
SmokeとLustreを活用して、他のシステ
ムでは実現できない、クリエイティブな新し
いサービスを提供できるようになりました。
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The Rise of an Empire.

概要
Empire Design 社は 1996 年に映画ポスター
の制作会社として設立された後、作品が評判
を呼び、クライアントから予告編の制作を打診
されるようになりました。そして、未経験の分野
である予告編制作への挑戦を決断したので
す。現在はロンドンとニューヨークに本拠を置
き、話題映画のポスターと、魅力的で説得力の
ある予告編の両方を制作しています。最近では
「ハムナプトラ 3  呪われた皇帝の秘宝」や 

007 シリーズの新作「007／慰めの報酬」のポ
スター、「ボーン・アルティメイタム」「ラストキ
ング・オブ・スコットランド」「無ケーカクの命
中男／ノックトアップ」などの予告編を制作し
ました。クライアントには Universal Pictures、
Pathé、FOX Searchlight、Working Title、
Momentum Pictures、Sony Pictures 

International などが名を連ねています。

Empire Design 社の予告編テクニカルディレ
クター、オンラインエディター、カラーリストで
ある Timon Mahony 氏は、スタッフには The 

Dark Lordのニックネームで親しまれ、ロンド
ンの充実した編集施設で Autodesk® Smoke® 

と Autodesk® Lustre® を活用し、フィーチャー
フィルムの予告編を制作しています。

挑戦：ワークフロー変革へのきっかけ
「予告編制作ビジネスにおいて大きな変革を
経験してきました。」と Mahony 氏は語りま
す。「2001 年頃までは全てがオプティカル処理
で行われていました。つまり、場面転換する全
ての箇所でネガフィルムをカットしてつなぎ、
プリントしなければなりませんでした。要求さ
れる品質の実現にはそれが唯一の方法だった
のです。やがて、HD編集が可能な新たなマシ

ンの波が映画市場に押し寄せ、予告編を作る
私達も HD マスターを使って作業できるように
なりました。複雑な場面転換や合成を取り入れ
て編集し、ファイルにレンダリングして、35 ミ
リフィルムに出力します。オプティカルでは何
週間もかかっていた作業が、突然、マスターの
作成とほとんど同時にオフラインでコンフォー
ムできるようになったのです。まったく新しく、
従来よりはるかに優れたやり方でした。」

Empire 社の事業が成長を続けるうちに、映画
業界ではデジタルインターメディエイト（DI）
の導入が始まり、予告編も 2K 環境での制作
案件が増加しました。また次第にオンラインや
グレーディングなどの社内で対応できず外部
に発注しなければならないサービスへの需要
が高くなってきました。そこで、社内で行う作業
分と予算をより多く確保し、さらに重要な点と
して、クリエイティブな作業により多くの時間を
費やせるようにするため、システムの入れ替え
やアップグレードについて検討を始めました。

ソリューション
「その時点で、2K 以上の作業に対応できる
独自の設備が必要だと分かっていました。私
はそれまでにいろいろな製品を使った経験を
踏まえ、改めて市場では何が求められている
かを見極める努力をしました。熟考の末に、2 

台の Autodesk Smoke と 1 台の Autodesk 

Lustre に決定したのです。新しいワークフロー
での初仕事は AFM（アメリカン・フィルムマー
ケット）用の映画の予告編でしたが、私達の
選択が正しかったと実感しました。従来のノン
リニア編集システムよりもグレーディングが速
くなり、インタラクティブ性が向上しましたし、
シェープトラッキングや、Keyer で特定の領域
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を選択する機能が素晴らしいです。グレーディ
ングやルックの作成が非常に簡単になりまし
た。それ以来、私たちの作業はこの新しいワー
クフローによって変革されました。2 台のオン
ラインスイートがあることでボトルネックが解
消され、Smoke と Lustre の活用によって、他
のシステムでは不可能な仕事をやり遂げること
ができるようになりました。」と Mahony 氏は
述べています。

