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How to Use

ここでは、主な使用目的に関して、必要最小限の手順を説明します。

Demonstration Mode

デモモードへで評価する方法

フリーライセンスまたは有料ライセンスが有効な場合、デモンストレーションモードに移行することができま
す。
デモンストレーションモードは、任意の台数の仮想IS-miniを接続し、ライセンス別に各種機能を確認
することができる機能です。
トップ画面のWonderLookProのロゴをクリックして下さい。

下記ダイアログがポップアップしますので、ライセンスタイプと接続台数を選んで、OKをクリックして下さ
い。
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下記のように、Corporate Licenseで5台のIS-miniがつながっている状態になりました。

機能制限は、
・実デバイスを接続しても認識しません。
・Exportができません。設定画面以上先には進めません。
のみです。その他機能はほぼすべて確認できますのでご活用下さい。

Decide workflow

WonderLookProは、強力かつ柔軟な色管理機能により、精度良く、クオリティの高いルックを素早
く生成することができます。
でカラーコレクションを行う場合、ワークフローを決定し、適切な設定を行う必要があります。
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下記のチャートも活用して、どのワークフローを採用するか決定して下さい。

(A) Cloud LUTモードを利用する
　Fujifimが開発した技術を利用した各種カメラや絵作りに対応した数多くのLUTがCioud経由で
利用可能です。このLUTを活用する方法がCioud LUTモードです。
Cloud LUTはACESに対応しており、WOWLookProの機能と組み合わせて数多くのメリットを得
ることができます。

・メーカーや型番が異なるカメラでも、ほぼ近い仕上がりが得られる
・異なるカメラの間でLOOKを共有できる。
・UIの設定を変えるだけで、異なる色空間に出力することができる
・ポストプロダクション向けに高精度なInput / OutputのLUTをExportすることができる。

(B) Local LUTモードを利用する
　DaVinciやBaseiightなどのグレーディングソフトを利用してあらかじめ作成しておいてLUTを利用す
る方法です。LUTの入力側であるカメラの映像はどのような色空間か、LUTの出力側であるモニタの
設定はどのような条件か、を決めた上で、その前提でLUTを作成しておく必要があります。(A)で記載
したメリットはほとんど受けることができません。色管理はご自身で行う必要がありますが、入出力が確
定しており、既にLUTが出来上がっている場合は、最も単純で確実な方法です。

(C) Input Spaceモードを利用する
　WOWLookProでは色空間の変換を目的とした動作モードを用意しています。SDRからHDRへの
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変換、あるいはその逆など、が簡単な設定で行えます。また、豊富な色調整機能を使って、色再現
の微調整も行うことができます。

(D) NO LUTモードを利用する
　LUTを使用せず、WOWLookProの色調整の機能により、ルックを作りこむ方法です。カメラ側で
絵作りされた映像を利用する場合はこちらを選ぶことになります。絵作りが必要なLOG映像であって
も、場合によってはLUTを使用せず、ゼロベースで色調整を行うこともあります。自由度が最も高い方
法ですが、LOOKの二次利用ができない、異なる設定のモニタ向けには再度色調整が必要など、多
くの制約が発生します。

Cloud LUT mode

Cloud LUTモードの使用方法を説明します。

1. LUTをダウンロードする
　Fujifimが開発した技術を利用した各種カメラや絵作りに対応した数多くのLUTがCioud経由で
利用可能です。このLUTを活用する方法です。
Cloud LUTはACESに対応しており、WOWLookProの機能と組み合わせて数多くのメリットを得
ることができます。

・メーカーや型番が異なるカメラでも、ほぼ近い仕上がりが得られる
・異なるカメラの間でLOOKを共有できる。
・UIの設定を変えるだけで、異なる色空間に出力することができる
・ポストプロダクション向けに高精度なInput / OutputのLUTをExportすることができる。

(B) Local LUTモードを利用する
　DaVinciやBaseiightなどのグレーディングソフトを利用してあらかじめ作成しておいてLUTを利用す
る方法です。LUTの入力側であるカメラの映像はどのような色空間か、LUTの出力側であるモニタの
設定はどのような条件か、を決めた上で、その前提でLUTを作成しておく必要があります。(A)で記載
したメリットはほとんど受けることができません。色管理はご自身で行う必要がありますが、入出力が確
定しており、既にLUTが出来上がっている場合は、最も単純で確実な方法です。

(C) Input Spaceモードを利用する
　WOWLookProでは色空間の変換を目的とした動作モードを用意しています。SDRからHDRへの
変換、あるいはその逆など、が簡単な設定で行えます。また、豊富な色調整機能を使って、色再現
の微調整も行うことができます。

(D) NO LUTモードを利用する
　LUTを使用せず、WOWLookProの色調整の機能により、ルックを作りこむ方法です。カメラ側で
絵作りされた映像を利用する場合はこちらを選ぶことになります。絵作りが必要なLOG映像であって
も、場合によってはLUTを使用せず、ゼロベースで色調整を行うこともあります。自由度が最も高い方
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法ですが、LOOKの二次利用ができない、異なる設定のモニタ向けには再度色調整が必要など、多
くの制約が発生します。

ACES Workflow : Camera Independent versatile workflow

ACES Workflowを採用すると種々のメリットを享受できます。

1.異なるカメラの色を簡単に合わせることができる
　 が提供するカメラごとのLUTを利用することで、カメラ間の色を簡単に合わせること
ができます。（完全に一致するわけではなく、多少の誤差は残ります）

2.作成したLOOKを異なるカメラにも適用できる
　別のプロジェクトで作成したLOOKをそのまま適用することができます。LOOKの再利用が容易にな
り、作業効率が向上します。

3.出力の色空間を自由に変更できます。
　Rec709で作成したLOOKを、GUIの選択を変更するだけでRec2020のモニタに同じ色で出力す
る、というような、出力空間の変更が極めて簡単かつ高精度に実現できます。HDRとSDRを同時に
色管理を行う場合は、さらに利便性が向上します。

ACES Workflowを採用する方法は極めて簡単です。

1. 提供のLUTの中から適切なカメラ、撮影
モードをを選択する。（手順はこちら）

2.グレーディングスペースとして、ACES HSLAまたは
ACES Proxy(1.0)を選択する。（グレーディングスペースの説明はこ
ちら）

以上です。たったこれだけの手順で、ACES Workfooのメリットを享受することができます。

 

LOG Workflow : Direct color correction to camera log image

LOG Workflowでは、カメラの素性をそのまま生かした絵作りを行うことができます。

Color Space Conversion
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HDR settings

HDRの設定

WonderLookProはHDR撮影に対する撮影支援機能があります。目的に応じて適切な設定で使
用する必要があります。

①HDR撮影を現場でビューイングする
②HDR向けルックを作成する
③HDR/SDRを同時制作する（生放送含む）
④HDR素材をSDRに変換して、SDRコンテンツとして利用する
⑤SDR素材をHDRに変換して、HDRコンテンツとして利用する
⑥高輝度モニタをHDRモニタとしてキャリブレーションする

上記について設定方法、支援機能について解説します。

HDR Viewing

①HDR撮影を現場でビューイングする

この目的のためには、
a. カメラの設定とWonderLookProの入力の設定
b. レンダリングの設定（無しも含めて）
c. ODT(モニター）の設定

を正しく行うことが必要です。

カメラの設定は、なるべく広いダイナミックレンジ、なるべく広い色域で撮影できるように設定します。
LOG撮影可能なカメラであればLOGを選択、色域はRec709やDCIでなく、Rec2020からネイティ
ブの広い色域を選択します。

レンダリングに関しては、ACESのレンダリングを用いる、レンダリングを用いない（単純な色空間の変
換を用いる）、の二つの方法があります。

ACESのレンダリングを用いる場合は、Couid LUTボタンから使用するカメラのLUTをダウンロードし
て、（画面説明はこちら）
・カメラの設定を適切に行う（下記の場合はSLog3/SGamut3)　
・RenderingのTarget DispiayをHDRに設定します。
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・RenderingはRRT V1.0、LookおよびGammaは好みで選んでください。

単純な色空間変換を用いる場合は、Coior Spaceボタンをクリックして、入力色空間の選択を行い
ます。こちらの場合は、レンダリングと呼ばれる絵作りは
行われず、色空間の変換のみを設定し、あとは自ら色調整を行う、という方法です。

下記の例では、プリセットのSGamut3/SLog3を選んでいます。
Camera MakerからLUTを選択しても構いません。カメラの設定と合わせることが重要です。
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Color Space変換の場合、ODT(モニタ）の設定は、この画面の右側でもできますし、カラコレの画
面に戻ってからでも設定可能です。
最後にODT設定を確認します。ODT設定は、モニターに出力するコードバリューを生成するための条
件の設定となります。使用するモニタの設定、コンテンツとして指定された色空間の設定、にしなけれ
ばなりません。

これで準備が整いました。必要があれば色調整を行います。詳しい説明はこちらを参照してください。
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他のHDRに関する説明はこちら。

①HDR撮影を現場でビューイングする
②HDR向けルックを作成する
③HDR/SDRを同時制作する（生放送含む）
④HDR素材をSDRに変換して、SDRコンテンツとして利用する
⑤SDR素材をHDRに変換して、HDRコンテンツとして利用する
⑥高輝度モニタをHDRモニタとしてキャリブレーションする

上記について設定方法、支援機能について解説します。

HDR Grading

②HDR向けルックを作成する

まずは「①HDR撮影を現場でビューイングする」の手順でHDRの準備をして下さい。
次に、Image画面で、適切な画像を読み込んでおきます。IS-miniXの場合は、Captureまたは
Liveで表示させても良いです。GraphはWave Formにしておきます。

Wave FormがHDR表示になっていることを確認します。この例ではPQカーブを選んだので、100%
が10,000nitsの表示になっています。
画像もHDRターゲットで処理されています。PC画面では薄く眠い映像となっており、露出や色再現が
全く見当付きません。
簡易的に映像を確認するために「SDRビュー機能」を用意してあります。「SDR」ボタンをアクティブに
すると、HDR階調をRec709/100nits目標のガンマ2.4に変換して画像およびグラフを表示します。
露出レベルのラフな確認に役立ちます。IS-miniにはLUTは送信せず、あくまで画面表示のための機
能です。
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次に、警告機能を紹介します。右上のWarningボタンをクリックして"Show above 400nits"を選
択します。
400nitsより明るい画素を、緑色にマーキングして表示します。IS-mini出力にも反映され、モニター
でも確認できます。
下記の例では、右端の蛍光灯の一部がマーキングされており、400nits以上であることがわかります。

簡単な実験を行いましょう。
Simple色調整のExposure Shiftを調整して、+2.5EVの補正を行いました。これはカメラのレンズ
を2.5絞り開けるのとほぼ同じ効果が得られます。
蛍光灯がほぼ緑に転じ。すべて400nitsより明るくなったことが容易に判別できます。
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以上の機能を活用しながらHDR向け映像の色調整を行うことができます。

他のHDRに関する説明はこちら。

①HDR撮影を現場でビューイングする
②HDR向けルックを作成する
③HDR/SDRを同時制作する（生放送含む）
④HDR素材をSDRに変換して、SDRコンテンツとして利用する
⑤SDR素材をHDRに変換して、HDRコンテンツとして利用する
⑥高輝度モニタをHDRモニタとしてキャリブレーションする

上記について設定方法、支援機能について解説します。

HDR/SDR Simultaneous
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③HDR/SDRを同時制作する
HDRおよびSDRを同時に制作するケースについて解説します。

HDR向けに1台(4台で4Kでも良い）、SDR向けに1台のIS-miniを使用することとします。それぞ
れ、"HDR","SDR"と名前をつけておきます。
２台のIS-miniには同じカメラからの映像を入力しておきます。

ODT設定は、HDRはRec2020/ST2084、SDRはRec709/2.4の設定を行います。
Renderingのターゲットは、HDRはHDR4000nits、SDRは"Rec709"としておきます。

2台以上のIS-miniを接続している場合は、デバイスリストに設定の異なるパラメーターが表示されま
す。
上記の場合は、黄色でレンダリングの設定の違いを示しており、Target Dispiay以外のパラメーター
は一致していることが確認できます。
水色はODTの設定であり、色空間がRec2020とRec709、ガンマがST2084と2.4で、正しく設定
されていることが確認できます。

次にルックシンクの設定を行います。LookSyncボタンを押して、両方のデバイスを選択します。

次に、HDRとSDRの「見え」の一致を実現します。必ずしも一致である必要はなく、それぞれベストの
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条件を見つける、という方針でも良いと思います。
ここでは、HDRを基準に考えます。まずはHDRのビューイングモニタを確認しながら、露出、照明条件
を決定します。IS-miniは両者ともdefauitの設定から動かしません。
露出、照明条件が決定したら、HDR用IS-miniはそのままで、SDR用IS-miniを選択し、Simpie
色調整の画面で露出調整を行います。
調整の前に、Simpie色調整画面の"set for Look Sync Exception"ボタンを押しておきます。こ
の状態では、SImpie色調整が連動の対象外になります。
一般的にはHDRの方がやや明るい設定が好まれるため。SDR用の調整では露出を絞る方向に調
整することになります。

ここでは1.0EV暗くすることとします。
 

これで準備は完了です。Simpie以外のページ（LGG/SOP/Vector/CCU)にて色調整を行うと、
HDR/SDRが見えの一致を維持しながら作成したルックを連動させることができます。

他のHDRに関する説明はこちら。

①HDR撮影を現場でビューイングする
②HDR向けルックを作成する
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③HDR/SDRを同時制作する（生放送含む）
④HDR素材をSDRに変換して、SDRコンテンツとして利用する
⑤SDR素材をHDRに変換して、HDRコンテンツとして利用する
⑥高輝度モニタをHDRモニタとしてキャリブレーションする

上記について設定方法、支援機能について解説します。

HDR to SDR

④HDR素材をSDRに変換してSDRコンテンツとして
利用する

HDR向けに完成された素材をSDR向けに活用したいケースがあると思います。この目的でIS-mini
を利用する場合の、WonderLookProの設定について解説します。

この場合は、基本は色空間の変換なので、Coior Space Converter機能を利用します。

Color Spaceボタンを押して、Coior Space Converter画面を表示され、適

切な入力と出力を設定します。
ここでは、入力はRec2020/ST2084、出力はRec709/2.4とします。

このままでも大きな問題はありませんが、広い色空間から狭い色空間に変換するので、元々出力側
の色空間の外側にあった色は切り捨てられてしまい、
ディテールが失われてしまい、べったりした映像になってしまいます。正確な色再現よりも、濃淡の表現
を重視したい場合は、マッピングという方法を使用します。
マッピングは、色空間の外側の色を切り捨てるのでなく、色空間の内側に、濃淡を維持して配置して
いく技術です。濃淡は維持されるものの、元々色空間の
内側にあった色の彩度やコントラストも下がる、という副作用もあるので、注意して利用する必要があ
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ります。
WonderLookProではいくつかのマッピングの機能を用意しており、選択するだけで簡単に利用でき
ます。

明るさ方向のマッピングはOutput SettingのMappingから選択するだけで設定できます。
 

1000nitsから4000nitsまで、どの明るさの濃淡を維持するか、の選択ができます。1000nitsを選
んだ例を示します。
下記はシステムトーングラフですが、ハイライト部が直線的に最大値まで到達しているものがマッピング
なし、S字で滑らかに最大値に到達しているものが1000nitsのマッピングです。
100nitsから1000nitsまでの再現が保持されていることがわかります。
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もう一つ、HDRと直接の関係があるわけではありませんが、Rec2020からRec709へのマッピングも選
択可能です。

他のHDRに関する説明はこちら。

①HDR撮影を現場でビューイングする
②HDR向けルックを作成する
③HDR/SDRを同時制作する（生放送含む）
④HDR素材をSDRに変換して、SDRコンテンツとして利用する
⑤SDR素材をHDRに変換して、HDRコンテンツとして利用する
⑥高輝度モニタをHDRモニタとしてキャリブレーションする

上記について設定方法、支援機能について解説します。

SDR to HDR

⑤SDR素材をHDRに変換してHDRコンテンツとして
利用する
SDR向けの既存素材を、HDRコンテンツに混在させてHDRの最終作品を作成するケースがありま
す。この目的でIS-miniを利用する場合の、WonderLookProの設定について解説します。

この場合も、③のHDR/SDR変換と同様、基本は色空間の変換なので、Coior Space
Converter機能を利用します。
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Color Spaceボタンを押して、Coior Space Converter画面を表示され、適

切な入力と出力を設定します。
ここでは、入力はRec709/2.4、出力はRec2020/ST2084とします。

次に、Image画面で、適切な画像を読み込んでおきます。IS-miniXの場合は、Captureまたは
Liveで表示させても良いです。GraphはWave Formにしておきます。
(ここでの手順はHDR Gradingと同じです）

Wave FormがHDR表示になっていることを確認します。この例ではPQカーブを選んだので、100%
が10,000nitsの表示になっています。
画像もHDRターゲットで処理されています。PC画面では薄く眠い映像となっており、露出や色再現が
全く見当付きません。
簡易的に映像を確認するために「SDRガンマビュー機能」を用意してあります。「SDR」ボタンをアク
ティブにすると、HDR階調を100nits目標のガンマ2.4に変換して画像およびグラフを表示します。
露出レベルのラフな確認に役立ちます。IS-miniにはLUTは送信せず、あくまで画面表示のための機
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能です。

画面上部のカラーパイプライン表示を確認して下さい。

LMTが入力変換と出力変換の中間に設定されており、Grading SpaceがACESccとなっていること
がわかります。
この設定では、入力のRec709/2.4が、広大な色空間であるACESccに変換され、そこで必要な色
調整を行い、最後にHDRモニタ向けのコードバリューが生成される、ことを意味します。
色調整でSDRを超える明るさの色を作りだすことができます。
HDR素材と比較しながら適切な色調整を加えて下さい。

他のHDRに関する説明はこちら。

①HDR撮影を現場でビューイングする
②HDR向けルックを作成する
③HDR/SDRを同時制作する（生放送含む）
④HDR素材をSDRに変換して、SDRコンテンツとして利用する
⑤SDR素材をHDRに変換して、HDRコンテンツとして利用する
⑥高輝度モニタをHDRモニタとしてキャリブレーションする

上記について設定方法、支援機能について解説します。

Monitor Calibration for HDR

⑥高輝度モニタをHDRモニタとしてキャリブレーション
する
HDRの素材を確認できる十分な輝度を持っているにも関わらず、HDRの設定がない、民生用のため
精度が低い、など、業務用マスタモニタとしてそのままでは使用できないモニタがあります。
このようなモニタも、WonderLookProのモニターキャリブレーション機能を用いてIS-miniでキャリブレ
ートすることにより、HDRモニタとして使用できるようになります。
モニタキャリブレーションの基本的な説明は、こちらを参照してください。ここではHDR設定に関するポ
イントを解説します。

Manage Monitor Calibrationの画面で、ターゲットの設定を行います。ここでは、
Rec2020/ST2084を選択します。
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キャリブレーションの準備の途中で、白パッチの明るさを計測する画面があります。
ここで明るさを計測して、モニタの設定が間違っていないことを確認します。下記はSONY製BVM-
X300のST2084モードで計測したものですが、970nitsとほぼ仕様通りの明るさとなっていることが確
認できます。
Monitor Brightness SettingはKeep Monitor Brightness固定となります。この設定で、モニ
タの輝度を最大限生かした出力ができるようになります。ただし、モニタの明るさより明るい画素はモニ
タ最大値にクリップされ、正しい再現とはなりません。民生用モニタで実装されているようなクリップは行
われないので注意が必要です。要所要所でWarinig機能を活用し、モニタの輝度範囲を超えている
部分を確認して下さい。
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他のHDRに関する説明はこちら。

①HDR撮影を現場でビューイングする
②HDR向けルックを作成する
③HDR/SDRを同時制作する（生放送含む）
④HDR素材をSDRに変換して、SDRコンテンツとして利用する
⑤SDR素材をHDRに変換して、HDRコンテンツとして利用する
⑥高輝度モニタをHDRモニタとしてキャリブレーションする

上記について設定方法、支援機能について解説します。

Export LUTs
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LUTのエクスポート

WonderLookPROで作成したルックや変換は、Exportという機能により、各種形式のLUTとして
出力することができます。
Export機能への入口は複数個所用意されており、各画面で最適なExportが少ない操作でできる
ようになっています。

1.現在のルックのクイック・エクスポート

現在LUTBOXで使用している条件のLUTを、少ない操作でエクスポートすることができます。
下図のように、右下の「Current Look/LUT Export」ボタンを押して、ポップアップしたメニューの
「Export Current Look as LUT」をクリックしてください。
クリックすることでエクスポート設定ダイアログが表示されます。

2.ルックリストからのエクスポート

現在のルックリストからエクスポートすることができます。
ルックリストすべて、または選択されたルックを一気にエクスポートすることができます。
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まずはルックリスト上部のmenuボタンを押します。

下記ポップアップメニューが表示されます。
①Export Aii Looksは、現在LookListに存在する４つのルックすべてをExportします。
②Export checked Looksは、選択されたルックのみをExportします。
メニューを選択すると、Export設定ダイアログが表示されます。
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3.ルックリスト管理画面からのエクスポート

ルックリスト管理画面からはさらに柔軟な方法でエクスポートを行うことができます。
ルックリスト管理画面は下記方法で表示させます。
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下記ポップアップメニューが表示されます。
一番上のShow Look List Management(Export)を選択することでルックリスト管理画面を表
示することができます。
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ルックリスト管画面からは赤枠のMenuボタンで表示されるポップアップメニューからエクスポートすること
ができます。
選択している、ルック、グループ、日付、OKラベルのルックのみ、など種々の対象に対してエクスポートを
行うことができます。
詳しくはこちらを参照してください。
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Export Setting Dialog
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エクスポート設定画面

①LUTフォーマットの選択

出力するLUTのフォーマットを選択します。カテゴリ別にタブで分類されています。

②出力色空間の設定

LUTの出力色空間の設定を行います。現在LUTBOXで使用している設定にしたい場合は
最上部のSet to Defauitボタンを押します。
この選択は、ODTが利用可能な設定の時に表示されます。ODTが設定されていない場合はこちらを
参照ください。
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③3DLUTの格子点その他の設定

出力する3DLUTのグリッド数の指定ができます。出力するフォーマットにより、最大グリッド数に制限が
ある場合があり、そのグリッド数が③の下部に表示されています。
このグリッド数までは動作確認取れていますが、それより多いグリッド数を使用する場合は、該当ソフト
ウエアで利用できない可能性があります。
また、Report出力が利用可能な場合に、Report出力を行うかどうか、ルックと一緒に保存された
DPXファイルを出力するかどうかの選択も可能です。

④LUTのネーミングルールと保存先

この領域ではLUTの命名規則と保存先を設定することができます。命名規則を変更するには、
Customizeボタンを押して下さい。現在の命名規則でのファイル名が黄色字で表示されていますの
で参考にして下さい。
現在の保存先がFoider Nameの領域に黄色字で表示されています。このフォルダが利用可能な場
合には、選択のダイアログは出さずに、そのままLUTファイルを生成します。保存先の変更は、
Change Root Folderボタンを押して行って下さい。

⑤Exportの実行

"Export Complete Set"　または　"Export" ボタンでエクスポートが実行されます。Grading
SpaceがInputまたはOutputの場合、"Export Compiete Set"は利用できません。
"Export" ボタンは、入力から出力まで全体を変換する、"Aii"と呼ばれるLUTを１つのみ生成しま
す。
"Export Complete Set"ボタンは、Aiiに加えて、入力からGrading Spaceに変換する、
Input、Grading Spaceから出力色空間に変換するOutputなど、複数のLUTを生成します。
詳しくは下記の表を参照してください。

LUT naming rule dialog

LUT/LUT保存フォルダの命名規則設定画面

この画面ではLUTまたはLUTを保存するフォルダの命名規則を設定することができます。LUTのファイ
ル名やメタデータを利用して、長すぎずわかりやすい名前を生成することができます。
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①現在の設定でのLUT名のサンプル

現在の設定でのLUT名（フォルダ名）のサンプルが表示されます。

②区切り方ルール

名称生成時の区切り方を選択できます。

③名称に使用できる項目

名称生成に使用できる項目が並んでいます。左端のチェックを選択状態にすることで命名規則に組
み込まれます。
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各項目は、選択後、ドラッグ＆ドロップで命名に使用する順番を入れ替えることもできます。

④命名規則の保存と呼び出し

作成した命名規則を保存したり呼びだしたりすることができます。３種類管理することができます。
 

How to match color on DaVinci1

DaVinviで再現する方法(SONY F-55を使用し
て)

ここでは、SONY F-55で撮影し、WLPを使って現場で作成したLookを、DaVinciで再現する方法
について説明します。

まずはWonderLookProからExport

まずはWonderLookProでDaVinci形式のLUTをExport機能により作成します。Exportの詳し
い説明はこちらを参照して下さい。
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 今回は、現場でのルックをそのまま持っていくので、"User Output Setting in the Look"を選択
し、  "Export"ボタンでExportを実行します。設定によっては"Export Compiete Set"が表示さ
れていると思いますが、こちらについては別ぺーじにて説明します。

DaVinciの設定

ExportしたLUTを使って、現場とDaVinciの色を一致されるには、スケーリングに関する設定を正しく
行う必要があります。具体的には、
  １．インジェストしたメディアのデータレベルの設定
  ２．ビデオ出力のレンジの設定
を行う必要があります。

また、
  ３．3DLUT補間の設定
  ４．デリバリーの出力レンジの設定

も確認することをお勧めします。
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1. インジェストしたメディアのデータレベルの設定

 DaVinci Resolveを開き、カメラから出力した映像ファイルをメディアプールに取り込みます。そして、
インポートしたデータを選択した状態で右クリックし、メニューを開きます。
 メニュー上の"クリップ属性"を選択し、設定画面を表示します。
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ここでデータレベルの設定を変更します。設定は、「自動」ではなく、「フル」を選択して下さい。
データレベルとはスケーリングのことで、ビデオを選択すると10bitデータの範囲が64-940にスケーリング
されます。
これから使用するLUTは「フル」のデータレベルを想定して作成されていますので、「ビデオ」にすると結
果が一致しなくなります。
また、自動を選択すると、DaVinci側の判断により、意図せず「ビデオ」にスケーリングされてしまう場合
があります。

２．ビデオ出力のレンジの設定

 次にDaVinci Resoiveのすべてのページで右下に表示される、ギアアイコンをクリックし、 プロジェクト
設定画面を開きます。
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左側のサイドバーからマスター設定を選択し、ビデオモニタリング設定のデータレベルをフルにします。
場合によってはこの設定をビデオで使用したい場合があると思います。その場合は、
WonderLookProのExport時の設定を変更する必要があります。これについては最後に説明しま
す。
ここでは、現場と一致させることを優先し、「フル」に設定して検証します。
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３．3DLUT補間の設定

  ここまででビデオ出力の映像を一致させる最低限の設定は完了しています。
  ここではお勧めの3DLUT補間の設定を紹介します。
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  左側のサイドバーからカラーマネジメントを選択し、LUTの設定を行います。
  3D LUT補間の設定をテトラヘドラルにします。
  「テトラヘドラル」は、IS-miniやWonderLookProで採用している3DLUT補間方法であり、誤差
やバンディングの
  少ない補間結果が得られるのでお勧めの設定です。

４.デリバリーの出力レンジの設定

  最後にデリバーページでの出力データのデータレベル設定をします。
  レンダリングした動画の書き出しを行う場合、この設定は必須です。
  レンダー設定内の下部にある詳細設定から、データレベルの設定を行います。
  こちらでも自動、ビデオ、フルが選択できるので、フルにします。
  ビデオ出力のレンジの設定と同様に、ビデオを選択する場合のExport設定については最後に説明
します。

New topic

How to use Varicam

Varicamの使用方法

WonderLookPROはPanasonic製カメラVaricamと直接通信を行い、LUTやカメラの設定を送
信したり、カメラの情報を受信したりすることができます。
ここでは、Varicamを使用して、on camera gradingを行うための設定方法を説明します。
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初期状態　

