かつてない処理性能と品質
v12

高速・高品質RIP

● PDF 2.0対応
● In-RIPバーコード生成
● ダイナミックオーバーレイ
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Harlequin Host Rendererは、RIP（Raster Image Processor）で、PostScriptやPDFといったページ記述
言語を、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、プレートセッターなどの印刷デバイス内部で直接扱える
ラスタイメージ形式に変換するためのソフトウエアです。出力は、TIFFなどのラスタファイル形式での出力は
勿論の事、印刷装置に直接転送できるスクリーニング付きラスタイメージへの出力も可能です。出力されるラスタ形式
は、SDKの「ラスタバックエンド」を開発することによってカスタマイズできます。
Harlequin Host Rendererは、印刷品質を損なうことなくエンジン定格速度に追従するために高度に最適化されていま
す。また、スポットカラー、CMYK以上のカララント（着色剤）、オーバープリント、バリアブルデータプリントなどの
処理機能を持っており、印刷用ラスタの配信に特化しています。これにより、DFEのハードウェアと開発コストを最小限
に抑えながら、開発サイクルを短縮し、印刷機のリリースをより迅速に行うことが可能になります。

								
何故HARLEQUINなのか
				
貴社DFEコストを低減します。
● Harlequinは、
最速レベルのRIP技術であることが実証されており、
より
高速なRIPエンジンが少ないハードウエアコストで構築できます。
● Linux上でも利用可能なので、
ライセンス費用をさらに削減できます。
● 大きなRAM容量を必要とせず、
特別なハードウエアが不要です。
迅速に製品化
● シンプルなAPIが実装を簡単にします。新しいソリューションを数週間以
内に立ち上げることも不可能ではありません。
一貫性ある高品質出力
● Harlequin Host Rendererは、
高品質出力を提供することが広く認
知されております。そしてそれは、
ネイティブPDF, PostScript®, XPS,

ISO PDF/VT仕様に準拠
● 貴社PDF/VT準拠ソリューション用のインフラストラクチャを提供。
Harlequinは、
2010年にPDF/VT準拠ソリューションに初めて採用され
ました。当社CTOは、
ISO委員会でPDF、
PDF/X、
PDF/VT標準化に関す
るUKのプライマリエキスパートとして数年間に渡り支援しました。
スケーラブル
● 多くの設定が可能なので、
多くのデジタル印刷機に対応できます。
単なるレンダラではありません。
● Harlequin ColorPro™カラーマネジメント、
Harlequinスクリーニング
オプション、
欧文フォントエミュレーション等、
貴社の出力品質を拡張する
パワフルなオプションが利用可能です。

TIFF™, JPEG, PDF/X, PDF/VTを含むさまざまなファイル形式で優れ

実績ある技術

た制御と一貫性を提供するため、
共通のレンダリングエンジンで正確に

● Harlequinは、
1988年にプロダクションシステム内で初めて採用され

レンダリングされます。
パッケージとラベル印刷機用に最適
● 構造および輪郭情報のエクスポート、
白やニスのオーバープリント設定
の上書き、
ブランドカラーマッチング、
フレキソ・オフセット・デジタルプロ
ダクション用のスクリーニングオプションを含め特別な機能に対応して
おります。

ました。その後の世代を経て、
今やCanon、
Delphax、
HP Indigo、
HP
PageWide Press、
Memjet、
Roland、
TKS、
その他の多くの企業のデジ
タル印刷機の心臓部で使用されております。

