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William Feightner, Colorfront CTO 

Feightner は、Compact Video のテクニカルディレクターとしてキャリアをスタートさせた後、Laser Edit および Composite Image Systems

（CIS）で同様の役割を担うようになりました。彼は EFILM Digital Laboratories（Deluxe Entertainment Services Group Inc.の一部）で CTO 兼

テクノロジー担当エグゼクティブバイスプレジデントを務めていました。LayerEdit で、Feightner はライブ、リアルタイム、マルチレイヤ VFX

合成システムを開発しました。この先駆的なアプローチを CIS で継続し、長編映画用のインタラクティブ画像合成プロセスに革命をもたらした

2K ピン登録テレシネシステムの開発を支援しました。 

 

EFILM で彼の革新は含まれていました：デジタル実験室校正のための新しいソフトウェア。画像処理および画像管理ソフトウェア。エンドツーエ

ンドのマルチサイト共同作業のワークフロー手順とソフトウェア。 We Were Soldiers に関する世界初の完全デジタルタイミング DI パイプライン

（2002 年）。そして世界初の 4K DI が Spiderman 2（2004）で完了します。また、米国で初めて ARRIRAW 形式を使用して撮影および投稿を行う

機能である、Extremely Loud＆Incredibly Close（2011）のワークフローも担当しました。 EFILM に在籍している間、Feightner は Colorfront と

緊密に連携し、多くのプロジェクトで同社のテクノロジを利用しました。 

 

Feightnerは複数の賞を受賞しています。 2007年に、彼は映画のアーカイブのためのデジタル色分解プロセスの作成のための映画芸術科学アカデ

ミー（AMPAS）から技術的な業績賞を受賞しました。また、テレビシリーズ「Moonlighting」の特殊効果作品でエミー賞を受賞したほか、「デ

ィズニーの魔法の世界」の冒頭部分で「モニター賞」を受賞しています。 2013年、SMPTEはFeightnerに2013年のTechnicolor / Herbert T. 

Kalmus Medalを授与しました。これは、映画のポストプロダクションおよび配給サービスにおける最高水準の品質と革新への優れた貢献を表彰

するものです。 

 



イントロダクション 
テレビ、映画、およびポータブルデバイス用の今日の急速に成長している新しいディスプレイ技術の分野全体にわたって一貫した創造的な外観を

維持することは、差し迫った課題です。これは、考えられる明るさ、コントラスト、および表示環境の広い不均衡を考慮するときに特に当てはま

ります。それぞれの可能な組み合わせのための専用仕上げの伝統的なショーLUTベースのアプローチは実用的ではありません。たとえそのような

アプローチがとられたとしても、創造的な一貫性を維持することは非常に難しいでしょう。 

人間の視覚システムがどのように機能するかに関する知識を利用することによって、知覚モデル、所定のディスプレイの明るさおよびサラウンド

に合うようにソースコンテンツを処理することを適用することができる。このホワイトペーパーでは、Colorfront Engine の知覚プロセッサが現在

これらの実世界のユースケースにどのように対処しているかを説明します。 

 

Colorfront Engine は、カメラオリジナル（シーン参照）およびグレーディング（表示参照）画像を含むさまざまな入力形式を、ユーザーの幅広い

SDR および HDR 出力形式にマッピングする最先端のパラメトリックカラー処理パイプラインです。創造的な意図を維持しながら、定義可能な明

るさレベルと色域。それは私たちの目がどのように光を見るかについての広範な知識に基づいており、知覚される色と色調の関係が保存されてい

る内部処理色空間を使用しています。 
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納品物 
 

現在のディスプレイ技術を検討するとき、ダイナミックレンジ、色域、およびそれらが見られる推奨される（または現実的な）ディスプレイ環境

には、大きな違いがあります。これらのディスプレイをHDRまたはSDRのいずれかとしてバイナリ形式で考えるのは誤りです。実際には、この2つ

の間にはさまざまなダイナミックレンジがあります。 HDRの開始位置とSDRの終了位置を定義するマジックナンバーはありません。 

例として、48-nit シネマバージョンは 100-nit 放送配信物と比較してピーク輝度が低い。私たちが 100 ニット SDR と呼んだ場合、それは 48 ニッ