VaricamをWonderLookProと同じネットワークに接続し、設定を全く行わずにカラーコレクション画
面を表示した状態が下記です。
同じネットワーク内であれば、WonderLookProはVaricamを自動で見つけます。

　
①のように、デバイスリストにVaricamがLocked状態で表示され、②のように、Device Controi
Panelが中央付近にフローティングウインドウとして表示されています。
ユーザー名パスワードがデフォルトの状態であれば、直ちに通信が開始され、②のPaneiのWhite
Balance, EI, Shutterの表示がカメラの状態を反映しているはずです。
この状態ではVaricamの色調整を行うことはできず、メタデータの監視のみが可能となっています。

Varicamの設定を行うために、①か②のVaricamのアイコンをクリック、または②のDevice Controi
Panelの"Device Setting"ボタンを押して、Device Information Diaiogを表示します。
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①Login Information

　
Varicamの設定がデフォルトであれば入力する必要はありません。設定変更を行っている場合は正し
いユーザー名、パスワードを入力してLogInをクリックして下さい。
③のLUT Modeのボタンが押下可能になればログインに成功しています。

②デバイスコントロールパネルの表示非表示

　
次にデバイスコントロール画面の設定を確認します。録画制御やカメラの一部機能の設定、メタデー
タの監視が行えます。
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③LUT Modeの選択

　
次にLUT Modeを選択します。デフォルトでは「No LUT/No LMT」が選ばれており、色調整ができ
ない状態になっています。こちらを参照して適切なモードを選択して下さい。
"Real Time Lut mode" または "CDL mode"を選択すると、WonderLookProから色調整が
可能になります。 ここではCDL調整のレスポンスを重視して、CDL modeを選択します。

④SDI出力のLUT適用選択

　
各SDI出力ごとに、LUTの適用有無を選択できます。LUTを適用する場合は「Grading」を選択し
て下さい。
上記の例では、Sub RecoderとMON1をGradingとし、LUTを適用した出力で録画およびビューイ
ングを行います。

右下のOKボタンを押してダイアログを閉じます。

デバイスコントロールパネルの確認と設定
　
カラコレ画面で表示されているデバイスコントロールパネルを確認します。
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下記のように背景が黒で、一番したのupdate dateが常に更新されていれば通信は正常に行われ
ています。
②の領域をダブルクリックして、監視するメタデータを選択して下さい。

　
下記のようにテーブルがグレーになっている場合は、一定時間情報がリフレッシュされていません。
通信が正常に行われていないか、Varicam側に異常がある可能性がありますので接続およびカメラの
動作を確認して下さい。
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How to use Alexa / Amira

Alexa/Amiraの使用方法

WonderLookPROはARRI製カメラ, Aiexa SX/T, Aiexa mini, Amiraと直接通信を行い、
LUTやカメラの設定を送信したり、カメラの情報を受信したりすることができます。
ここでは、Varicamを使用して、on camera gradingを行うための設定方法を説明します。

カメラ側の準備

カメラ側のCamera Access ProtcoiのCAP Server Enabiedにチェックを入れ、パスワードを設定
して下さい。

初期状態　

Alexa miniをWonderLookProと同じネットワークに接続し、WonderLookProを起動します。
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同じネットワーク内であれば、WonderLookProはAiexa miniを自動で見つけます。
見つからない場合は、②のSettingをクリックして、デバイス設定を確認します。

セッティング画面　

セッティング画面では、上部の"Search Devices" ボタンをクリックし、①のARRI's Aiexa/Amira
Seriesボタンがブルーになっていることを確認します。グレーであれば一回クリックしてブルーの状態にし
ます。②の領域をクリックして、固定のIPアドレスを入力しても構いません。"Fixed IP"がブルーの状
態だと、優先的に固定IPアドレスを探します。
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デバイス情報画面の表示　

セッティング画面を閉じてメイン画面に戻り、デバイスリストのAiexaアイコンをクリックし、デバイス情報
画面を表示します。

初期状態は、下記のように、設定項目がすべてグレーアウトしています。
カメラに設定したパスワードを入力し、Saveボタンを押して下さい。
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ログインに成功すると、下記のように設定項目が利用可能となります。
こちらのヘルプを参考にして、各種設定を行って下さい。

こちらのヘルプを参考にして、各種設定を行って下さい。
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デバイスコントロールパネルの表示

デバイスコントロールパネルを表示しておくと、カラコレを行いながら、カメラのコントロールやメタデータの
監視を行うことができます。
表示方法はこちらを参照して下さい。使用方法はこちらに説明があります。

MainWindow

メインウインドウ

アプリケーション起動に成功すると、下記の画面が表示されます。（あくまで一例です）
ライセンス未登録の場合は、ライセンス登録画面が表示されます。

1 デバイスリスト選択領域 この領域は、接続されているデバイスの一覧を表示し確認します。

2 選択デバイス情報表示領域 選択されているデバイスから取得された情報を表示します。

3 各種機能への遷移ボタン群 各種機能へのボタンが並んでいます。いくつかのボタンは、選択されているデバイスが対象になります。
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Device List Selection

デバイスリスト選択領域

現在接続中のデバイスの一覧が表示されています。デフォルトではUSB接続デバイスのみを検索しま
すが、Setting 画面の設定により、Ethernet接続のデバイスも検索可能です。
IS-miniおよびIS-miniXについては、映像信号が入力されている場合、緑字で信号フォーマットが
表示されます。
デバイスがネットワーク接続されている場合には、IPアドレスも表示されます。
モニターキャリブレーション用に、PCに接続されたモニタも一覧に表示されています。（下記例では
PC:Screen1とPC:Screen2）

Bypass : 一時的に選択されたデバイスが処理するLUTをニュートラルな状態に戻します。
Find Me : マウスを押している間のみ、白い矩形をデバイスから出力します。（対応するデバイスの
み）
Reload : デバイスがリストに表示されない場合、再検索を行います。

Device Information
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選択デバイス表示領域

デバイスリストで選択されているデバイスから取得された情報を表示します。

Copyボタンを押すと、表示内容がクリップボードにコピーされます。
サポート要請を行う時等にご使用下さい。

Function Buttons

各機能への遷移するボタン群
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Nu
mb
er

Title 内容

① Setting
セッティング

アプリケーション全体に影響が及ぶ各種設定を行います。各種デバイス
の使用有無の設定もこちらで行います。

② Still
Image
Generator
静止画の再
生

IS-miniX専用機能です。
静止画を選択してIS-miniXに送信し、再生します。自走モード（入
力なし）も選択できます。

③ Initialize
Software
Setting
ソフトウエア
設定の初期
化

ソフトウエアの設定を初期化します。次の画面への遷移がうまくいかなく
なったときに使用します。

④ Color
Correctio
n
色調整

Color Correctionの画面に遷移します。Coior Correctionは
WonderLookProの中心的な機能であり、種々の色調整や色管理
の手段を提供しています。

⑤ Manage Monitor Calibrationの機能を開始します。本機能ではIS-miniを1
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Monitor
Calibratio
n
モニターキャ
リブレーション

台のみ使用します。デバイスリストで選択中のデバイスが対象となります
ので、あらかじめ選択してからボタンを押して下さい。PC Dispiayを選
択することもできます。

⑥ Import &
Send LUT

LUTファイルを選択して、直接LUTBOXにLUTを送信します。フラッ
シュメモリ対応のLUTBOXの場合、フラッシュメモリにも書き込みます。

⑦ License
Managem
ent
ライセンスの
管理

各種ライセンス管理を行います。少なくともFreeライセンスを取得しない
と、各種機能を使用することができません。
ライセンス取得には原則、インターネットへの接続と、メールアドレスが必
要になります。
有料ライセンスでは、インターネットに接続しない環境でもライセンスアク
ティベーションが行える方法も提供しています。

⑧ SDK
License
for third
party
system
SDKライセ
ンスの発行

IS-miniを他社のシステムで使用可能にする、SDK Licenseを発行
します。この機能を利用するためにはFreeライセンスの取得か、有料ラ
イセンスでメールアドレスを登録する必要があります。

⑨ IS-
TOWER

マルチカメラ専用インターフェースでの色調整機能を開始します。最大
でネットワーク接続可能な252台の機器を同時に制御できます。
本機能は、ライセンスにより、機能制限があります。Corporate
License for Broadcastのユーザーのみ、全機能を利用できます。
他のユーザーの方は、台数制限および設定を保存できない、という制
約がありますが、ほぼすべての機能を確認いただくことはできます。

Still Image Generator

静止画生成機能(IS-miniX専用)

IS-miniXでは静止画を選択してIS-miniXから再生させることができます。
下記４モードでの再生が可能です。
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mode function
input 入力信号のフォーマットで静止画を出力します
1.5G 1.5G-SDIの　YCrCb 4:2:2 10bit 1920 x 1080 59.94i で出力します。
3G-A 3G-SDI Level A YCbCr 4:2:2 10bit 1920x1080 60P で出力します。
3G-B 3G-SDI Level B-DL YCbCr 4:2:2 10bit 1920x1080 60P で出力しま

す。

①静止画リストの切り替え
　
送信に使用する静止画はローカルファイルからの選択と、プリセットのCGの２種から選べます。
上記の例は、ローカルファイルを選択している状態です。
Preset CGを選択すると、③の領域に下記が表示されます。
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②フォルダの選択
　
静止画候補を検索するフォルダを選択します。選択すると、③の領域に見つかった静止画のリストが
表示されます。

③画像ファイルのリスト
　
②で選択したフォルダの中の画像ファイルの一覧が表示されます。対応するフォーマットは、dpx,
jpg, bmp, tif, png

④画像ファイルリスト並び替えコマンド
　
③の画像リストの並び順を変えることができます。
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⑤映像出力フォーマットの選択
　
静止画を出力するビデオフォーマットを選択します。Inputを選択した場合、入力信号の同期が取れ
ない場合、映像は出力されません。

Import and Send Lut

LUT送信機能(Import & Send LUT)

既存のLUTを素早くLUTBOXに格納するための機能です。

Num
ber

Title 内容

① フォルダビュー LUTが格納されているフォルダをブラウズして下さい。
② スプリッター 左右に調節して、フォルダビューとLUTリストが見やすいようにできます。
③ LUTリスト ①で選択したフォルダ内のLUTリストが表示されます。クリックすると、LUTBOXにLUTが送信されるとと

もに、LUTヘッダ表示およびシステムトーンカーブが更新されます。
④ LUTヘッダ表示 ③のLUTをクリックすると、そのLUTのヘッダ情報を表示します。
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⑤ システムトーンカー
ブ

③のLUTをクリックするとシステムトーンカーブを表示します。

⑥ Send and Save
to LUTBOX

このボタンを押すことにより、LUTがフラッシュメモリに書き込まれます。（対応機種のみ）

Setting

Setting Screen

この画面ではアプリケーション全体に関わり、次回起動時も永続して使用する、各種設定項目を設
定します。
画面は３ページに分かれており、下記の①のボタンでページを切り替えます。

ダウンロードしたLUTのアーカイブ機能は、CloudLUT画面に移動しました。

Search Devices
　
利用するデバイスを選択します。ネット接続の場合、検索対象のIPアドレスをこの画面で指定できま
す。
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IS-mini Hardware Settings
　
IS-mini特有の設定を行います。IPアドレスの設定, OSDの設定、ファームウエアの強制アップデート
などの機能があります。

Other Settings
　
その他の共通設定を行います。Tangentの使用有無、出力側のクリッピング、PC画面のモニターキャ
リブレーションなどの設定が可能です。

Search Devices

Search Devices
　
このページでは利用するデバイスを選択します。ネット接続の場合、検索対象のIPアドレスをこの画面
で指定できます。
Setting Dialog全体説明はこちらを参照して下さい。
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IS-miniシリーズの設定

　
IS-miniシリーズについては、LAN接続のみ、利用するしない、の設定を行うことができます。
利用する場合には①のデバイス名をクリックし、青ボタンの状態にしておきます。
固定のIPアドレスを設定する場合は、③のどこかをクリックし、IPアドレスを入力し、②のFixedIPボタ
ンを選択状態にします。
上記の例は、LAN接続のIS-miniを利用可能、192.168.1.200～203は固定で使用、LAN接
続のIS-miniXは自動で検索、という設定になっています。

Third party LUTBOXes

　
他社製LUTBOXの利用設定を行うことができます。
設定方法はIS-miniと同じです。
ASTRODESIGNのSB-4024、FUJIFILMのIS-100の利用には、Corporateライセンスが必要
です。
Freeライセンスでは、BoxIOとCOLRはアクティベーションしてから１ヵ月のみ利用することができます。
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Cameras

　
最新バージョンでは、PanasonicのVaricamおよびARRI社のAiexa/Amiraについては、直接LUT
を送信したり、カメラのコントロールを行うことができます。
利用するカメラをここで選択します。

IS-mini Hardware Settings

IS-mini Hardware Settings
IS-miniのハードウエアに関する設定や確認を行います。
Setting Dialog全体説明はこちらを参照して下さい。

①IS-miniデバイス情報
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MacAddressとID Numberを表示します。クリップボードにコピーすることができます。

②IS-mini ネットワーク設定
IS-miniのネットワーク設定を行います。DHCPか固定IPか選択します。固定IPの場合は、IPアドレ
ス情報を正しく入力します。
IS-miniをネットワーク接続で使用するには、Software's Device Settingsページの"Search
from Local Network"にチェックを入れる必要があります。

③IS-mini オンスクリーン・メッセージ
この機能を有効にすると、LUTやLOOKを変更した際に、IS-mini出力画面上にその名称を表示さ
せることができます。この機能利用時は、表示場所や表示時間を設定して下さい。

④IS-miniファームウエア管理
ネット接続環境では、最新のファームウエアを自動でダウンロードを行い、アップデートの必要があればダ
イアログでお知らせします。
いったんダウンロードしたPCはオフラインに持って行ってもアップデートすることができます。"Start
update to latest firmware"ボタンで開始して下さい。

Other Settings

Other Settings
　
このページではその他の共通設定を行います。Tangentの使用有無、出力側のクリッピング、PC画
面のモニターキャリブレーションなどの設定が可能です。
Setting Dialog全体説明はこちらを参照して下さい。
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①コントロールパネルの選択

Use Tangent Devices
 Tangentコントロールを使用する場合はチェックを入れて下さい。Tangent HUBのインストールが必
要です。
Tangentコントロールは、LUTBOXごとにアサインすることもできますし、アクティブなLUTBOXに対し
てのみ適用させることもできます。
後者の方法で使用する場合は、「Use Tangent for ActiveTask」にチェックを入れて下さい。

②デバイス出力信号値の制限
LUTBOXデバイスの出力信号値が規格を超えていると、接続機器が誤動作を起こす場合がありま
す。それを防ぐために出力信号値の範囲を制限することができます。通常は4-1019を使用してくださ
い。

③PCモニタのキャリブレーション
PCモニタをキャリブレーションしたismonファイルを選択することで、静止画機能で表示される静止画
の補正を行い、正しい色で表示することができます。あらかじめ該当ディスプレイをターゲットにモニタ
キャリブレーションを行い、ismonファイルを作成しておく必要があります。

④LookSync時のKeepLookの動作設定
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Look Sync機能により、複数のデバイスのルックを連動させている際に、Keep LookによりLookを
保存する動作を設定します。
"Save Current Look Only"の場合、アクティブなデバイスのみLook Listに保存されます。
"Save all Looks on Look Sync" の場合、すべてのデバイスの情報がLook Listに保存されま
す。ただし、デバイス個別設定で、Look Sync時のKeep Look動作の除外設定を行っている場合
は、そのデバイスのLookは保存されません。両機能を組み合わせてお望みの設定を行うことができま
す。

⑤CDL onlyモードの選択
この設定を有効にすると、カラーコレクションの画面で、色調整に関してCDLパラメーターしか使用でき
なくなります。LUTについてもローカルから読み込んだLUTに限定されます。
すべてのカラーマネージメント機能がオフになります。オンセットで、CDLに限定してルックを作成したい
場合に有効な機能です。

⑥入力レンジのスケーリング設定の使用
この設定をオンにするとすべてのワークフローで入力信号のスケーリング（Legai to FuiiまたはFuii to
Legal)の選択が有効になります。
オフにしても、必要と思われる場合は自動で表示されるので、通常はオフで問題ありません。

⑦プロキシサーバーの設定
社内ネットワーク等で、プロキシサーバー経由でないと外部サーバーと通信できない場合に設定しま
す。
正しく設定を行うと、ライセンス管理、LUTのダウンロードが行えるようになります。

Color Correction Window

Color Correction Screen

WonderLookProは、強力かつ柔軟な色管理機能により、精度良く、クオリティの高いルックを素早
く生成することができます。
WOWOWが提供するLUTは、ACES規格に基づき、カメラプロファイルから生成されたIDTおよび
ACESからの絵作りであるレンダリング、の2つの情報を持っています。したがって、カメラ間の色を容易
に一致させ、カメラによらないルックを活用する、理想的なワークフローを採用することができます。

この画面はレイアウトをカスタマイズすることができます。レイアウト情報は、システムに記憶され、再度
実行時に復帰します。自動保存以外に、２種のレイアウトを保存し、呼び出して使用することができ
ます。
詳しくはレイアウト管理を参照してください。

色調整画面は領域により、いくつかの機能に分割されています。
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また、ほとんどの領域では右クリックメニューに対応しています。必要な機能に素早くアクセスすることが
可能です。

キーボードショートカットによりいくつかの操作はキーボードのみで行うことができます。詳しくはこちらを参
照して下さい。

番
号

項目名 内容

1 デバイス情報表
示領域

この領域は、接続されているデバイスの一覧を表示し、各種設定を行うことが
できます。

2 LUT管理領域 LUTの読み込み、選択、色空間の変換設定など、色処理の基本設定を行う
領域です。

3 静止画表示領
域

静止画を読み込んで色調整結果のプレビューを確認することができます。

4 グラフ表示領域 カメラプロファイルおよび静止画の解析結果をグラフで表示します。
IDT(カメラのプロファイル）、Histgram, Wave From, Vector Scopeを
表示することができます。

5 色調整領域 トーンカーブ以外の色調整を行う領域です。ASC-CDLパラメーター生成のた
めのLGG/SOP、色の微調整のためのVector、システムカメラのCCUのエミュ
レーション、などの方法で色調整できます。

6 トーンカーブ情
報表示領域

この領域は、色処理全体の特性を確認したり、トーンカーブによる色調整を
行ったりする領域です。

7 ルックリスト表示
領域

この領域は、ルック情報を管理・利用するための領域です。
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8 ファンクションボタ
ン領域

カラーコレクションの画面の最下部には使用頻度の高い機能のボタンが並んで
います。

9 警告機能 各種警告機能を設定することができます。

Layout Management

レイアウト管理Layout Management

色調整画面はレイアウトをカスタマイズすることができます。

下図の黄色ラインの場所は上下に、赤のラインの場所は左右に動かすことができ、グラフ、静止画、
色調整コントロールのそれぞれの大きさのバランスを調整することができます。

1.画面内のレイアウト調整

下図の黄色ラインの場所は上下に、赤のラインの場所は左右に動かすことができ、グラフ、静止画、
色調整コントロールのそれぞれの大きさのバランスを調整することができます。
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2.フローティングウインドウの利用

グラフ、静止画、色調整コントロールのエリアは、タイトル領域のダブルクリック、またはタイトル領域右
端のアイコンをクリックすることで、フローティングウインドウにすることができます。
フローティングウインドウにすると、大きさや場所を自由に変更することができます。

全てフローティングにした画面例
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3.レイアウトの保存と呼び出し

現在使用しているレイアウトは自動保存され、再起動時は前回の状態に復帰します。
レイアウト情報は、２種までは保存しておき、必要なタイミングで読み出すことができます。
右下の「Layout」ボタンを押すと、メニュが表示されます。
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現在使用しているレイアウトは自動保存され、再起動時は前回の状態に復帰します。
レイアウト情報は、２種までは保存しておき、必要なタイミングで読み出すことができます。
右下の「Layout」ボタンを押すと、メニュが表示されます。

Initialize 初期状態に戻します。

Save to Slot1
/ Save to
Slot2 

現在のレイアウトをSiot1またはSiot2に保存します。

Load from
Slot1/ Slot2

Slot1またはSiot2に保存されているレイアウトを読みだして適用します。
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Device Information Panel

デバイス情報表示領域・プロジェクト管理

この領域は、接続されているデバイスの一覧を表示し、アクティブなデバイス(LUTBOXやカメラ）の切
り替えおよび各デバイス独自の設定を行うことができます。
また、プロジェクト全体の設定を保存したり、読み込んだりすることも、ここのメニューから実行します。
デバイスの表示順は、ドラッグ＆ドロップで変更することができます。設定は記憶され、次回もその順番
が保持されます。
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機能 内容

① Gen Lock
Status IS-mini/IS-miniXでGenLock状態にあるときに点灯します。

② Keying Icon IS-miniXでKeying設定が有効になっている場合に表示されま
す。

③ Neutralize
Icon

グレー合わせ（Neutralize)機能が有効になっている場合に表
示されます。

④ Color Matching
Icon カラーマッチング機能が有効になっている場合に表示されます。

⑤ Device Name
デバイス名：ユーザーが設定したデバイス名が表示されます。設
定されていない場合は、MacAddressまたはIPアドレスが表示さ
れます。デバイス名の設定は、下記１を参照下さい。

⑥ LUT setting LUT設定：複数のLUTBOXを使用している場合、設定が異な
る項目を表示します。

⑦ Look Name このデバイスに紐づいているLook名を表示します。Look Listに該
当がない場合は空欄となります。

⑧ Look Status
(Alert)

赤い枠が表示されている場合、このデバイスのルックは、Look
Listに保存されていない状態であることを意味します。Keep
Look New または Keep Look Overwriteで保存可能です。
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⑨ LUT Status
(Alert)

LUT送信モードでBatch Sendが選択されている場合、最新の
LUTがデバイスに送信されていない状態の場合、緑のGen Lock
マークが赤に変わります。

1.デバイスの選択と情報設定画面

  アイコンエリア以外をクリックすることでアクティブなデバイスを選択できます。色調整や、ルック、LUTの
選択は、アクティブなデバイスに対して行われます。
  アイコンをクリック、またはいずれかの場所をダブルクリックで、デバイスの情報設定画面に遷移しま
す。（詳細はこちら）
  また、デバイスのドラッグ＆ドロップで表示順を変更できます。変更した順番は、ソフトウエアが記憶し
ており、次回立ち上げ時も再現されます。
 

  カーソルをデバイス上に置いた状態でF2キーを押すと、名称変更のウインドウがポップアップします。
素早くデバイス名を変更することができます。
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 同じくカーソルをデバイス上に置いた状態で右クリックすると、ポップアップメニューが現れます。
デバイスの名称変更、デバイスの情報設定画面（詳細はこちら）（アイコンのダブルクリックと同
じ）、デバイスの再検索、を行うことができます。

Menu Action

デバイス名変更のエディタがポップアップしま
す。

現在のデバイスのこの画面上の設定をすべ
て、クリップボードにコピーします。次のメニュー
で別のデバイスに貼りつけることができます。

上記のコマンドでコピーした内容を、現在のデ
バイスにペーストします。

デバイスを再検索します。

デバイスに紐づいていない、デバイススロットを
１つ追加します。
No Deviceは特定のDeviceに紐づいてい
ないDeviceの選択肢です。DeviceにLUT
を送信することなく、画像の解析やLookの作
成、LUTの評価などを行うことができます。初
期状態では、常に一つのNo Deviceが選択
可能となっています。このコマンドで一時的に
No Deviceを増やすことができます。
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デバイススロットの中で最後に追加したNo
Deviceのスロットものを一つ削除します。

 

2.デバイスの確認、処理のバイパス

　Bypassは、押下状態でLUTをバイパスした出力、
　fnd meは押している間のみ白い矩形を出力、
　メニューは、デバイスの再検索およびプロジェクト管理のメニューを表示します。

function content

Reload Devices
USBおよび設定によりイーサネットから対応するLUTBOXデバイ
スを再検索します。接続しているはずのデバイスが見つからない場
合に実行して下さい。

Save Current
Project with Image

現在のプロジェクト設定を一つのファイル(.wlp)に保存します。保
存対象は、各デバイスの設定、各デバイスのLUTやLOOK、
LookListの情報および関連する画像ファイルです。他のPCに設
定を移す場合に使用します。画像ファイルも一緒に保存するの
で、多少時間がかかり、ファイルサイズも巨大になる可能性があり
ます。

Save Current
Project with Image

現在のプロジェクト設定を一つのファイル(.wlp)に保存します。保
存対象は、各デバイスの設定、各デバイスのLUTやLOOK、
LookListの情報です。画像ファイルを除外するので、比較的高
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速かつファイルサイズも軽量です。他のPCに設定を移す場合、画
像情報は利用できないことにご注意下さい。

Load Project
プロジェクトファイル(.wlp)から、プロジェクト情報を読み込みます。
現在の設定は失われますので必要であれば保存しておいて下さ
い。

Initialize
devices(name/LUT/
LMT)

各デバイスに紐づいている情報をすべて消去します。デバイス名、
LUT情報、Look情報がすべてクリアされます。保存したLookList
は消去されません。

3.グルーピング（詳しくはこちら）

　Groupingは、複数のデバイスを複数のグループに分類し、同じグループのデバイスを同時に同じ設
定で制御することができます。

4.ルックシンク(詳しくはこちら）

　ルックシンクは、異なるカメラ設定、モニタ設定のデバイスの色調整のみを連動させることができる機
能です。

DeviceInformation

デバイス情報設定画面

この画面では、選択したデバイスに対して各種設定を行います。すべてのデバイスに対して共通に行
える設定と、デバイス独自に設定可能な項目に分かれています。
上部①と左側のペイン②がすべてのデバイスで共通、右側③がデバイス独自の設定領域です。

デバイス独自の設定内容は下記リンクを参照して下さい。

maker 機能 内容

WOWO IS-mini SDI Formatのマニュアル設定
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W

WOWO
W IS-miniX 入力シグナル設定、フレームライン設定、クロマキー設定、ロゴ・

キャプション表示設定

Panaso
nic Varicam LUTモードの設定、SDI出力のLUT設定、カメラ撮影条件設

定、メタデータの表示

ARRI

Alexa
SX/T,
AlexaMINI,
Amira

LUTモードの設定、SDI出力のLUT設定、カメラ撮影条件設
定、メタデータの表示

FSI BoxIO Single Channel / Dual Channelの設定、メタデータの設定

ASTRO SB-4024 HD to 4K, 4K to HDなどのコンバーターの各種設定

① デバイスへの命名など
 Device Nameの右側の入力欄に自由に名前を入力してください。アプリケーションの表示名として
記憶します。リターンキーで確定してダイアログを閉じます。
 その他、一次的にLUTをバイパスしたり、出力映像に白い四角を出して、接続を確認したりするため
のボタンがあります。
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②デバイス共通の各種設定

Show Control Panel

　
カラーコレクション画面で、フローティングのデバイスコントロールを表示します。カメラの場合は、録画制
御やカメラの一部機能の設定、メタデータの監視が行えます。IS-miniXの場合は、メタデータの監視
とIS-miniX出力画面へのOSDの表示が行えます。

Operation Lock(操作禁止設定）

　
カラーコレクション画面の色関係の操作を禁止し、誤ってLUTが送信されることを防ぎます。
デバイスがカメラの場合、カメラの動作モードによっては、自動でLockがかかる場合もあります。

