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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像形成装置を管理して画像形成出力を実行させる画像処理システムであって、
　画像形成出力対象の画像の情報である出力対象画像情報に対して画像形成出力における
条件が設定されて生成された出力命令情報に基づいて前記複数の画像形成装置による処理
の実行を制御する処理実行制御装置と、前記処理実行制御装置による制御に基づき、前記
複数の画像形成装置のうち少なくとも１つの画像形成装置における画像形成出力を制御す
る画像形成出力制御装置とを含み、
　前記出力命令情報は、前記画像形成出力によって出力される結果物の丁合に関連する条
件の設定及び前記結果物において前記画像形成出力対象の画像の外側に形成される丁合に
関する図形の設定を含み、
　前記処理実行制御装置は、
　前記出力命令情報を取得する出力命令情報取得部と、
　画像形成装置が画像形成出力に際して参照する情報である描画情報を、前記出力命令情
報に従い、前記出力対象画像情報に基づいて生成する制御側描画情報生成部と、
　前記出力命令情報のうち前記丁合に関連する条件の設定の変更を受け付け、前記丁合に
関連する条件の変化に応じて前記丁合に関する図形の設定を変換するための方法が特定さ
れたマーク変換情報に基づき、前記丁合に関する図形の設定を変換する設定変換部とを含
み、
　前記画像形成出力制御装置は、
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　前記制御側描画情報生成部に対応した描画情報生成部であり、受信した出力命令情報に
含まれる出力対象画像情報に基づいて前記描画情報を生成する出力側描画情報生成部と、
　前記出力側描画情報生成部によって生成された描画情報に基づいて画像形成装置に画像
形成出力を実行させる実行制御部とを含むことを特徴とする画像処理システム。
【請求項２】
　前記出力命令情報は前記結果物のサイズを指定する情報をさらに含み、
　前記設定変換部は、
　前記結果物のサイズの設定変更を受け付け、
　受け付けた前記結果物のサイズの変化に応じて前記丁合に関する図形の設定を変換する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理システム。
【請求項３】
　前記出力命令情報は画像形成出力を実行させる画像形成装置を指定する情報を含み、
　前記設定変換部は、
　前記画像形成装置を指定する情報の変更を受け付け、
　変更後の前記画像形成装置における前記丁合に関連する条件の対応機能の情報を取得し
、
　取得した前記条件の対応機能の情報と、前記出力命令情報のうち前記丁合に関連する条
件の設定との差異に基づいて前記丁合に関する図形の設定を変換することを特徴とする請
求項１または２に記載の画像処理システム。
【請求項４】
　前記設定変換部は、
　複数ページによって構成される出力対象画像情報についてページ毎に異なる出力先を指
定するように前記画像形成装置を指定する情報の変更を受け付けることを特徴とする請求
項３に記載の画像処理システム。
【請求項５】
　複数の画像形成装置を管理して画像形成出力を実行させる画像処理システムにおいて、
画像形成出力対象の画像の情報である出力対象画像情報に対して画像形成出力における条
件が設定されて生成された出力命令情報に基づいて前記複数の画像形成装置による処理の
実行を制御すると共に、前記複数の画像形成装置のうち少なくとも１つの画像形成装置に
おける画像形成出力を制御する画像形成出力制御装置に前記出力命令情報を送信する処理
実行制御装置であって、
　前記出力命令情報は、前記画像形成出力によって出力される結果物の丁合に関連する条
件の設定及び前記結果物において前記画像形成出力対象の画像の外側に形成される丁合に
関する図形の設定を含み、
　前記出力命令情報を取得する出力命令情報取得部と、
　画像形成装置が画像形成出力に際して参照する情報である描画情報を、前記出力命令情
報に従い、前記出力対象画像情報に基づいて生成する制御側描画情報生成部と、
　前記出力命令情報のうち前記丁合に関連する条件の設定の変更を受け付け、前記丁合に
関連する条件の変化に応じて前記丁合に関する図形の設定を変換するための方法が特定さ
れたマーク変換情報に基づき、前記丁合に関する図形の設定を変換する設定変換部とを含
み、
　前記制御側描画情報生成部は、前記画像形成出力制御装置において前記出力対象画像情
報に基づいて前記描画情報を生成する出力側描画情報生成部に対応していることを特徴と
する処理実行制御装置。
【請求項６】
　画像形成出力対象の画像の情報である出力対象画像情報に対して画像形成出力における
条件が設定されて生成された出力命令情報に基づいて複数の画像形成装置による処理の実
行を制御する処理実行制御装置と、前記処理実行制御装置による制御に基づき、前記複数
の画像形成装置のうち少なくとも１つの画像形成装置における画像形成出力を制御する画
像形成出力制御装置とを含む画像処理システムにおける画像処理方法であって、