ト映画がサブ SDR であることを意味しますか？両方の SDR にラベルを付けることに関係なく、それらは異なる表示環境でレンダリングされた異

なる機能を持つ単なる表示です。エンハンスドダイナミックレンジのシネマ会場は 100-nit SDR よりほんの少し明るくても高いダイナミックレン

ジの経験を提供するかもしれません、それはただピーク輝度についてではなく、それはピーク輝度と黒レベルの間の差についてです。非常に暗い

映画館環境で非常に濃い黒レベルを達成することによって、視聴者は高められたダイナミックレンジで素晴らしい経験をすることができます。 

 

とは言っても、これらすべてのバージョンをどのようにマスターすればよいのでしょうか。私たちはこれらの配達の一つ一つを作り出すカラリス

トを持っていますか？ディスプレイごとにグレーディングする必要がないようにするには、知覚的な一致を維持しながら、これらの異なるnitレベ

ルとカラースペースの間で変換する管理されたカラーワークフローが必要です。言い換えれば、視聴者がコンテンツを見るとき、彼らは同じこと

を見る必要があります。 
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現在の業界の慣例 
理想的な状況では、参照されるマスターモニターはすべての成果物のスーパーセットであるべきです。言い換えれば、私たちの最大成果物が 1000

ニットであるならば、私たちは他のすべての可能な成果物がどうなるかを視覚化することができるはずです。しかし、多くの場合、これは不可能

です。代わりに、我々は既存の表示技術に制限されるかもしれず、それを超えることができないかもしれません。私達は私達の特定の配置からよ

り明るいかより暗いシステムに変換できるシステムを必要としています。 

 
非常に高いピーク輝度を有する基準マスタを有することは、おそらくより暗い周囲サラウンドビューイング条件を有するより低いダイナミックレ

ンジのディスプレイへのマッピングが自明ではないので、それ自体の課題を有する。適切なツールがなければ、元のクリエイティブの意図から逸

脱し、さまざまな成果物の外観を残念ながら変更することは非常に簡単です。以下では、これらの問題に対処するためのいくつかの典型的なユー

スケースと現在のアプローチについて説明します。 

人間の知覚モデルを使用した複数のディスプレイマスタリング 

 
3 

 

 

創造的な意図を維持する 
 

創造的な意図を維持することについて、どういう意味です

か？画像の作成は、いくつかのソース映像をキャプチャす

ることから始まります。その後、ソースフッテージはさま

ざまな変換を経て、最終的に参照マスターディスプレイと

呼ばれるものに配置されます。これは主人公のイメージな

ので、これは非常に重要な概念です。この画像は、より明

るい環境でも暗い環境でも、または現在のシネマレベルと

ピークの明るさが一致しているのか、1000 ニットでの

HDR 体験がはるかに明るいのかに関係なく、すべての配信

に似ています。上記。見た目はそれらのそれぞれを調整す

る必要なしにこれらのすべてにわたって維持される必要が

あります。マスタリングディスプレイを見る 
また、参照画像の作成は、制作開始からポストプロダクシ

ョンまで、ワークフローの複数の段階で行うことができま

す。私たちの業界では、「外観」が正確に維持され、プロジェクトと一緒に端から端まで移動する必要があります。 

参照マスター表示は定量化されたものです。表示環境とは何か、ダイナミックレンジとは何ですか、そしてカラー原色とは何ですか。アーティス

トが特定の周囲環境でリファレンスディスプレイに表示したものとまったく同じ完全性を画像に維持する必要があります。参照画像は、スクリー

ンによって放射されている光を表す表示参照画像である。それは私達が私達のヒーローイメージと呼ぶものであるようにそれは観察環境が定量化

されたので定量化可能です。それはまさに私たちが伝えたいものであり、すべての方向に向かっています。 

 

