windows 10 Home、
32ビット

44 38

注：* fps = 1秒あたりのフレーム数

高フレームレートのカメラを購入するときは、ハードウェアの需要を考慮してください。

SharpCapアンインストールクリーンアップ
SharpCapをアンインストールした後、オプションで次の手順を実行できます。

[オプション]プロファイルデータの削除（作成されている場合）蔓プロファイルデータは％APPDATA％\ rwg \ SharpCap \ CaptureProfilesに保存されます。 検
索または実行からこのフォルダーに移動し、CaptureProfiles フォルダーの内容を削除します。

以下の手順は省略できますが、完全を期す期すために含まれています。変更を加える前に、必ずレジストリをバックアップしてください。ています。変更を加える前に、必ずレジストリをバックアップしてください。

[オプション]レジストリエントリの削除を実行 Regeditを。 予防措置として、レジストリをエクスポートします予防措置として、レジストリをエクスポートします。移動に HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE
\ RWG \ SharpCapを 、削除 2.9 キーを。

キャプチャプロファイルのメンテナンス
Jupiter RGB32などの新しいキャプチャプロファイルが作成されると、次のことが起こります。

1.        Jupiter RGB32（アクティブなカメラの名前> .ini）と呼ばれるテキストファイルは、フォルダー％ APPDATA％\ rwg \ SharpCap \ CaptureProfilesに保
存されます。

2. 保存されたプロファイルの場所にアクセスするには、％APPDATA％\ rwg \ SharpCap \ CaptureProfilesをWindows検索バーにコピーアンドペースト
します。これは、不要なキャプチャプロファイルを削除する方法です。      



 

 

 

 

 



便利なソフトウェア
�         AutoStakkert!2, 　画像シーケンスの整列とスタック用。
�         DeepSkyStacker,　Deep Sky画像の前処理。
�         FITS Liberator,　FITSファイルの画像処理。
�         GIMP,　画像操作、2017年にリリースされるv2.10の16/32ビット。
�         ImageComposite Editor, 　モザイクを作成するためのMicrosoftの画像ステッチングソフトウェア。
�         PIPP, 　惑星画像の前処理（＋太陽と月）。
�         Registax, 　画像スタッキングとウェーブレットフィルター。
�         SER Player,　SERファイル用のビデオプレーヤー。
�         VirtualDub,　AVIビデオを個々のフレームに分割します（ここでISSビデオを考えてください）。

http://www.autostakkert.com/wp/guides/
http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
https://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/
https://www.gimp.org/
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/ice/
https://sites.google.com/site/astropipp/
http://www.astronomie.be/registax/
https://sites.google.com/site/astropipp/ser-player
http://www.virtualdub.org/


用語集
ASCOM は、Microsoft Windowsプラットフォーム上のマウント、フォーカサーと撮像素子と実行を含む天文機器の範囲に標準インタフェースを提供します。
さらに詳しい情報はで見つけることができます ASCOM標準の ウェブサイト。

FITSファイル形式ファイル形式  は、天文コミュニティがデータストレージ用に採用したオープンスタンダードです。詳細情報は
https://fits.gsfc.nasa.gov/fits_documentation.html で確認できます。

PLATE-SOLVING 画像内の星のパターンから画像が空のどこにあるかを計算するソフトウェアツール。すべてのSky Plate Solverはこのタイプのソフトウェアの例
であり、キャプチャされたFITSおよびJPEGファイルの天体座標を自動的に検出できます。

UTC Universal Coordinated Time-タイムゾーンに依存しない方法で時間を測定するためのグローバル標準。 実際にはUTC時間はGMT時間と同じです。
UTC時間オフセットの説明については、 https：//en.wikipedia.org/wiki/List_of_UTC_time_offsets を参照してください。

WinJUPOS 惑星の回転の影響をデジタル的に補正することにより、木星や他の惑星の画像を改善するのに役立つソフトウェアツール。 木星の画像キャプ
チャの処理を支援する情報については、 http：//jupos.privat.t-online.de/index.htmを参照してください。

http://ascom-standards.org/
https://fits.gsfc.nasa.gov/fits_documentation.html
http://www.astrogb.com/astrogb/All_Sky_Plate_Solver.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UTC_time_offsets
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UTC_time_offsets
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UTC_time_offsets
http://jupos.privat.t-online.de/index.htm
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