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Phase One、Capture One Pro10 をリリース
イメージ編集の未来へ万全の準備―より高速でパワフルな体験
コペンハーゲン、2016 年 12 月 1 日 – 本日、Phase One は Capture One Pro 10 をリリー
スします。これは世界初の RAW 変換およびイメージ編集ソフトウェアのメジャーリ
リースとなります。 プロフォトグラファーや愛好家の広範囲な用途をサポートする
べく設計された Capture One PRO は 400 種類以上のデジタルカメラから鮮明なカラー
とディテールのレンダリングで知られ、高い評価を受けています。 今回、お客様か
らのフィードバックに基づき、Capture One Pro 10 はインターフェイスの改善や内部
調整機能など、最も高速で信頼性が高くパワフルな性能を備えたエキサイティング
な新機能を搭載し、優れたユーザーエクスペリエンスで注目を集めます。
www.phaseone.com/ten
Capture One Pro 10 のハイライトは以下の通りです:
•

ユーザーエクスペリエンスの改善 より高速なブラウジング、ズーミング、パン
ニングを実現。イメージサイズ 100%でもイメージ間の切り替えが簡単に行なえ
ます。 また、新たなデフォルト・ワークスペースでは初めて使う方々にも使い
やすくデザインされています。

•

3 ステップのイメージシャープニングによりさらに調整しやすく。
o

新たなレンズツールオプションは回折により失われたイメージのシャー
プネスを回復します。

o

ユーザー定義のクリエイティブ・シャープニング（新たにハロ コントロ
ールスライダーと描画アルゴリズムを採用）は、イメージ全体またはイ
メージの中の必要な箇所のみを鮮明化するオプションをフォトグラファ
ーに提供します。

o

現像レシピツールの出力シャープニング設定により、ユーザーは印刷イ
メージのシャープニングの最終出力イメージを距離（大きさ）を指定す
ることができます。

•

スクリーンプルーフィング 拡張プルーフモードでは、RAW の変換プロセスか
ら推測を排除します。ユーザーはビューアーパネルから最終的なサイズ、解像
度、カラー、圧縮方法、イメージのシャープネスをシミュレートすることがで
きます。 これは、ウェブ用の小さなファイルやイメージ圧縮クオリティの最適
化などに便利です。

•

将来を見据えたイメージ編集：ビデオグレーディングパネルからヒントを得て、
ユーザーは Tangent パネルシステムを通して Capture One Pro に直接アクセスす
ることができるようになりました。 完全に統合されたパネルは、カラーとイメ
ージの詳細な調整ができる文字通り新しいインターフェイスで、エディターが
アプリケーションに入力しているのを「感じる」ように、マスターモニターを
見ながら高速に複数のインプットコマンドを同時に行うことができます。
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•

テザーカメラ用のカメラフォーカスツールモジュールは、特に製品、静止生物、
マクロ、文化遺産撮影プロジェクトに便利です。

ジェームス・ジョンソン – Phase One ソフトウェプロダクトマネージャーは次のよう
に述べています。「速度と信頼性が向上した Capture One Pro 10 は、ユーザーの皆様
が望む通りの結果が出せるよう、ユーザー体験の大幅な向上を目指して開発してい
ます。イメージ調整オプションは全く新しいレベルに入りました。 今回のリリース
で、市場で最もパワフルで応答性に優れユーザーがカスタマイズ可能なイメージプ
ロセッサーを提供していると信じています。」
新機能一覧
•

3 ステップシャープニングツール（上記参照）

•

出力プルーフィング（上記参照）

•

新たなデフォルトの直感的ワークスペース（上記参照）

•

テザーカメラ用フォーカスツールモジュール（上記参照）

•

Tangent パネルとの完全統合（上記参照）

•

新しい表示フィルターオプション：イメージの向きによる検索

•

JPEG 出力サイズ / クオリティ最適化

•

カタログ内のフォルダーの移動

•

編集可能なファイルタイプを拡張した（X-Trans を含む）オートマスク

•

圧縮 RAW とフジカメラのサポートを改善

•

ハードウェアアクセラレーション- OpenCL がデフォルトで有効になりました。

•

100MP 用ストライプ削減 LCC

•

最適化された LCC 作成

•

コンピューターID 管理によるアクティベーション

•

Apple スクリプト – 新プロパティ ( Mac のみ )