画像が消費される方法の数は増え続けています。私たちがハンドヘルドやタブレットに行くとき、私たちは視聴のためのあらゆる種類の異なる条

件を持っています、そして私たちは視聴者がそれらの視聴オプションのそれぞれで同じ創造的な経験を持つことを望みます。 

 



HDR から SDR: 
マスターのダイナミックレンジが配信素材より広い場合 
 

典型的なユースケースのシナリオは、リファレンスマスターのダイナミックレンジが広く、明るいディスプレイでグレーディングされている一方

で、ダイナミックレンジの低い成果物が必要な場合です。例えば、私たちには明るい1000ニットのHDRディスプレイにグレーディングされたマス

ターがいて、48ニットでそれを映画館に届ける必要があります。 

画像を縮小して明るさを下げるにはさまざまな方法がありますが、それらはすべてフルレンジの画像を失うことを伴います。ハイライト部分をク

リッピングすると、クリッピングポイントでの画質が低下しますが、ソフトクリッピングを行うと、重要な色調と色の関係が失われます。複雑な

トーンカーブを使用するのがよりよい解決策であるかもしれません、しかし、色相、彩度、およびカラフルさはこの場合にも一致しないでしょ

う。これらのテクニックを使うことは白黒画像でかなりうまくいくことができるけれども、今日のほとんどの場合、カラー画像を扱うので、これ

は有効なアプローチではないでしょう。 

 
よく使用される手法は、色補正を使用して高レンジの画像をグレードダウンすることです。熟練したカラリストは、各シーンごとにイメージを縮

小して納品可能な形式に合わせるために多くの時間を費やす必要があり、さらに形状や2次カラーを使用して見栄えの良い画像を作成する必要も

あります。このプロセスでは、カラリストの芸術的なリソースを使ってイメージを改善し、作品にクリエイティブな外観を実装するのではなく、

多くのクリエイティブな時間を浪費します。 

一貫性は、シーンやさまざまな成果物にわたっても維持されなければならず、これもかなりの時間を消費するものです。ただし、適切な変換を使

用すると、知覚される色と色調の関係を維持することが非常にうまく機能し、この方法で一致が保証されます。 

 