Don't Capture(キャプチャ禁止）

　
Keep Lookを行う時に、キャプチャを禁止する設定です。Lookを大量に保存したいとき、都度キャ
プチャを行う時間と、ディスクスペースを節約します。

Tangent Setting

　使用するtangentデバイスを選択できます。あらかじめtangent hubをインストールしておく必要が
あります。左上のチェックボックスは、デバイス共通設定であり、オフにするとすべてのデバイスで
Tangentが使用できなくなりますので注意して下さい。
 1台のデバイスに対して複数のコントローラーを選択することができます。Tangentを接続し、トラック
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ボールやボタンを操作すると、該当する機器の欄に通信結果が表示されます。この機能により接続デ
バイスを確認し、クリックして選択状態にすることでLUTBOXとそのTangent Controiierが紐づけさ
れます。複数のTangent Controiierを一つのLUTBOXにアサインすることもできます。tangent
deviceを特定のLUTBOXにアサインせず、アクティブなLUTBOXの色調整に使用したい場合は、す
べての選択肢を解除して下さい。このモードにした場合、A&Bボタンの同時押しはルックのオールリセッ
トでなく、デバイス切り替えにアサインされます。
Tangent Hubは、こちらからダウンロードして下さい。

Shaper LUT Options

　
1DLUTを利用可能なデバイスの場合、LUT送信時にShaperLUTを自動的に生成して利用する
ことができます。
3DLUTの精度が向上し、バンディング等のLUT誤差を低減することができますが、計算時間がかかる
ためレスポンスが悪くなります。

Look Sync Keep Look(ルックシンク時のKeep Look動作設定）

　
Look Syncを利用して複数のデバイスの色調整を同時に行う場合、Keep LookでLookを保存す
ると、Setting画面の設定によって、すべてのデバイスのLookが保存されるか、アクティブなデバイスの
み保存されるか、の動作となります。前者のすべてのLookを保存する場合でも、この設定で「No
Action」を選択すると、このデバイスのLookは保存されなくなります。保存する必要のないデバイスに
ついてはNo Actionを選択し、不要なルックが増えることを避けることができます。

Range Alert(信号レンジ警告）

カメラの入力レンジ外の警告、モニタのリーガル領域外の警告、などを設定することができま

http://www.tangentwave.co.uk/tangent-support/
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カメラの入力レンジ外の警告、モニタのリーガル領域外の警告、などを設定することができます。説明は
こちらを参照下さい。

IS-mini Setting

IS-mini設定画面

この画面では、デバイス共通設定（領域②）と、IS-mini専用設定（①）を行うことができます。
③のDevice Nameで独自の名前を入力することができます。エンターキーで確定して画面が閉じま
す。

SDI Format Setting

　
通常はAutoの選択で問題ありません。
ペイロードが存在しない信号をIS-miniに入力した場合、稀に正しく出力できない場合があります。そ
の場合、入力信号のフォーマットを明示的に指定することで正しく映像を出力することができます。
下記のように、コンボボックスから正しいフォーマットを選択して下さい。
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IS-miniX Setting

IS-miniX設定画面

この画面では、デバイス共通設定（領域②）と、IS-miniX専用設定（①）を行うことができます。
③のDevice Nameで独自の名前を入力することができます。エンターキーで確定して画面が閉じま
す。

IS-miniX設定領域は、下記タブで異なる設定を行います。
番
号

項目名 内容

1 Input Signal ペイロードの無い入力向けのマニュアル設定、メタデータ取得のためのカメラメー
カー設定など

2 Frame Line センターマーク、画角表示のフレームラインの設定
3 Chroma Key クロマキー合成を行うためのキーイングカラーや背景静止画の設定
4 Logo and

Caption
ロゴ画像やキャプションを合成して出力するための設定
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IS-miniX Input Signal

IS-miniX Input Signal

このタブでは、ペイロードの無い入力向けのマニュアル設定、メタデータ取得のためのカメラメーカー設定
などを行います。

SDI Format Setting

　
通常はAutoの選択で問題ありません。
ペイロードが存在しない信号をIS-miniに入力した場合、稀に正しく出力できない場合があります。そ
の場合、入力信号のフォーマットを明示的に指定することで正しく映像を出力することができます。
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下記のように、コンボボックスから正しいフォーマットを選択して下さい。

SDI Metadata Analysis

　
IS-miniXはDevice Controiの画面やKeep Look時にメタデータを取得します。LUTの設定で、
IDTを使用している場合は、そこからメーカー名を取得できますので"Use IDT Setting"を選択して
下さい。IDTを使用していない場合は、明示的にメーカー名を設定する必要があるので、"Force
this Camera"を選択し、使用するカメラのおメーカー名を選択して下さい。現在は、ARRI、
SONY, Panasonicの３社に対応しています。

FrameLine

フレームラインの設定

IS-miniXでは、下記のように、センターマークと、３種類のフレームを表示することができます。
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Frame Line設定画面への遷移
カラーコレクションの画面のデバイスのアイコンをクリックして、デバイス情報画面を表示します。その後、
Frame Lineタブをクリックして下記画面を表示します。
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Center Markの設定
画面の中心に表示するCenter Markの設定を行います。Biankは中心から線を描画しない長さを
意味します。
Show Center Markをクリックして選択状態にすることでCenter Markが表示されます。
下記に設定例と実行例を示します。
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Frame1～3の設定
３種類のFrameラインを設定することができます。アスペクト比、タイプ、線幅、倍率、色を設定する
ことができます。Frame1のみ、フレームの外側の画像を暗くすることができます。Other Coior
Offsetパラメーターでその程度を設定します。

Frame1の設定例とその結果
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Frame2の設定例とその結果

Chroma Key

クロマキー合成
IS-miniXを使用すると、グリーンバックやブルーバックの背景をキーに、あらかじめ用意した静止画に
置き換え、合成した映像を出力することができます。
その状態を維持して、カラーコレクションを行うこともできます。キーイングが有効になっていると、カラコレ
画面のデバイス情報にKの文字が表示されます。
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キーイングの設定はデバイスリストのダブルクリック、またはデバイスアイコンのクリックで下記画面を表示
して行います。Chroma Key(IS-miniX)タブを選択して下さい。

①ライブ映像のキャプチャとKeyingカラーの設定
最初にCaptureボタンを押して、ライブ映像を取得します。Keyingを行いたい領域をクリックするか、
四角で選択することで、Keyingカラーを設定します。設定された色は右側の⑤に表示されます。

②背景画像を選択する
グリーンバック、ブルーバックと置き換えて表示する静止画を選択します。Loadボタンで、ローカルファイ
ルから選択することができます。コンボボックスで過去に使用したヒストリーから選択することができます。

③クロマキー合成モードを開始・終了する
Chroma Key enable ボタンを押すことで、クロマキー合成を開始したり終了したりすることができま
す。
この状態は、このダイアログを終了しても保持されます。
クロマキー機能は、デバイスコントロール、ロゴ表示、キャプション表示と同時には使用できません。これ
らの機能を使用している場合は、警告が表示されて機能が停止されます。

④クロマキーパラメーターを調整する
クロマ、ヒュー、明るさの３種のパラメーターでクロマキーの抜け具合を調整することができます。
シーンにも依存しますので、丁度良いパラメーターに調整して下さい。
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⑤キーイング色の表示
キーイングに選択された色を表示します。

⑤静止画合成の位置の指定
ボタン名 動作
before LUT
button

合成をLUT処理の前に行います。背景画像に対してもLUTがかかることになるの
で、色調整の結果が背景にも反映されます。

before LUT
button

合成をLUT処理の後ろで行います。背景画像は色調整を行っても変化しませ
ん。

Logo and Caption(IS-miniX)

ロゴ、キャプションの設定(IS-miniX)
 IS-miniXを使用して、ライブ映像にロゴ画像、またはキャプションテキストをオーバーレイ表示すること
ができます。
本機能は、クロマキーや静止画表示、ワイプ、などの機能とは同時に利用できません。
また、キャプション表示とロゴ表示も同時には使用できません。"Caption Enabie" ボタンと、"Logo
Image Enable" ボタンは排他的に選択されます。
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①キャプションの入力
この欄にキャプションを入力します。複数行にまたがっても構いません。

②キャプションの表示設定
表示するキャプションの、フォント（サイズも）、色、場所、位置の微調整、アラインメント、背景色、
などを設定します。

③キャプションの再表示
現在の設定を再送信し、キャプションの再表示を行います。パラメーター変更はリアルタイムに送信さ
れるため、通常押す必要がありませんが、表示が乱れた場合等に使用して下さい。

④キャプション表示非表示の設定
キャプション表示機能の開始終了を切り替えます。
この機能は、Device Controi, Keying, ロゴ合成機能と同時に使用できません。同時に使用でき
ない機能は自動的に停止されます。

ロゴ画像の表示
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①ロゴ画像の選択
"Load"ボタンにより、ローカルファイルからロゴ用画像を選択します。コンボボックスにより、過去に使用
したヒストリーから選択することもできます。
選択した画像は②に表示されます。

②選択されたロゴ画像の表示と透明色の選択
この領域には、選択されたロゴ画像が表示されます。
マウスでクリックすると、その場所の色が透明色に設定され、④の領域にその色が表示されます。

③表示位置の設定
ロゴ画像の表示位置を調整することができます。ロゴ画像の中心座標により設定します。

④透過色の表示
2の画像クリックで選択された透過色を表示します。

⑤ロゴ合成機能の開始終了
ロゴ画像の表示・非表示を選択します。
この機能は、Device Controi, Keying, キャプション表示機能と同時に使用できません。同時に
使用できない機能は自動的に停止されます。

Varicam Setting

Varicam Setting Screen

この画面では、Varicamの動作設定を行います。
初期状態では、デフォルトのユーザー名、パスワード、LUT/LMTを使用しない設定になっており、カラ
コレ画面の操作もロックされています。
この画面で適切な設定を行って、初めて使用することができます。

Varicamの設定例についてはこちらも参照して下さい。
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番
号

項目名 内容

① ログイン情報 ログインに必要なユーザー名とパスワード。
② LUT Modeの

設定
VaricamのLUTに関する動作モードの設定

③ Output の
LUT設定

各SDI出力のLUT有無の設定

④ カメラの設定 撮影条件に関するカメラの設定
⑤ メタデータ表示 カメラから取得したメタデータの一覧

①ログイン情報

　
Varicamへのログインに必要なユーザー名とパスワードを設定します。カメラの設定をデフォルトから変
更していなければ、上記のデフォルトでログインできます。
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②LUT Modeの設定

　
Varicamを活用するためには、適切なLUT Modeを選択する必要があります。
目的に応じて選択して下さい。
モード名 内容 レスポンス ACES対

応
MAIN
Colorへの
適用

Real Time
LUT mode

すべての色調整がLUTに変換されVaricamに送
信されます。通信時間がかかります。MAIN
Colorには色調整は適用されません。

遅い 可 不可

CDL mode CDLはパラメーターで、それ以外の色調整はLUT
として送信されます。Grading SpaceはInput
に固定されます。CDL調整は早いレスポンスが可
能です。MAIN Coiorには色調整は適用されま
せん。

CDLは速
い
他の色調
整は遅い

不可 不可

Fixed LUT
mode

現在の色調整情報をVaricamに送信し、色調
整画面をロックし変更不可とします。Main
Colorにも色調整が適用されます。

色調整不
可

可 可

No LUT/NO
LMT

色調整は行わず、すべての出力はVLOGまたは
V709のみとなります。色調整画面はロックされま
す。

色調整不
可

不可 不可
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③Output のLUT設定

　
各SDI出力ごとに、LUTの適用有無を選択できます。LUTを適用する場合は「Grading」を選択し
て下さい。

④カメラ設定

　
VaricamのFPS, Shutter, White Baiiance, EI Base およびEIをソフトウエアから制御することが
できます。
コンボボックスにリストが表示されない場合は、List Updateボタンを押してしばらく待ったから選択して
下さい。
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⑤メタデータ表示

　
Varicamから取得したメタデータを表示します。Show Mimimumを押すと、値が0や文字列の空
白を除外して、有効な値のある項目のみ表示します。
Copyボタンを押すと、テーブル全体をクリップボードにコピーして、エクセル等にテーブルとして貼りつける
ことができます。

ARRI Setting

ARRI

この画面では、ARRI製カメラの動作設定を行います。
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①パスワードの設定
カメラに登録したパスワードを設定します。Saveボタンを押すとログインを行い、各コントロールが利用
可能となります。

②LUTモードの設定

ARRIカメラの色管理を行うためには、適切なLUT Modeを選択する必要があります。
目的に応じて選択して下さい。

Alexaはカメラ内でFuii Rangeの映像に、ASC CDLを適用します。一方、SDIで流れてくる映像は
Legalにスケーリングされています。そのため、他のLUTBOXとARRIカメラのCDLは互換性がありませ
ん。
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※ASC CDL + LUTモードは現在開発中です。近日中に公開予定です。
モード名 内容 レスポンス ACES対

応
LUT mode すべての色調整がLUTに変換されカメラに送信されます。

ACESワークフローを利用できます。
やや遅い 可

ASC CDL +
LUT

CDLはパラメーターで、それ以外の色調整はLUTとして
送信されます。Grading SpaceはInputに固定されま
す。CDL調整を行う場合は、LUT modeと比べて早い
レスポンスが可能です。

CDLは速
い
他の色調
整はやや遅
い

不可

Preset LUT
mode

カメラ内のLUTの選択のみを行うモードです。LUTは
WonderLookProにダウンロードされ、ローカルLUTとし
て利用可能です。

色調整不
可

可

③各種設定
LUT Mode または ASC CDL + LUTモードの場合、下記のように、Look Name以外が設定可
能となります。
When you selected LUT Mode or ASC CDL + LUT mode, all of the selection
other than Look Name will be enabled.

カメラからのSDI出力のLUT適用有無を設定します。
各出力でオンカメラグレーディングを行う場合は「LookFiie」を選択して下さい。
それ以外に、FPS, Shutter, White Baiiance, ND Fiiter, EIを設定することができます。

Preset LUT modeを選択した場合は、Look Nameが選択可能となります。
Look Nameの候補は、カラーコレクション画面で、Save to Fiashボタンを押して名前を付けて保
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存することにより生成することができます。
この候補を選択するだけで保存時のLookを簡単に呼び出すことができます。

④レコーディング制御

レコーディングモードは、Normai / PreRec / Intervai / Stop Motion　から選択することができま
す。
Test Imageボタンは、カメラからテストイメージを送出します。
Recボタンのオンオフでレコーディング開始、終了を制御できます。
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⑤メタデータ表示

　
カメラから取得したメタデータを表示します。Show Mimimumを押すと、値が0や文字列の空白を
除外して、有効な値のある項目のみ表示します。
Copyボタンを押すと、テーブル全体をクリップボードにコピーして、エクセル等にテーブルとして貼りつける
ことができます。
これらのメタデータは、カラコレ画面のKeep Lookでルックとともに保存され、Export時のファイル名に
利用することができます。また、ExportのReportにも全データが記載されます。

BoxIO Setting

BoxIO Setting Screen

この画面では、BoxIO動作設定を行います。
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Channel Mode
　
BoxIOの動作モードとして、1chの入力か、2ch入力かを選択します。
2chを選択した場合は、コンボボックスによりスイッチングを選択して下さい。
2chを選択すると、デバイスリストには２台のBoxIOが表示されますので、独立に色調整を行うことが
できます。ただし、LUTの格子点が17^3に制限されますのでご注意下さい。

SDI Metadata Analysis

　
BoxIOはDevice Controiの画面やKeep Look時にメタデータを取得します。LUTの設定で、
IDTを使用している場合は、そこからメーカー名を取得できますので"Use IDT Setting"を選択して
下さい。IDTを使用していない場合は、明示的にメーカー名を設定する必要があるので、"Force
this Camera"を選択し、使用するカメラのメーカー名を選択して下さい。現在は、ARRI、SONY,
Panasonicの３社に対応しています。

ASTRO Setting

ASTRODESIGN SB-4024 Setting Screen

この画面では、ASTRODESIGN社製SB-4024の動作設定を行います。
下記ページ別に設定を行います。

タブ名 内容
IP Address IPアドレスの変更、デバイスの名称の設定
Convert/Sign
al

コンバーターの設定、入出力の信号設定

LUT LUTの設定、CDLパラメーターの設定
YCC/RGB YCC/RGBマトリクスの設定
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ASTRO IPAddress

ASTRO SB-4024 IP Address Setting

SB-4024のIPアドレスの変更、デバイス名の設定を行うことができます。

ASTRO Convert Signal

ASTRO SB-4024 Convert and Signal
Setting
SB-4024のコンバーター設定および入出力の信号設定を行います。
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① コンバーター設定
4K/HDの解像度変換の設定を行います。

② 入力設定
入力信号のフォーマットを指定します。その他、フェーズの微調整や、出力タイミングのフレームディレイ
を設定できます。

③ 出力設定
出力信号のフォーマットを指定します。入力信号により制約が生じる場合があります。
また、出力信号にマニュアルでPIDを載せることもできます。

ASTRO LUT

ASTRO SB-4024 LUT Setting
SB-4024のLUT動作モードを設定します。
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① 動作モード

左の"Use WonderLook Coior Correction"を選択すると、ソフトウエアでの色調整が可能とな
り、WonderLookProの全色調整機能が利用可能となります。
②③の設定は無効となります。

右の"Use SB-4024 Preset"を選択すると、②③の設定が有効となり、SB-4024が内部で保有
している変換が選択可能となります。
このモードの場合、WonderLoopProの色調整機能はロックされソフトウエアからのカラコレはできませ
ん。

②SB-4024内部のLUT設定

SB-4024内部のLUT設定を行います。詳しくはSB-4024の説明書を参照して下さい。
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③SB-4024内部の色調整

SB-4024内部のLUT使用時に、色調整を行うことができます。詳しくはSB-4024の説明書を参照
して下さい。

ASTRO YCCRGB

Grouping

グルーピング
グルーピング機能により、複数のデバイスを複数のグループに分類し、同じグループのデバイスを同時に
同じ設定で制御することができます。
この機能は、生成したLUTを同じグループ内のすべてのデバイスに送信するため、同じ機種のみ同一
グループにすることができます。

初期状態では、同じ機種のすべてのデバイスが同一グループにアサインされています。（Group0に5
台）
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-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
まずはAdd Groupで新規グループを作成し、名前を設定します。（4KとHD）
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-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
次に、IS-mini:  HDをグループHDにドラッグ&ドロップで移動します。
さらに、4K#1～#4のIS-miniを順に選択し、CH1～4のラベルを付けていきます。「Indicator」ボ
タンにより場所の確認を行うことができます。
また、4K Square Divisionを選択します。

これでグループ4Kに4台、グループHDに1台がアサインされました。Cioseで戻ると、

と二つのグループが構成台数を同期信号マークと兼ねる丸ボタン付きで命名した名前で表示され、
4Kグループは、一つの操作で4台を同時に制御することができるようになりました。
IS-miniXで4Kのグループを作成すると、上記のように、4KーSQDのラベルが表示されます。この状



WonderLookPro

107 / 317

態では、4Kとしての静止画キャプチャやライブ表示を行うことができます。

Look Sync

ルックシンク機能

複数のデバイスを同時に色調整する方法として、グルーピングの機能がありますが、グルーピングでは、
すべて同じ条件となってしまい、異なるカメラや異なるディスプレイ設定のデバイスに対しては適用でき
ません。
ルックシンク機能を使用すると、異なるカメラに設定したデバイスや、HDR/SDRなど、異なるディスプレ
イ条件に設定したデバイスに対して、同時に色調整を行うことができます。
デバイスパネル全体の説明はこちらを参照して下さい。

1. ルックシンク デバイスの選択
ルックシンクを開始するには、Look Syncボタンを押します。
初期状態は下記のように、
Look Sync Aをクリックしてルックシンク状態に移行します。
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①ルックシンクスロット
ルックシンクはA～Eの5スロットを使用可能です。初期状態
は、Aが選択されており、カッコ内の0は、選択されているデバ
イス数が0であることを意味します。

②slotAのデバイスの選択
現在のAのスロットにデバイスを選択するには、追加したいデ
バイスの②の領域の丸いスイッチをクリックします。

③slotBのデバイスの選択
Bのスロットのデバイスを選択するには、①の領域のBボタン
を押してから、②の領域の丸いスイッチを押します。
同時に別のスロットに所属することはできません。後から指定
したスロットが有効になります。
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図は、
Slot A : Camera
A Camera B
Slot B : Camera
C
Slot C: Cmaera
D, Camera E
の設定を行った例で
す。

現在siotAがアク
ティブであり、
Camera Aと
CameraBが、青の
四角で囲われていま
す。色調整を行う
と、この２台は連動
して調整されます。

スロットの切り替え
は、A～Eのボタンを
押す、グレーアウトし
ているデバイスをク
リックする、のどちらで

も行うことができます。

2. シンクモードの色調整
色調整を連動させるためには、下記のように、"LMT for Look Sync"を選択した状態で色調整を
行います。この状態だと、１で選択したDeviceのルックが連動し、それぞれ同じルックを反映したLUT
を生成して送信します。
"LMT for Look Sync"を選択すると、色調整領域の背景が濃い青色になり、全体が青の枠で囲
われ、連動する色調整であることが一目でわかるようになっています。
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3. 連動させない色調整
ルックを連動させない色調整を行うことができます。下記のように"LMT for Independent"を選択し
た状態で色調整を行うと、現在Activeなデバイスのみに色調整が適用され、他のシンク設定してい
るデバイスには送られません。
カメラ機種差の吸収や、HDR/SDRの見えの差の調整、など、連動させたくない個別調整に活用で
きます。

"LMT for Independent"では、通常の背景色に戻り、枠も表示されません。
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LUT Management

LUT管理領域

赤枠の領域は、LUTの読み込み、選択、色空間の変換設定など、色処理の基本設定を行う領域
です。

1. LUTの選択、色空間の変換の選択
下記、3つのボタンは、選択ダイアログ表示のトリガーとなっているとともに、現在の設定の状態をブルー
ボタンにて示します。

モード 内容
WOWOWがインターネット経由で提供している、60種以上のカメラに対応した
LUTから選択します。詳しくはこちら。
ローカルに用意したLUTを読み込みます。他社製LUTにも対応しています。詳
しくはこちら。
入出力色空間を指定し、色空間の変換を指定します。詳しくはこちら。
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2. カラーパイプラインの表示と設定へのトリガー領域
画面最上部には色処理の順番、各色処理のパラメーター、LUT名等が表示され、一目で設定が判
別できるようになっています。
また、この領域は、各設定画面への入り口にもなっています。

2-1. Cloud LUTの例

この例では、

処理がIDT(カメラ依存の変換） →　LMT(色調整)　→　Render(絵作り）　→　ODT (ディスプ
レイ設定）

の順に色処理が行われることを示しています。先頭のアイコン、

は、WOWOWがインターネット経由で提供しているLUTを使用していることを表しています。1のボタ
ンと同じアイコンです。

LUTファイル名は、上記領域の下に白文字で表示されています。この例では、

というファイル名です。

色調整はIDTの後に行われるため、カメラに依存しないルックを作成できることがわかります。

2-2. Local LUT (DaVinci形式）の例

この例では、

LMT(色調整）→LUT(選択されたDaVinici形式のLUT)

の順に色処理が行われることを示しています。先頭のアイコン、

は、ローカルに保存されたLUTを利用していることを示しています。

一番右に、ODTがNot Avaiiabieとグレー文字で書かれています。これは、この設定ではモニタ設定
が利用できないことを示しています。
LUTの領域に、「unknown output space」との記載があり、出力色空間が不明なため、そのまま
使用する、ことを意味しています。
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----
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この例は、LUT読み込み時にターゲット色空間を指定した場合の設定を示しています。読み込み
時、Rec709/D65/2.2/Legaiの条件であることを指定したので、ODTが有効になり、異なるモニタ
設定で使用可能です。上記の例では、Rec2020/HLG1.2に変換して使用しています。

2-3. Color Space Conversion（色空間の変換）の例

この例では、Rec709/D65/2.4の色空間を、DCI-P3/D60/2.6の色空間に変換しています。
入力側の色空間が、ACESproxyという色調整用の色空間に変換され、最後に出力用の色空間
に変換されています。
この設定を用いると、異なるターゲットデバイスに変換するだけでなく、さらに好ましい色調整を加えるこ
とができます。

Select Cloud LUT

Cloud LUT選択・ダウンロード画面

この画面では、インターネットからWOWOW提供のCioud LUTをブラウズ、ダウンロード、選択を行う
ことができます。いったんダウンロードしたLUTはローカルで利用可能です。
LUBOXを接続している場合は、選択パラメーターが即座にLUTに変換され、出力画像で結果を確
認することができます。
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①カメラ選択領域
メーカー、カメラを選択します。カメラ情報は有効期限が設定されており、有効期限が切れる、または
不定期に更新され新バージョンが利用可能な場合、Downioadボタンが点滅しますので、ダウンロー
ドしてください。
All Downloadは、全カメラのIDTを一括ダウンロードすることができます。

②カメラ撮影モード設定領域
カメラ選択後、選択したカメラに応じて、各種撮影モードの選択肢が表示されます。実際に使用する
カメラの設定と一致させる必要があります。
DeSatだけはカメラの撮影モードでなく、カメラからの出力をシステム内で前処理を行うための設定で
す。DeSat1はカメラ出力画素値の飽和を低減するため、高彩度高明度の色の彩度をコントロール
します。ステージ照明など高輝度高彩度LED光源を用いる場合、センサーの飽和によるアーチファクト
低減に効果的です。自然光や通常のスタジオ照明の場合はDeSat1を選ぶ必要はありません。

③レンダリング選択領域
ここでレンダリングとは、カメラに依存しない、シーンの色空間をアウトプットの色空間にどのように変換す
るか、絵作りの意味で使用しています。
現在レンダリングは、4種のパラメーターで構成されており、

1. Target Display
出力のターゲットとなる色空間を指定します。レンダリングの出力はこの色空間にマッピングされま
す。適切なTargetを選択する必要があります。
HDRの場合は、HDRの選択肢の中から選択します。



WonderLookPro

115 / 317

2. Rendering
メインとなるレンダリングの選択肢です。RRT(Reference Rendering Transform)は、
AMPASのACES規格の標準レンダリングであり、最も無難な選択肢です。
RRTの他に、プリントフィルムのエミュレーション、各カメラメーカーの標準色再現、を選択することが
できます。

3. Look Variation
 ここでは14種類のネガFiim Lookから味付けを選択することができます。
下記に、FUJIFILM製ネガフィルムの説明を記載します。

F-64D ETERNA500よりも全体的に硬調、⾼彩度。⾊のヌケ、鮮やかさが特⻑的な再現。

ETERNA Vivid160 ETERNA500よりやや硬調なコントラスト。特に⻩⾊の発⾊に特⻑を持った再現。

ETERNA Vivid500 ETERNA500より硬調なコントラストで彩度が⾼い再現。

ETERNA 250 ETERNA500よりやや軟調な再現。

ETERNA 250D ETERNA500よりもやや彩度が⾼い再現。

ETERNA 500 富士フイルム撮影用ネガフィルムのスタンダードタイプ。中庸なコントラストと彩度の再現。

ETERNA 400 ETERNA500よりも全体的に軟調なコントラストで彩度が低いしっとりとした再現。

REALA 500D ETERNA500と同等なコントラストでかつ⾊が明るく彩度が⾼い再現。

ETERNA　Vivid 400 ETERNA500よりも全体的に軟調かつ⾼彩度の再現。フィルムでは技術的に作ることができなかった絵作りをデジタルで表現しました。

4. Gamma
 全体のシステムカーブの硬さを選択します。1.0がデジタルシネマの基本ガンマです。TV放送向け
は0.8など、やや軟調な設定が好まれます。

④LUT情報、画像表示領域
この領域は、カメラの実測に基づく特性データ、LUT全体の階調特性などをグラフを使って表示しま
す。一部のカメラについては、テスト撮影画像をダウンロードすることもできます。
Imageタブに切り替えると、LUTによる処理結果を画面上でプレビューすることができます。

1.カメラ測定結果
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これはカメラのトーンカーブの測定結果を示しています。横軸が対数スケールの露光量、縦軸が10bit
のフルスケールで、右上がり白いカーブがカメラの階調特性を示しています。
カーブの先端の赤い領域は、カメラのLOGカーブとして定義されているものの、実際のカメラでは出力で
きなかった領域です。すなわち、ダイナミックレンジの範囲外を表しています。