高度に設定可能なコア
高速、高品質、そして業界標準への準拠性
印刷ジョブ配信
前処理のいらない
メジャーなPDL形式
の混合配信

マルチPDL解釈
ネイティブPDL解釈

RIPパイプライン処理

出力ラスタ

ポストラスタ形式

設定可能な出力形式、
カラーモデル、
インターリービング、
そして解像度

フレキシブルなプリプレス処理用のカスタマイズ可能な処理。

Global Graphics提供コード、
もしくは顧客
（もしくはサードパーティ）
のIPを
APIレイヤーを通して使用することも可能。

ラスター出力の
オプショナル
ラッパー

Harlequin Parallel Pages を含むマルチスレッディング処理
を

PostScript

インタープリタ

カラースペース

以下の処理が含まれます：

PDF

XPS

RIPパイプライン

選択可能な
PDLサポート

● フォント処理

● カラーマネジメント

● 面付け

● 透明/合成

● ラスタライズ

● ディスプレイリスト管理

● スクリーニング

マルチレベルスクリーン付

C M
Y K

MONO

R G
B

● セパレーション

TIFF

O

10- or 12-bit スクリーン無し
8- or 16-bit コントーン

V

(CMYKOV)

JPEG

APIレイヤー
カラー
管理

フォント

スクリーニング

RASTER

1-bit スクリーン付

Y K

Y K

RASTER

RASTER

C M

C M

JPEG
TIFF

W

● キャリブレーション

専用
ファイル形式

ビット深度

印刷機に
直接出力

出力
インターフェイス

拡張 API のサポート

開発者は、
要求されるラスターを生成させるため、
現在使用しているスクリーニングやカラーマネジメントなど、
自社のもしくはサードパーティのコードを、
Global Graphicsの提供する機能に追加することが可能です。
当社テクニカルサービスチームからのコンサルタントと一緒にイグザンプル実装と完全なドキュメントが提供されるので、
顧客は希望する外部コードライブラリをシームレスに実装できます。
（一般的に使用されるAPIの例が、
このダイアグラムに示されております。）

Harlequin Host Rendererは、デジタル印刷アプリケーション用に設計さ
れており、これには以下が含まれます。
● PDF、PostScript®、そしてXPS形式をネイティブに解釈し、共通のレ
ンダリングパスを使用しています。このアプローチにより、カラーマネジ
メントとスクリーニングの実装を飛躍的にシンプルにし、エンジニアリン
グコストを削減します。また、どのPDLを使用するかによらず効率的で一
貫性あるレンダリングを保証します。
● ビルトインのフォントレンダリング、カラーマネジメント、そしてスク
リーニングは、貴社IPもしくはサードパーティのライブラリに代替するこ
とも可能です。
● 高度に最適化されたマルチスレッドアーキテクチャーが、利用可能なコ
ンピューターリソースの最大利用を可能にし、結果としてエンジン定格
速度に安定して追従するために必要となるハードウエアコストを最小化
します。
● 設定可能なラスタ出力形式には、広範なカラースペース、さまざまな拡
張ガモット、フォトインクスペース、チャネルインターリービングとビッ
ト深度、デジタル印刷用のマルチレベルスクリーニング等が含まれます。

新機能の概要
● PDF 2.0対応：バージョン12では、プロダクション印刷に関連し
たPDF 2.0仕様のすべてに対応しております。
● In-RIPバーコード生成：バーコードをデジタル印刷の比較的低い
解像度でも可読性を高めるために、モジュール幅を一定サイズにス
ナップできます。
● バリアブルデータ印刷用のダイナミックオーバーレイ：簡単なシ
リアル番号から、QRコード、郵便バーコード、封筒の住所まで、
１ページからなるPDFファイルのページ上にオーバーレイを適用す
る機能が追加されました。

HARLEQUIN 12の新機能
PDF 2.0 のサポート
2017年に国際標準化機構（International Standards Organization）
は、2008年以降初めてとなる新PDF規格を発表しました。新しいISO
PDF 2.0標準であるISO 32000-2は、多くの国々の専門家が関わったISO
作業グループ内で開発された最初のPDF仕様であり、Adobe社によるISO
へのスチュワードシップ以降最初の標準です。
印刷機製造メーカーにとって、PDF 2.0を採用する最も安全なアプロー
チは、PDFを受けるすべてのアプリケーション（DFE等）をPDF 2.0がサ