SDR から HDR: 
マスターよりも成果物のダイナミックレンジが広い場合 
 

反対のシナリオは、より低い nit レベルで成果物を習得する場合です。たとえば、100 ニットのリファレンスマスターがあり、HDR にアクセスす

る必要がある場合です。手動で明るさの範囲を広げることもできますが、それは明るい SDR 画像にしかならないでしょう。 

 非常に典型的なユースケースは、新しい放射シネマウォールに上映されるように 48 ニットシネママスターをリターゲットすることです。現在の

業界では映画をリマスターするのは非常に時間がかかるため、現在これらの新しいスクリーンで再生しているほとんどの映画は、残念ながらこれ

らのディスプレイの高ダイナミックレンジの機能を十分に活用していません。 

 
心地よい写真を得るために手動で画像をより明るくグレーディングすることは、非常に時間がかかりそして面倒であり得る。もう 1 つのテクニッ

クはハイライトだけを拡大することですが、色とグレースケールの間の関係はまだ一致せず、創造的な意図は失われます。私たちは、すべての重

要な色の関係を維持し、元のものと同じ感覚を持つイメージを持つことができるようにしたいです。知覚処理環境でこれを行うと、すべての特性

が適切に機能し、非常にうまく機能します。 
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透過色空間 
 
マスタールックを思い付き、それを望ましいnitレベルにレンダリングすると、配信は伝送システム、つまりハンドシェイクスペースに送られま

す。 HDRの場合、主な伝送システムはHLGとHDR10です。正しく実装されていれば、HLGとHDR10は同じ色を再現し、まったく同じに見えるはず

です。伝送システムとハンドシェイクスペースによって外観が変わることはありません。 

より広いカラーパレットで配達を習得する必要がある場合や、ディスプレイができることを超えて色が消えるような場合は、適切な色域外再マッ

ピングを実行できることが非常に重要です。色の境界をずらして色と色相を切り取っただけでは、画像は明るくて彩度が高くなりすぎます。した

がって、適切な、知覚的に処理された、色域外の再マッピング、つまり色をより狭い色空間に戻すように制限することが非常に重要です。 

プレビュー  
 
ソフトプルーフまたはソフトプレビューが不可欠です。異なるnitレベルのすべての成果物に加えて、より高いダイナミックレンジの表示で最終的

なグレーディングをプレビューできるようにする必要があります。それにもかかわらず、モニタ設定は変更すべきではありません。システム内の

ボタンをフリップしてすべての成果物をプレビューし、グレーディングが遅れないようにすることができるはずです。リファレンスマスターディ

スプレイでは、さまざまなダイナミックレンジと色の制約（たとえば、100 nitsまたは300 nitsのrec.709）をすべてソフトプルーフすることがで

きます。 
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クリエイティブトリミング 
上で説明したように、段階的な参照マスターからさまざまなSDRおよびHDRバージョンを作成するためにリフト、ゲイン、ガンマなどの一般的な

クリエイティブツールを使用することはお勧めできません。これらのツールは、色知覚を維持するようには設計されていないため、望ましい結果

を得るために高度なスキルとかなりの時間が必要です。 
最良のカラー処理を使用するときでさえ、適切な最終画像を作成するために手動調整（すなわち「トリム」）が必要とされるいくつかのまれなケ

ースがあることは疑いの余地はありません。ターゲットダイナミックレンジが参照マスタリングディスプレイのプロパティと大幅に異なる場合、

知覚的に再マッピングされた画像の色調の関係は、美的にはもはや成り立たないかもしれません。 SDR ソースから HDR に拡大するとき、背景の

明るいハイライトは主人公から視聴者の注意を引くかもしれません、そして同様に SDR イメージは HDR ソースから派生するとき、背景が暗い環

境ではあまりにもハイコントラストに見えすぎるかもしれません。 

 

シーンごとにこれらの問題を解決するためには、適切なツールが必要です。通常の色補正ツールはクリエイティブな絵のために設計されていて、

異なるディスプレイのニットレベルや周囲の景色に合わせるためのものではありません。そのような仕事のための適切なツールは以下の通りで

す。 

• 
• 
• 

ダイナミックレンジ制御 出力 nit 範囲内で動的圧縮または伸張を行う 

周囲環境補正  暗いから明るい、そしてその逆へ 

カラフルネス調整 再マッピングされた色の知覚外観を制御する 

現在の業界の出力変換 
私たちの業界では、現在の出力変換は異なる配送間の知覚的な一致のために設計されていません。各トランスフォームには独自の外観があり、各

配信ごとに別々のグレードが必要です。各ディスプレイのODTに多くの時間を費やしてマルチディスプレイマスタリングのために人間の知覚モデ

ルを使用することさえも、すべての異なる配送にわたって創造的な意図を維持することは非常に困難です。 

 
たとえば、ユースケースの1つは、標準ODTの1つであるRec.709を使用してイメージをレンダリングする場合です。このシナリオでは、ポストプ

ロダクションで、明るさを同じに保ちながら、画像をシネマDCI P3にレンダリングします。画像を知覚的に一致させることなく、色温度と彩度の

差が生じ、それをカラリストが調整する必要があります。 

もう1つのユースケースは、マスターが薄暗い環境用に100ニットでレンダリングされ、既存の標準出力変換の1つを使用して、ダークサラウンド

用に48ニットでそれを配信したい場合です。配信は大丈夫ですが、それは本当に一致しません。しかし、知覚空間を適用して同じレンダリングを

行うと、48-nit配信はより明るくなり、元のマスターに非常に近いものになります。 
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709 と DCI シネマ ODT の不一致 
 

上部の画像は、Rec.709 ODTで生成されたもので、下の画像とは一致しません。DCI ODTを使用して生成され、比較のためにRec.709に変換されて

います。 2番目の画像は全体的に暖かい色調を持ち、肌の色調が非常に目立ちます。 
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シネマODT：薄暗い環境の100ニットのマスターと暗い環境の48ニットの納品 