右下がりのR,G,Bの折れ線グラフは、カメラのノイズ特性を示しています。（すべてのカメラで計測され
ているわけではありません）

グラフの右側の表は、カメラの特性を数値で表したものです。CVはCode Vaiueを意味し、10bitス
ケール(0-1023)で数値表示しています。
Stops, Maxはハイライトダイナミックレンジを表しますが、自動計測しているため誤差が多いく、目安
としてお使い下さい。

2. システムトーンカーブ

このグラフはシステムトーンカーブを表しており、カメラの入力変換、レンダリングの選択を組み合わせた
結果のシステムとしての再現特性を意味します。
横軸、縦軸ともが10bitの0-1023です。
6色の色を結んだ6角形は、主要6色の色がシステムにより、どのように変換されるか示しています。中
心がグレーの極座標の色度図です。
内側で点線で結ばれた小さい点の6色が入力、外側の実線で結ばれた大きい点が変換後の色を表
しています。
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③ダウンロードしたファイルのアーカイブとリストア
CloudLUTなど、ダウンロードしたファイルを別のPCに移動させることができます。"Archive fies"ボタ
ンで、ダウンロードしたファイルを一つのzipファイルにまとめることができます。そのファイルを別のPCに移
し、"Restore fie"で選択すると、その環境が再現され、ダウンロードをやり直す必要がありません。
ネットに接続できないPCで使用する場合等に役立ちます。

Supported Cameras

対応カメラ

WonderLookProでは、下記のカメラを実際に測定、またはメーカー提供のIDTを使用して、LUTと
して利用可能なプロファイルを配布しています。
実際に使用するカメラおよびその測定モードを選択するだけで、カメラに依存しないルック作成やモニタ
ー設定を行えるようになります。
候補にないカメラについても、お客様の要望により、測定して追加していきます。

ARRI ALEXA MINI
ARRI ALEXA
ARRI AMIRA
BLACKMAGIC CinemaCamera2
BLACKMAGIC PocketCinemaCamera
BLACKMAGIC ProductionCamera4K
BLACKMAGIC URSA4K
Bypass
CANON (Maker provided) C100
CANON (Maker provided) C300
CANON (Maker provided) C500
CANON C100 Mark2
CANON C100
CANON C300 Mark2
CANON C300
CANON C500
FOR-A FT-ONE-S
FOR-A FT-ONE
FOR-A VFC7000
GOPRO HERO4



WonderLookPro

118 / 317

JVC GY-LS300CH
PANASONIC AG-DVX200
PANASONIC AK-HC1500G
PANASONIC AK-HC1800G
PANASONIC AU-EVA1
PANASONIC GH4
PANASONIC POVCAM
PANASONIC VARICAM HS
PANASONIC VARICAM35
RED EPIC DRAGON-LLO
RED EPIC DRAGON-STD
RED EPIC DRAGON-STH
RED EPIC
RED SCARLET
RED WEAPON 8K S35
SONY (Maker provided) F65
SONY (Maker provided) PMW-F55
SONY Alpha6300
SONY Alpha7s
SONY Alpha7s2
SONY F35
SONY F65
SONY FS700
SONY HDC-1500
SONY HDC-1500R
SONY HDC-1600_or_1600R
SONY HDC-2500
SONY HDC-2600
SONY HDC-4300
SONY HDC-950
SONY HDW-790
SONY HDW-F900R
SONY HXR-NX5J
SONY PMW-200
SONY PMW-300K
SONY PMW-400
SONY PMW-EX3
SONY PMW-F3
SONY PMW-F5
SONY PMW-F55
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SONY PMW-F55withBPU
SONY PXW-FS5
SONY PXW-FS7
SONY PXW-X500
SONY SRW-9000
SONY SRW-9000PL
Various Signals ACESproxy (ACES V1.0)
Various Signals Cineon
Various Signals HSLA
Various Signals Rec2020
Various Signals Rec709
VISION RESEARCH PhantomFlex4K

Select Local LUT

Local LUT選択画面

この画面では、ローカルに保存されているLUTの内容を確認して選択することができます。フォーマット
は自動で認識しますが、明示的に指定することもできます。
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①フォルダ選択
LUTが格納されているフォルダを選択してください。

②LUTファイル一覧

選択したフォルダ内で読み込み可能なLUTが表示されます。
LUT Typeは通常はAutoで使用しますが、フォーマットで絞り込みたい、明示的に指定したい、場合
は、コンボボックスで選択してください。
LUTファイルをクリックすると、③のLUT情報表示領域が更新され、LUTBOXを接続している場合
は、LUTが送信されます。

これらのボタンは、LUTファイルの表示順を制御します。
Time
desc

更新時間の逆順で表示します。新しいものが上に来ます。

Time
asc

更新時間の昇順で表示します。古いものが上に来ます。

Nam
e asc

アルファベット順に表示します。

Type
Orde
r

フォーマットタイプごとにまとめて表示します。

Cloud LUTからダウンロードしたwowiut形式のLUTファイルです。カメラ情報、レンダリング情報が一
つのファイルに格納されており、パラメーターが表示されています。

FilmMaster形式のLUTファイルです。 ファイル形式を自動認識し、黄色でFiimMasterと表示され
ています。33^3は3DLUTの格子点の数を示しています。

DaVinci形式のLUTファイルです。　ファイル形式を自動認識し、黄色でDaVinciと表示されていま
す。格子点の数は26^3、1DLUTも同時に定義されているため、赤字でwith shaper1Dと表示さ
れています。
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③LUTファイル情報表示　/ Inputファイル選択情
報表示

クリックしたLUTファイルの情報を表示します。左側にヘッダ情報、右側にLUTのトーンカーブが表示さ
れます。
LUTの内容確認の参考にして下さい。

最下部にはInput LUTの選択状況が表示されます。選択されている場合は、黄色でファイル名が表
示されます。（④を参照）

④ボタン類

通常の場合は、Openを押すことでLUT選択が完了し、次の処理に遷移します。
サード・パーティーのLUTの場合、出力色空間設定画面が表示されます。

Input LUTおよびOutput LUTを連結して使用したい場合は、最初に②でInput LUTを選択して
から Set to Input LUTボタンを押します。
③の最下部のInput LUTにファイル名が黄色で表示され、ボタン表示が下記のように変化します。

Set to Input LUTが選択状態になり、Input LUTが指定されていることがわかります。
次にOutput LUTを選択してSeiect Output LUTを押すことで、Input/OutputのLUTを連結し
て使用することができます。
Input LUTを解除したい場合は、再度Set to Input Lutを押します。

LUT Parameters
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Local LUT入出力色空間設定画面

この画面では、読み込むLUTの入力側および出力側の色空間を指定することができます。出力側色
空間を指定すると、ODT設定が有効になり、異なる色空間やガンマのモニター向けの出力が可能に
なります。入力側色空間を指定すると、あるカメラ向けに作成したLUTを別なカメラで使用しても同じ
結果を得ることができるようになります。

1.LUTの素性がわからない場合

「Unknown Target」を選択します。Output Scaiingのコンボボックスで、左下のグラフを確認しな
がら適切なスケーリングを選択します。

2.LUTが作成されたカメラおよびモードが既知の場合

LUTが作成されたカメラおよびモードが既知の場合、設定を行うことで、別のカメラおよびモードのLUT
として使用することができます。
"Define Input/Output Target"のボタンを押し、Input Setting タブを選択することで、LUTの
入力側の設定画面が表示されます。
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①LUTの元の入力側の設定

左側のパラメーター領域は、LUTの元の入力側パラメーターの設定領域です。
LUTが作成された際に、入力側で使用していた信号を特定します。カメラ信号に対してLUTが作成
された場合は、メーカーから選択し、カメラ機種、撮影モードまで正確に選択します。
入力側がカメラでなく、出力用にレンダリングされた映像だった場合は、Coior Spaceを選択して、モ
ニタ色空間のパラメーターを設定します。

②LUTの入力側の新しい設定

右側のパラメーター領域には、新しく使用する入力側のパラメーターを入力します。
後で変更することもできるので、とりあえず同じ設定にしておく場合は、④の「Copy from Originai
to New Setting」を押すことで、左側のOriginai Input Settingが右側のNew Input Setting
にコピーされます。この場合は、LUTの入力側は変換されないことになります。

③新しいシステムトーンカーブ

左右の入力側設定に基づき、LUTのシステムカーブが再計算され表示されます。
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3.LUTがターゲットとするモニタ色空間が既知の場合

LUTがターゲットとするモニタ色空間が既知の場合、この画面で作成された色空間を設定しておくこと
で、異なる色空間向けにLUTを使用することができます。
"Define Input/Output Target"のボタンを押し、Output Setting タブを選択することで、LUT
の出力側の設定画面が表示されます。
この機能を用いることで、Rec709用に作られたLUTをRec2020向けに、SDR用に作られたLUTを
HDR向けに、利用することが簡単にできます。
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Select Color Space

Color Space設定画面

この画面では、色空間変換モードで使用する場合の入力色空間を設定する画面です。必要に応じ
てレンダリングを設定することもできます。
LUTBOXを接続している場合は、選択の結果のLUTが瞬時に送信され、処理結果をプレビューする
ことができます。

①入力色空間設定領域

入力側で使用する色空間を設定します。カメラLOGなど、カメラ機種依存の色空間も選択することが
できます。

②出力側色空間設定領域

出力側の色空間も設定することができます。ここでの設定は、遷移前の色調整Windowの設定が
引き継がれ、Seiect押下で、色調整Windowにも反映されます。
出力側で、カメラの色空間も選択することができます。特定の機種のカメラを、別のカメラの特性に変
換したい場合に大変便利な機能です。
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③パラメーターの説明

マウスカーソルの位置のパラメーターの説明が表示されます。

④マッピングパラメーター

HDRからSDRへのマッピング、Rec2020からRec709のマッピングを選択することができます。
Rec709/100nitsを超える範囲の情報が多い場合には、結果を見ながら適切なマッピングを選択す
ることで、より質の高い結果を得ることができます。

⑤システムトーンカーブ

入出力の設定を反映したシステムトーンカーブを表示します。横軸が入力側フルレンジ（0-1023)、
縦軸が出力側フルレンジ（0-1023)であり、入出力を一致されると、傾き45度の直線になります。
④のマッピングの結果も反映されます。

⑥レンダリングの設定

選択されているレンダリングを表示します。
クリックすると、レンダリング設定画面が立ち上がります。

Rendering Selection Dialog
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レンダリング設定画面

①メインのレンダリング

ここでは、シーンリファードの色をアウトプットリファードに変換する、メインとなるレンダリングの設定を行い
ます。
設定を行う場合は、エリア左上のボタンをクリックして、コントロールを有効にして下さい。
最初のカラムがレンダリングのターゲットとなる色空間の選択で、選択された色空間の中に納まるように
最適なレンダリングが行われます。
２番目のカラムがレンダリングの本体です。ACESのRRTを初めとして、プリントフィルムエミュレーション
や、カメラの709再現等が選択できます。レンダリングのターゲットによって選択可能な項目は異なりま
す。
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②フィルムルック

ここでは様々な映画用ネガフィルムのルックのエミュレーションを選択できます。メインのレンダリング無し
に、フィルムルックのみ選択することも可能です。
下記に、FUJIFILM製ネガフィルムの説明を記載します。

Type Characteristic

F-64D ETERNA500よりも全体的に硬調、高彩度。⾊のヌケ、鮮やかさが特⻑
的な再現。

ETERNA
Vivid160

ETERNA500よりやや硬調なコントラスト。特に⻩⾊の発⾊に特⻑を持っ
た再現。

ETERNA
Vivid500 ETERNA500より硬調なコントラストで彩度が高い再現。

ETERNA
250 ETERNA500よりやや軟調な再現。

ETERNA
250D ETERNA500よりもやや彩度が高い再現。

ETERNA
500

富士フイルム撮影用ネガフィルムのスタンダードタイプ。中庸なコントラストと
彩度の再現。

ETERNA
400

ETERNA500よりも全体的に軟調なコントラストで彩度が低いしっとりとし
た再現。

REALA
500D ETERNA500と同等なコントラストでかつ⾊が明るく彩度が高い再現。

ETERNA　
Vivid 400

ETERNA500よりも全体的に軟調かつ高彩度の再現。フィルムでは技術
的に作ることができなかった絵作りをデジタルで表現しました。

③ガンマ

 全体のシステムカーブの硬さを選択します。1.0がデジタルシネマの基本ガンマです。TV放送向け
は0.8など、やや軟調な設定が好まれます。
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Color Pipeline Control

カラーパイプラインの表示と設定へのトリガー領域

画面最上部には色処理の順番、各色処理のパラメーター、LUT名等が表示され、一目で設定が判
別できるようになっています。
また、この領域は、各設定画面への入り口にもなっています。

カラーパイプラインの説明についてはこちらをご覧ください。
丸い四角のIDT, LMT, Render, ODTそれぞれの領域内をクリックすると、それぞれのパラメーターを
設定する画面が表示されます、
それ以外の領域、矢印や背景の黒の部分をクリックすると、過去に使用した設定一覧が表示され、そ
こから選択することができます。

グレーディングスペースの設定

をクリックすると、グレーディングスペースの選択画面が表示されます。詳しくはこちらをご覧ください。

出力色空間(ODT)の設定

をクリックすると、出力色空間の選択画面が表示されます。詳しくはこちらをご覧ください。

Color Pipeline Explanation

TBD

LMT Setting

グレーディングスペースの設定

をクリックすると、色調整を行う色空間、グレーディングスペースのの選択画面が表示されます。
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ワークフローに適したグレーディングスペースを選択する必要があります。

ODT Setting

出力色空間(ODT)の設定

をクリックすると、出力色空間の選択画面が表示されます。
LUTを使用しないとき、LocaiのLUT読み込み時、ターゲット色空間の設定を行わなかった場合、本
機能は利用できません。
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①色空間設定領域

使用するモニタの色空間を選択します。
カメラの色空間を選択することもできます。あるカメラの映像を別なカメラに変換するときに使用します。

②パラメーターの説明

マウスカーソルの位置のパラメーターの説明が表示されます。
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③マッピングパラメーター

HDRからSDRへのマッピング、Rec2020からRec709のマッピングを選択することができます。
Rec709/100nitsを超える範囲の情報が多い場合には、結果を見ながら適切なマッピングを選択す
ることで、より質の高い結果を得ることができます。

④モニターキャリブレーションファイルの設定

あらかじめ作成されたモニターキャリブレーションファイルの選択を行います。

 
1でモニターキャリブレーションファイルを選択すると、2の表示は上記のようにCoior Space１とWhite
Pointのみが選択できるようになります。また、3のカラーパイプラインの表示がODTでなくMonCaiと変
わります。共通の出力色空間の設定
複数のLUTBOXを使用している場合、それぞれ独立にターゲット色空間の設定を行うこともできます
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し、共通の色空間を使用することもできます。
共通の色空間を使用したい場合は、　user this settiongs to aii deveices ボタンを有効にして
ください。

複数のLUTBOXを使用している場合、すべてのデバイスで共通の設定が使われるようになります。

ImageViewing

静止画表示領域

静止画を読み込んで、またはキャプチャ、またはライブ表示にて色調整結果のプレビューを確認するこ
とができます。画像内の任意の場所または領域を選択して、画素値を表示、またはクリップボードにコ
ピーすることができます。
表示されている画像をフル解像度で保存することができます。(LUT処理前、処理後）
また、ワンクリックでグレーバランスを取ったり、目標の色をピックして、その色に合わせる処理を設定
（カラーマッチング）したりすることができます。
選択画像はLUTBOXごとに管理されており、LUTBOXを切り替えると、そのデバイスの設定に移行
します。

表示画像は基本的には現在LUTBOXで使用しているLUTと同じ処理でレンダリングされたものにな
りますが、グラフセクションでの設定により、LUT処理前の画像を表示することもできます。
また、HDR使用時は、SDR変換を行った状態でビューイングすることもできます。
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①キャプチャ(IS-miniX)

IS-miniXではライブ映像のフレームを静止画としてキャプチャすることができます。Captureボタンが
有効になり、押下により画像がキャプチャされて表示されます。キャプチャされた画像はローカルディスク
にメタデータとともにDPXとして保存されます。
キャプチャしたデータの管理は、Menuの"Manage Captured Images"から行います。

②ライブビューイング(IS-miniX)

IS-miniXではリアルタイムの映像確認のために、ライブイメージを表示することができます。環境にも
依存しますが5～10フレーム/秒の速度で連続的に取り込んで、この領域に表示します。ライブビュー
イング中に色調整を行うこともでき、画面上でもリアルタイムに色調整結果を確認することができます。
画像中で領域を選択しておくと、その領域の平均画素値を連続して表示します。ウエーブフォームな
どのグラフを選択している場合は、グラフもリアルタイムで更新され、選択した画素値の位置も表示しま
す。撮影条件の確認に大変便利な機能です。

③静止画再生(IS-miniX)

IS-miniXに静止画を送り込み、ライブ映像の代わりに表示させることができます。Sendボタンを押す
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とキャプチャした画像、メニューから選択して読み込んだ画像、など、現在選択されている画像をIS-
miniXに送信します。
入力信号があり、同期している場合は、そのフォーマットで静止画を再生します。
入力信号がない場合は、下記メニューが表示され、1.5G, 3G-A, 3G-Bのいずれかのフォーマットで
再生することができます。

④スプリット表示(IS-miniX)

IS-miniXの出力をスプリット表示することができます。
通常のライブ表示中にこのボタンを押すと、LUT有りとLUT無しのspiit表示になります。（下図）
バーを動かしたり回転したりすることで、LUT有り無しの領域を変更可能です。ダブルクリックすると領
域が反転します。

IS-miniXの静止画出力機能を使用中の場合、Liveと静止画のスプリット表示になります。（下
図）
画面ではLive表示領域は黒くなります。
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⑤メニューボタン

Show Large Image
別ウインドウで画像を表示します。セカンドモニターで拡大画像を表示したいときに使用します。
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Manage Captured Images
別ウインドウで画像を表示します。セカンドモニターで拡大画像を表示したいときに使用します。詳しく
はこちらを参照してください。

Load from File / Save Original Image /
Save Rendered Image
ローカルディスクから画像を読み込んだり、保存したりすることができます。読込みの画像形式はDPX
の他、jpg,png,tif等に対応しています。
保存はDPX(10bit)またはJpegとなります。Save Originai ImageはLUT適用前、Save
Rendered ImageはLUT適用後の画像を保存します。

Copy Pixel values
現在選択している領域の画素値をクリップボードに取り込みます。コピーしたデータはエクセル等のスプ
レッドシートにそのまま貼りつけることができます。取り込み例を下記に示します。

x y R(OCV) G(OCV) B(OCV) R(MCV) G(MCV) B(MCV) R(OCV10) G(OCV10) B(OCV10) R(MCV10) G(MCV10) B(MCV10)
78 10 0.5103 0.5181 0.5337 0.7942 0.8495 0.8812 522 530 546 812.44 869 901.42
79 10 0.5073 0.5152 0.5288 0.7853 0.8407 0.8748 519 527 541 803.4 860.01 894.92
80 10 0.5015 0.5103 0.5259 0.7616 0.8236 0.8722 513 522 538 779.12 842.56 892.25
81 10 0.4995 0.5083 0.5239 0.7551 0.8171 0.8699 511 520 536 772.42 835.86 889.94
82 10 0.4966 0.5054 0.521 0.7452 0.8072 0.8665 508 517 533 762.37 825.81 886.48
83 10 0.4927 0.5005 0.5152 0.7355 0.7907 0.8505 504 512 527 752.37 808.92 870.04
84 10 0.4868 0.4976 0.5152 0.7051 0.7804 0.8517 498 509 527 721.29 798.37 871.33
85 10 0.4809 0.4907 0.5054 0.6894 0.758 0.8171 492 502 517 705.24 775.41 835.94
86 10 0.479 0.4888 0.5034 0.6835 0.7512 0.8104 490 500 515 699.25 768.5 829.08
87 10 0.478 0.4858 0.4985 0.6879 0.7413 0.7928 489 497 510 703.75 758.36 811.09
88 10 0.4761 0.4839 0.4985 0.682 0.7336 0.7935 487 495 510 697.7 750.49 811.79

上の表は、エクセルに貼りつけた一例です。R(OCV),G(OCV),B(OCV)はオリジナル画像の画素値
を0-1の範囲で、R(MCV),G(MCV),B(MCV)は処理後の画像の画素値を0-1の範囲で表示して
います。
さらに右の列のOCV10, MCV10は、0-1023のスケールで表示した画素値です。

Copy Rendered Image / Copy Original
Image

クリップボードに8bitのビットマップ形式でフル解像度の画像をコピーします。他のアプリケーションに貼り
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つけることができます。Copy Rendered ImageはLUT処理後、Copy Originai ImageはLUT
処理前の画像をコピーします。

 

⑥画像の選択ダイアログ表示

画像上部のコンボボックスのクリックにより、画像選択ダイアログを表示することができます。
このダイアログでは種々の方法で画像を選択することができます。詳しくはこちらを参照下さい。

⑦画素値表示

画像表示領域でマウスを動かすと、画像下部の数値が更新されます。マウスカーソルの位置の画素
値を表示します。

O
C
V

元画像の画素値です。10bitスケールで表示します。

M
C
V

現在の設定で、色調整、LUT処理が行われた最終出力の画素値が表示されます。10bitス
ケールです。

⑧ニュートラライズ（グレー化）

画像内で領域を選択すると、このボタンが有効になります。
クリックすることにより、グレーバランスを調整し、選択範囲がグレーバランスが取れた状態になります。グ
レー板や無彩色の物体を選択することで簡単にグレーバランスをとることができます。

ニュートラライズが設定されていると、上記左のように、ボタンがアクティブ、ボタン左のスイッチもオンに
なっています。
ボタン左のスイッチをオフにすることで、一次的にニュートラライズをオフにすることができます（右）。再
度スイッチを押すと元のニュートラライズの状態に復帰します。

⑨色合わせの目標色の選択

画像内で領域を選択すると、このボタンが有効になります。
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このボタンは、自動色合わせを行うための目標の色を選択するために使用します。
色を選択すると下記のような表示に変わります。

表示されている色は現在画面に表示されている色ですが、実際にはACESリニア値を抽出します。
この目標色の選択は、LUTBOXとは独立であり、アプリケーション全体で一つのみ同時に設定されま
す。

⑩色合わせの実行

目標色（"Pick Coior"）が設定されており、かつ、画像内で領域が選択されている場合に、
Color Matchボタンが有効になり、押下により上記のメニューが表示されます。
"Match to Picked Color (Hue/Sat shift)"を選択すると、現在選択した色を目標色にマッチす
るように、色相、彩度を調整する処理が行われます。
その下のHue Rangeのトラックバーは、色変換を行うターゲットの色の範囲を色相軸で調整するため
のものです。この処理ではターゲットの色以外への影響が少なく、とても優れた色合わせの方法です。
"Match to Pixked Color (Color Ballance)" 選択すると、現在選択した色を目標色にマッチす
るように、RGBカラーバランスを調整する処理が行われます。
その下のHue Rangeのトラックバーは、色変換を行うターゲットの色の範囲を色相軸で調整するため
のものです。こちらの処理もターゲットの色以外への影響が少なく、とても優れた色合わせの方法で
す。



WonderLookPro

140 / 317

左は、赤みがかった肌色チャートをPick Coiorに設定した例。右は、肌色を選択し、"Match to
Picked Color (Hue/Sat shift)"を実行した例。
お人形さんの肌色がPick Coiorで設定した赤みの肌色に調整されている。

色合わせを解除するには、Coior Matchボタンをクリックして、Ciearメニューを選択して下さい。
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⑪モニターキャリブレーション

MonCalボタンは、SettingでPCスクリーンのモニターキャリブレーションが設定されている場合に、表示
されます。選択状態だと、画像はキャリブレーションされて出力されます。選択を解除して、キャリブレー
ション無しの画像を表示することもできます。

⑫HDR/SDR変換

モニター設定でHDRが使用されている場合、SDRボタンが出現します（下記左）。クリックして選択
状態にすると、Rec709/2.4のSDRに変換して画像を表示します。（下記右）
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Select Image Dialog

画像選択ダイアログ

カラコレ画面に表示する画像を、キャプチャ画像、CGを含むプリセット画像、ローカルの画像ファイル、
選択履歴、より選ぶことができます。

Num
ber

ボタン名 機能

1 Captured
キャプチャー画像

キャプチャーした画像の中から選択します。

2 Preset
プリセット画像

システム評価用にWonderLookProがプリセットで用意している画像から選択できます。

3 Local Files
ローカルファイル

パソコンに保存されている画像から選択します。

4 History
履歴

過去に読み込んだ画像の履歴から選択できます。
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Captured Images

キャプチャ画像からの選択

下記②の領域のCapturedボタンを押すと、キャプチャ画像のリストから画像を選択することができま
す。
③の領域にキャプチャした日付が表示されており、クリックすることで、その日付の画像リストが右側の
④に表示されます。
画像のダブルクリックまたは選択後のOpenボタンで読み込むことができます。
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下記図右上の①のEditボタンを押すと、編集モードに移行し、②の領域のボタン群が有効になり、各
画像に選択のためのスイッチ（③）が表示されます。
現在は消去のみ可能であり、対象画像を選択後、Deieteボタンを押すことでキャプチャ画像の消去
を行うことができます。
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CGImages

プリセット画像からの選択

ソフトウエアがプリセットで提供している画像から選択する場合は、"Preset"ボタンをおして、プリセット
画像モードに移行します。
現在はSLOG3の評価画像および、各種グラデーションなどCG画像が利用可能です。今後拡充する
予定です。
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Local Images

ローカルファイルからの選択

ローカルファイルから画像を選択して読み込むことができます。
現在対応しているフォーマットは、DPX, JPG, TIFF, PNG、BMPなどです。
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History Images

過去履歴からの選択

過去に利用した画像から選択することができます。ここには、キャプチャ画像、プリセット画像、ローカル
ファイルが混在して表示されます。
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Manage Captured Images

静止画管理画面

この画面ではキャプチャした画像データを管理します。内容の確認、選択だけでなく、削除やバックアッ
プも簡単に行えます。
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①キャプチャ日の選択

キャプチャした日付を選択します。選択した日付の画像が②欄に表示されます。

②画像の選択

選択した画像の内容が③④に表示されます。複数選択して、削除、DPX保存を行うこともできま
す。
キャプチャ画像がLOOKで使用されていた場合、LOOK管理からフル解像度画像を利用できなくなり
ますのでご注意下さい。

④メタデータの表示

キャプチャ時にSDIのメタデータが取得できた場合は、選択した画像の内容が③④に表示されます。
複数選択して、削除、DPX保存を行うこともできます。
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⑤アーカイブとレストア

現在選択中の日付の画像群を、一つのzipファイルにアーカイブすることができます。バックアップをとっ
たり、別のPCにデータを移す際に利用ください。
レストア機能は、このアーカイブ機能で作成したzipファイルを選択して、キャプチャ画像管理画面にデ
ータを取り込みます。

Create LUT from Image

静止画からの3DLUT作成

特別な静止画を利用して、3DLUTを作成することができます。
SDIの入出力を持つ画像変換機の3DLUTはIS-miniX２台使用、グレーディングソフトなどソフトウ
エアベースの変換はDPXを使用して3DLUTを作ることができます。

1.SDI入出力変換機の3DLUT作成

下記構成で接続します。

入力側のIS-miniXを選択し、Image to Create LUTを再生させます。

まずは静止画表示領域の上のコンボボックスをクリックします。
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下記ダイアログが表示されたら、LUTCoiorのImage to create LUTを選択して閉じます。
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①"Image to Create LUT"が読み込まれていることを確認
②NoLUT、No Scaiingになっていることを確認（なっていなければNO LUTボタンを押す）
③システムトーンカーブが45°の直線になっていることを確認。（なっていなければLMTのリセットを実
行）
④Sendボタンを押してIS-miniXから画像再生
以上で、Input側の準備は完了です。

次にIS-miniXをOutputに切り替えて、
①Liveボタンを押します。
②処理後のImage to Create LUTが受信できていることを確認します。
③Captureボタンを押すと、LUTの保存ダイアログが開きます。名前を付けて保存すれば、.cube形
式のLUTが生成されます。
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2.ソフトウエアの色変換の3DLUT作成