● ハーフトーンオリジングラフィックステートキーが追加され、ハーフト
ーンの原点を指定することができます。たとえば大貼りに複数のシートを
面付けするとき、ハーフトーンがシート間でドリフトしないようにできま
す。
PDF 2.0には、特に透明のためにグラフィックオブジェクト色をブレンド
カラースペースに変換する必要がある場合の多くの明確化が含まれていま
す。殆どのケースでは、Harlequinは既にこの明確化ドキュメントと整合し
ていたので、変更する必要はありませんでした。

ポートできるようにアップグレードすることです。DFEが最初に着手す
べき製品です。なぜならもし貴社の顧客がPDF 2.0の新機能を含むPDFを
入稿した場合、古いPDFリーダーでは通常新機能は警告なく無視されてし
まうので、顧客が期待しない印刷物が納品されてしまうリスクがあるから
です。
Harlequin Host Renderer 12は、プロダクション印刷に関連したこの
新規格のすべての機能をサポートしています。
これらには以下が含まれます:
● AES - 256暗号化：これはPDF 2.0で規定された新しいAES-256暗
号化仕様です。 PDF 2.0ファイル内で使用が禁止されているAdobeの
Extension Level 3で規定されたものとは異なります。
● 出力インテントは、製作者の色に対する期待値を規定するために
PDF/XからPDF 2.0に移植され、ドキュメントレベルだけでなくペー
ジレベルにまで拡張されました。これにより、特定ジョブの異なるペー

Global Graphicsの最高技術責任者（Chief Technology
Officer）は、国際標準化機構（International Standards
Organization）の新しいPDF 2.0標準化に取り組む委員会の英
国プライマリエキスパートです。PDF 2.0が印刷に与える影響の

ジで異なるメディアを使用するジョブでも、期待通りに処理することが

詳細については、以下URLよりホワイトペーパーをダウンロード

できるようになりました。たとえば、トランザクション印刷ジョブであ

www.globalgraphics.com/impact-of-pdf-2-0-on-print-production

し、社内や顧客と共有してください。

り、最初の用紙がそれぞれの受取人向けの特別な用紙である場合、も
しくは中綴じ製本の表紙であるといった例が挙げられます。Harlequin
Host Rendererは、ファイル形式がPDF 2.0であり、出力インテントが
PDF/Xインテントと認識した場合にのみそれを使用します。
● いくつかの状況においては、ブレンドカラースペースを継承するため
に、PDF透明はわずかに修正されました。 これは出力インテントを持
つ複数のPDFファイルが面付けされる場合に役立つように設計されまし
た。たとえばギャング印刷やディスプレイ広告の配置です。
● PDF 2.0では、黒点の補正（Black point compensation: BPC）を使
用するかどうかを各グラフィックスにタグ付けすることができます。し
たがって最高品質の写真ではBPCをオンにし、ブランドカラーではオフ
にして、正確な色再現を行うことができます。

2017年、Global Graphics Softwareは、PDFアソシエーション
ワークショップを2回開催し、PDFツール開発者が他のツールベン
ダと協力して、新しいISO 32000-2（PDF 2.0）規格に準拠して
いるかを検証する場を提供しました。