人間の視覚システムがどのように機能するかを考慮せずに、Rec.709の100-nit画像をより暗い48-nitバージョンに再マッピングすると、元の画像

とは若干異なる結果が得られます。左側と右側の肌の色合いは同じに見えません。これらの違いは、適切な表示環境でははるかに顕著ですが、こ

こに埋め込まれた小さな画像では区別が難しいかもしれません。 

シネマODT：100-nitマスターおよび知覚的に一致した48-nit納品物 

知覚変換を使用して画像を暗くすると、肌の色合いがより正確に追跡されます。マスターを非常に明るいターゲットに変換するとき、これは

さらに重要です。 
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Colorfront エンジンでの知覚処理 
特定の明るさ、コントラスト、および色表現能力を持つさまざまなターゲットディスプレイに配信するには、マスターの明るさ調整が必要です。

この明るさの変更を任意の処理色空間に適用すると、知覚された色が歪むことになります。しかしながら、これらの調整が注意深く構成された知

覚処理色空間に適用されると、色知覚は維持され、従って創造的意図も維持されます。 

 そのような処理システムの１つの実用的な実施は、カラーフロントエンジンに組み込まれています。このカスタム処理色空間は、科学文献で利用

可能な人間の色知覚に関する豊富な知識に基づいて設計されているだけでなく、ハイエンドの長編映画のルックデザインおよびカラーマネージメ

ントにおける長年の実務経験からも作られています。そのようなシステムを構築するときに考慮されるべき人間の色の視覚的認識に関する特定の

効果を以下に列挙します。 

視知覚現象 

色相の外観 

ベツォルト·ブリッジ色相シフト 

単色光の色相は輝度によって変化します。 

アブニー効果 
単色光の色相は、白色光を加えると変化します。 

人間の知覚モデルを使用した複数のディスプレイマスタリング 
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コントラスト外観 
スティーブンス効果 

コントラストは輝度と共に増加します 

Bartleson-Breneman 効果 
ディスプレイ画像のコントラストは、周囲の照明の輝度と共に増加します。 

左右の四角形のピクセル値は同じ 

最初の図では、左右の正方形のピクセルレベルは同じですが、外観は異なります。 2番目の図では、右の正方形が左の正方形と同じように見える

ように知覚的に補正されていますが、それらのピクセル値は異なります。 

右の正方形は同じに見えるように修正されています 
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カラフルさ 

ハント効果 
色鮮やかさは輝度とともに増加します。同様に、夕暮れ時のオブジェクトは、明るい夏の午後よりも鮮明ではありません。 

画像を基準マスタリング表示と一致しない輝度レベルにマッピングするとき、色知覚のこの特性は無視できません。 

ハント効果 - カラフルさは補正されません 

ハント効果 - カラフルさを補正 

ハント効果とは、写真の明るさが増すと、色鮮やかになることです。この場合、画像は暗い参照モニタで表示されるように補正する必要があります。

適切に補正されると、顔のカラフルさは一致します。 

明るさの外観 
ヘルムホルツ - コールラウシュ効果 

明るさは彩度とともに増加します。 

色順応 
反射物体を見るとき、人間の色知覚は照明光源の白色点に適応する。 
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知覚空間 

画像を知覚空間に入れると、コンテンツは特定のディスプレイの明るさと色域の能力に適合し、それらはすべて互いに対応します。これは直線的

な空間ではないので、スコープ上では、色相がシフトした後に明るい画像が特定の色に変わることがわかります。この先の変化は、知覚処理モデ

ルによるものです。これは目の働き方です。知覚変換空間は、観察結果が一致するように目の非線形性を考慮に入れる必要があります。 

私たちが習得している周囲の環境も画像のレンダリングに影響します。所定のディスプレイ上の最終画像は、参照マスターと一致する必要があり

ます。知覚変換は、さまざまな表示条件でさまざまなディスプレイ上のイメージを忠実に再現しますが、イメージの外観はさまざまなディスプレ

イの明るさレベルと色の原色にわたって維持され、さまざまなレベルの環境の明るさと一致します。 

シングルマスタプロセス 

単一のマスタープロセスでは、画像はIDT（Input Device Transform）を介して共通のグレーディングスペースに入ります。このシステムの鍵は、私たち

