
CalMAN Professional Software CalMAN Ultimate CalMAN Video Pro CalMAN Studio

AutoCal (コンシューマDisplayのサポート） ✔ ✔ ✔

AutoCal (studio displaysのサポート) ✔ ✔

マニュアル・キャリブレーション・ワークフロー ✔ ✔ ✔

ビルトイン・レポート(pdf出力） ✔ ✔ ✔

カスタム・レポート(pdf出力） ✔

Workflows for analysis of display results ✔ ✔ ✔

カスタムワークフロー ✔

ワークフローのデザイン機能 ✔

3D LUTファイル作成 (cube generator) ✔ ✔

研究開発レベルのハイエンドspectroradiometersサポート ✔

研究開発レベルのハイエンド pattern generatorsサポート ✔

Netflix ワークフローとレポート ✔

ビデオ・ウォール・キャリブレーション (display matching workflow) ✔ ✔

ホームシアター向けvideo processors(*) ✔ ✔

エンタープライズ　ライセンス　オプション ✔

Planar Clarity Matrix ビデオ・ウォール・キャリブレーション ✔

付属するClient3プロファイラー・マネージャーのライセンス数 10 3 3

CalMANプロダクト主な機能比較


Sheet2

				Product Comparison

				Professional Calibration Software

				CalMAN Professional Software		CalMAN Ultimate		CalMAN Video Pro		CalMAN Studio

				AutoCal (supported consumer displays)		✔		✔		✔

				AutoCal (supported studio displays)		✔

				Manual calibration workflows		✔		✔		✔

				Built-in reports		✔		✔		✔

				Custom reports		✔

				Workflows for analysis of display results		✔		✔		✔

				Custom workflows		✔

				Workflow designer mode (design mode)		✔

				3D LUT file generation (cube generator)		✔				✔

				Color-laboratory-grade spectroradiometers		✔

				Color-laboratory-grade pattern generators		✔

				Netflix workflows and reports		✔

				Video wall calibration (display matching workflow)		✔		✔

				Home theater video processors(*)		✔		✔

				Enterprise licensing options		✔

				Planar Clarity Matrix video wall calibration		✔

				Included Client3 profile manager Licenses		10		3		3





Sheet3

				CalMAN プロダクト比較表 ヒカク ヒョウ

				Professional Calibration Software

				CalMAN Professional Software		CalMAN Ultimate		CalMAN Video Pro		CalMAN Studio

				AutoCal (コンシューマDisplayのサポート）		✔		✔		✔

				AutoCal (studio displaysのサポート)		✔				✔

				マニュアル・キャリブレーション・ワークフロー		✔		✔		✔

				ビルトイン・レポート(pdf出力） シュツリョク		✔		✔		✔

				カスタム・レポート(pdf出力）		✔

				Workflows for analysis of display results		✔		✔		✔

				カスタムワークフロー		✔

				ワークフローのデザイン機能 キノウ		✔

				3D LUTファイル作成 (cube generator) サクセイ		✔				✔

				研究開発レベルのハイエンドspectroradiometersサポート ケンキュウ カイハツ		✔

				研究開発レベルのハイエンド pattern generatorsサポート		✔

				Netflix ワークフローとレポート		✔

				ビデオ・ウォール・キャリブレーション (display matching workflow)		✔		✔

				ホームシアター向けvideo processors(*) ム		✔		✔

				エンタープライズ　ライセンス　オプション		✔

				Planar Clarity Matrix ビデオ・ウォール・キャリブレーション		✔

				付属するClient3プロファイラー・マネージャーのライセンス数 フゾク スウ		10		3		3

				(*)国内未発売 コクナイ ミハツバイ
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				仕様		i1 Pro 3 Plus仕様		i1 Pro 2仕様

				分光エンジン		分光波長のチェック機能が搭載されたi1® テクノロジー（128ピクセルのダイオード アレー付きホログラフィック回折格子）		分光波長のチェック機能が搭載されたi1® テクノロジー（128ピクセルのダイオード アレー付きホログラフィック回折格子）

				測定波長範囲		380 - 730 nm		380 - 730 nm

				サンプリング間隔		3.5nm		3.5nm

				光学分解能		10nm		10nm

				分光出力		10nmステップで380-730nm		10nmステップで380-730nm

				スキャニングモードにおける測定周波数		400回測定/秒		200回測定/秒

				オプティクス

				光学幾何条件		45°/0° リング照明レンズ、ISO 13655:2017		45°/0° リング照明レンズ、ISO 13655:2009

				測定アパーチャー		直径 12 mm（有効測定径はパッチサイズおよび測定速度に依存します		直径 4.5 mm（有効測定径はパッチサイズおよび測定速度に依存します