HARLEQUIN 12の新機能
IN-RIP バーコードとダイナミックオーバーレイ
In-RIPバーコード生成

左例のセキュアチケットは、In-RIPバ

この新機能により、バーコードシンボル、色、サイズを選択することが

ーコード機能を使って印刷されました。

でき、さらにシンプルな構成辞書で提供されるバリアブルデータを印刷で

Harlequin Host Rendererは、関連する

きます。

CSVファイルからデータを動的に読み込み
ます。

サポートされているバーコードシンボルには、EAN、UPC、ISBNなど
の1次元シンボル、日本、米国、英国、ドイツ、韓国、オーストラリアな

この例では、以下処理が行われました。

どで使用される郵便バーコード、データマトリックス、アステカ、QRコ

● 背景にある複雑なギロシェパターンを生
成しました。

ードなどの2次元コードが含まれます。

● ２行のマイクロテキストをチケット受取

バリアブルデータ用ダイナミックオーバーレイ

人名で生成しました。
● 受取人の個人URL(PURL)をQRコードでエ

パッケージ、ラベル、産業印刷などのアプリケーションでは、シンプル

ンコードしました。

なバリアブルデータ印刷のサポートが求められております。たとえば単純
なシリアル番号やロット番号を追加するために、１つの背景ページとCSV

● グローバルグラフィックスロゴの’g’マー

の様なファイル内のデータで指定される重ね合わせグラフィックスとを合

クを、QRコードの中心に配置しました。
● 異なる色で印刷される６個の文字を生成

成するなどです。バージョン12では１ページのPDFからなるページ上に

しました。

オーバーレイを適用し、ラベルに簡単なシリアル番号、個人URL用QRコ
ード、郵便バーコード、および封筒の住所を合成する機能がサポートされ
ました。

左例の背景には、ネストされた面付けを使
用した3つの折畳み式カートンが含まれてい
ます。このオーバーレイの例では、以下の処
理が行われました。
● 銀色の境界線を持つ大きな白いテキスト
を受取人のファーストネームで生成しま
した。
● 受取人のフルネーム、市、州を生成しま
した。
● 一行のマイクロテキストをフルネームで
生成し、それを繰り返し、テキストボック
ス内をフィルしました。
● 個人URL(PURL)をQRコードで生成し、
Global Graphicsのロゴを中心に配置し
ました。
● 受信者の州旗を配置しました。

高速と高品質
高速性は、Global Graphics Softwareの戦略的なフォーカスです。継続的な改良と開発が、旧バージョンに対し新バ
ージョンのパフォーマンスがより高速であることを確かなものにしており、結果としてHarlequin Host Rendererは、
業界をリードする印刷デバイスの定格速度をはるかに超える速度で正確なページ出力処理性能を提供します。Harlequin
Parallel PagesとHarlequin VariDataは、それぞれのリリースで最適化されております。

最速のレンダラー

無敵の品質

パラレルプロセシングとマルチスレッディング

豊富、柔軟、そして正確なカラーマネジメント

Harlequin Parallel Pages™を使用すると、特定ページの解釈が特定

Harlequin ColorProは、たいへん柔軟なカラーマネジメントソリュー

CPUにより完了すると、他の複数のCPUコアが透明の合成やレンダリン

ションであり、すべてのジョブに正確で一貫したカラーマネジメントを提

グ処理を開始します。そしてそのレンダリング処理を行っている最中に、

供します。

他のCPUコアが次のページの解釈を開始します。これにより、シングル
RIP構成における処理が高速化され、ライトプロダクションとメディアム
プロダクションデバイスで、マルチRIP構成での開発を行うことなく、よ
り高いページレートまで駆動できるようになります。

高速バリアブルデータ処理
Harlequin Host Rendererは、Harlequin VariData™と呼ばれる独自機
能により、通常のPDFもしくはPDF/VTで保存されたデータ処理を高速化

業界標準のICCプロファイル（v4およびDeviceLinkプロファイルを含
む）を完全サポートするHarlequin ColorProを使用すると、複数の変換
を連鎖させて、印刷物のすべての色を最適に管理できます。複数のプロフ
ァイルを順番に使用することで、印刷機ベンダーからのインク制限を守り
ながら、印刷会社はそれぞれの印刷媒体に自社プロファイルを作成し適用
することができます。
また特別なカラー制御も提供します。 Harlequin ColorProは、

できます。そしてそれは、バリアブルデータと固定背景を知的に識別し、

FograCert Contract Proofing Systemとして認証されており、正確な色

各ページに出現するたびに毎回レンダリングするのではなく、必要なとき

を提供し、プリンタの色域を最適に使用することで、他のデバイスや他の

にだけレンダリングします。

認証機関を通じて証明書を取得できます。

● 内部もしくは外部モードで利用可能：内部モードでは、デジタル印刷
機ベンダーがVDPの最適化を導入するときに簡単な方法を提供します。
一方、外部モードでは、ベンダーが用意するポストRIP再合成用のHW技
術を使用することでより高い処理性能を達成します。
● PPML/GAのすべての4種類グラフィカル形式（EPS、PDF、TIFFと
JPEG）をレンダリングできるので、カラーマネジメント、レンダリン
グ、そしてすべてのグラフィック資産のスクリーニングで一貫性ある貴
社独自の完全PPMLソリューションを構築することができます。