の参照外観を他の必要な出力レベルに変換する出力変換です。明るさやサラウンドのパラメータを調整して、暗い環境や明るい環境を補正することもで

きます。これらの変換はすべて完全に可逆であるため、既存のRec.709または他のHDR素材をグレーディングスペースに戻すことができるように、逆変換

も旧来からの配信で利用可能です。 

Colorfront Engineパイプラインの処理ブロック 
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実際のColorfrontエンジン 

FS-HDRによるライブブロードキャストとオンセットルック管理
1RU、ラックマウント、ユニバーサルコンバータ/フレームシンクロナイザFS-HDRは、放送、OTT、プロダクション、ポスト、ライブイベントAV

環境のHighvDynamic Range（HDR）およびWide Color Gamut（WCG）のニーズを満たすために特別に設計されています。 4K / UltraHD  2K / 

HDワークフローには、低遅延処理と色再現性が求められます。 Colorfrontと共同開発したFS-HDRのHDR / WCG機能は、Colorfront Engine™独自

のビデオ処理アルゴリズムによって強化されています。 

Colorfront Engineを実装したAJA FS-HDRユニットで、オンセットまたはライブ放送で使用 

Express Dailies と On-Set 

DailiesのHDRデイリー 

Express Dailiesは、デイリーワークフローがColorfront Engineプロジェクトタイプを利用するため

のオプションを提供します。これにより、デイリーオペレーターはACES準拠のIDTを使用して、露

光、色温度、色合い、および物理的に正しい彩度を調整するための専用ツールが提供されている内

部処理カラースペースに、すべての入力をマッピングできます。プロジェクトからは、SDR 709、

HLG、またはHDR 10の成果物を知覚処理エンジンを使用して同時にレンダリングできるため、タン

デムSDRおよびHDRデイリーの取り組みが可能になります。 

On-Set Dailiesは、カスタマイズ可能なノードベースのパイプラインを使用して、あらゆる種類の

出力を並列方式で提供するカラーパイプラインを設計するためのさらに高い柔軟性を提供します。

ノードページで「カラー処理ウィザード」を使用することにより、ユーザーは好みのカラー補正ツ

ールと組み合わせて、あらゆるカメラフォーマット用のColorfront Engineパイプラインを作成でき

ます。 

Colorfront Engineプロジェクトを使用
したExpress DailiesでのSDRとHDRの
同時生成 

人間の知覚モデルを使用した複数のディスプレイマスタリング 
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Transkoderでのマスタリングとリマスタリング 