				照明スポットサイズ		8 mm		3.5 mm

				光源		LEDランプ（UV 含む）		ガス充填式タングステンランプ（イルミナント タイプA）およびUV LED

				反射率測定		分光反射率		分光反射率

				測定条件		UV光成分を含む - ISO 13655:2017測定条件M0		UV光成分を含む - ISO 13655:2009測定条件M0

						D50 - ISO 13655:2017測定条件M1		D50 - ISO 13655:2009測定条件M1

						UV除去フィルタ - ISO 13655:2017測定条件M2		UV除去フィルタ - ISO 13655:2009測定条件M2

						偏光フィルタ - ISO 13655:2017測定条件M3

				OBC		i1Profilerソフトウェアによる蛍光増白剤補正（OBC）		i1Profilerソフトウェアによる蛍光増白剤補正（OBC）

				キャリブレーション		付属の白色セラミック校正板による手動キャリブレーション		付属の白色セラミック校正板による手動キャリブレーション

				測定バッキング		白色、ISO 13655:2017; バッキングボード上の測定		白色、ISO 13655:2009; バッキングボード上の測定

				最大の用紙の厚さ				バッキングボード上で3 mm

				スポットモード		14 x 14mm（幅 x 高さ）		7 x 7 mm（幅 x 高さ）

						14 x 14mm（幅 x 高さ）M3モード

				スキャニングモード		16 x 16 mm（幅 x 高さ）センサールーラー付き		7 x 8 mm（幅 x 高さ）、センサールーラー付き

						20 x 16 mm（幅 x 高さ）センサールーラー付きM3モード

				i1iO使用時		16 x 16 mm（幅 x 高さ）		6 x 8 mm（幅 x 高さ）

						22 x 16 mm（幅 x 高さ）M3モード

				最大スキャン幅		515mm		260mm

				器差		0.4 ΔE00平均、 1.0 ΔE00 最大（ 23゜C環境下でのBCRAタイル12色（D50、2゜）のエックスライト社基準値からの偏差）		0.4 ΔE94* 平均、 1.0 ΔE94* 最大（ 23゜C環境下でのBCRAタイル12色（D50、2゜）のエックスライト社基準値からの偏差）

				短期反復性		0.1ΔE94*　白色（D50, 2°、白色上で3秒ごとに10回測定した平均）		0.1ΔE94*　白色（D50, 2°、白色上で3秒ごとに10回測定した平均）

				発光測定		分光放射輝度（mW/nm/m2 /sr）、輝度（cd/m2）		分光放射輝度（mW/nm/m2 /sr）、輝度（cd/m2）

				測定範囲		通常のLCDモニタ上で0.2 - 5000 cd/m2		通常のLCDモニタ上で0.2 - 1200 cd/m2

				短期反復性		通常x,y ±0.002 (5000 K、80 cd/m2)		通常x,y ±0.002 (5000 K、80 cd/m2)

				スポットサイズ		8mm		1.5mm

				環境光測定		分光放射照度[mW/nm/m2]、照度 [lux] コサイン補正拡散照明測定ヘッド		分光放射照度[mW/nm/m2]、照度 [lux] コサイン補正拡散照明測定ヘッド

				インターフェース		USB1.1		USB1.1

				形状

				本体		LxWxH 162 ㎜x69 mmx64 mm

				ルーラー		LxW 591 mm x 122 mm

				バッキングボード		LxW 670 mmx452 mm

				重量（本体）		285g







Sheet5

				仕様		i1 Pro 3 Plus仕様

				分光エンジン		分光波長のチェック機能が搭載されたi1® テクノロジー（128ピクセルのダイオード アレー付きホログラフィック回折格子）

				測定波長範囲		380 - 730 nm

				サンプリング間隔		3.5nm

				光学分解能		10nm

				分光出力		10nmステップで380-730nm

				スキャニングモードにおける測定周波数		400回測定/秒

				オプティクス

				光学幾何条件		45°/0° リング照明レンズ、ISO 13655:2017

				測定アパーチャー		直径 12 mm（有効測定径はパッチサイズおよび測定速度に依存します

				照明スポットサイズ		8 mm

				光源		LEDランプ（UV 含む）

				反射率測定		分光反射率

				測定条件		UV光成分を含む - ISO 13655:2017測定条件M0

						D50 - ISO 13655:2017測定条件M1

						UV除去フィルタ - ISO 13655:2017測定条件M2

						偏光フィルタ - ISO 13655:2017測定条件M3

				キャリブレーション		付属の白色セラミック校正板による手動キャリブレーション

				測定バッキング		白色、ISO 13655:2017; バッキングボード上の測定

				器差		0.4 ΔE00平均、 1.0 ΔE00 最大（ 23゜C環境下でのBCRAタイル12色（D50、2゜）のエックスライト社基準値からの偏差）

				短期反復性		0.1ΔE94*　白色（D50, 2°、白色上で3秒ごとに10回測定した平均）

				発光測定		分光放射輝度（mW/nm/m2 /sr）、輝度（cd/m2）

				測定範囲		通常のLCDモニタ上で0.2 - 5000 cd/m2

				短期反復性		通常x,y ±0.002 (5000 K、80 cd/m2)

				スポットサイズ		8mm

				環境光測定		分光放射照度[mW/nm/m2]、照度 [lux] コサイン補正拡散照明測定ヘッド

				インターフェース		USB1.1

				形状

				本体		LxWxH 162 ㎜x69 mmx64 mm

				ルーラー		LxW 591 mm x 122 mm

				バッキングボード		LxW 670 mmx452 mm

				重量（本体）		285g
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