新たなカメラおよびレンズのサポート
次のカメラのサポートを新たにご利用いただけます。Olympus E-M1 mk-II、Sony
RX100M5、Sony A6500
次のレンズプロフィールのサポートを新たにご利用いただけます。Sony FE 70-200
mm、Sony F4 G OSS、Carl Zeiss Sonnar T* FE 55 mm F1.8 ZA
新たにサポートされるカメラとレンズの詳細な一覧は次のドキュメントセクション
のリリースノートをご覧ください：www.phaseone.com/download
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出荷時期と価格
Mac および Windows 用の Capture One Pro 10 は www.phaseone.com/store でオンライン
で、または www.phaseone.com/partners の世界中の正規代理店でお求めいただけます。
30 日間無償トライアルは www.phaseone.com/download からお申込みください
Capture One Pro 8 および 9 をお持ちの方は、99 ドルまたは 99 ユーロでアップグレー
ドが可能です。 2016 年 11 月 1 日以降に Capture One Pro 9 をお買い上げいただいたお
客様には猶予期間として、無料でアップグレードすることができます。 資格のある
お客様は、すでにお持ちのライセンスキーを使用して www.phaseone.com/download で
すぐにアップグレードできます。
新規のお客様は Capture One Pro 10 を 299 ドルまたは 279 ユーロでお求めいただけま
す。 Capture One Pro はサブスクリプションでもお求めいただけます。 Capture One
Pro (8 および 9)をサブスクリプションで契約されているお客様は新しい Capture One
Pro 10 のリリースをダウンロードしていただけます。 シングルユーザー・サブスク
リプションは 12 か月プランで月額 15 ドルまたは 12 ユーロです。 すべてのサブスク
リプションのオプションは www.phaseone.com/store でご覧ください。

Phase One 社について
Phase One 社はプロのフォトグラファーおよび産業用アプリケーション用のミディア
ムフォーマットデジタル写真システムおよびイメージ・ソリューションを提供する
世界をリードするプロバイダーです。 1990 年代初頭に創立された Phase One 社はイ
メージ品質の卓越性と創造の自由に献身的に情熱を傾ける真のデジタル写真撮影の
先駆者です。 Phase One のエンジニアリングとデザインの専門知識から、高解像度の
カメラシステムから高度なソフトウェアに至るまで、フォトグラファーの作業性を
向上させ RAW ファイル編集が可能なイメージ処理の傑作が誕生しました。 Phase
One のハードウェア、ソフトウェアの統合を最適化する知識と能力は、数々の賞を
受賞しプロのフォトグラファーに広く支持されている Capture One Pro によって明確
に示されています。
Phase One Industrial は、航空イメージ撮影から文化遺産保護、地図作成から美術や文
書の貴重な作品の保全に至るまでの産業用アプリケーションのイメージ処理の精度
に重点を置いています。
今日、ミディアムフォーマットカメラシステムのサプライチェーンのあらゆる側面
をコントロールする Phase One は、世界中のフォトグラファーやイメージ処理の専門
家が活躍し妥協することなくクリエイティブなビジョンの実現を手助けします。
デンマークのコペンハーゲンに本社を置き、スカンジナビア半島の卓越したデザイ
ンに対する高い要求に応えるために Phase One は最高のイメージ品質とユーザーエク
ペリエンスを提供するために尽力しています。 ニューヨーク、ロンドン、東京、ケ
ルン、香港、上海、テルアビブに支社を持ち、グローバルパートナーの専門家チー
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ムを擁する Phase One は、 世界中のお客様へのサービス提供とサポートに取り組ん
でいます。
Phase One と Capture One は Phase One A/S の登録商標です。 すべての製品名は、各社
の商標または登録商標です。
Capture One Pro に関する情報は以下をご覧ください。
http://www.captureonepro.com
Facebook ：http://www.facebook.com/CaptureOnePro/
Instagram： https://www.instagram.com/CaptureOnePro/
YouTube： https://www.youtube.com/c/phaseone
LinkedIn ： https://www.linkedin.com/company/phase-one
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