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Global Graphics の Harlequin RIP は、PostScript 、
PDF、XPS を始めとする PDL( ページ記述言語 : Page
Description Language) 処理用の RIP です。1988 年に
初めて商用製品としてリリースされて以降、プロダクション
印刷の分野で実績を上げています。現在まで多様な発展を遂
げており、実質的な再設計も数度行われ、その都度速度と効
率が一段と向上しています。
開発が新たな段階に進むことを促進する要因は多くありま
す。少なくともパフォーマンスに関しては、過去および今後
最も重要となる項目は以下の 3 つです。

高度なマルチスレッド処理を
用いることで、印刷量の多少を
問わず、費用対効果の大きな
ソリューションを短時間で実
装し、デジタル印刷デバイス
の処理能力を最大化できます。

● 出力デバイスの高速化により、
ラスタ生成の要求が高くなり
続けていること。
例えば、
現在 Harlequin RIPを搭載するHP T400インクジェット印刷機をエン
ジンスピードで動作させるためには、
毎秒約 15GB のラスタデータが必要です。
● 印刷する文書の複雑化、特に大量デジタル印刷にライブ PDF 透明が含まれるようになったこ
とにより複雑さが増していること。ライブ透明を正しくレンダリングするには、
ページ当たり処理
量が大幅に増えます。
● 当初のシングルコア、
シングル CPU のコンピュータが、
複数のシングルコア CPU を備えたマ
シンを経て、多数のコアから構成される複数の CPU を搭載したハイエンドサーバーなどの最
新モデルに移行したこと。
現在、ソフトウェア RIP は、プルーフィングプリンタ、CTP プレートセッタ、少量印刷用レーザー
プリンタなどの、必要となるデータレートが比較的低いデバイスを使用する場合であっても、おそ
らく 4 個以上のコアを搭載したコンピュータで実行されていると思われます。高速 RIP 処理専用
のコンピュータであれば、コア数はさらに多くなります。
したがって、Harlequin RIP は、CTP、デジタル少量印刷、超大量インクジェット印刷機など、プ
ラットフォームが多岐にわたる多様なシステムで必要となるパフォーマンスを発揮できるように再
構築されました。
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600 ft/ 分バージョン。
ラスタデータレートは、
CMYK + MICR の非圧縮、
8 ビット / ピクセル連続調の場合です。
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ジョブの RIP 処理は複数のステップ ( 補足記事「RIP のフェーズ」を参照 ) により実行されますが、
その一部は複数のスレッドにより並行処理できます。概念的には、長い CPU 時間が必要なタスクを
実行する主スレッドがそれぞれ 1 つのコア上で実行されていると考えることができます。実際のス
レッド管理方式は少し複雑です。したがって、8 コアコンピュータに搭載された RIP が、7 つの主
スレッドを生成し、7 個のコアを使用して (1 個はオペレーティングシステム用 ) 重量処理を行う
設定が考えられます 2。使用する CPU 時間が少ない軽量管理スレッドは、コアを主処理スレッド
用のコアと共有するのが普通です。
Harlequin RIP では、透明合成とレンダリングの両方をマルチスレッド化できます。Harlequin
Host Renderer 2 以降で多用されているマルチスレッド技法を図 1 に示します。この図では、色
分けされたブロックの各列が、一連のソフトウェアスレッドを表します。RIP に割り当て可能なス
レッド数は設定できます。この図では、5 つのスレッドを同時に動作させています。これは 6 コア
コンピュータに適する構成で、もう 1 個のコアはオペレーティングシステムと他の補助タスクで使
用します。
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図 1 - Harlequin Host Renderer のバージョン 2 以降のマルチスレッド処理。複数のスレッドが 1 つのジョブのページ
の透明合成、
レンダリング、
出力に同時に使用されますが、
解釈では同時にアクティブになるスレッドが 1 つのみとなる時間
が発生します。
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ここでは、
簡略化のためにハイパースレッド処理は無視されています。
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マルチスレッド化された合成およびレンダリン
グを用いてジョブを処理している Harlequin RIP
の代表的なパフォーマンスモニターのトレースを、
図 2 に示します。ページの合成とレンダリングの
実行中は、約 1/2 の時間ですべてのコアが使用さ
れていますが、解釈に使用されているのは単一の
スレッドのみです 3。
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このトレースから、ページの解釈中は複数のコア
がアイドル状態であることが分かります。つまり、
コンピュータにパフォーマンス改善の余地がまだ
あるということです。
Harlequin Host Renderer 3 で新たに導入された
Harlequin Parallel Pages ™は、合成とレンダリン
グから解釈を分離して、1 つのジョブにおいて、
複数のスレッドにより 1 ページ目の合成、レンダ
リング、および出力を行っている間に、別のスレッ
ドにより 2 ページ目を解釈できるようにする機能
です。ジョブの 1 ページ目の解釈中に 1 個のコア
のみが使用される時間がまだありますが、それ以
後のページでは、すべてのコアが実質的に常に使
用されて処理能力は最大となります。