例を尋ねられると、Mahony 氏は少し考えてか
ら最適な事例を紹介してくれました。

「Smoke と Lustre のワークフローのおかげ
で、操作的にもクリエイティブ的にも、作業の柔
軟性が高まりました。最近、Universal 社から
受けた 2K の仕事では、イメージの微調整や
修正が非常に多く、同じデータから認可のため
や長さの異なる多数のバージョンを制作する
必要がありました。これは以前ならば対応でき
なかったと思います。カンヌ・フィルムマーケッ
ト用の予告編の納期が近づいていたときに、
Autodesk® Smoke® でコンフォームと編集を
行いながら、同時に Autodesk® Lustre® でグ
レーディングを進めることができました。この
ワークフロー無しでは、期日内に仕事を完了さ
せるのは不可能だったでしょう。」

農場を舞台とした陰惨でありつつもコミカルな
ホラー映画「The Cottage」（製作：Pathe 

Pictures）の予告編は同社にとって特に困難で

やりがいのある仕事でしたが、新しいワークフ
ローが大活躍しました。 Lustre にある 2K フ
レームをフィニッシングした後、Autodesk® 

Wiretap® を使って Smoke 上のプロジェクト
のライブラリにグレーディングされたフレーム
をパブリッシュします。Smoke では各フレーム
をコンフォームしてマルチレイヤータイムライ
ンを構築しました。その間、ロゴデータを処理し
たり、Smoke の Lustre Color アプリケーショ
ンの 3D ルックアップテーブル（LUT）を通じて
結果を表示することもあり、最終のアウトプット
に至るまでグレーディングを柔軟に調整できま
した。Mahony 氏のチームではユーモラスな面
を強調しようと、1950 年代にレコーディングさ
れた子どもの歌「ゆかいな牧場」に乗せて編集
することにしました。地元の人が訪問者に向かっ
て暗く不吉に警告する最初のシーンから、ス
ピーディな場面転換で進み、「ゆかいな牧場」の
楽しげな演奏が流れる中、ナイフを刺す音や登
場人物の叫び声がリズミカルに挿入されます。

「“The Cottage”を目立たせようと考えました。
ゾッとするようなシーンを愉快でユーモラスな
雰囲気で見せることで、ストーリーをあまり明か
さずに、この映画が持つ両方の面を伝えたかっ
た。その方が観客の注意を引きつけるのです。」

成果
Mahony 氏と Empire Design 社は Smoke 

と Lustre に感動し、両製品のベータテストに
参加しました。製品の早期アップデートを受け

取り、新機能のプレビューを行って、製品開発
中にコメントや意見を提出します。Mahony 氏
は非常に感銘を受けました。

「Lustre は素晴らしい。たとえば、新機能のマ
ルチトラック・オーディオ再生は優秀です。すで
に十分に優れた製品でありながら、オートデス
クはさらに直感性や安定性を高めようとしてい
ます。編集経験の長い私の目から見て、Lustre 

のレスポンスの速さ、豊富な機能、シェープの
ソフトネスなどは素晴らしく、プロジェクト管理
機能や、EDL をベースにしたタイムライン・
ソートモードなどの先端的な機能を使えば、
セットアップに時間を浪費することもなくなり
ます。Smoke 2K の新機能であるサイドバイ
サイドソース／レコードビューの他、Batch モ
ジュールなど、全ての機能がより強力になって
います。オートデスクは常にさまざまなツール
とオープンアーキテクチャーを提供し、ユー
ザーの意見に耳を傾けています。まさに私たち
制作者がメーカーに望んでいる理想的な関係
です。ベータテスターとして、卓越した製品の未
来の創造に協力できるのは素晴らしいことで
す。」とMahony 氏は述べています。

Autodesk Smoke の詳細については、
www.autodesk.co.jp/smoke をご覧ください。

Autodesk Lustre の詳細については、
www.autodesk.co.jp/lustre をご覧ください。

Lustre は素晴らしい。すでに十分に優れ
た製品でありながら、オートデスクはさら
に直感性や安定性を高めようとしていま
す。オートデスクは常にユーザの意見に
耳を傾けています。ベータテスターとし
て、製品の未来の創造に協力できるのは
素晴らしいことです。
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「カンヌ・フィルムマーケット用の予告編制作では、Autodesk Smoke でコンフォームと
編集を行いながら、同時に Autodesk Lustre でグレーディングを進めることができました。
このワークフロー無しでは、期日内に仕事を完了させるのは不可能だったでしょう。」