下記プロセスにより作成します。
① "Image to Create LUT" の画像をDPX形式で保存します。
②Grading Softwareに取り込み、処理を行い、DPX形式で書き出します。
③WonderLookProに読み込みます。

処理後の"Image to Create LUT"のDPXファイルを読み込んだら、
①Menuボタンをクリックします。
②Create LUT from Imageを選択します。
以上で3DLUTが作成できます。

Graphs
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グラフ表示領域

カメラプロファイルおよび静止画の解析結果をグラフで表示します。
IDT(カメラのプロファイル）、Histgram, Wave From, Vector Scopeを表示することができま
す。（コンボボックスで選択）

IDT(カメラのプロファイル)

ヒストグラム
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Wave Formグラフ 

Vector Scopeグラフ 

IDT



WonderLookPro

156 / 317

IDT(カメラのプロファイル)

これはカメラのトーンカーブの測定結果を示しています。横軸が対数スケールの露光量、縦軸が10bit
のフルスケールで、右上がり白いカーブがカメラの階調特性を示しています。
カーブの先端の赤い領域は、カメラのLOGカーブとして定義されているものの、実際のカメラでは出力で
きなかった領域です。すなわち、ダイナミックレンジの範囲外を表しています。
グラフ上のRGBの円は、画像上のマウスカーソルの位置の画素値を示しています。

グラフの下の表は、カメラの特性を数値で表したものです。CVはCode Vaiueを意味し、10bitスケー
ル(0-1023)で数値表示しています。
Stops, Maxはハイライトダイナミックレンジを表しますが、自動計測しているため誤差が多いく、目安
としてお使い下さい。

Copyボタン押下で、

のメニューが表示されます。
Copy as Imageは画像データとして、Copy as Data for Exceiはエクセル形式のデータとしてカメ
ラ情報をクリップボードにコピーします。

下記はデータの一例です。

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

SONY PMW-F55_SLog3_SGamut3_Tungsten_DeSat1_Rec709_RRT V1.0_None_1.00
[SONY][PMW-F55][SLog3_SGamut3_TN_DeSat1][rev2.0]_ImageView_N.jpg
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CVmin 100CVmax 887
LogEmax -3.2LogEMin 1.1
DRange 4.3Stops 14.2Maxmum

White(%)
1235

DeltaE 0

Matrix
0.73579 0.04642 0.01157

0.15492 0.95695 -0.00005
0.1093 -0.00336 0.98848

Tone Curve
CV ACES Linear index ACES

Linear
LogACES OCV measuredOCV

0 -0.01402 0 0.000316 -3.5 97.1444 97.1444
1 -0.01387 1 0.00032 -3.49462 97.171 97.171
2 -0.01371 2 0.000324 -3.48925 97.198 97.198
3 -0.01356 3 0.000328 -3.48387 97.2252 97.2252
4 -0.0134 4 0.000332 -3.47849 97.2528 97.2528
5 -0.01325 5 0.000336 -3.47312 97.2808 97.2808
6 -0.0131 6 0.000341 -3.46774 97.3091 97.3091
7 -0.01295 7 0.000345 -3.46237 97.3377 97.3377
8 -0.01279 8 0.000349 -3.45699 97.3667 97.3667
9 -0.01264 9 0.000353 -3.45161 97.396 97.396

10 -0.01249 10 0.000358 -3.44624 97.4257 97.4257
11 -0.01234 11 0.000362 -3.44086 97.4558 97.4558
12 -0.01219 12 0.000367 -3.43548 97.4862 97.4862
13 -0.01204 13 0.000371 -3.43011 97.517 97.517
14 -0.01189 14 0.000376 -3.42473 97.5482 97.5482
15 -0.01175 15 0.000381 -3.41935 97.58 97.58
16 -0.0116 16 0.000385 -3.41398 97.6123 97.6123
17 -0.01145 17 0.00039 -3.4086 97.645 97.645
18 -0.0113 18 0.000395 -3.40323 97.6781 97.6781
19 -0.01116 19 0.0004 -3.39785 97.7115 97.7115
20 -0.01101 20 0.000405 -3.39247 97.7454 97.7454
21 -0.01087 21 0.00041 -3.3871 97.7798 97.7798
22 -0.01072 22 0.000415 -3.38172 97.8145 97.8145
23 -0.01058 23 0.00042 -3.37634 97.8497 97.8497

Histogram

ヒストグラム

現在表示中の静止画のヒストグラムを表示することができます。
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マウスカーソルの位置の画素値は黄色の縦棒で表示されます。

モニター設定でHDRを選択している場合は、100nits, 400nits, 1000nits, 2000nits,
4000nits の位置がグラフ内に表示されます。

上記のグラフは、HDR_ST2084を設定した時の例です。画素分布がほぼ100nits以内に集中し
ており、400nits～1000nitsの間にも分布していることがわかります。

Copy as Imageは画像データとして、Copy as Data for Exceiはエクセル形式のデータとしてヒス
トグラムをクリップボードにコピーします。
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下記はデータの一例です。

SONY PMW-
F55_SLog3_Custom(Gamut3Like)
_Tungsten_DeSat 0.26_HDR 4000nits_RRT
V1.0_None_1.00
F55_Slog3Sgamut3_DL.dpx

0 0 0 0
4 0 0 0
8 0 0 0

12 0 0 0
16 0 0 0
20 0 0 0
24 0 0 0
28 0 0 0
32 0 0 0
36 0 0 0
40 0 0 0
44 0 0 0
48 0 0 0
52 0 0 0
56 0 0 0
60 0 0 0
64 298 7 626
68 114 0 22
72 25 1 10
76 29 1 10
80 15 1 7
84 9 1 14
88 19 0 27
92 17 0 14
96 7 1 23

Wave Form Graph

Wave Formグラフ 

現在表示中の静止画のヒストグラムを表示することができます。
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白い円は、静止画のカーソルの位置の画素値の場所を示しています。
赤いラインは、現在の設定で出力することのできる最大値を示しています。(saturation point)
上の例では、100%付近に赤いラインがあり、白色を飽和させることができることが確認できます。

例えばODTをHDR設定にしても、Rendering targetがRec709になっていると、下記のように、
HDR領域が出力できないことがわかります。
（saturation pointが100nits付近となってしまっている）

この時のカラーパイプラインは、
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となっており、RenderのターゲットがRec709となってしまっています。

RenderのTargetを4000nitsに変更すると、

となり、3000nits程度まで出力できるようになったことがわかります。
このように、HDRを出力ターゲットとする場合は、波形モニタの確認および、波形モニタのsaturation
pointの確認が設定ミス防止に大いに役立ちます。

Vector Graph

Vector Scopeグラフ 

現在表示中の静止画のベクトルスコープを表示することができます。



WonderLookPro

162 / 317

グラフの表示倍率を右側のスクロールバーで調節することができます。

Color Correction Panels

色調整領域

様々な方法で色調整を行う領域です。Tone Curve、ASC-CDLパラメーター生成のための
LGG/SOP、色の微調整のためのVector、システムカメラのCCUのエミュレーション、などの方法で色
調整できます。

各種ボタンに マークがついているものがあります。これは、そのボタンに紐づいているルック調整が、デ
フォルトからならんからの調整が行われていることを示しています。
⑤のメニューだけでなく、右クリックメニューも使用可能です。下記⑦で説明します。
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①Look Creation Mode

ルックの調整にはLook Creation ModeとCaiibration Modeの２モードあります。ルックシンクを行
う時以外はあまり意識する必要はありません。
Look Creation Modeは通常のLook作成を行うためのモードです。ルックシンクを行う場合、連動
するルックとなります。右側のResetボタンは、Look Creation Modeで設定されたルックのみを初期
化します。

②LMT Calibration Mode

ルックシンクを使用している時以外は無効化されています。ルックシンクを選択すると有効化されます。
このモードでの色調整はデバイス独立であり、連動することはありません。
カメラごとの微調整に使用することができます。

③色調整コントロールの選択

Tone/Simple/LGG/SOP/Vector/CCUの5種のコントロールを切り替えます。④の領域が切り替
わります。
一番右の"Image"ボタンは、画像を使用したキャリブレーションの設定確認用です。この設定は、内
部的にはCaiibration Modeを使用しているため、Look Creation ボタン の選択がはずれた表示
になります。

④色調整コントロール

Tone Curve : トーンカーブによる自由度の高い色
階調調整
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Simple : カラーバランス、露出、彩度、ガンマなどに
ゆよるシンプルな調整

LGG : Lift / gamma / GainによるASC-CDL
パラメーター調整

SOP : Offset / Slope / GammaによるASC-
CDLパラメーター調整
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Vector : 12色相のコントロールによる、彩度、色
相、明度の調整

CCU : CCUをエミュレートしたコントロールによる調
整

⑤各種ボタン類

1.Menu
下記メニューが表示されます。
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Menu function

Edit Parameters ⾊調整パラメーターすべてを数値で確認することができます。数値を直
接入力することもできます。

Copy between
LMTs

Look Creation ModeとCalibration Modeの間でルック情報を移
動することができます。

Merge both
LMTs

Look Creation ModeとCalibration Modeのルックをマージするこ
とができます。Tone Curveについてはマージできません。

Sensitivity LGG/SOPのカラーホイールの感度を５段階で調節できます。

Control Range LGG/SOPのコントロールの範囲を５段階で調節できます。

2.No LMT
このボタンを押している間のみ、色調整を解除したLUTを適用します。一時的にAii Resetボタンを
押したのと同じ状態にします。

⑥LUT送信ステータス
デバイスにLUTを送信するたびにステータス情報を表示します。正常終了すると表示は自動的に消
去されます。表示が残る場合は何らかのエラーが起こった可能性があるので、デバイスの接続をご確認
下さい。Ciearボタンで表示を消去することができます。

⑦右クリックメニュー

先頭の"Reset LGG"はページによって表示が変わり、そのページのパラメーターのみ初期化することが
できます。
その他のメニューは他の項目と同じ機能です。
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Tone Curve

Tone Curve による色調整

WonderLookPro v3.3より、Tone Curveの調整画面が追加されました。拡大ToneCurve画
面は廃止されました。
この画面では、Tone Curveを最大32点の調整点を使用して調整できます。RGB全体に同時に
適用されるだけでなく、RGB独立に調整することもできます。
また、数値調整による微調整も可能になりました。
V3.4では、最終のシステムトーンを直接編集してTone Curveを生成することができるようになりまし
た。ハイライトの微調整等が直感的にやりやすくなりました。
さらに、従来のRGB空間でなく、YCC空間におけるYによる調整をミックスできるようになりました。これ
は、階調調整による彩度変化の最適化に使用することができます。

①トーンカーブ調整
この領域でトーンカーブを作成することによる色調整を行います。
使用方法や表示内容は、 こちらのTone Curve Paneiと同じなので参照してください。
V3.4より、System Toneの直接修正によるカーブ作成が行えるようになりました。多少パフォーマン
スが落ちますが、目的のカーブを直接生成することができます。この機能を使用するためには、Tone
Curve Panelの表示を[INPUT CV」にしておく必要があります。
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②トーンカーブ・パラメーター・テーブル
このテーブルには、トーンカーブを構成する調整点の数値データが表示されています。左のグラフの調
整点をクリックすると、右のテーブルの該当行が選択表示されます。
テーブルのセルをクリックすると、スピンボックスが出現し、マウスホイールでの調整が可能になります。直
接数値を入力することもできます。

③トーンカーブ調整チャンネルの選択
どのチャンネルのトーンカーブを調整するか選択することができます。RGB/YはRGBすべてに等価に働
くのでグレーバランスを崩すことはありません。
RGB/Y選択時、トーンカーブを適用する色空間をRGB色空間、YCC色空間から選択することがで
きます。⑤のコントロールでその比率を調整します。

④Resetボタン
トーンカーブをデフォルト状態に戻します。

⑤RGB/Y比率の調整
トーンカーブを適用する色空間を、RGB色空間と、YCC色空間のYの間のミックス比率を調整しま
す。
RGB色空間100%の状態だと、RGBそれぞれに対して同じトーンカーブが適用されるため、硬くすれ
ば高彩度に、柔らかくすれば低彩度に変化します。
一方、Yを100%の状態だと、YCCのYに対してトーンカーブが適用されるため、彩度に対する影響が
小さくなります。
両者の比率を調整して、適切なバランスにすることができます。

Simple Color Correction
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Simple 画面における色調整

WonderLookPro v3.2よりSimpie色調整画面が追加されました。
この画面では、ルックの基本要素であるカラーバーランス、露出調整、彩度、階調を、極力簡単なイ
ンターフェースで調整できるように設計されています。
IDTが使用可能で、ACESのリニア色空間に変換可能な場合は、リニア色空間上で上記補正を行
うため、カメラのオペレーションに近い色調整が実現できます。
また、ルックシンク利用時は、このページの色調整のみを連動対象から除外することができます。カメラ
間の差、出力条件の差の補正を加えた上で、複数カメラを連動させた色調整が可能です。
V3.4ではニー調整機能（ハイライトの丸め込み調整）が追加されました。

①カラーバランス調整
カラーバランスの調整を行います。カメラに設置するカラーフィルターと同様の効果が得られます。ただ
し、この調整では明るさは維持しますので暗くはなりません。
色温度が自動計算され③の一番下のスピンボックスに表示されます。
フォーカスがある場合は↑↓←→キー、Rの増減はq/a、Gの増減はw/s、Bの増減はe/dのショート
カットが利用可能です。

②露出調整
露出調整を行います。調整量はEV単位で表示されます。カメラのアイリス調整と同じ効果が得られま
す。
フォーカスがある場合は↑↓キーが有効です。r/f キーによる増減は常時利用可能です。
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③色温度調整
色温度軸によるカラーバランス調整を行います。"Coior Temp"のスライドバーは色温度軸と並行に
カラーバランスを動かします。デフォルトは6000Kです。
duvと表示されたスライドバーは色温度軸と垂直方向のカラーバランス調整です。デフォルトは0です。
フォーカスがある場合は↑↓キーが有効です。t/gキーによる増減はCoior Temp, y/hキーによる増
減はduvで常時有効です。

④彩度調整
彩度調整を行います。
フォーカスがある場合は↑↓キーが有効です。y/hキーによる増減は常時有効です。

⑤階調調整
18%グレーの明るさを一定に保ち、全体の階調を上げ下げします。
フォーカスがある場合は↑↓キーが有効です。i/kキーによる増減は常時有効です。

　⑥ニー調整 (V3.4)
ハイライト付近の階調を調整することができます。Positionで調整を開始する明るさをnits単位で設
定できます。Knee Vaiueで調整度合いを設定しますが、寝かせるだけでなく立てることもできます。

LGG/SOP

LGG/SOPによる色調整
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３つのカラーホイールは、初期状態で中央付近にある白丸をマウスでつかんで移動させることにより調
整します。
RGBYそれぞれのパラメーターはスピンボックスに表示されていますが、キーボードで調整することもでき
ます。
R: qで増加、aで減少
G: wで増加、sで減少
B: eで増加、dで減少
Y: rで増加、fで減少
Lift/Gamma/Gaiinの３つのコントロールの中で、キーボードアクティブなコントロールは一つです。
Lif/Gamma/Gainの文字に数字が付与されている状態では、数字キーでLift/Gamma/Gainのそ
れぞれを切り替えることができます。
tabキーを数回押すことで、数字表示状態にすることができます。
各コントロールのマウスクリックでも、アクティブなコントロールを切り替えることができます。

WonderLookProにおけるASC-CDL計算方法

i 入力信号。本ソフトではグレーディングスペースの画素値であり、0-1.0の範囲で定義されてい
る。

s Slopeパラメーター

0 Offsetパラメーター

p Powerパラメーター

o
ut

出力信号。本ソフトではグレーディングスペースの新しい画素値。0-1の範囲を超えてもこの段
階ではクリップされない。

Lift/Gain/GammaからのOfset/Siope/Powerへの変換は下記計算式で行っています。
Offset = Lift;
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Power = Gamma + 1.0;
Slope = (1-Lift)^(Gain+1.0);

Lift/Gain/Gammaはそれぞれ、Shadow/Middie/Highiightの領域が最も変化するパラメーター
であり、直感的なコントロールがやりやすいように変換されています。

Vector

Vectorコントロールによる色調整

特定の色の微調整を行うために、12色相に分割した色調整の手段を提供しています。

①色相・彩度の調整
円の法線方向の彩度調整、角度方向の色相調整が１２色に対して行えます。

②色相・彩度コントロールの表示倍率調整
調整しやすいように表示倍率を調整します。調整結果には影響を与えません。

③明度の調整
法線方向のみに調整可能です。中心方向が明度を下げる方向、外側が明度を上げる方向です。

④明度コントロールの表示倍率調整
調整しやすいように表示倍率を調整します。調整結果には影響を与えません。
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⑤領域分割による微調整
色調整をさらに細かく領域分割して行えるようにする機能です。

1.低彩度領域・高彩度領域による分割
 
 全体の調整に加え、低彩度領域／高彩度領域に分割して調整を行います。領域下部の
"Saturation Range"ボタンをクリックすることでこのモードに入ります。

外側の12色が高彩度、内側の12色が低彩度の領域の調整になります。高彩度／低彩度の領域
分割点は、右下のトラックバーで調整します。

2.高輝度領域・低輝度領域による分割
  全体の調整に加え、高輝度領域／低輝度領域に分割して調整を行います。調整方法は
Saturation Rangeと同様です。
　

CCU

CCUコントロールによる色調整

システムカメラ特有のCCU(Camera Controi Unit)に似せたインターフェースでの色調整手段で
す。



WonderLookPro

174 / 317

Exposure : プリセットLUTを使用している場合、疑似IRISとしてし、カメラの絞り調整と同じ結果を
エミュレートします。
Saturation: LGG/SOPの画面のSaturationと連動しています。

Tangentパネルシリーズの中で、Kbのみ本画面のコントロールに対応しています。

Image

静止画を利用したキャリブレーション

このタブでは静止画を利用して行った各種キャリブレーションの確認・制御を行います。
ホワイトバランスを行う、"Neutraiize"と、特定の色をマッチングさせる"Coior Match"に対応してい
ます。
実際のキャリブレーションは、静止画表示領域で行います。ここでは、キャリブレーションのオンオフのみ
設定可能です。
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Tone Curve Panels

トーンカーブ情報表示領域

この領域は、色処理全体の特性を確認したり、トーンカーブによる色調整を行ったりする領域です。
タイトル領域のダブルクリック、またはタイトルバー右端のアイコンクリックにより、フローティングウインドウに
して拡大表示することができます。(V3.4)
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トーンカーブを有効にするには、Tone Curveボタンを押してアクティブ状態にします。初期状態は上
記のように、シャドー、中央、ハイライトにカーブ調整可能なポイントが表示されています。
これらのポイントを動かすことでカーブを調整します。

横軸の選択

上記のスクリーンショットの赤で囲われた部分で横軸を設定します。
横軸は、Grading Space(色調整空間）　または、　入力CV、 から選択することができます。 

１.横軸をGrading Space（色調整空間）にする

Grading Spaceを選択する場合は、赤領域の左のボタンに現在のGrading Space名が表示され
ているので、そのボタンをクリックします。
横軸がGrading Spaceの全範囲となります。デフォルトの状態では、斜め45度のラインがtone
curveの初期値、無変換の状態となります。
グレーディングスペースによっては、リニアにおける負の領域までカバーしています。

2.横軸を入力コードバリュー(Input CV)にする

入力CV(Input CV)を選択するには、赤い領域の右側のボタン、「Input CV」をクリックします。
このモードの場合、Tone CurveのデフォルトはSystem Tone Curveとなり、System Tone
Curveを直接エディットすることでトーンカーブ調整を行います。
つまり、実現したいオーバーオールのトーンを作成することで、Grading Spaceにおける適切なTone
Curveを生成することができます。
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左は横軸がGrading Spaceのデフォルト状態（無変換）のTone Curveを表示しています。傾き
45度の直線になっています。
中央は、表示をInput CVに変更したものです。System Tone Curve状にコントロールポイントが
置かれており、System Toneを調整できることがわかります。
右側はその状態でTone Curveを調整してみた例です。Systen Toneを直接調整できます。初期
状態のSystem Tone Curveは点線で示されており、どの程度調整したか一目瞭然です。

中央および右側のグラフの一番左の調整点が原点にいないことがわかります。
これは入力CVに変換した際に、Grading Spaceの最小値が入力CV上でオフセットを持っているこ
とに起因します。

ポイントの移動

ポイントを移動するにはポイント付近にマウスを移動し、カーソルが十字架になった場所でクリックしてド
ラッグします。

ポイントの生成

ポイントは32個まで増やして使用することができます。カーブ上にマウスを移動し、カーソルが十字架に
なった場所でクリックするとポイントが新規に生成されます。

ポイントの削除

ポイント付近までマウスを移動し、カーソルが十字になった場所でダブルクリックすることで削除できま
す。
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システムトーンの表示

System Toneボタンのクリックで、表示非表示を切り替えます。非表示の場合は、ASC-CDLパラメ
ーターで生成された入出力カーブが表示されます。
コンボボックスで横軸を切り替えることができます。

システムトーンの表示状態 
  横軸はグレーディングスペース

システムトーンの表示状態
  横軸は入力CV

ASC-CDLカーブの表示状
態
横軸は常にグレーディングスペース

カラーヘキサゴンの表示
同様に色再現の処理の概略を示す、Coior Hexagonの表示非表示も切り替えることができます。
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Editメニュー

Editボタンを押すと、下記のメニューが出現します。

Menu function

Copy To
Clipboad 現在のTone CurveのPoint情報をクリップボードにコピーします。

Paste from
Clipboard

クリップボードのTone Curve情報をコントロールに反映します。かならず、
Copy To Clipboadでコピーして、それを元に編集してから貼り付けて下さ
い。

その他表示の説明

①グレーディングスペース
現在のグレーディングスペースを表示しています。

②色調整の露出補正量
色調整全体が18%グレーの露出に与える影響をEV単位で示しています。2.0EVと表示さ
れている場合は、色調整が全体として2絞り分明るくする変換となっていることを意味します。
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プリセットLUT使用時の場合のみ有効となります。

③横軸のパーセント表示
オリジナルシーンの明るさを%表示およびCVで表示しています。

Look List Information

ルックリスト表示領域

この領域は、ルックリストを管理・利用するための領域です。

②に表示されているリストのAppiyの列のアイコン をクリックすることで現在アクティブなデバイスに
ルックを適用することができます。
その他、ルックリストの表示のカスタマイズ、絞り込み、コピー＆ペースト、削除、保存、読み込みなどの
管理、LUTのエクスポートなど、様々な機能にアクセスできます。
②の領域では右クリックメニューに対応しています。
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画面の状態に関わらず、f2キーで直ちにTitieの修正モードに入ります。上下キーでルック間の移動も
可能であり、キーボードのみですべてのTitieの編集が可能です。
また、Undo/Redo機能により、間違えた修正を取り消すこともできます。削除を伴う編集も安心し
て行えます。

機能 内容

① ルックグルー
プメニュー

ルックグループ全体に関するメニューを表示します。ルックグループの管理、
LMTファイルとしての保存、読み込み、ルックグループ全体のExportなど
の機能にアクセスできます。

② ルックグルー
プ情報

現在のルックグループの情報を表示してます。ルックグループ名、および保
管されているルック数を確認できます。
クリックすることで、ルックグループ選択ダイアログを表示します。保存された
ものだけでなく、プリセットで提供されているものも利用できます。

③ ルックグルー
プ名の編集 ルックグループ名の編集ダイアログをポップアップします。

④ 新規ルックグ
ループ 新しいルックグループを作成します。
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機能 内容

① 抽出ワード
入力

ここに文字を入力すると、全項目のどこかにこのワードがヒットするルックの
み表示します。インクリメンタルサーチになっているので、入力したその場で
抽出されます。

② その他の抽
出

ルック生成デバイス、ランク、Calibrationの有無などでルックを抽出するこ
とができます。

③ Undo /
Redo

ルックに関する操作すべてについてUndo/Redoを提供します。この機能
があるので、安心してルックリストの編集が可能です。

ルックリストの領域は、現在アクティブなルックグループの一覧表を表示します。デフォルトでは作成順に
なっていますが、項目名クリックで項目名の昇順・降順に並び替えたり、ドラッグ＆ドロップで順番を入
れ替えたり、キーワードや作成デバイスで抽出したりすることができます。クリックすることで様々な動作
を行うことができますが、クリックする列により動作が異なります。表示されている列は、列の幅を変更し
たり、並び替えたり、表示非表示を切り替えたりすることができます。ルックリストのカスタマイズで詳しく
説明します。

機能 内容

① ピン止
め機
能

クリックすると に代わり、ルックリストを変更しても、常に最上部に表示される
ようになります。常に使用する可能性のあるルックの設定に便利です。

①
ルック
メニュ
ー

ルックに対して様々な操作を行えるポップアップメニューを表示します。
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② ルック
適用

現在選択されているデバイスに対してルックを適用し、LUTを送信します。適

用が完了すると、アイコンは に代わります。状況によって、ルックのみ適用す
るか、ワークフロー（IDTやRRTなど）も適用するかのワークフロー適用確認
ダイアログが表示されることがあります。

③
画像
の選
択

ルックに保存されている画像をImageエリアにロードします。
IS-miniXの場合は、画像を送信してルック作成時の状態を再現することがで
きます。詳しくはこちらをご覧ください。

④
タイト
ル編
集

タイトルを編集できます。タイトルは１行のみ使用可能です。エンターキーで入
力を確定し、次のルックのタイトル編集に移動します。
f2キーでもタイトル編集を開始できます。上下キーで編集対象ルックを切り替
え可能なので、キーボード操作のみですべてのタイトルを入力することができま
す。

⑤
コメン
ト編
集

コメントを編集できます。コメントは複数行入力可能です。

⑥ ランク
設定

ランク設定を行います。ポップアップメニューが表示されるので、その中から選択
します。OK/HOLD/NG/NONEから選べます。

その
他

ルック
の選
択

その他の列をクリックすると、そのルックが選択状態になります。LUTは送信さ
れません。CTRLを押しながら複数のルックを選択したり、SHIFTを押しながら
連続したルックを一気に選択することもできます。選択されたルックに対しては、
右クリックメニューにより、Export、コピーや削除、などの操作を行うことができ
ます。

functi
on content

①
Pinne
d
functi
on

By clicking here, the icon changed to , the look was kept
still on the top of the list, even if you changed to the
different look group. It is convenient to keep the look so
that you can use anytime you want.

① Look
Menu

It will trigger to show the pou-up menu, which contains
various operations of the look.

② Apply Apply the look to the currently selected device and send the
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Look

LUTs of it. The icon will be changed to . Depending on
the situation, the workflow confirmation dialog which shows
the selection of only look apply or including workflow apply
will be shown.

③
Image
Selecti
on

Load the image which was saved with the Look, to the
image area.
If the device was IS-miniX, you can send this image to IS-
miniX and reproduce the setting and color when you
created this look.

④ Edit
Title

You can edit the title of the look. The title allows only one
line sentences. "Enter" key finish the editing and move to
next look for editing title. 
f2 key triggers the editing the Title. Up or down keys can
change the target of the editing look, so you can edit all of
the titles of looks only by using keyboard.

⑤
Edit
Comm
ent

You can edit Comment. Comment can be input multiple line
sentences.

⑥
Rank
Settin
g

You can set the rank of the look. Clicking triggers to show
the pop-up menu which has the menus of
OK/HOLD/NG/NONE.

Ot
he
r

Selecti
on of
the
Look

Clicking other column will select the clicked look. You can
select multiple looks by clicking under puching CTRL key, or
SHIFT key. 
Selected looks can be used for exporting, copying or
deleting from the right click menu.