Colorfront Transkoderでは、シングルマスターワークフローをサポートするためのさまざまな分析および処

理ツールを利用できます。 HDR / SDR再マップツールは、浮動小数点精度カラースペース変換ツールと組み

合わせて、あらゆる種類のディスプレイまたはシーン参照ソースをあらゆるターゲットディスプレイに再マ

ップするために使用できます。出力の明るさ、周囲のサラウンド補正、HDRの拡張量、およびカラフルさを

設定するための専用のコントロールが用意されています。リマップは入力変換（逆トーンマップ）と出力変

換に分割することもできるので、カスタムグレーディングツールを途中で追加することができます。このよ

うにして、カラリストがクリエイティブなグレーディングツールを使用して自動マッピングでは望みどおり

の美的効果が得られない場合に、いくつかのショットを微調整することができます。 

 
統合２ヘッドアナライザは、マスタリングオペレータが入力または出力の明るさおよび色域レベルを検査で

きるように、あらゆる種類の色空間で動作するように構成することができます。新しいプロジェクターや没

入型ディスプレイがますます頻繁に発表される時代には、今日の現代のマスタリングワークフローで特定の

ディスプレイの機能に従ってマスターできることが非常に重要です。 Transkoderの知覚的カラー

ボリュームリマッピングツール 

Colorfront Engine SDK 

上記のすべての実装の下にあるモジュラーカラー処理機能は、パートナーが実装するためのソフトウェア開発キット（SDK）で利用できます。関連する

機能のサブセットを適用することによって、特定の色処理問題に対して様々な解決策を設計することができます。 

入力フォーマット 

Colorfront Engine SDKは、最新のメザニン、放送、および映画形式だけでなく、すべての主要メーカーのカメラオリジナルログファイルをサポー

トします。入力画像は、システムによって共通の内部処理色空間にマッピングされ、そして適用可能であれば逆トーンマッピングされます。 

知覚処理 

内部の知覚処理エンジンは、物理的に正確な露出、彩度、色温度、色合いの調整を提供します。浮動小数点の高品質な内部処理は非破壊的であ

り、色域境界の近くまたは上の極端な色を処理します。 

Look モジュール 

シーン参照入力は、ユーザー設定可能な外観を適用することによって最終出力にマッピングされます。ルックスのライブラリには、映画フィルムルック

ス、高品質放送、最新のハリウッド映画ルックスが含まれています。 Colorfrontのマスタールックは、完璧な肌の色合い、中間色のグレー軸、色域外の

色の適切な処理を備えたモダンでカラフルな出力を生成するように特に設計されています。スポーツイベントなどの放送用途には、ドラマティックでは

ないバージョンもあります。これらの外観を組み合わせて理想的な出力を生成することもできます。 
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出力 

最終的な出力を生成するとき、コンテナの色空間と表示能力の両方を定義することができます。例えば、任意のピーク輝度と柔軟な色域の制約に適応す

るための可変nitレベル（Rec.2020、P3またはRec.709）。周囲環境の明るさの補正も可能です。色と相対コントラストの知覚は、さまざまな出力にわた

って完全に追跡されます。 

Colorfront Engine SDKは、Windows、OSX、およびLinux上で統合が簡単な軽量C ++ SDKとして入手できます。使用目的に応じて、ホストアプリ

ケーションは限られたパラメータセットまたは全範囲のコントロールを使用できます。処理サイクルを最小限に抑えるために、高度に最適化され

た32ビット浮動小数点処理エンジンは簡単にマルチスレッド化できます。 

まとめ 

複数のディスプレイとさまざまな環境輝度レベルをマスターするときにカラー処理パイプラインを適用するには、多くの要件と課題があります。マスタ

リング/デリバリーワークフローのカラー処理パイプラインを選択する際には、以下の質問を慎重に検討する必要があります。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

それは共通のマスターワークフローをサポートしますか？ 

SDRからHDR、HDRからSDRの両方を処理できますか？ 

それはカメラのオリジナルとグレーデッドソースをサポートしますか？ 

それはクリエイティブなグレーディングツールで作成されたLUTに基づいていますか？ 

それらは色の境界を押し広げる画像で壊れませんか？ 

それは様々な入力と出力のnitレベルをサポートしますか？ 

ガマット制約のある異なる出力カラースペースをサポートしますか？ 

それは様々な周囲環境条件をサポートしますか？ 

SDRはHDRと同じように見えますか？画像の外観は維持されていますか？ 

創造的な意図が維持されることを保証するために人間の知覚モデルを採用することは、今日の成長する技術における豊富な数のディスプレイター

ゲット全体にわたって一貫した外観を保ちながら広範囲の色域および輝度レベルを扱うことができる効果的かつ唯一の適切な方法です。 

Colorfront Engineは、上記の要件を満たす知覚色処理パイプラインの実装です。このテクノロジは現在、AJAのFS-HDRやHDR Image Analyzerなどのさ

まざまなソフトウェアおよびハードウェア製品、さらにはすべてのColorfront製品およびマスタリング製品で利用可能です。 Colorfrontの最先端のカラ

ー処理エンジンは、真のプラグアンドプレイのシンプルさと、今日の複雑なマルチソース、マルチデリバリ可能な制作ニーズに対する便利で最高のソリ

ューションをもたらします。 

人間の知覚モデルを使用した複数のディスプレイマスタリング 

 
15 

 