図 2 – マルチスレッド合成およびレンダリングを行ったときの Harlequin
Host Renderer 3 のプロセッサアクティビティのトレース。Harlequin
Parallel Pages ™は使用していません。

したがって、この場合のパフォーマンスモニター
のトレースは、図 3 のようになります。この場合、
処理時間の大部分でプロセッサのすべてのコアが
動作しています。その結果、このジョブの総処理
時間が大幅に短縮されます。図 2 と図 3 は、スケー
ル と ジ ョ ブ が 同 じ で、Harlequin Parallel
Pages を使用するかどうかのみが異なります。ト
レースの長さは、ジョブ全体の処理時間を表しま
す。 こ れ ら の ト レ ー ス か ら 分 か る よ う に、
Harlequin Parallel Pages により Harlequin RIP 図 3 – マルチスレッド合成およびレンダリングを行ったときの Harlequin Host
Renderer 3 のプロセッサアクティビティトのレース。Harlequin Parallel
のジョブ処理速度が 1.3 倍以上速くなっています。
Pages を併用すると 1.3 倍速くなります。
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プロセッサ使用率の画像と真のトレースは、
Windows 搭載の 8 コアマシンで動作する Sysinternals の Process Explorer からキャプチャされています。
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図 4 - Harlequin Parallel Pages ™を使用したマルチスレッド処理。複数のスレッドを使用して、
1 つのジョブの
ページ RIP 処理と出力の各種ステップを一度に実行。1 つのスレッドのみがアクティブとなる時間はなくなります。

プロセッサコアの使用率向上と処理時間の短縮が、図 4 でも同様に見られます。これは、図 1 の
モデルに Harlequin Parallel Pages を有効にした場合です。

RIP ファーム
推奨される月当たり最大印刷量が 100 万ページ以上の大量デジタル印刷機を使用する場合、デジ
タルフロントエンド (DFE) 内で複数の RIP を使用することが一般的になっています。多くの場合、
これは RIP ファームと呼ばれます。RIP ファームを使用することにより、各 RIP に対しジョブを
分割して、生成されたラスタを整理する管理ソフトウェアを追加するコストだけで、きわめて高い
処理能力を得ることができます。
また、Harlequin RIP でマルチスレッド処理を用いることにより、1 つの RIP を使用して達成で
きるパフォーマンスが向上しました。これは、少量プロダクションデジタル印刷機など、従来であ
れば RIP ファームが必要となるデバイスを 1 つの RIP だけで対応可能になったということです。
その結果、実装に要するコストが削減されるため、開発時間が短縮されます。
また Harlequin Parallel Pages を用いてマルチスレッド処理を行うと、RIP ファームの使用可能
なコアが最大限に活用されて、大量および超大量デジタル印刷機の DFE の価値が高まります。
Harlequin Parallel Pages を使用しない場合に処理能力を最大化するには、各 RIP にスレッドを
過剰に割り当てます。例えば、8 コアマシンの 3 つの RIP のそれぞれに 5 つのスレッドを設定し
ます。このアプローチは、一部のコアが合成とレンダリングを行っている間に、他のコアが解釈に
使用されることを想定しています。これにより処理能力は拡大しますが、すべての RIP がたまたま
合成とレンダリングを同時に行った場合には、コア時間の競合が発生します。この場合、複数の
RIP が処理を実行するために要求するスレッド数がコンピュータのコア数より多くなるため、オペ
レーティングシステムがスレッドを切り替えます。コア上でプロセスの切り替えが行われると、わ
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ずかですが直接的な遅延が発生するだけでなく、CPU のキャッシュにデータがフラッシュされる
場合が多くなります。これは元のプロセスに切り替えられるたびにデータをメイン RAM から読み
込み直す必要があるということで、やはり処理が若干遅くなります。
Harlequin Parallel Pages を使用するとコアの使用率が安定するため、スレッドをそれほど過剰
に割り当てなくても、各 RIP に対してスレッドを設定できます。これにより、スレッド切り替えと
キャッシュフラッシュから生じる遅延のリスクを抑えることができます。