Look Group Menu

ルックグループメニュー
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このメニューは、ルックリスト上部の左側のメニューボタン押下で表示されます。

メニュー 内容

LUT送信方法を指定します。デフォルトは"Reai Time"で、設定
変更後、ただちにLUTが作成され、デバイスに送信させます。
"Batch Send"は、LUT作成後、「Send Lut」を押すまで、デバ
イスに送信されません。
"Gradual Send"は、指定時間かけて少しずつ色が変わるよう

な送信方法を行います。

ルックグループに関する様々な処理を行います。
"Create New Look Group" : 新しいルックグループを作成します。
"Rename this Look Group" : 現在のルックグループの名前を変更しま

す。
"Delete this Look Group" : 現在のルックグループを削除します。
"Brows Look Groups" : ルックグループをブラウズして選択します。
"Show Look Group Management" : 複数のルックグループをまたいだ管理を行いま
す。

ルックグループの入出力をLMTファイル、CDLファイルを通して行いま
す。
LMTファイルはLUTも含めたLookを完全に再現するために必要な
情報をすべて含んだファイルです。他のPCにルックを移す、バックアッ
プを取る、などの用途で活用できます。
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Exportを行います。ルックグループ全体だけでなく、選択したルック
のみ、OKラベルを付けたもののみ、のExportも可能です。
対象となるルックの数がカッコ内に表示されます。

ルックグループ内のルックを編集します。コピー、ペースト、削除など
が可能です。

ルックリストの項目名の表示・非表示を設定します。

Look Group Right Click Menu

ルックグループ右クリックメニュー

このメニューは、ルックリスト内で右クリックすることにより表示されます。

メニュー 内容

Exportを行います。ルックグループ全
体だけでなく、選択したルックのみ、
OKラベルを付けたもののみ、の

Exportも可能です。
対象となるルックの数がカッコ内に表示されます。

選択中のルックをクリップボードにコピーします。ペーストができ
るようになります。別なルックグループでもペースト可能です。

クリップボードにコピーされているルックをペーストします。
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選択中のルックを削除します。削除の警告は出しません。
Undoで直ちに元に戻すことができます。Deieteキーでも削
除を行うことができます。

Create New Look Group

Single Look Menu

シングルルックメニュー

このメニューは、各ルックリストの左端のメニューアイコン　 　をクリックすることで表示されます。
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メニュー 内容

ルックに含まれている情報を俯瞰できるダイアログを立ち上
げます。

対象のルックを直ちにExportします。

複数のルックのExportメニューを表示します。

このルックに、OK/NG/HOLDのマークを付けます。ルック
リストから直接設定することもできます。

このルックをクリップボードにコピーします。複製をペーストし
たり、別のルックリストに張り付けたりすることができます。

クリップボードにコピーされているルックをペーストします

このルックを削除します。

Look Apply Confirmation

ルック適用内容の確認(Look Apply
Confirmation)

ルックを選択した際に、ルックの適用内容を確認する必要がある場合に自動的に表示されます。
ルックのみを適用するか、LUTやGrading Spaceも含めたワークフローも含めて適用するか、選択す
ることができます。
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①には現在のワークフローの設定が表示されています。
②には、選択したルックに含まれるワークフローの設定が表示されています。
IDTについは現在選択できません。（除外することはできず必ず適用されます）

内容を確認の上、ワークフローも適用するかどうか判断し、"Appiy with workfow"か"Appiy
Look only"をクリックして下さい。

"Apply with workflow"を選択した場合

"Apply with workflow"を選択した場合、ルックリストの表示は下記のようになります。

この状態では、次に選択したルックに含まれるワークフローが異なっていても、上記のダイアログは表示
されず、ワークフローも含めてルックが適用されます。
ルックのみを適用したい場合は、"appiy WF"ボタンを押して選択状態を解除してからルックを選択し
て下さい。

"Apply Look only"を選択した場合

"Apply Look only"を選択した場合、ルックリストの表示は下記のようになります。

この状態では、次に選択したルックに含まれるワークフローが異なっていても、上記のダイアログは表示
されず、ルックのみが適用されます。
ワークフローも適用したい場合は、"Look oniy"ボタンを押して選択状態を解除してからルックを選択
して下さい。
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Image Selection

ルック内画像選択の動作

各々のルックには静止画が１枚紐づけられています。IS-miniXの場合には、ルック作成時にキャプ
チャした画像が保存されています。
画像のサムネールをクリックすることで、画面中央のImage Areaに読み込む、またはIS-miniXに送
信して静止画を再生する(IS-miniX接続時のみ）、の動作を行うことができます。

Load Image to Images Area

"Load Image to Images Area"を選ぶと、ルックの静止画が画像領域に読み込まれます。別の
画像をクリックすると、メニューを表示せずに、静止画を画像領域に読込みます。
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このモードを終了し、通常モードに戻すには、③の　 ボタンを押します。　

Send Image and Apply Look - 完全再現

IS-miniXの場合、"Send Image and Appiy Look"が選択可能となります。画像領域に読み
込まれると同時に、現在のデバイスのルックに適用され、IS-miniXに静止画およびLUTが送信され、
Look作成時の画像およびルックを再現します。別の画像をクリックすると、メニューを表示せずに、画
像送信、Look適用およびLUTの送信を行います。
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このモードでは、画像だけでなくLUTも送信されることを示すため、画像の上に をオーバーレイ表
示しています。

②の を押すことにより、このモードを終了し、通常モードに戻ります。

Management of Look List

ルックリスト管理画面

この画面は、ルックリストの内容を一覧し、保存読み込み削除などの管理を行ったり、複数のLUTをま
とめてExportを行ったりする画面です。

①日付の選択とアーカイブ、エクスポート

まずは、LOOK Listが作成された日付を選択します。現在選択中の日付に含まれるグループが②に
表示されます。
Multi Selectionを選択すると、複数の日付を選択することができます。

メニューボタンをクリックすると下記のメニューが表示されます。
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Archive
selected
Date Lists

選択された日付に含まれるすべてのルック情報をzipファイルにアーカイブします。

Resotre
archived
Date Lists

上記でアーカイブされたファイルを取り込みます。

Delete
Selected
Date Looks

選択された日付に含まれるすべてのルック情報を削除します。

Export OK
labeled
Looks 

選択された日付に含まれるOKのラベルが付与されたすべてのLOOKをExportしま
す。

②グループの選択と管理、エクスポート

グループを選択すると、そのグループに含まれるルックが③の領域に表示されます。
メニューボタンをクリックすると下記のメニューが表示されます。

Rename/
Delete this
Look List 

現在選択中のグループの名前を付けたり、削除したりします。
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Load/Save
LMT file

現在選択中のグループをファイルに保存または読み込みます。

Export 現在選択中のグループのルックすべて、またはOKのラベルの付いたルックのみ、ある
は選択されているルックのみ、の３種類の方法でエクスポートすることができます。

③ルックリスト
現在選択中のグループに含まれるルックの一覧を表示しています。
OK/NG/HOLDのランクを設定することができます。
選択したルックをドラッグ＆ドロップで別のグループに移動することができます。

メニューボタンをクリックすると下記のメニューが表示されます。

ここでは、すべてのルックの選択、および選択解除、選択中のルックのクリップボードへのコピー、削除、
コピーされたルックの貼り付け、現在のルックのExportなどが行えます。

Look Information Dialog

ルック情報画面

この画面では、ルックに名前やコメントを付与したり、種々の情報を確認したりすることができます。
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① ルック情報入力 ルックの名称（リストに表示される）およびコメントを入力することができます。

② ランクの表示と設定 OK/NG/HOLDの３種のランクを設定・変更したり、クリアしたりすることができます。

③ サムネール表示 ルック保存時に静止画を利用していた場合、サムネールが表示されます。

④ ルック情報表示 ルックの作成日、デバイス情報、タイムコードなどのルック作成時の情報が表示されます。

⑤ システムトーン表示 ルックおよびLUTを適用した全体のトーンおよび６色の変化をグラフで表示します。

⑥ LUT情報表示 ルック作成時に使用していたLUTの情報を表示します。

⑦ ルックグラフ ASC-CDL/CCUのルックカーブ、トーンカーブおよびベクトル調整がグラフで表示されます。

⑧ メタデータ メタデータが取得できた場合は全情報をテーブルで表示します。

⑨ ルックの切り替え 前後のルックに切り替えることができます。

Customize of Look List Information

ルックリストテーブルのカスタマイズ

ルックリストテーブルの表示はカスタマイズすることができます。カスタマイズした結果は、ルックグループに
紐づいて記憶され、再びそのルックグループを呼び出した際に、表示内容はカスタマイズした内容に復
帰します。
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カラムの幅

ルック一覧表を構成する列（カラム）は見やすいように幅を調整することが可能です。表のヘッダの項
目の境界領域でマウス形状が変わる部分でドラッグして下さい。

いくつかの項目の幅を調整してみました。

カラムの表示/非表示

情報として不要なカラムは非表示にすることができます。
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ヘッダの項目名の上で右クリック（①）をして、ポップアップしたメニューの一番上、"Hide this
Column"(②)を選択します。

いくつかの項目を非表示にしてみました。

非表示にしたカラムは、ヘッダの項目上の右クリックで表示されるメニューから再選択することで、再び
表示させることができます。
また、メニュー２番目の "Reset to Defauit"で初期状態に戻す方法もあります。

カラムの並び替え

各カラムはドラッグアンドドロップで見やすい順に並び替えることができます。 最初の２カラム、Menuと
Applyは移動できません。
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下記は並び替えた一例です。

全メタデータの表示

ルックテーブルは、通常は、必要と判断されたカラムのみ表示されており、使用頻度が低く、すべての
ルックに共通の項目は初期状態では表示されません。
ヘッダ右クリックメニューの"Show Aii"メニューで、全項目を表示させることができます。
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Gradual Look Apply

滑らかなルックの適用

リストに格納されているルックやLUTを、一気に適用するのではなく、所定の時間をかけて、滑らかに
適用する、ことができます。
ルック切り替えの変化を和らげる効果があり、ライブ撮影の本線でも使用可能です。
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①ルック情報

これから適用しようとするルックの基本情報を表示しています。

②現在のルックを適用した画像

現在のルックを適用した画像を表示します。

③新しいルックを適用した画像

新しいルックを適用した画像を表示します。ここでどのようなルックを当てようとしているのか確認できま
す。

④ルック適用プログレス

ルックが適用されている割合を表示します。

⑤経過時間

ルックを適用する経過時間を設定します。

Batch Send Mode

LUTのバッチ送信

このモードでは、LUTをリアルタイムに更新するのでなく、種々の設定を完了した後に、いっきに送信す
ることができます。
LOOKの結果を画面で確認し、問題なければDeviceにい送信する、という使い方ができます。

下記は"Batch Send"モードを選択した直後の画面です。
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色調整を行うと、Deviceに最新のLUTが送られていない状態となり、"Send LUT"ボタンが赤くな
り、LUT送信が必要であることを示します。
また、現在Deviceと紐づいているLookも（下記の例では先頭のofce)、周囲の選択マークが赤く
なり、保存されているLOOKと現在のLOOKが異なっていることを示します。

同時に、デバイスリストの表示も、同期を占める緑の丸スイッチが、赤く変化します。LUT送信が必要
であることを示しています。
また、デバイスアイコンが赤で囲われています。これは、現在のLOOKが紐づいている"ofce"LOOK
に保存されていないことを示しています。

"Send LUT"ボタンを押すと,LUTがデバイスに送信されます。ボタンの色も、下記のように通常の色
に復帰します。
ルックリストの"ofce"の枠は赤いままです。これはdeviceの
また、デバイスアイコンが赤で囲われています。これは、現在のLOOKが紐づいている"ofce"LOOK
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に保存されていないことを示しています。

デバイスリストの赤丸も緑丸に戻り、LUT送信状態とGUIのLookの状態が合致していることがわかり
ます。
しかしながら、デバイスのアイコンが赤枠で囲われたままであり、このデバイスと紐付いた"ofce" ルック
に、現在のLookが保存されていないことを示しています。

LUTのバッチ送信機能と関係はありませんが、"Keep Look New" または"Keep Look
Overwrite"ボタンを押すことにより、現在のルックがルックリストに保存され、このアイコンの赤枠も消え
ます。

Look List Selection Dialog

ルックリスト選択ダイアログ
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ルックリストの表示領域をクリックすることにより表示されます。

このダイアログでは、作成済みのルックリストをブラウズして読み込むことができます。また、WOWOWが
提供するプリセットのルックリストを使用することもできます。
また、各種カメラのIDT/レンダリングを組み合わせたワークフローを選択することもできます。

①モード選択

ボタン 内容

ユーザーが作成したルックリストをブラウズします。
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WOWOWが提供するルックリストをブラウズします。

主要なカメラのIDTを使ったワークフロー、HDR/SDR変換など、⾊空
間の組み合わせのプリセットが選択できます。

②ルックリスト一覧
ルックリストの一覧です。
クリックすると、ルックリストの中身が右側のルック一覧（③）に表示されます。
ダブルクリックすると、ダイアログを閉じてそのルックリストをカラコレ画面のルックリストに読み込みます。
（④のLoad Look Listと同じ）

③ルック一覧
ルックの一覧です。
ダブルクリックすると、ダイアログを閉じてそのルックをカラコレ画面に適用してルックリストに読み込みま
す。（④のAppiy Seiected Look Listと同じ）

④ボタン類

ボタン 内容

ダイアログを閉じてそのルックリストをカラコレ画面のルックリストに読み
込みます。

ダイアログを閉じてそのルックをカラコレ画面に適用してルックリストに
読み込みます。

⑤マウスカーソルの上のルックリストのコメント

ルックリスト上でマウスカーソルを動かすと、その上のルックリストにコメントがある場合、⑤の領域にコメン
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トが表示されます。
選択することなくコメントを確認できます。

⑥選択されているルックリストのコメント

ルックリストを選択すると、選択されたルックリストにコメントが設定されていた場合、⑥の領域にコメント
が表示されます。
ユーザーが作成したルックリストの場合、この欄で直接編集が可能です。

Function Buttons

ファンクションボタン領域

カラーコレクションの画面の最下部には使用頻度の高い機能のボタンが並んでいます。

Save to Flash

LUTBOXのフラッシュメモリに現在のLUT情報を書き込みます。電源を再投入しても現在の状態に
復帰します。
Freeライセンスではこの機能は利用できません。

Keep Look New

ルックリストに現在のルック情報、LUT設定を新しいLookとしてLook Listに保存します。タイムコード
を取得できる場合はLUTBOXからタイムコードを取得してルック代表名として使用します。
静止画が選択されている場合は、ルックやLUTが当たった状態のサムネール画像も一緒に保存されま
す。
IS-miniXを使用している場合は、自動的に１フレームがキャプチャされ、静止画およびメタデータ(対
応カメラのみ）が取り込まれ、Lookとともに保存されます。
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Keep Look Overwrite

現在アクティブとなっているのルックリストのアイテムに、現在のルック情報を上書きします。タイムコード、
メタデータ、処理前の静止画は更新せず、色調整情報のみ更新し、新しいルックが適用されたサムネ
ールを再生成します。

Save as wowlut

プリセットのLUTを使用している場合のみ、利用可能です。現在のLUTおよびルック情報をwowiut
形式の一つのファイルに保存します。
メールで送信などを利用して、別の場所で利用する場合に便利な機能です。

Export

他社製ソフトウエアで利用可能なLUT形式で出力します。下記のポップアップメニューが表示されま
す。

メニュー 内容
Export Current
Look (One set of
LUTs) 

現在のルックのみを出力します。

Export Current
Look  as
CCC(ASC-CDL
only) 

現在のルックの中のASC-CDLの情報のみを、CCCファイル形式で出
力します。

Export All Looks ルックリストのすべてのルックをレポート付きで出力します。
Export Selected
Looks

ルックリストの中の選択されているルック（数はカッコの中に記載）をレ
ポート付きで出力します。
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Export OK
labeled Looks

ルックリストの中のOKでランク設定されているルック（数はカッコの中に
記載）をレポート付きで出力します。

Show Look
Management
Dialog

ルック管理ダイアログを表示します。

Export設定画面に関する説明はこちらを参照ください。

Export

Export機能(LUTの出力）

作成したルックや読み込んだLUTを、フォーマットを指定してLUTファイルとして書き出すことができま
す。
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①フォーマットのカテゴリー

　ターゲットとなるフォーマットを探すために、種類ごとにページに分かれています。このタブでページを切
り替えます。

②ターゲットフォーマット

　LUTを作成するフォーマットを選択してください。同じ拡張子でも、異なるアプリケーション向けに最適
化したフォーマットが存在する場合があるので、なるべく一致するものを選んでください。

③ターゲット色空間の設定

　出力するターゲットの色空間を選択します。現在使用している設定と異なる設定でExportする場
合には警告が出ます。（間違い防止）
　この設定が可能なのは、PresetLUT使用時またはLUT読み込み時に出力色空間を設定した場
合のみです。

④Input Scaling

  HD-SDI向けのIDTがFuii対応でないカメラの場合、このメニューが表示されます。
　HD-SDIと同じスケールを使用する場合は"No Scaiing"、フルレンジに現像して使用する場合
は"Scaie to Fuii"を選択して下さい。

⑤出力する3DLUTの格子点数

　出力するLUTの格子点数を設定できます。現在の設定で出力可能な最大格子点数が表示され
ています。

⑥Export開始ボタン

　Export開始するには、"Export Compiete Set"　または　"Export"ボタンを押します。
　"Export Compiete Set"は、PresetLUTで、HSLAまたはACESproxyのグレーディングスペー
スを選択したときのみ利用可能です。　カメラの特性をキャンセルするInput LUTと、色調整のLMT
LUT、レンダリングとモニタ設定をマージした、Output LUT,　およびすべてを連結したAii LUTの４
種のLUTを同時出力します。
　

Warning

警告機能

各種警告機能を設定することができます。Waningボタンを押すと下記のメニューが表示されます。現
在、警告機能を利用中の場合は、左端のボタンで、警告の表示／非表示を切り替えることができま
す。
警告を解除するにはNo Waningメニューを選択します。
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1. カメラのハイライト警告

PresetLUTでカメラのプロファイルが利用できる場合は、カメラのハイライト警告を利用することができ
ます。カメラの飽和点に近い画素（5digit以内）を緑にラベリングします。ハイライトの飽和を避けた
い場合に利用できます。

No Warning Camera's Highlight Limit Warning

2. Rec709の色域外警告

Rec709の色域外の画素を緑にラベリングします。（境界領域も含みます）
Rec709ターゲットで、飽和してしまっており、正しい色で再現されていない、またはアーチファクトが発
生する可能性のある領域を確認できます。
Rec2020ターゲットの場合、Rec709モニタで正しい色で再現されない領域を確認できます。

No Warning Rec709 outside gamut warning
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3. HDR輝度域警告

HDRターゲットの制作において、特定輝度以下に収めたい場合に利用できます。400nitsまたは
1000nitsを超える明るさの画素をラベリングして表示することができます。
(正確には400nits,　1000nitsの明るさでなく、RGBいずれかが400nits, 1000nits相当の
code valueを持つ画素をラベリングします）
露出やグレーディングを調整して目標の輝度域内に収める、などの作業に役立ちます。
No Warning(Rendering is targeting to 4000nits) Above 400nits Warning

(A couple of  fluorescent light were labeled)

4. キャリブレートしたモニタの再現域警告

モニタキャリブレーションを選択している場合に利用可能となります。モニタキャリブレーションにはモニタ
色再現域の情報を含むプロファイルが含まれており、その領域を超えた色についてラベリングします。
キャリブレートしたモニタで正しく再現できていない画素を確認することができます。
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Keyboard Shortcut

Keyboard Shortcut

WonderLookProはキーボードで主要な操作が可能です。

1.アクティブなLUTBOXの切り替え

tabキーを数回押して、下記のように、LUTBOX名の左側に数値が表示される状態にして下さい。
この状態で数字キーを押すと、アクティブなLUTBOXが数字で表示されているものに切り替わります。
LUTBOXの領域をマウスでクリックしたときと同じ状態になります。
LUTBOXはドラッグ＆ドロップで表示順を入れ替え、アサインされる数字を変更することができます。

2.ルックの切り替え

tabキーを数回押して、下記のように、ルックリストのルック名の左側に数値が表示される状態にして下
さい。
この状態で数字キーを押すと、数字に対応するルックが適用されます。ルックリストのルックをマウスで選
択した時と同じ状態になります。
ルックリストのルックは、マウスのドラッグ＆ドロップで表示順を入れ替えることができます。
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3.カラーコレクション

カラーコレクションに関しては、完全にはキーボードショートカットには対応していません。
アクティブなコントロールの↑↓→←キーでの調整、アルファベットや記号で増減が記載されているコン
トロールの調整、は可能です。
LGGとSOPの画面については、tabキーを数回押して①のように数字を表示させることで、
Lift/Gamma/Gainのアクティブを1/2/3で切り替えることができるようになります。
アクティブなものについて、②で示すように、q/a, w/s, e/d, r/fなどの組み合わせで、RGBYの数値
を増減することができます。
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4.ルック名の入力(V3.4)

ルック名を素早く入力するために、f2キーを用います。マウスをルックリストの上に置き（クリックは必要
ありません）、f2キーを押すと、下記のようにルック名入力ダイアログがポップアップします。
そのままルック名を入力しリターンキーを押すだけで変更は完了です。
Keep Lookを行った直後は、マウスの移動も不要であり、f2を押すだけで、最後に追加されたルック
の名前を変更できます。
入力ダイアログ表示中は他の操作を行うことができません。キャンセルする場合はESCキーを押しま
す。
引き続き次のルックの名前を入力する場合はエンターの後、続けてf2を押すと次のルックの名称変更
ダイアログが表示されます。この機能を用いると複数のルックの命名を迅速に行うことができます。
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LUT Calculation

LUTの数値計算

現在設定されているLUTの数値計算結果を即座に確認することができます。
計算結果をcsvファイルに保存したり、コピーしてエクセル等に貼りつけたりするることができます。
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赤枠のLUT Caicボタンを押します。



WonderLookPro

216 / 317

①入力データの作成

LUT計算で入力として用いるデータセットを作成します。
R,G,Bが同じ値のグレースケールを作成するには、1Dのセクションのcountコンボボックスにステップ数
を選択、入力し、"Create Tone Scaie"ボタンを押します。
RGBが順に変化する3Dを作成する場合は、Gridに格子点数を入力し、"Create 3D Grid"ボタ
ンを押します。Grid数を大きくすると時間がかかりますので注意して下さい。
所定の形式でクリップボードにデータがコピーされている場合は、Pasteボタンも利用可能です。

結果は②の領域に表示されます。いったん生成した後、データは手入力で変更することができます。

②入力データ

LUT計算で入力するデータの表です。数値を直接編集することができます。

③計算の実行および結果の利用

Calcボタンを押すことで計算が行われ、結果が④の表に表示されます。
Scaleの選択を変更することで、結果のスケールを変更することができます。*1023を選択すると、
10bitのコードバリューとして表示することができます。
"Copy to Clipboard"で、スプレッドシートに貼り付け可能な形式でクリップボードにコピーされます。
入力データも一緒にコピーされます。
"Save to CSV"で、CSV形式でファイルに保存することができます。

Device Control Panel

Device Control Panel

"Device Control Panel"はカラーコレクションの画面でフローティングウインドウとして表示され、各デ
バイスのメタデータの管理およびカメラの制御パネル、として使用します。
場所や大きさを調整することが可能であり、終了時の状態に復帰します。表示するためには、デバイ
ス情報セッティングの"Device Controi Panei"を選択する必要があります。(手順はこちら）
デバイスにより表示内容は多少異なります。
メーカー 機種名 利用可能機能
WOW IS-miniX メタデータのテーブル表示、OSD表示
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OW
Panas
onic

Varicam 録画制御、カメラの設定、メタデータの表示

ARRI Alexa
SX/T,
AlexaMIN
I, Amira

録画制御、カメラの設定、メタデータの表示

FSI BoxIO メタデータのテーブル表示

共通機能を下記に説明します。

①ボタン類
"Waching"ボタン選択でメタデータを継続監視しま
す。選択を解除するとメタデータ管理を一時停止し
ます。
"Device Setting"ボタンで、デバイスの設定画面を
表示します。

②デバイス名とRecボタン
デバイス名を表示し、サポートしているデバイスでは
RECボタンが表示されます。

③カメラコントロール
対応しているカメラのみ表示されます。撮影条件に
関する設定を行うことができます。

④メタデータの表示
Device Control Widgetではメタデータを常時取
得しており、選択したメタデータをテーブルに表示して
監視することができます。IS-miniでは変更があった

メタデータをOSDとして映像出力に表示することもできます。監視するメタデータを設定するには、
Itemの空欄をダブルクリックして、表示されるメニューから監視したい項目を選択します。
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上記はダブルクリックして表示されるメタデータ選択メニューの一例です。白字の項目名に加え、最新
の取得されたデータが黄色字で表示されています。
一番先頭のCiearを選択すると、現在選択されているメタデータを削除することができます。
 

How to start Device Control Panel

Device Control Panelの表示方法

まずはデバイスのアイコンをクリックしてデバイス情報設定画面を表示して下さい。
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次に、左上の"Show Controi Panei"ボタンをクリックして選択状態にします。
これでカラーコレクション画面でDevice Controi Paneiが表示されます。
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ARRI camera's Device Control Panel

License Management

ソフトウエアを初めて起動した時

WonderLookProをインストールして、初めて起動した場合の手順を説明しています。

ライセンスをオンラインで購入する

Entry または　Standardライセンスをオンラインで購入する方法を説明します。
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ライセンスを代理店から購入する

Entry または　Standardライセンスを代理店から購入する方法を説明します。

ライセンスを別のPCに移す

Entryライセンス、Standardライセンスは、ライセンスを別のPCに移すことができます。

ライセンスの期限が迫ってきたら

Entry または　Standardライセンスの期限が少なくなってきた場合の対応についてご説明します。

ライセンスに関して緊急事態が発生したら

撮影現場で突然ライセンスを認識しなくなる、などの緊急事態が発生した場合の対処方法について
説明します。

ネットに接続していないPCのライセンスを購入する

インターネットに接続していない（接続できない）PC向けにライセンスを購入することができます。

メールアドレスを登録または変更する

ライセンスに関するいくつかの機能（デポジット、オンラインでの購入、他社製システムのライセンス）を
使用するには有効なメールアドレスの登録が必要です。

Corporateライセンスについて

Corporateライセンスの操作方法について説明します。
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License First Step

ソフトウエアを初めて起動した時

WonderLookProをインストールして、初めて起動した場合の手順を説明します。

①Free Licenseのリクエストを発行する
フリーライセンスを取得する場合は、"Request Free License" ボタンを押します。次のステップはこ
ちら。

②ライセンス購入済みの方
有料のライセンスをすでに購入済みで、アクティベーションを行いたい方はこちら。
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③ライセンスの購入、Corporate Licenseの管理へ
有料版ライセンスの購入に進むには、"Preparation for the paid License" ボタン、
Corporate Licenseのアクティベーションを行いたい場合は、"Corporate License
Managment"ボタンを押してください。

Free License

Free Licenseの取得とアクティベーション

Free Licenseのアクティベーション手順を説明します。

"I agree with above clauses"のチェック、emaiiアドレス、職業の選択、を完了すると、"Send
Activation Code by email"ボタンが押せるようになるので、クリックしてください。

入力したアドレス宛に、アクティベーションコードが記載されたメールが届きます。
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Freeライセンスの有効化リクエストが発行されましたので、アクティベーションコードを送付いたします。

      Activation Code : 236004

この６桁の数字を入力します。

Activate Free Licenseボタンのクリックで完了します。（下記画面）
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Purchase License Online

ライセンスをオンラインで購入する

Entry または　Standardライセンスをオンラインで購入する方法を説明します。

1. License Management Dialogに進む
"License Management" ボタンをクリックします。
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2. 購入手続きに進む
"Paid License Purchasing Procedure" ボタンをクリックして、購入手続きに進みます。
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3. オンライン購入画面に進む
ディーラーからディスカウントクーポンをもらっていれば、４桁の文字を入力してAppiyボタンを押して下
さい。
お持ちでなければそのまま"Purchase the License Oniine"をクリックしてオンライン購入画面に進
みます。
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4. Paypalで支払う
ブラウザが立ち上がり、下記画面が表示されます。
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適切なライセンスを確認し、Buy Nowボタンを押して、支払いに進みます。

5. ライセンス購入手続き完了通知をメールで受け取る
支払いが完了すると、下記のような内容のメールを受け取ります。（Paypaiに登録されているアドレ
スに届きます）
Dear WonderLookPro user,

Thank you for purchasing WonderLookPro Entry License. To activate this
license, you have to input following activation code. Click "License
Management" button on the top menu and go to input activation code
function.