ブランドカラーは、ネームドカラーの拡張可能なデータベースによって
サポートされ、デバイス上で正確な色表現を制御することができます。
ブランドカラーがライブPDF透明に関わっており、プロセスカラーでエ
ミュレートされている場合でも、目的のカラー再現性は保持されます。
Harlequin Host Rendererを使用すると、独自のCMMまたはサードパ
ーティのライブラリを統合することができます。

貴社DFE用のベスト・オブ・ブリードオプション
スクリーニング技術の選択
グローバルグラフィックスのスクリーニング技術は、プレスベンダに、
アプリケーションと印刷ターゲットへ広い選択肢を提供します。これに
は新たに開発された高速インクジェット印刷機用のスクリーニングが含
まれます。
デジタル印刷機は、非常に少ない階調しか直接表現することができませ
ん。UV、水性、EP（トナー）、ラテックス、その他のデジタル印刷技術
を使用している場合でも、印刷機、カララント、メディアから最高の出
力品質を得るためのツールが用意されています。
マルチレベルスクリーニングには、グレースケールヘッド、複数のプリ
ントバー、またはマルチパスで印刷を行う印刷機に対する制御がありま
す。クロスウェブキャリブレーションやインク使用量のレポートを追加
する場合は、ScreenProを使用してHarlequinによってラスタ生成された

これはヘッドとエレクトロニクスの任意の組み合わせにおいて、すべて
のノズルを別々にアドレスできることにより、非常に良好な粒状性を実
現します。PrintFlatはScreenPro テクノロジーの一部として利用できま
TM

す。

貴社DFE用のビルディングブロック
Harlequin Host Rendererは、単独で、もしくはGlobal Graphicsのツ
ールキットでありDFEを構築するためのFundamentalsの一部として実装
できます。 Fundamentalsでは、デジタルフロントエンドの構築に不可欠
である主要ソフトウェアコンポーネントを単一ソースで提供します。これ
にはベスト・オブ・ブリード・ソフトウェアを含み、Global Graphicsの
BreakThroughソフトウェア・エンジニアリング・サービスで利用できま
す。 BreakThroughエキスパートチームは、インクジェット印刷機を開発
し直ちに市場に出荷できるように、貴社の技術的課題の解決を支援ます。

後でスクリーニングを適用します。
Advanced Inkjet Screensは、低コストの印刷媒体を使用できなくし
たり、印刷品質の低下を引き起こし、ひいては販売できなくしてしまう
インクジェットの品質問題で最も一般的なアーチファクトを回避すよう
に特別に設計されています。その1つは、吸収性/吸水性の高い印刷媒体
上におけるストリーキング現象を緩和し、もう一つは、非吸収性/吸収性
の低い印刷媒体上のオレンジの皮のような模様の発生を防止します。

またフレキソ、オフセット、EP（トナー）印刷機を含む複数の印刷
技術に最適化された、高速で高品質なスクリーニングを提供するため
に、AM（コンベンショナル）、FM（ストキャステック）およびクロス
モジュレーテッド（ハイブリッド）スクリーニングが、オプションで用
意されております。
PrintFlat

TM

テクノロジーは、ウェブ全体の不均一性を軽減します。こ

の問題は、通常インクジェットスマイルとして呼ばれています。これ
は、ヘッド内、ヘッド間におけるバラツキ、もしくはヘッド自身の消耗
によって引き起こされるアーチファクトを緩和します。

BreakThrough は当社専門家によるエ
ンジニアリングサービスであり、カラ
ーサイエンティスト、スクリーニング
のエキスパート、そしてRIP技術者から構成されております。Fundamentalsと合わせて実装
サービスが利用できます。

機能
ネイティブ解釈:

•
•
		
•
•
•
•
•

PDF (ISO 32000-1とISO 32000-2を含む)
PDF/X-1a:2001 & 2003; PDF/X-3:2002 & 2003; PDF/X-4 & 4p 2008 & 2010;
PDF/5g & 5pg 2008 & 2010形式の処理と検証
PDF/VT-1 & PDF/VT-2形式の処理と検証
PostScript (EPSを含む)
XPS
TIFF
JPEG

すべてのPDLからアクセス可能な豊富な設定能力：
• 不均一なファーストとスロースキャンを含む実質的に無制限の解像度
• マルチレベルを含め、スーパーセル、ストキャステック（FM）、ハイブリッドスクリーンが使用可能
OEMのスクリーニングIPがスクリーンキャッシュとしてもしくはAPIを通してインストール可能
• In-RIP 面付け
• 広範なフォント代替とエミュレーション能力
• 最高のVDP性能を発揮する内部と外部VariData
• 使用するスレッド数の制御
• レイヤーとコア間のインターフェイスを提供するC API
• テクニカルセパレーションのエクスポート
カラー：
		• モノ、CMYK & スポット、RGB、RGBK、sRGB、CMY、K & スポット出力、N-color HiFi (e.g. CMYKOG, 		
			 CMYKOGV)のサポート、フォトインク (e.g. CcMmyKk) 、
またはレンダリングコンテンツ情報
• ピクセル深度: 1、2、4、8、10、12 または 16 bits
• プレーナー、バンドインターリーブ、ピクセルインターリーブ出力

• 内部カラーマネジメント対応、(ICC 4.0) または CMM API を通してユーザー定義
• 下流工程でのカラー管理もしくはスクリーニング処理等で使用されるオブジェクトマップデータの出力
• 複数のキャリブレーションカーブオプション
• バリアブルデータ印刷用にラスタのポストRIP集約を可能にするためにマスクデータを出力

• スポットは白、ニス等をサポート；セパレーションは明示的に、もしくは自動的に除外可能
OS抽象化フレームワークにより、
クロスプラットフォームをサポート
• 現在、32-bitと64-bitのMicrosoft Windows, 64-bitのLinuxとMAC OSをサポート。もし他のオペレーティング
システムへの要求があれば、お尋ねください。

エキスパートと協業してください
Global Graphicsは、印刷、PDF、そしてデジタルドキュメントソフトウエアにおける世界有数のエキスパートです。当社のソフトウエアは、完璧な印刷とデジタルコミュニケーショ
ンをベースにしております。
レンダリング、
スクリーニング、そしてカラーマネジメント用のさまざまな技術を通し、我々はHP、Canon、Staples、Ricoh、そしてOnyxを含め世界を代
表するブランドのソリューションに付加価値を提供しております。当社はEuronextに上場 (銘柄：GLOG)している企業です。

当社のカスターが当社を選択した理由：
・技術的により優れたソフトウエアであり競合他社よりも高速である
・ソフトウエアの革新者である
・柔軟でオープンなビジネスモデルに対応している
・開発に際しパートナーシップのアプローチを取っているので協業し易い
・優れたテクニカルサポートを提供している
連絡先：

sales@globalgraphics.co.jp

2018年7月
Global Graphics Software Inc
5996 Clark Center
Sarasota, FL 34238
United States of America
Tel: +1-925-941-1303

www.globalgraphics.co.jp

Global Graphics Software Ltd
2nd Floor, Building 2030
Cambourne Business Park
Cambourne, Cambridge
CB23 6DW UK
Tel: +44 (0)1954 283100

グローバルグラフィックス株式会社
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-17-17
アイオス永田町610
電話：03-6273-3198

Harlequin、Harlequinロゴマーク、Harlequin Parallel Pages, Harlequin VariData, ScreenPro は、Global Graphics Software Limitedの商標で、特定の法域で登録されている場合があります。 Global Graphics SoftwareとGlobal
Graphicsロゴマークは、Global Graphics PLCの登録商標です。Adobe、Adobe ロゴ、PostScript は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。その他のブランド名および製品名は、各所有者の登録商標また
は商標です。 Copyright © 2018 Global Graphics Software Ltd. All rights reserved.