Harlequin VariData ™の操作
Harlequin RIP では Harlequin VariData
と呼ばれる機能が、PDF でのバリアブルデー
タジョブ処理を大幅に高速化しています。こ
れは、複数回利用されるグラフィック要素の
グループを識別して、各グループを一度だけ
レンダリングする仕組みです。これらの共通
要素は、ページ処理において再レンダリング
されません。Harlequin VariData の設定は
2 通りあります。内部モードでは、ページの
処理時に共通要素の事前レンダリング済みラ
スタがページに結合されます。RIP がすべて
のページラスタを送信するため、新規デジタ
ピル印刷機ベンダーでもバリアブルデータ印
刷を容易に高速化できます。外部モードでは、
共通ラスタが外部キャッシュに送信されて、
一度だけ利用されるラスタとポスト RIP 合
成されるため、印刷機ベンダーが独自の合成
技術を用いて RIP 処理能力を最大化できま
す。
どちらの場合でも、Harlequin VariData を
使用すると RIP が実行する合成とレンダリン
グ動作が多くなりますが、個々の動作は小さ
くなります。Harlequin VariData を使用し
ない場合でも、同じマルチスレッド処理機能
がこれら動作の個々に適用されます。

RIP のフェーズ
ページの RIP 処理プロセスでは、
複数のステップを以下の順序で実行する必要があ
ります。
解釈 : RIP 処理するページ記述言語が読み込まれてデコードされ、
ページに配置す
る必要のあるグラフィック要素を保持する内部データベースに追加されます。要素に
は、
イメージ、
テキストの文字 ( フォント、
サイズ、
カラーなど )、
塗りつぶし、
ストローク
などがあります。
このデータベースは、
ディスプレイリストと呼ばれます。
合成 : ジョブにライブ透明が含まれる場合にこれを適用するため、
ディスプレイリスト
が事前処理されます。このフェーズは、ライブ透明を使用する PDF ジョブおよび
XPS ジョブのページでのみ必要となります。ライブ透明が含まれることがない
PostScript 言語ページの場合は不要です。
レンダリング : すべてのグラフィック要素を適切なピクセルパターンに変換して、
出力
ラスタを構成します。
「レンダリング」
というと、
処理全体のこの部分を特に指す場合と、
RIP 処理プロセス全体を指す場合があります。本書では、
前者の意味で用います。
出力 : レンダリングプロセスで生成されたラスタは、
出力デバイスのマーキングエン
ジンに送信されます。プレート露光、
トナーマーキング用ドラム、
インクジェットヘッド、
その他のテクノロジなど、いずれでも同じです。このステップは RIP から完全に分離
されることがありますが、
刷版イメージが TIFF ™ファイルとして保存された後、
CTP
プレートセッタに送信されるか、
ニアラインまたはオフライン RIP がデジタル印刷機
用に使用されていることが理由と考えられます。他の環境では、出力ステージがレン
ダリングと密に結合されています。
多くの場合、
RIP 処理にはこの他にもいくつかのプロセスが含まれます。Harlequin
RIP の場合は以下のとおりです。