      Activation Code : 618595

If you are going to activate the PC which do not connect to internet, you need
attached file for the activation. Please move the file by USB memory or other
means.

Here is the license information.

Transaction ID： 1P502515U2909235H
Payment date： 01:57:00+Nov+01,+2016+PDT
Product Number : IS-701

Licensed PC name : DESKTOP-39GO7F1
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UUID: 1b0c6b36-0264-4e49-999e-23e90ecf4fac
Activation Code : 618595
Period : valid until 2017/11/01
MacAddress for License confirmation:
005043017544,005056C00001,005056C00008,9CEBE81B9533,DCFE07D349
31

NOTE: Changing the network emvironment of your PC might cause de-
activation of the license.
このメールを受け取れば、WonderLookProを再起動するだけで、自動的にPCにライセンスが取り
込まれます。

Purchase License from dealer

ライセンスを代理店から購入する

1. License Management Dialogに進む
"License Management" ボタンをクリックします。

2. 購入手続きに進む
"Paid License Purchasing Procedure" ボタンをクリックして、購入手続きに進みます。
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3. 代理店から購入画面に進む
"Preparation for the Paid License"をクリックして代理店から購入する手続きに進みます。
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大きい赤枠の領域が、代理店からの購入依頼を行う操作領域です。①で依頼を行いたい代理店を
選択し、②のSend Requestボタンを押して下さい。
代理店に購入依頼のメールが送らます。この時点では購入は確定していません。

代理店へのメール送信が成功すると下記の画面が表示されます。
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お客様にも下記メールが配信されます。

Dear WonderLookPro user,

Necessary information to publish the license was sent to your selected dealer.
The sales person of the dealer will contact you to confirm what you are going
to purchase. Please inform your preference and proceed to activate the
license. Following are the information sent to the dealer.

    Dealer Name : TVLogic
    Dealer Mail Address : support@wonderlook.pro
    Licensed PC name : DESKTOP-39GO7F1
    UUID: 79ab4989-f05a-4578-9f79-b78de0ce32
    MacAddress for License confirmation:
005043017544,005056C00001,005056C00008,4CE676425494,4CE6764254
96,4CE676425497,DCFE07D34931

Current license information is follows.
    Name of the License : Free License
    Expire date:  valid until 2000/01/01

------------------------------------------------------------------
IS-mini/IS-miniX/WonderLookPro : http://wonderlook.net/
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------------------------------------------------------------------

4. 代理店にライセンス購入を依頼する
代理店から購入するライセンスの種類、期間などの確認が電子メールで入ります。代理店とよく確認
の上、購入依頼を行って下さい。
代理店がライセンスのアクティベーション手続きを行うと、下記のようなメールがお客様にも送信されま
す。
このメールを受け取ったら、WonderLookProを再起動するだけで自動的にライセンスが取り込まれ
ます。

Dear WonderLookPro user,

Thank you for purchasing WonderLookPro Standard License. The license will be automatically activated
when you start the WonderLookPro next time. 

If you want to activate without internet connection, you will need following Activattion Code and attached
license file.

      Activation Code : 029957

Here is the license information.

Dealer Name : TVLogic
Dealer Mail Address : support@wonderlook.pro
Purchase Date: 2019/01/31 16:02:57.456
License Kind : Standard 366days (New)
Product Code : K2ND-M711-L366-P300

Licensed PC name : DESKTOP-39GO7F1
EMail : use@gmail.com
UUID: 79a989-05a-4578-9f79-b7de0ce32
Activation Code : 029957
Period : valid until 2020/02/01
MacAddress for License confirmation:
005043017544,005056C00001,005056C00008,4CE676425494,4CE676425496,4CE676425497,DCFE07D3
4931

TransactionID : JRK9DWV3

NOTE: Changing the network emvironment of your PC might cause de-activation of the license. 

------------------------------------------------------------------
IS-mini/IS-miniX/WonderLookPro : http://wonderlook.net/
------------------------------------------------------------------
       Copyright(c) 2018 Vidente Co., Ltd. All rights reserved.

Purchase License for no Internet Connection Machine
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ネットに接続していないPCのライセンスを購入する

インターネットに接続していない（接続できない）PC向けにライセンスを購入することができます。
1
.

PCの情報をファイル化し、

2
.

そのファイルに販売店でライセンス情報を付与してもらい、

3
.

販売店から連絡を受けたActivation Codeを入力してライセンスを利用可能にする、

という手順で行います。

1. PCの情報をファイル化する
License Managementに進むと下記画面が表示されますので、"Create PC Infomation
file"をクリックして、ファイルを保存します。

保存に成功すると、下記ダイアログが出て、OKを押すと、保存されたフォルダが開きます。該当ファイ
ルをUSB等のメディアに移し、deaierに送付してください。
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2. ライセンスのアクティベーションを実施する
アクティベーションには、ライセンスが付与されたisiicファイルとActivation Codeが必要です。販売店
から両方を入手してください。
最初の画面で Input Activation Codeボタンをクリックします。

次の画面では、まずオレンジの"Seiect License fie"ボタンをクリックして、deaierから送られてきた
islicファイルを読込みます。次にActivation Codeも入力し、"Activate License"ボタンをクリックし
ます。
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アクティベーションに成功すると次の画面が表示され、ライセンスが利用可能となります。
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Move the License to other Machine

ライセンスを別のPCに移す

Entryライセンス、Standardライセンスは、ライセンスを別のPCに移すことができます。

1. License Management Dialogに進む
まずは現在のライセンスをサーバーに預ける「デポジット」という手続きを行います。
"License Management" ボタンをクリックします。

2. デポジット処理に進む
"Start Deposite Procedure" ボタンをクリックしてデポジット処理に進みます。
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3. デポジットを実行する
デポジットを行うライセンス情報が示されますので確認の上、"I understood and start
depositing" ボタンをクリックします。
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3. デポジットを完了する
デポジットに成功すると、下記画面が表示されます。また、登録しているメールアドレスに、デポジット情
報が送付されます。このPCはFreeライセンスに戻ります。
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下記のようなメールを受け取ります。別のPCでライセンスを受け取る際に、UUIDとDeposite
Activation Codeが必要になります。

Dear WonderLookPro user,

Thank you for purchasing WonderLookPro Entry License. Depositing following
license was successfully done and ready to activate on other PC. You need
following UUID and Deposite Activation Code to activate deposited license on
other PC. Please manage this mail safely.

UUID: c560ee59-4dae-4554-bec8-82bb3f345c03
Deposite Activation Code : 419360

Name of the License : Entry License
Expire date       : valid until 2017/06/03

4. 別なPCでライセンスを受け取る
ライセンスを受け取るPCで、License管理画面に入り、"Receive Deposited License"をクリック
します。



WonderLookPro

242 / 317

5. ライセンス受け取りを完了する
ライセンスを受け取るPCで、License管理画面に入り、"Receive Deposited License"をクリック
します。
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ライセンスを受け取りに成功すると、下記画面となり、受け取ったライセンスが使用可能となります。
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Extend the License

ライセンスの期限が迫ってきたら

ライセンスの期限は、下記のように確認できます。

上記赤枠を拡大

Standard Licenseで有効期限が2017年9月1日までであることがわかります。
ライセンスの期限が61日を切ると、１日に一回起動時に、

のダイアログで警告が出ます。
ライセンス情報領域には、
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のように、黄色の文字で、残り日数の警告が常時出るようになります。
ライセンスは追加購入すると、購入時点からでなく、期間を延長する形で期限が伸びますので、早め
の購入手配をお願いします。

Register Mail Address

メールアドレスを登録または変更する

ライセンスに関するいくつかの機能（デポジット、オンラインでの購入、他社製システムのライセンス）を
使用するには有効なメールアドレスの登録が必要です。
License Managementの画面内で下記のようにオレンジのChange emaiiボタンを見つけてクリッ
クしてください。

新しいメールアドレスを入力して、"Send Confrmation Maii to new Address"　ボタンをクリック
してください。入力したアドレス宛に、確認メールが送信されます。
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メール送信に成功すると、下記の画面が表示されます。メールボックスを確認してください。
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下記のようなメールが届きます。

Dear WonderLookPro users,

Changing email address request was issued your computer. You can finish the
procedure by clicking following url. After this procedure, please confirm that
your registered email had changed.

URL: http://wonderlook.jp/Qt/release/LicenseCGI.exe?
command=SetEmailAddress&RequestCode=xxxxxx

The current registered email address is follows.

email: xxxxx@wowent.jp

Your computer's information is follows.

PC Name : DESKTOP-39GO7F1
UUID: e9c7d7f2-bc92-49b2-a649-c4fc8adf3aea
License Name : Entry
Expire date : valid until 2017/11/03
MacAddress for License confirmation:
005043017544,005056C00001,005056C00008,9CEBE81B9533,DCFE07D349
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31

文中のURLをクリックすると、メールアドレスの変更手続きが完了します。

Corporate License

Corporateライセンス

Corporateライセンスは、WonderLookProの全ての機能を活用可能な最上級のライセンスで
す。
本ライセンス導入は、代理店に直接ご依頼いただく必要があります。

Corporateライセンスは、PCクライアントに対するライセンスまたはUSBドングルによるライセンスの２
種を選択することができます。
USBドングルは挿入されている間のみCorprate Licenseが利用可能となります。どのPCでも利用
することができます。

Corporateライセンスは標準で5つのPCクライアントライセンスが付与されますが、ご希望により１台
をUSBドングルに変更することができます。オプションによりPCの台数、またはUSBドングルの本数を増
やすこともできます。

PCクライアントライセンスは下記手順で設定することができます。
ライセンス取得には契約いただいたCorporate IDとPasswordが必要になります。

1. Corporateライセンス管理に進む
ライセンスの状態によって画面は異なりますが、"Corporate License Management"ボタンを見
つけてクリックします。
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2. Corporateライセンス PCクライアントリクエスト画面
PCクライアントライセンスをリクエストするために、Corporate IDとPasswordを入力して、"Send
Request to Corporate License Client"ボタンをクリックします。
Message to AdministratorはCorporate License 管理者へのメッセージを記載することができ
ます。
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3. 管理者による承認
リクエストが正常に送信されると下記画面が表示され、管理者が承認するとCorporate Licenseが
自動的に使用できるようになります。



WonderLookPro

251 / 317

管理者は下記メールを受け取りますので、内容確認後、リンクをクリックして承認してください。
承認後、WonderLookProを再起動するだけで自動的にライセンスが有効になります。

Dear Customer,

The request for registering client for your Corporate License was issued. If the
following information is correct, you can register the client by clicking the
following URL. This procedure will not request you extra charge.

Client PC Name:   DESKTOP-39GO7F1
Memo from Client:
Corporate License User Name： Test
UUID: 9ec233b9-55b6-4b5a-93ec-9483ee23f32f

URL: http://wonderlook.jp/Qt/release/LicenseCGI.exe?
command=ActivateCorporateLicensedPC&User=Test&UUID={9ec233b9-
55b6-4b5a-93ec-9483ee23f32f}

Current ussage of your license is follows.

Corporate License Kind：Corporate upto 10 uint
Expire date :  2016/12/31
Available Client Number: 5
Currently Using Client Number: 3

http://wowowent.co.jp/is/
http://wowowent.co.jp/is/
http://wowowent.co.jp/is/
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  (not included this request)

The information of clients

1. E201504192-001
 UUID  : {24feb4a2-041e-49af-b929-4ae717155190}

2. D201391394-002
 UUID  : {771be2f5-4640-486c-80dc-4d6a8d62b33a}

3. D201391394-002
 UUID  : {cd064a07-34bc-4d04-b169-4d56dbe76e1b}

SONY SLOG3 License

SONY SLOG3 Licenseとは

SONY SLOG3 LicenseはSONYが提供するSLOG3 OOTFをサードパーティの製品でも利用でき
るようにするライセンスです。
本ライセンスを導入することにより、SONY製品を使用した時と同じレンダリングやビューイング環境を
構築することができます。
本ライセンスは、LUTBOXに対して与えられ、SLOG3 OOTFを利用した変換は、ライセンスされた
LUTBOXのみで利用可能です。

SONYのSR Liveワークフローでは、HDRC-4000によるレンダリング、およびSLOG3 Live機能付き
モニタによるビューイングを行います。両者は同一の映像となります。

SLOG3 Licenseを使用すると、下記の構成を取ることができます。HDRC-4000やSLOG3 Live
モード付のモニタがなくても、SR Liveのワークフローで製作することができます。
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また、使用可能なカメラがSONYのカメラに限定されなくなります。SLOG3 Licenseを使用すると、
下記の構成を取ることができます。HDRC-4000やSLOG3 Liveモード付のモニタがなくても、SR
Liveのワークフローで製作することができます。

SONY SLOG3 Licenseの購入

SLOG3ライセンスは個別のLUTBOXハードウエアに対して与えられるライセンスです。代理店にデバ
イス情報を伝えてから購入するする必要があります。手順はこちらを参照して下さい。

SONY SLOG3 Licenseの使い方

SLOG3 Licenseを取得すると、SLOG3 OOTFを使用したLUTをライセンスされたLUTBOXに送
信して使用できるようになります。
ライセンスされていないLUTBOXの場合、SLOG3 OOTFを含んだワークフローを選択することはでき
ますが、LUTBOXに送信することはできません。
LOOKとして保存することはできますが、ライセンスがあってもExportすることはできません。LUTBOX
に送信して使用することだけが可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。

Importing SLOG3 License

SONY SLOG3 Licenseの購入

SLOG3ライセンスはLUTBOXのハードウエアに付随するライセンスです。特定の個体に対してライセ
ンスする、という形態を取ります。価格、購入方法は代理店にお問合せ下さい。
ライセンスを購入すると、代理店よりライセンスファイルが送付されます。ライセンスファイルは下記の方
法でデバイスを使用するPCに取り込みます。
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まずは起動画面の「Device License Management」ボタンをクリックします。
ライセンス購入準備の場合は、ライセンスを購入したいデバイスを選択してからクリックする必要があり
ます。

次に、"Device License"　ボタンをクリックして次に進みます。
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ライセンス購入準備の場合は、デバイス情報ファイルを作成する必要があります。"Create License
Request File"を押して作成されるファイルを代理店に送付して下さい。
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既にライセンスを購入し、ライセンスファイルが手元にある場合は、"Import License Fiie"　ボタンを
押して、送られてきたライセンスファイルを選択します。
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成功すれば下記のように取り込まれたライセンス情報が表示されます。
他のPCで取り込み可能なライセンスファイルをエクスポートすることもできます。（Export License
Fileボタン）
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Use SLOG3 Licensed Transform

SONY SLOG3 Licenseの使い方

SLOG3 Licenseを取得すると、SLOG3 OOTFを使用したLUTをライセンスされたLUTBOXに送
信して使用できるようになります。
ライセンスされていないLUTBOXの場合、SLOG3 OOTFを含んだワークフローを選択することはでき
ますが、LUTBOXに送信することはできません。
LOOKとして保存することはできますが、ライセンスがあってもExportすることはできません。LUTBOX
に送信して使用することだけが可能です。

SDK License
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他社製ソフトウエアでIS-miniを有効化するライセン
スファイル

他社製ソフトウエアでIS-miniを使用可能とするライセンスファイルを発行できます。ライセンスを発行
したいIS-miniを選択して、"SDK License for third party system" ボタンを押して下さい。
FREEライセンスまたは有効なメールアドレスの登録が必要です。

Taget System のコンボボックスでライセンスを発行したいシステムを選択して、Send License fie
by emailをクリックしてください。　登録されたメールアドレスにライセンスファイルが送付されます。
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Monitor Calibration

Monitor Calibration

WonderLookProは、誰でも簡単にモニターの色補正を行うことができる、Monitor Caiibration
機能を提供しています。安価なモニタや、民生用TV、PCモニタをマスタモニタと同等の色再現で映像
を再生することができます。

上記のように、IS-miniをモニターの前に挿入することで、映像信号の補正を行い、モニタで表示され
たときに規格通りの色再現となるような機能を実現します。
IS-miniを使用せず、モニター内蔵のLUT処理機能、IS-mini以外のLUTBOXを使用することもで
きます。その場合、モニタの測定時にはIS-miniが必要になりますが、モニタ補正の実施時には
WonderLookProからLUTをExportとしてIS-mini以外の機器に取り込んで使用することになりま
す。WonderLookProを動作させているPCモニタのキャリブレーションを行うことができます。本ソフト
の画像表示のキャリブレーションを行うことができます。
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本機能を利用するには、対応した測定器が必要です。測定器一覧はこちらを参照下さい。

Monitor Calibrationのメイン画面は２つのパートで構成されています。

1 測定領域 この領域は、モニターキャリブレーションの測定をしたり、任意のパッチを表示した測定を行うことができます。

2 管理領域 この領域は、作成されたモニターキャリブレーションファイルの管理を行います。IS-miniに転送したり、LUTとして書き出すことができます。

Supported Probes

対応する測定器

対応する測定器 
XRite i1pro, i1pro2, i1display OEM version

Klein K-10A

Photo Research PR-655, PR-670

JETI Specbox1211/1201 (Window Only)

Konica Minolta CS-200(Window Only), CA-210(Window Only), CS-2000

Colormetric
Research

CR-100, CR-250
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Measurement

モニタプロファイリング測定プロセス

モニタの測定は下記画面にて設定・実行を行います。

①ターゲットの選択
  Rec709, Rec2020などの標準規格に合わせるか、あるいは他の実物のモニタに合わせるか、を選
択します。
標準規格に合わせる場合はMatch to Standardを選択します。②の領域で、パラメーターが選択
できるようになります。
他のモニタに合わせる場合はMatch to Other Monitorを選択します。②の領域で、他のモニタの
プロファイル作成や、プロファイルの選択が行えるようになります。
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②ターゲットのパラメータ入力
Match to Standard
　映像信号ソースのターゲットとなる色空間を設定します。キャリブレーションに使用するモニタの設定
ではありません。モニタキャリブレーションを実行すると、ここで選択したモードのモニタとしてふるまうことに
なります。

Match to Other Montor
  Match to Other Monitorを選択すると、下記画面となります。
　Start Target Profiingで、目標とすべきモニタのプロファイルを作成します。Seiect istarget
File で、作成したプロファイルを選択します。この状態で"Start Monitor Caiibration
Process"をクリックすることにより、targetモニタに合わせるモニターキャリブレーションを実行できます。

③モニタプロファイルの測定開始
　上記パラメーターの設定後、"Start Monitor Caiibration Process”　ボタンを押すことでモニタ
プロファイルの測定プロセスが開始されます。

④任意のパッチの測定
　任意のCode Vaiueのパッチを表示して、測定器を使って測定を行うことができます。こちらを参照
下さい。

⑤モニター評価
　プロファイル作成でなく、評価測定のみ行う場合はこちらを選択します。

Measurement #1 Initial Settings
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モニタプロファイリング測定プロセス #1

このステップでは、プローブの選択、カラーパッチの設定、モニタ関連のパラメーターの選択等を行いま
す。次のステップはこちら。

①信号フォーマットの表示
現在のIS-miniに入力されている信号フォーマットを表示しています。

②測定器の選択
  コンボボックスから使用する測定器を選択します。
  Emulation without Probeはデモモードでの動作であり、測定器がなくても手順を確認すること
ができます。
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③カラーパッチの設定
　カラーパッチの大きさ、位置を設定できます。パラメーターを変更した場合は、Update Coior
Patchボタンを押して、位置を更新します。
　Ofsetは中央からのずれ量です。OfsetXの負は左、正は右、 OfsetYの負は上、正は下に移
動します。

④モニタ設定
　白色点のCodeVaiueを1019以下に制限することができます。
　OLEDモニタの場合は、Judd ofsetを選択することもできます。

⑤終了時のサウンド
　測定には時間がかかる場合があります。測定終了後に、選択したミュージックファイルを再生させるこ
とができます。

Measurement #2 Probe Initialization

モニタプロファイリング測定プロセス #2

いくつかの測定器は初期化またはブラック・キャリブレーションが必要です。
画面の指示に従い、初期化を行って下さい。次のステップはこちら。
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Measurement #3 Meausre white  Point

モニタプロファイリング測定プロセス #3

この画面では、白色点の測定を行い、モニタの設定が適切かどうか確認します。モニタに表示されてい
る白色点に測定器のプローブをセットして、Meausreボタンを押して下さい。
測定結果が表示されたら問題無い範囲であることを確認してください。次のステップはこちら。

Color Temp(K)：ターゲットにD65を選択している場合は、色温度が6500Kから大きく離れてい
ないことを確認してください。5000Kを下回る場合、8000Kを上回る場合はモニタの設定がD65と
は異なる設定になっている可能性があります。
Brightness：　白色点を100nitsに設定する場合は、120～140の範囲を一つの目安としてくだ
さい。モニタ輝度を維持する場合（下のコンボボックスでKeep Monitor Brightnessを選んだ場
合）は、特に気にする必要はありません。
x,y : 色度図上の位置をx,y値で表示します。色温度に関してはCoior Tempで確認できているの
で特に気にする必要はありません。
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Monitor Brightness Settingコンボボックス
　Rec709は100nits,　HDRの場合はManuai Inputを選んで目標のnitsを入力してください。

Measurement #4 Number of Patches

モニタプロファイリング測定プロセス #4

この画面では、測定パッチ数、評価測定の有無、および測定結果のファイル名の入力を行います。次
のステップはこちら。
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①カラーパッチ数の選択
プロファイルの測定で使用するカラーパッチの数を選択して下さい。数が少ないほど高速ですが、精度
が不利になります。通常の場合は、Quick 165 pathes を選択して下さい。たいていの場合、十分
な精度が得られます。

②評価測定の有無
評価測定の有無を選択します。どうしても時間が足りない時以外は、"Do measure"を選択して下
さい。

③ファイル名の入力
測定結果を格納するファイル名を入力します。保存先は、現時点のismonパスの状態によります。
Setting画面にて確認・設定を行うことができます。
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Measurement #5 Under64 check

モニタプロファイリング測定プロセス #5

この画面では、モニタのLegaiより下の領域のCode Vaiueの使用状況を確認します。この画面で
は、コードバリュー64(10bit時）のパッチを表示しています。肉眼で観察できる場合はYes、観察で
きない場合はNoを選択して下さい。観察できない場合、その下のRectangie Finderボタンを押し
て、表示される可能性のある位置を確認することができます。この結果により、コードバリュー64以下
の使用有無を決定します。次のステップはこちら。

Measurement #6 final confirmation
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モニタプロファイリング測定プロセス #6

この画面で自動測定開始前の最終確認を行います。テーブルに今までのプロセスで行った設定が記
載されていますので、もう一度内容を確認してください。
"Go Next"ボタンで直ちに、"Wait 30 second and Start Measurement" ボタンで30秒後に
測定を開始します。後者は、測定中、環境を暗室にする必要がある場合等に利用できます。次のス
テップはこちら。

Measurement #7 measuring
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モニタプロファイリング測定プロセス #7

下記は測定実施中の画面です。パッチのコードバリュー、測定値、進度状況が更新されていきます。
次のステップはこちら。

Measurement #8 finish

モニタプロファイリング測定プロセス #8

測定が無事成功すると下記の画面となります。Go Nextを押すと、評価測定の結果が表示されま
す。
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Evaluation Measurement Result Graph

評価測定結果グラフ 

評価測定結果グラフでは、モニタキャリブレーションのためのプロファイル測定が正常に成功したかどう
か、モニターキャリブレーションが精度よく行われたかどうかを確認することができます。
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①a*b*色度図
評価測定結果をa*b*色度図上に、誤差を色別に表示してプロットしています。

色差1以下の色:青で表示。極めて精度良く再現できています。
色差1～2の色：緑で表示。十分な精度で再現できています。
色差2以上の色：橙で表示。やや精度が劣る再現となっています。
色再現範囲外の色：赤で表示。このモニタでは再現できない色です。

個別の色に加え、平均色差および色空間のカバー率の値を左上に表示しています。平均色差2以
下であれば十分な精度と判定できますが、カバー率も含め、総合的に判断する必要があります。
 

②グレー階調グラフ
グレー階調の結果を示しています。緑が初期状態、青がキャリブレーション後、白が目標のグレー階調
です。
青のカーブと白のカーブがほぼ重なっていればキャリブレーションは精度良く行えていると判断できます。

③色差ヒストグラム
カラーパッチの評価測定結果を色差のヒストグラムで表示しています。色再現範囲内の色を青、範囲
外の色を赤で表示しており、一目で精度を把握できます。分布が1以下2以下に集中しており、赤が
少ないことが精度の良いキャリブレーションを示しています。

Management
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モニタキャリブレーションの管理

この画面ではモニターキャリブレーションの選択やExportなどの管理を行います。

①現在のMonitor Calibrationファイルと履歴
現在選択されているMonitor Caiibrationファイルを表示しています。過去の選択履歴から選ぶこと
もできます。

②Monitor Calibrationファイル選択
モニターキャリブレーションファイルの選択を行います。

③色域警告
選択されているMonitor Caiibrationに格納されているプロファイルの再現範囲外の色をラベリングし
ます。

④評価測定グラフの表示
評価測定結果グラフを拡大表示します。

⑤微調整の実行
モニターキャリブレーションの結果に対して微調整を実行します。結果をモニターキャリブレーションファイ
ルに書き込むことができます。

⑥LUTファイルとしての書き出し
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他のデバイスで利用可能なLUTファイルとして書き出すことができます。

Third Party Licenses

WonderLookPro uses the Qt under the terms of the GNU Lesser General Public
License v. 3 and the GNU Lesser General Public License v. 2.1. In compliance
with LGPL, this document collects the relevant information about downloading,
installing, and building the Qt Toolkit from sources. The main source of the
information and most of the web links provided here come from the Qt
Company's website.

https://www.qt.io/

GPLv3 and LGPLv3

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

            GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

 The Qt Toolkit is Copyright (C) 2014 Digia Plc and/or its
subsidiary(-ies).

 Contact: http://www.qt.io/licensing

 You may use, distribute and copy the Qt GUI Toolkit under the
terms of

 GNU Lesser General Public License version 3, which
supplements GNU General

 Public License Version 3. Both of the licenses are displayed
below.

--------------------------------------------------------------
-----------
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                    GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

                       Version 3, 29 June 2007

 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
<http://fsf.org/>

 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

 of this license document, but changing it is not allowed.

                            Preamble

  The GNU General Public License is a free, copyleft license
for

software and other kinds of works.

  The licenses for most software and other practical works are
designed

to take away your freedom to share and change the works.  By
contrast,

the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to

share and change all versions of a program--to make sure it
remains free

software for all its users.  We, the Free Software Foundation,
use the

GNU General Public License for most of our software; it
applies also to

any other work released this way by its authors.  You can
apply it to

your programs, too.

  When we speak of free software, we are referring to freedom,
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not

price.  Our General Public Licenses are designed to make sure
that you

have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for

them if you wish), that you receive source code or can get it
if you

want it, that you can change the software or use pieces of it
in new

free programs, and that you know you can do these things.

  To protect your rights, we need to prevent others from
denying you

these rights or asking you to surrender the rights. 
Therefore, you have

certain responsibilities if you distribute copies of the
software, or if

you modify it: responsibilities to respect the freedom of
others.

  For example, if you distribute copies of such a program,
whether

gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the
same

freedoms that you received.  You must make sure that they,
too, receive

or can get the source code.  And you must show them these
terms so they

know their rights.

  Developers that use the GNU GPL protect your rights with two
steps:

(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this
License
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giving you legal permission to copy, distribute and/or modify
it.

