R&S®CLIPSTER
卓越した
マスタリング。
www.rohde-schwarz.com/clipster

R&S®CLIPSTER

マスタリングのゴールドスタンダード
IMF DCI AS-02 AS-11

ファイルパッケージ

100 %

規格
に準拠

4K 120 FPS HDR
非圧縮

あらゆるファイルを、
あらゆるや
❙ SD、
HD、2K、UHD、4K
❙ RGB、
YUV、XYZ
❙ P3、
HLG、PQ、601、709、2020

ディスプレイ

インタフェース

SDI

卓越したパートナー
R&S®CLIPSTERはIMFアプリケーションを幅広く
サポートしているため、
IMFパッケージの作成、改良、
QCにおける、柔軟性、信頼性、
効率性に貢献します。

R&S®CLIPSTERは
Dolby Atmosをデジタル・シネマ・パッケージ

にミックスさせる機能を持ち、
イマーシブ
（没入型）サウンドを
簡単に作り出すことができます。

HDMI

Displayport

R&S®CLIPSTER v6.7は、
最新のNetflixオリジナル配信仕様を満たす
IMF形式でのNetflixオリジナルコンテンツの
配信を認可された、Netflix Post Technology
Allianceの 指定製品です。

R&S®CLIPSTERは、
ハイダイナミックレンジや
拡張ダイナミックレンジのさまざまな規格をサポート
し、映画やホームエンターテイメント向けのマスター
制作や配信に貢献します。

R&S®CLIPSTER

特長

柔軟なカラー形式
R&S®CLIPSTERは、高精度なカラー処理パイ
プラインを使用して、
タイムライン内で任意の
カラー形式の混在を実現し、
ユーザーは、
すべ
てのクリップを変換する際のターゲット・カラ
ー・コンテナーを選択することもできます。
コーデックの混在が可能
圧縮形式か非圧縮形式かに関係なく、
R&S®CLIPSTERはすべてを同時にコントロー
ルできます。
非圧縮フレームのシーケンスはも
ちろん、
さまざまなコーデックの混在が可能
です。
R&S®CLIPSTERはビートをスキップしま
せん。

解像度の混在が可能
HD、2K、UHD、4Kが混在していても、
すべてを
同一タイムラインに置くことができ、必要な出
力フォーマットに、
オンザフライで切り替えるこ
とができます。

あらゆるファイルタイプ、
ビデオ信号の入力に
対応
R&S®CLIPSTERは、
さまざまなファイルフォー
マットを変換なしにネイティブでサポートし、
SDI入力を通じて、最高の品質で素材をキャプ
チャーできます。

¸CLIPSTERは、
長編映画やテレビドラマのマスタリングと配
信のためのゴールド・スタンダード・ソリューションです。
あらゆる解像度、
あらゆる種類のメディアを編集でき、
厳格なプ
ロフェッショナル基準の納品と配信仕様に適合する、
強力な手段を提供します。
¸CLIPSTERは、ポストプロダクシ
ョンベンダーがサービスを構築する際の基盤となります。

ノンリニアタイムラインへの適合
R&S®CLIPSTERのタイムラインは、
ノンリニア
エディターとして動作し、
アセンブリに活用で
きる最適なツールが 付属しています。
解像度やフォーマットに依存しない、
ノンリニ
ア編集を実現する処理エンジンを搭載する
R&S®CLIPSTERは、
ハイエンドポストプロダク
ションワークフローの主力となります。
カスタマイズ可能なファイルベースメディア
R&S®CLIPSTERは、
カスタマイズ可能な汎用
ファイル出力セットアップを通じて、
さまざま
なファイルフォーマットに出力できます。
ファイ
ナライズツールを使用すると、独自の配信仕
様に合わせて出力をカスタマイズできます。

ビデオテープメディア
R&S®CLIPSTERには、実績あるI/Oツールが付
属しており、タイムラインから直接、SDおよび
HDのテープメディアに出力できます。

標準ファイルベースメディア
R&S®CLIPSTERには高度な出力ウィザードが
備わっており、DCP、IMP、AS02、AS11といっ
た標準フォーマットを 容易に作成できます。
その際、出力を制約することで、規格に適合さ
せ、相互運用性を保証します。

柔軟なカラー形式

CODEC

コーデックの混在が可能
解像度の混在が可能

柔軟な入力
ノンリニアタイムライン
メディアのカスタマイズ
が可能
テープベースのメディア
メディアの標準化が可能

アプリケーション
¸CLIPSTERは柔軟性と信頼性の観点で、
世界中のプロフ
ェッショナルから高い評価を受けています。
¸CLIPSTERは、
小規模の専用施設からポストプロダク
ション・ワークフロー・チェーンの主要な映画スタジオまでを
対象とする、
信頼性の高い企業向けソリューションです。