●

In-RIP インポジションは解釈時に実行されます

●

カラーマネジメント (Harlequin ColorPro®) およびキャリブレーションは、
設
定とジョブ内容により、
解釈または合成時に適用されます

●

トラッピング (Harlequin TrapPro®) の表示は、
レンダリングの直前が最適で
す。

●

スクリーニングはレンダリング時に適用されます

こ れ ら は す べ て、多 数 の 印 刷 ワ ー ク フ ロ ー の 重 要 な プ ロ セ ス で す が、
4 つの主な作業ステップが主フローに著しく影響する訳ではないので、
本書では図が
複雑にならないよう記述を省略しています。
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マルチスレッド処理が重要な理由
Harlequin RIP のマルチスレッド処理の
追加、更新、および強化に多くの時間と労
力が投入されてきましたが、マルチスレッ
ド処理自体がこの取り組みの本来の目標で
はありません。最重要事項は、あらゆる出
力デバイスの処理能力を最大化できる
RIP を実現することです。
したがって、マルチスレッド処理の開発と
並行して、不要な処理の解消とコードの最
適化にも焦点が当てられてきました。その
結果、RIP による各ページ処理に必要な
CPU サイクル数が減るとともに、これらの
サイクルをより多くのスレッドに分散させ
ることが可能になり、一挙両得となりまし
た。

HARLEQUIN RIP におけるマルチコアのサポート
1992 年 (Harlequin RIP 2) : あるページを出力しながら、
同じジョブまたは別の
ジョブの後続のページを処理可能に。
1995 年 (Harlequin RIP 4) : Symmetric Multi-Processing (SMP) が追加
され、
同じサーバー上の複数のシングルコア CPU によるページの同時レンダリング
が可能に。同じ技法が、
デュアルまたはクアッドコアプロセッサでも有効。
2008 年 (Harlequin Server RIP 8) : RIP 用に一般的に使用されるハードウェア
とオペレーティングシステムが、
ようやくコンピュータ当たり 5 コア以上、すなわち
SMP レンダリングでよく使用されている個数を超えて拡張されました。SMP レンダ
リングは、
Harlequin RIP のマルチスレッドレンダリングに置き換えられました。マル
チスレッドレンダリングは、
コンピュータ当たり 5 コア以上のマルチプロセッサ / コア
システムで高いパフォーマンスを発揮するとともに、
低スペックハードウェアでも比較
的高い処理能力が維持されます。
2010 年 (Harlequin Host Renderer 2) : レンダリングのマルチスレッドサポー
トが拡張されてライブ PDF 透明の合成が可能になり、
複雑な PDF ページの処理が
大幅に高速化されました。
2012 年 (Harlequin Host Renderer 3) : Harlequin Parallel Pages ™機能

適切なアーキテクチャと十分な規模の RIP
が追加され、
あるページを複数のコア上で合成、
レンダリングしながら、
別のコア上で
ファームを用いれば、考え得るあらゆるデ
次のページを解釈可能に。
ジタル印刷機を通常の印刷ジョブにおいて
エンジンスピードで使用できますが、その
結果として DFE のコストは印刷機と比較
す る と 採 算 に 合 わ な く な り ま す。
Harlequin RIP であれば、すべての RIP を高速化して、ハードウェアの使用率を最大化すること
により、DFE の総コストを大幅に削減できます。RIP がそれほど必要ない場合は、より少ない数
のコンピュータ (1 台のみ使用の場合はコストのより低いコンピュータ ) を用いて DFE を構築でき
ます。コンピュータの台数を減らせば、オペレーティングシステム、アンチウィルスソフトウェア
などのコストも削減できます。また、最終的に印刷所も電力と冷却のエネルギーを削減できるため、
印刷機ベンダーにとって費用対効果が大きいソリューションは、環境にも優しいことになります。
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