  For the developers' and authors' protection, the GPL clearly
explains

that there is no warranty for this free software.  For both
users' and

authors' sake, the GPL requires that modified versions be
marked as

changed, so that their problems will not be attributed
erroneously to

authors of previous versions.

  Some devices are designed to deny users access to install or
run

modified versions of the software inside them, although the
manufacturer

can do so.  This is fundamentally incompatible with the aim of

protecting users' freedom to change the software.  The
systematic

pattern of such abuse occurs in the area of products for
individuals to

use, which is precisely where it is most unacceptable. 
Therefore, we

have designed this version of the GPL to prohibit the practice
for those

products.  If such problems arise substantially in other
domains, we

stand ready to extend this provision to those domains in
future versions

of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

  Finally, every program is threatened constantly by software
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patents.

States should not allow patents to restrict development and
use of

software on general-purpose computers, but in those that do,
we wish to

avoid the special danger that patents applied to a free
program could

make it effectively proprietary.  To prevent this, the GPL
assures that

patents cannot be used to render the program non-free.

  The precise terms and conditions for copying, distribution
and

modification follow.

                       TERMS AND CONDITIONS

  0. Definitions.

  "This License" refers to version 3 of the GNU General Public
License.

  "Copyright" also means copyright-like laws that apply to
other kinds of

works, such as semiconductor masks.

  "The Program" refers to any copyrightable work licensed
under this

License.  Each licensee is addressed as "you".  "Licensees"
and

"recipients" may be individuals or organizations.
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  To "modify" a work means to copy from or adapt all or part
of the work

in a fashion requiring copyright permission, other than the
making of an

exact copy.  The resulting work is called a "modified version"
of the

earlier work or a work "based on" the earlier work.

  A "covered work" means either the unmodified Program or a
work based

on the Program.

  To "propagate" a work means to do anything with it that,
without

permission, would make you directly or secondarily liable for

infringement under applicable copyright law, except executing
it on a

computer or modifying a private copy.  Propagation includes
copying,

distribution (with or without modification), making available
to the

public, and in some countries other activities as well.

  To "convey" a work means any kind of propagation that
enables other

parties to make or receive copies.  Mere interaction with a
user through

a computer network, with no transfer of a copy, is not
conveying.

  An interactive user interface displays "Appropriate Legal
Notices"
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to the extent that it includes a convenient and prominently
visible

feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and
(2)

tells the user that there is no warranty for the work (except
to the

extent that warranties are provided), that licensees may
convey the

work under this License, and how to view a copy of this
License.  If

the interface presents a list of user commands or options,
such as a

menu, a prominent item in the list meets this criterion.

  1. Source Code.

  The "source code" for a work means the preferred form of the
work

for making modifications to it.  "Object code" means any non-
source

form of a work.

  A "Standard Interface" means an interface that either is an
official

standard defined by a recognized standards body, or, in the
case of

interfaces specified for a particular programming language,
one that

is widely used among developers working in that language.

  The "System Libraries" of an executable work include
anything, other
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than the work as a whole, that (a) is included in the normal
form of

packaging a Major Component, but which is not part of that
Major

Component, and (b) serves only to enable use of the work with
that

Major Component, or to implement a Standard Interface for
which an

implementation is available to the public in source code form.
 A

"Major Component", in this context, means a major essential
component

(kernel, window system, and so on) of the specific operating
system

(if any) on which the executable work runs, or a compiler used
to

produce the work, or an object code interpreter used to run
it.

  The "Corresponding Source" for a work in object code form
means all

the source code needed to generate, install, and (for an
executable

work) run the object code and to modify the work, including
scripts to

control those activities.  However, it does not include the
work's

System Libraries, or general-purpose tools or generally
available free

programs which are used unmodified in performing those
activities but

which are not part of the work.  For example, Corresponding
Source

includes interface definition files associated with source
files for
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the work, and the source code for shared libraries and
dynamically

linked subprograms that the work is specifically designed to
require,

such as by intimate data communication or control flow between
those

subprograms and other parts of the work.

  The Corresponding Source need not include anything that
users

can regenerate automatically from other parts of the
Corresponding

Source.

  The Corresponding Source for a work in source code form is
that

same work.

  2. Basic Permissions.

  All rights granted under this License are granted for the
term of

copyright on the Program, and are irrevocable provided the
stated

conditions are met.  This License explicitly affirms your
unlimited

permission to run the unmodified Program.  The output from
running a

covered work is covered by this License only if the output,
given its

content, constitutes a covered work.  This License
acknowledges your

rights of fair use or other equivalent, as provided by
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copyright law.

  You may make, run and propagate covered works that you do
not

convey, without conditions so long as your license otherwise
remains

in force.  You may convey covered works to others for the sole
purpose

of having them make modifications exclusively for you, or
provide you

with facilities for running those works, provided that you
comply with

the terms of this License in conveying all material for which
you do

not control copyright.  Those thus making or running the
covered works

for you must do so exclusively on your behalf, under your
direction

and control, on terms that prohibit them from making any
copies of

your copyrighted material outside their relationship with you.

  Conveying under any other circumstances is permitted solely
under

the conditions stated below.  Sublicensing is not allowed;
section 10

makes it unnecessary.

  3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention
Law.

  No covered work shall be deemed part of an effective
technological
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measure under any applicable law fulfilling obligations under
article

11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996,
or

similar laws prohibiting or restricting circumvention of such

measures.

  When you convey a covered work, you waive any legal power to
forbid

circumvention of technological measures to the extent such
circumvention

is effected by exercising rights under this License with
respect to

the covered work, and you disclaim any intention to limit
operation or

modification of the work as a means of enforcing, against the
work's

users, your or third parties' legal rights to forbid
circumvention of

technological measures.

  4. Conveying Verbatim Copies.

  You may convey verbatim copies of the Program's source code
as you

receive it, in any medium, provided that you conspicuously and

appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice;

keep intact all notices stating that this License and any

non-permissive terms added in accord with section 7 apply to
the code;

keep intact all notices of the absence of any warranty; and
give all
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recipients a copy of this License along with the Program.

  You may charge any price or no price for each copy that you
convey,

and you may offer support or warranty protection for a fee.

  5. Conveying Modified Source Versions.

  You may convey a work based on the Program, or the
modifications to

produce it from the Program, in the form of source code under
the

terms of section 4, provided that you also meet all of these
conditions:

    a) The work must carry prominent notices stating that you
modified

    it, and giving a relevant date.

    b) The work must carry prominent notices stating that it
is

    released under this License and any conditions added under
section

    7.  This requirement modifies the requirement in section 4
to

    "keep intact all notices".

    c) You must license the entire work, as a whole, under
this

    License to anyone who comes into possession of a copy. 
This



WonderLookPro

287 / 317

    License will therefore apply, along with any applicable
section 7

    additional terms, to the whole of the work, and all its
parts,

    regardless of how they are packaged.  This License gives
no

    permission to license the work in any other way, but it
does not

    invalidate such permission if you have separately received
it.

    d) If the work has interactive user interfaces, each must
display

    Appropriate Legal Notices; however, if the Program has
interactive

    interfaces that do not display Appropriate Legal Notices,
your

    work need not make them do so.

  A compilation of a covered work with other separate and
independent

works, which are not by their nature extensions of the covered
work,

and which are not combined with it such as to form a larger
program,

in or on a volume of a storage or distribution medium, is
called an

"aggregate" if the compilation and its resulting copyright are
not

used to limit the access or legal rights of the compilation's
users

beyond what the individual works permit.  Inclusion of a
covered work

in an aggregate does not cause this License to apply to the
other
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parts of the aggregate.

  6. Conveying Non-Source Forms.

  You may convey a covered work in object code form under the
terms

of sections 4 and 5, provided that you also convey the

machine-readable Corresponding Source under the terms of this
License,

in one of these ways:

    a) Convey the object code in, or embodied in, a physical
product

    (including a physical distribution medium), accompanied by
the

    Corresponding Source fixed on a durable physical medium

    customarily used for software interchange.

    b) Convey the object code in, or embodied in, a physical
product

    (including a physical distribution medium), accompanied by
a

    written offer, valid for at least three years and valid
for as

    long as you offer spare parts or customer support for that
product

    model, to give anyone who possesses the object code either
(1) a

    copy of the Corresponding Source for all the software in
the

    product that is covered by this License, on a durable
physical
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    medium customarily used for software interchange, for a
price no

    more than your reasonable cost of physically performing
this

    conveying of source, or (2) access to copy the

    Corresponding Source from a network server at no charge.

    c) Convey individual copies of the object code with a copy
of the

    written offer to provide the Corresponding Source.  This

    alternative is allowed only occasionally and
noncommercially, and

    only if you received the object code with such an offer,
in accord

    with subsection 6b.

    d) Convey the object code by offering access from a
designated

    place (gratis or for a charge), and offer equivalent
access to the

    Corresponding Source in the same way through the same
place at no

    further charge.  You need not require recipients to copy
the

    Corresponding Source along with the object code.  If the
place to

    copy the object code is a network server, the
Corresponding Source

    may be on a different server (operated by you or a third
party)

    that supports equivalent copying facilities, provided you
maintain

    clear directions next to the object code saying where to
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find the

    Corresponding Source.  Regardless of what server hosts the

    Corresponding Source, you remain obligated to ensure that
it is

    available for as long as needed to satisfy these
requirements.

    e) Convey the object code using peer-to-peer transmission,
provided

    you inform other peers where the object code and
Corresponding

    Source of the work are being offered to the general public
at no

    charge under subsection 6d.

  A separable portion of the object code, whose source code is
excluded

from the Corresponding Source as a System Library, need not be

included in conveying the object code work.

  A "User Product" is either (1) a "consumer product", which
means any

tangible personal property which is normally used for
personal, family,

or household purposes, or (2) anything designed or sold for
incorporation

into a dwelling.  In determining whether a product is a
consumer product,

doubtful cases shall be resolved in favor of coverage.  For a
particular

product received by a particular user, "normally used" refers
to a

typical or common use of that class of product, regardless of
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the status

of the particular user or of the way in which the particular
user

actually uses, or expects or is expected to use, the product.
 A product

is a consumer product regardless of whether the product has
substantial

commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses
represent

the only significant mode of use of the product.

  "Installation Information" for a User Product means any
methods,

procedures, authorization keys, or other information required
to install

and execute modified versions of a covered work in that User
Product from

a modified version of its Corresponding Source.  The
information must

suffice to ensure that the continued functioning of the
modified object

code is in no case prevented or interfered with solely because

modification has been made.

  If you convey an object code work under this section in, or
with, or

specifically for use in, a User Product, and the conveying
occurs as

part of a transaction in which the right of possession and use
of the

User Product is transferred to the recipient in perpetuity or
for a

fixed term (regardless of how the transaction is
characterized), the
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Corresponding Source conveyed under this section must be
accompanied

by the Installation Information.  But this requirement does
not apply

if neither you nor any third party retains the ability to
install

modified object code on the User Product (for example, the
work has

been installed in ROM).

  The requirement to provide Installation Information does not
include a

requirement to continue to provide support service, warranty,
or updates

for a work that has been modified or installed by the
recipient, or for

the User Product in which it has been modified or installed. 
Access to a

network may be denied when the modification itself materially
and

adversely affects the operation of the network or violates the
rules and

protocols for communication across the network.

  Corresponding Source conveyed, and Installation Information
provided,

in accord with this section must be in a format that is
publicly

documented (and with an implementation available to the public
in

source code form), and must require no special password or key
for

unpacking, reading or copying.
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  7. Additional Terms.

  "Additional permissions" are terms that supplement the terms
of this

License by making exceptions from one or more of its
conditions.

Additional permissions that are applicable to the entire
Program shall

be treated as though they were included in this License, to
the extent

that they are valid under applicable law.  If additional
permissions

apply only to part of the Program, that part may be used
separately

under those permissions, but the entire Program remains
governed by

this License without regard to the additional permissions.

  When you convey a copy of a covered work, you may at your
option

remove any additional permissions from that copy, or from any
part of

it.  (Additional permissions may be written to require their
own

removal in certain cases when you modify the work.)  You may
place

additional permissions on material, added by you to a covered
work,

for which you have or can give appropriate copyright
permission.

  Notwithstanding any other provision of this License, for
material you
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add to a covered work, you may (if authorized by the copyright
holders of

that material) supplement the terms of this License with
terms:

    a) Disclaiming warranty or limiting liability differently
from the

    terms of sections 15 and 16 of this License; or

    b) Requiring preservation of specified reasonable legal
notices or

    author attributions in that material or in the Appropriate
Legal

    Notices displayed by works containing it; or

    c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that
material, or

    requiring that modified versions of such material be
marked in

    reasonable ways as different from the original version; or

    d) Limiting the use for publicity purposes of names of
licensors or

    authors of the material; or

    e) Declining to grant rights under trademark law for use
of some

    trade names, trademarks, or service marks; or

    f) Requiring indemnification of licensors and authors of
that



WonderLookPro

295 / 317

    material by anyone who conveys the material (or modified
versions of

    it) with contractual assumptions of liability to the
recipient, for

    any liability that these contractual assumptions directly
impose on

    those licensors and authors.

  All other non-permissive additional terms are considered
"further

restrictions" within the meaning of section 10.  If the
Program as you

received it, or any part of it, contains a notice stating that
it is

governed by this License along with a term that is a further

restriction, you may remove that term.  If a license document
contains

a further restriction but permits relicensing or conveying
under this

License, you may add to a covered work material governed by
the terms

of that license document, provided that the further
restriction does

not survive such relicensing or conveying.

  If you add terms to a covered work in accord with this
section, you

must place, in the relevant source files, a statement of the

additional terms that apply to those files, or a notice
indicating

where to find the applicable terms.

  Additional terms, permissive or non-permissive, may be
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stated in the

form of a separately written license, or stated as exceptions;

the above requirements apply either way.

  8. Termination.

  You may not propagate or modify a covered work except as
expressly

provided under this License.  Any attempt otherwise to
propagate or

modify it is void, and will automatically terminate your
rights under

this License (including any patent licenses granted under the
third

paragraph of section 11).

  However, if you cease all violation of this License, then
your

license from a particular copyright holder is reinstated (a)

provisionally, unless and until the copyright holder
explicitly and

finally terminates your license, and (b) permanently, if the
copyright

holder fails to notify you of the violation by some reasonable
means

prior to 60 days after the cessation.

  Moreover, your license from a particular copyright holder is

reinstated permanently if the copyright holder notifies you of
the

violation by some reasonable means, this is the first time you
have
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received notice of violation of this License (for any work)
from that

copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days
after

your receipt of the notice.

  Termination of your rights under this section does not
terminate the

licenses of parties who have received copies or rights from
you under

this License.  If your rights have been terminated and not
permanently

reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the
same

material under section 10.

  9. Acceptance Not Required for Having Copies.

  You are not required to accept this License in order to
receive or

run a copy of the Program.  Ancillary propagation of a covered
work

occurring solely as a consequence of using peer-to-peer
transmission

to receive a copy likewise does not require acceptance. 
However,

nothing other than this License grants you permission to
propagate or

modify any covered work.  These actions infringe copyright if
you do

not accept this License.  Therefore, by modifying or
propagating a

covered work, you indicate your acceptance of this License to
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do so.

  10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

  Each time you convey a covered work, the recipient
automatically

receives a license from the original licensors, to run, modify
and

propagate that work, subject to this License.  You are not
responsible

for enforcing compliance by third parties with this License.

  An "entity transaction" is a transaction transferring
control of an

organization, or substantially all assets of one, or
subdividing an

organization, or merging organizations.  If propagation of a
covered

work results from an entity transaction, each party to that

transaction who receives a copy of the work also receives
whatever

licenses to the work the party's predecessor in interest had
or could

give under the previous paragraph, plus a right to possession
of the

Corresponding Source of the work from the predecessor in
interest, if

the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

  You may not impose any further restrictions on the exercise
of the

rights granted or affirmed under this License.  For example,
you may
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not impose a license fee, royalty, or other charge for
exercise of

rights granted under this License, and you may not initiate
litigation

(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that

any patent claim is infringed by making, using, selling,
offering for

sale, or importing the Program or any portion of it.

  11. Patents.

  A "contributor" is a copyright holder who authorizes use
under this

License of the Program or a work on which the Program is
based.  The

work thus licensed is called the contributor's "contributor
version".

  A contributor's "essential patent claims" are all patent
claims

owned or controlled by the contributor, whether already
acquired or

hereafter acquired, that would be infringed by some manner,
permitted

by this License, of making, using, or selling its contributor
version,

but do not include claims that would be infringed only as a

consequence of further modification of the contributor
version.  For

purposes of this definition, "control" includes the right to
grant

patent sublicenses in a manner consistent with the
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requirements of

this License.

  Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide,
royalty-free

patent license under the contributor's essential patent
claims, to

make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run,
modify and

propagate the contents of its contributor version.

  In the following three paragraphs, a "patent license" is any
express

agreement or commitment, however denominated, not to enforce a
patent

(such as an express permission to practice a patent or
covenant not to

sue for patent infringement).  To "grant" such a patent
license to a

party means to make such an agreement or commitment not to
enforce a

patent against the party.

  If you convey a covered work, knowingly relying on a patent
license,

and the Corresponding Source of the work is not available for
anyone

to copy, free of charge and under the terms of this License,
through a

publicly available network server or other readily accessible
means,

then you must either (1) cause the Corresponding Source to be
so
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available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit
of the

patent license for this particular work, or (3) arrange, in a
manner

consistent with the requirements of this License, to extend
the patent

license to downstream recipients.  "Knowingly relying" means
you have

actual knowledge that, but for the patent license, your
conveying the

covered work in a country, or your recipient's use of the
covered work

in a country, would infringe one or more identifiable patents
in that

country that you have reason to believe are valid.

  If, pursuant to or in connection with a single transaction
or

arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance
of, a

covered work, and grant a patent license to some of the
parties

receiving the covered work authorizing them to use, propagate,
modify

or convey a specific copy of the covered work, then the patent
license

you grant is automatically extended to all recipients of the
covered

work and works based on it.

  A patent license is "discriminatory" if it does not include
within

the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is

conditioned on the non-exercise of one or more of the rights
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that are

specifically granted under this License.  You may not convey a
covered

work if you are a party to an arrangement with a third party
that is

in the business of distributing software, under which you make
payment

to the third party based on the extent of your activity of
conveying

the work, and under which the third party grants, to any of
the

parties who would receive the covered work from you, a
discriminatory

patent license (a) in connection with copies of the covered
work

conveyed by you (or copies made from those copies), or (b)
primarily

for and in connection with specific products or compilations
that

contain the covered work, unless you entered into that
arrangement,

or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

  Nothing in this License shall be construed as excluding or
limiting

any implied license or other defenses to infringement that may

otherwise be available to you under applicable patent law.

  12. No Surrender of Others' Freedom.

  If conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or

otherwise) that contradict the conditions of this License,
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they do not

excuse you from the conditions of this License.  If you cannot
convey a

covered work so as to satisfy simultaneously your obligations
under this

License and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may

not convey it at all.  For example, if you agree to terms that
obligate you

to collect a royalty for further conveying from those to whom
you convey

the Program, the only way you could satisfy both those terms
and this

License would be to refrain entirely from conveying the
Program.

  13. Use with the GNU Affero General Public License.

  Notwithstanding any other provision of this License, you
have

permission to link or combine any covered work with a work
licensed

under version 3 of the GNU Affero General Public License into
a single

combined work, and to convey the resulting work.  The terms of
this

License will continue to apply to the part which is the
covered work,

but the special requirements of the GNU Affero General Public
License,

section 13, concerning interaction through a network will
apply to the

combination as such.
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  14. Revised Versions of this License.

  The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of

the GNU General Public License from time to time.  Such new
versions will

be similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to

address new problems or concerns.

  Each version is given a distinguishing version number.  If
the

Program specifies that a certain numbered version of the GNU
General

Public License "or any later version" applies to it, you have
the

option of following the terms and conditions either of that
numbered

version or of any later version published by the Free Software

Foundation.  If the Program does not specify a version number
of the

GNU General Public License, you may choose any version ever
published

by the Free Software Foundation.

  If the Program specifies that a proxy can decide which
future

versions of the GNU General Public License can be used, that
proxy's

public statement of acceptance of a version permanently
authorizes you

to choose that version for the Program.
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  Later license versions may give you additional or different

permissions.  However, no additional obligations are imposed
on any

author or copyright holder as a result of your choosing to
follow a

later version.

  15. Disclaimer of Warranty.

  THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY

APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT

HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY

OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO,

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR

PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM

IS WITH YOU.  SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF

ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

  16. Limitation of Liability.

  IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING

WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES
AND/OR CONVEYS
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THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY

GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE

USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF

DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD

PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS),

EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGES.

  17. Interpretation of Sections 15 and 16.

  If the disclaimer of warranty and limitation of liability
provided

above cannot be given local legal effect according to their
terms,

reviewing courts shall apply local law that most closely
approximates

an absolute waiver of all civil liability in connection with
the

Program, unless a warranty or assumption of liability
accompanies a

copy of the Program in return for a fee.

                     END OF TERMS AND CONDITIONS

            How to Apply These Terms to Your New Programs
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  If you develop a new program, and you want it to be of the
greatest

possible use to the public, the best way to achieve this is to
make it

free software which everyone can redistribute and change under
these terms.

  To do so, attach the following notices to the program.  It
is safest

to attach them to the start of each source file to most
effectively

state the exclusion of warranty; and each file should have at
least

the "copyright" line and a pointer to where the full notice is
found.

    <one line to give the program's name and a brief idea of
what it does.>

    Copyright (C) <year>  <name of author>

    This program is free software: you can redistribute it
and/or modify

    it under the terms of the GNU General Public License as
published by

    the Free Software Foundation, either version 3 of the
License, or

    (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be
useful,

    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of

    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See
the



WonderLookPro

308 / 317

    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public
License

    along with this program.  If not, see
<http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and
paper mail.

  If the program does terminal interaction, make it output a
short

notice like this when it starts in an interactive mode:

    <program>  Copyright (C) <year>  <name of author>

    This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for
details type `show w'.

    This is free software, and you are welcome to redistribute
it

    under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show
the appropriate

parts of the General Public License.  Of course, your
program's commands

might be different; for a GUI interface, you would use an
"about box".

  You should also get your employer (if you work as a
programmer) or school,

if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary.
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For more information on this, and how to apply and follow the
GNU GPL, see

<http://www.gnu.org/licenses/>.

  The GNU General Public License does not permit incorporating
your program

into proprietary programs.  If your program is a subroutine
library, you

may consider it more useful to permit linking proprietary
applications with

the library.  If this is what you want to do, use the GNU
Lesser General

Public License instead of this License.  But first, please
read

<http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

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

            GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

                Version 3, 29 June 2007

 Copyright c 2007 Free Software Foundation, Inc.
<http://fsf.org/>

 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this

 license document, but changing it is not allowed.

This version of the GNU Lesser General Public License
incorporates
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the terms and conditions of version 3 of the GNU General
Public

License, supplemented by the additional permissions listed
below.

0. Additional Definitions.

 As used herein, “this License” refers to version 3 of the GNU
Lesser

General Public License, and the “GNU GPL” refers to version 3
of the

GNU General Public License.

 “The Library” refers to a covered work governed by this
License,

other than an Application or a Combined Work as defined below.

 An “Application” is any work that makes use of an interface
provided

by the Library, but which is not otherwise based on the
Library.

Defining a subclass of a class defined by the Library is
deemed a mode

of using an interface provided by the Library.

 A “Combined Work” is a work produced by combining or linking
an

Application with the Library. The particular version of the
Library

with which the Combined Work was made is also called the
“Linked

Version”.
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 The “Minimal Corresponding Source” for a Combined Work means
the

Corresponding Source for the Combined Work, excluding any
source code

for portions of the Combined Work that, considered in
isolation, are

based on the Application, and not on the Linked Version.

 The “Corresponding Application Code” for a Combined Work
means the

object code and/or source code for the Application, including
any data

and utility programs needed for reproducing the Combined Work
from the

Application, but excluding the System Libraries of the
Combined Work.

1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.

 You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this
License

without being bound by section 3 of the GNU GPL.

2. Conveying Modified Versions.

 If you modify a copy of the Library, and, in your
modifications, a

facility refers to a function or data to be supplied by an
Application

that uses the facility (other than as an argument passed when
the
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facility is invoked), then you may convey a copy of the
modified

version:

    a) under this License, provided that you make a good faith
effort

    to ensure that, in the event an Application does not
supply the

    function or data, the facility still operates, and
performs

    whatever part of its purpose remains meaningful, or

    b) under the GNU GPL, with none of the additional
permissions of

    this License applicable to that copy.

3. Object Code Incorporating Material from Library Header
Files.

 The object code form of an Application may incorporate
material from

a header file that is part of the Library. You may convey such
object

code under terms of your choice, provided that, if the
incorporated

material is not limited to numerical parameters, data
structure

layouts and accessors, or small macros, inline functions and
templates

(ten or fewer lines in length), you do both of the following:

    a) Give prominent notice with each copy of the object code
that
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    the Library is used in it and that the Library and its use
are

    covered by this License.

    b) Accompany the object code with a copy of the GNU GPL
and this

    license document.

4. Combined Works.

 You may convey a Combined Work under terms of your choice
that, taken

together, effectively do not restrict modification of the
portions of

the Library contained in the Combined Work and reverse
engineering for

debugging such modifications, if you also do each of the
following:

    a) Give prominent notice with each copy of the Combined
Work that

    the Library is used in it and that the Library and its use
are

    covered by this License.

    b) Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL
and this

    license document.

    c) For a Combined Work that displays copyright notices
during



WonderLookPro

314 / 317

    execution, include the copyright notice for the Library
among

    these notices, as well as a reference directing the user
to the

    copies of the GNU GPL and this license document.

    d) Do one of the following:

        0) Convey the Minimal Corresponding Source under the
terms of

        this License, and the Corresponding Application Code
in a form

        suitable for, and under terms that permit, the user to

        recombine or relink the Application with a modified
version of

        the Linked Version to produce a modified Combined
Work, in the

        manner specified by section 6 of the GNU GPL for
conveying

        Corresponding Source.

        1) Use a suitable shared library mechanism for linking
with

        the Library. A suitable mechanism is one that (a) uses
at run

        time a copy of the Library already present on the
user's

        computer system, and (b) will operate properly with a
modified

        version of the Library that is interface-compatible
with the

        Linked Version.
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    e) Provide Installation Information, but only if you would

    otherwise be required to provide such information under
section 6

    of the GNU GPL, and only to the extent that such
information is

    necessary to install and execute a modified version of the

    Combined Work produced by recombining or relinking the
Application

    with a modified version of the Linked Version. (If you use
option

    4d0, the Installation Information must accompany the
Minimal

    Corresponding Source and Corresponding Application Code.
If you

    use option 4d1, you must provide the Installation
Information in

    the manner specified by section 6 of the GNU GPL for
conveying

    Corresponding Source.)

5. Combined Libraries.

 You may place library facilities that are a work based on the
Library

side by side in a single library together with other library

facilities that are not Applications and are not covered by
this

License, and convey such a combined library under terms of
your

choice, if you do both of the following:

    a) Accompany the combined library with a copy of the same
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work

    based on the Library, uncombined with any other library

    facilities, conveyed under the terms of this License.

    b) Give prominent notice with the combined library that
part of

    it is a work based on the Library, and explaining where to
find

    the accompanying uncombined form of the same work.

6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.

 The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions

of the GNU Lesser General Public License from time to time.
Such new

versions will be similar in spirit to the present version, but
may

differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the
Library

as you received it specifies that a certain numbered version
of the

GNU Lesser General Public License “or any later version”
applies to

it, you have the option of following the terms and conditions
either

of that published version or of any later version published by
the

Free Software Foundation. If the Library as you received it
does not
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specify a version number of the GNU Lesser General Public
License,

you may choose any version of the GNU Lesser General Public
License

ever published by the Free Software Foundation.

If the Library as you received it specifies that a proxy can
decide

whether future versions of the GNU Lesser General Public
License shall

apply, that proxy's public statement of acceptance of any
version is

permanent authorization for you to choose that version for the
Library.
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