¸CLIPSTERには、
優れたトランスコーディング機能に加
えて、
QC、
適合、
配信作品の作成などのマスタリングアプリケ
ーション用の優れた機能も備わっています。
任意のソースフ
ァイルから任意のターゲットに移動する間に、
汎用性に優れ
た¸CLIPSTERによって、
汎用AVファイルフォーマットのほ
か、
DCIおよびIMF用の限定パッケージを制作することも可能
です。

特長

HDR変換
高いダイナミックレンジにより、
アーティストは、独創性のある
表現をこれまで以上に自由に盛り込めるようになりました。
た
だ、
すべての工程でマスターソースの画像品質を維持するに
は、高精度のカラー処理が不可欠です。
ピクセルデータは1つの
コンポーネントにすぎないため、HDR対応のディスプレイデバ
イスが意図したとおりにコンテンツを再生するには、HDRメタ
データも同様に重要です。
¸CLIPSTERには、
すべてのビデ
オ、
オーディオ、
およびメタデータソースを結合し、最高の忠実
度で規格に準拠した出力を作成できる、最適なツールを搭載し
ています。
IMF
IMF（Interoperable Mastering Format）は、
コンテンツ配信の
新しい標準になりつつあります。
多くのスタジオやベンダーは
IMFに対応したワークフローを採用し、
すでにその恩恵を受け
ています。
R&S®CLIPSTERは、
これらのワークフローをサポート
するため、新しいパッケージを効率的に作成し、
マージやバー
ジョン管理などのダウンストリームプロセスを実行するための、
包括的なツールセットが装備されています。
DCP
¸CLIPSTERも一翼を担ってきたデジタルシネマの進化（革
命）は成熟を遂げ、
それに伴い、¸CLIPSTER自体の包括的
なワークフローソリューションも成熟を遂げています。
現在は、2Kと4Kの両方でInterOpからSMPTE DCPまでの全規
格をサポートするほか、
マルチチャネルサウンド
（Dolby Atmos
を含む）やDCI字幕にも対応しています。
¸CLIPSTERは、信
頼性の高いフルパッケージと補足パッケージを作成できる、頼
りになるソリューションです。
ローデ・シュワルツでは、特殊なハードウェアアクセラレータを
組み込んでリアルタイム処理よりも処理速度を速めることによ
り、¸CLIPSTERを使用したパッケージの作成を容易にしま
した。

ソフトウェア構成
再生

SDI/HDMI出力への
再生

DCPマスタリング

IMFマスタリング

ファイナライズ
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ワークフロー

QC
❙ 任意のソースまたは配信パッケージ
を視覚的に検証
❙ SDIを通じて最大4K 60p、		
HDMIを通じて最大4K 120pを、		
どちらもHDRメタデータが埋め込まれた状
態で出力
❙ 再生を
RS-422、LTCチェイス、
またはSOAPインタ
フェース経由で外部制御

Video
HDMI
Video
Timeline

Audio
Metadata

HDR display
(consumer)

Audio
Video

Metadata
SDI

Audio
Metadata

Reference
monitor

❙ 字幕および利用可能なメタデータ
をオーバーレイ

適合
❙ EDL、FCP XML、
カットリストから
タイムラインを構築
❙ トラックの順序を再調整
❙ メディアをALEにリンク
❙ タイムラインをEDLにエクスポート
パッケージ作成
❙ 任意のソース・メディア・タイプから
新しいDCIおよびIMFパッケージを作成
❙ 既存のアセットを再利用して、既存パッケ
ージの代替バージョンを効率的に作成
❙ IMFマージツールによってIMPを統合
❙ R&S®Spycerデータベースを経由してメタ
データにより CPLを検索
❙ DCPセキュリティー：ハードウェアベース
の プライベートキー
❙ DCP KDM管理
❙ DCP検証ツール
汎用ファイルトランスコーディング
❙ 出力タイプごとに特定の構成を選択
❙ カラーパラメータ、
ラスター、
コーデック、
ラ
ッパーを個別に選択
❙ 字幕を個別のトラックファイルとしてレン
ダリングするか、画像に焼き付ける
❙ シーケンスまたはシーンベースのレンダリ
ングを作成

Online editorial
CGI / VFX
Color grading
Audio mix
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世界に広がるサービス網
各地域に即した独自性
個別の要望に応える柔軟性
妥協のない品質
長期信頼性

Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarzエレクトロニクスグループは、
テスト／測定、
放送／メディア、セキュリティー通信、
サイバーセキュリティー、
モニタリング、
ネットワークテストの分野で革新的なソリューシ
ョンを提供しています。本社をドイツのミュンヘンに構え、設立
から80年以上にわたり、独立した企業として、70カ国以上で独
自の販売／サービスネットワークを展開しています。

持続可能な製品デザイン

❙ 環境適合性とエコロジカルフットプリント
❙ エネルギー効率と低エミッション
❙ 長寿命化と総所有コストの最適化

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com/jp
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