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　前記出力命令情報は、前記画像形成出力によって出力される結果物の丁合に関連する条
件の設定及び前記結果物において前記画像形成出力対象の画像の外側に形成される丁合に
関する図形の設定を含み、
　前記処理実行制御装置は、
　前記出力命令情報を取得し、
　画像形成装置が画像形成出力に際して参照する情報である描画情報を、前記出力命令情
報に従い、前記出力対象画像情報に基づいて生成し、
　前記出力命令情報のうち前記丁合に関連する条件の設定の変更を受け付け、前記丁合に
関連する条件の変化に応じて前記丁合に関する図形の設定を変換するための方法が特定さ
れたマーク変換情報に基づき、前記丁合に関する図形の設定を変換し、
　前記画像形成出力制御装置は、
　前記処理実行制御装置において描画情報を生成する制御側描画情報生成部に対応した描
画情報生成部である出力側描画情報生成部により、受信した出力命令情報に含まれる出力
対象画像情報に基づいて前記描画情報を生成し、
　前記出力側描画情報生成部によって生成された描画情報に基づいて画像形成装置に画像
形成出力を実行させることを特徴とする画像処理方法。
【請求項７】
　複数の画像形成装置を管理して画像形成出力を実行させる画像処理システムにおいて、
画像形成出力対象の画像の情報である出力対象画像情報に対して画像形成出力における条
件が設定されて生成された出力命令情報に基づいて前記複数の画像形成装置による処理の
実行を制御すると共に、前記複数の画像形成装置のうち少なくとも１つの画像形成装置に
おける画像形成出力を制御する画像形成出力制御装置に前記出力命令情報を送信する処理
実行制御装置を制御する制御プログラムであって、
　前記出力命令情報は、前記画像形成出力によって出力される結果物の丁合に関連する条
件の設定及び前記結果物において前記画像形成出力対象の画像の外側に形成される丁合に
関する図形の設定を含み、
　前記出力命令情報を取得する出力命令情報取得部と、
　画像形成装置が画像形成出力に際して参照する情報である描画情報を、前記出力命令情
報に従い、前記出力対象画像情報に基づいて生成する制御側描画情報生成部と、
　前記出力命令情報のうち前記丁合に関連する条件の設定の変更を受け付け、前記丁合に
関連する条件の変化に応じて前記丁合に関する図形の設定を変換するための方法が特定さ
れたマーク変換情報に基づき、前記丁合に関する図形の設定を変換する設定変換部とを情
報処理装置において実現し、
　前記制御側描画情報生成部は、前記画像形成出力制御装置において前記出力対象画像情
報に基づいて前記描画情報を生成する出力側描画情報生成部に対応していることを特徴と
する制御プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理システム、処理実行制御装置、画像処理方法及び制御プログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＪＤＦ（Ｊｏｂ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｆｏｒｍａｔ）と呼ばれる情報形式により、
印刷物の生成に関するあらゆる処理を定義して制御する方法が用いられている。この方法
によれば、オフセットプリンタやデジタルプリンタ等の異なる種類のプリンタを一括して
制御することが可能となる。そのようなシステムはＨＷＦ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ｗｏｒｋ　Ｆ
ｌｏｗ）システムと呼ばれ、そのようなシステムを制御するサーバはＨＷＦサーバと呼ば
れる。
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【０００３】
　このようなＨＷＦシステムにおいては、オフセットプリンタ及びデジタルプリンタの夫
々に出力を実行させた場合に、フォントや色味等に差異がなく、一貫した出力結果が得ら
れることが求められる。しかしながら、印刷出力において最終的に参照されるデータであ
るラスターデータを印刷データに基づいて生成するＲＩＰ（Ｒａｓｔｅｒ　Ｉｍａｇｅ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）エンジンが、オフセットプリンタ及びデジタルプリンタにおいて、
夫々設けられる。その結果、異なるＲＩＰエンジンが用いられるため、印刷結果に差異が
生じる場合がある。
【０００４】
　オフセットプリンタによる出力の場合にはＨＷＦサーバ上にてＲＩＰエンジンによるラ
スターデータの生成処理（以降、「ＲＩＰ処理」とする）が行われた上で、オフセットプ
リンタ用の版を作成するＣＴＰ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｔｏ　Ｐｌａｔｅ）にデータが転送
される。
【０００５】
　他方、デジタルプリンタの場合、ＤＦＥ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｆｒｏｎｔ　Ｅｎｄ）と呼
ばれる構成が印刷データを受信してＲＩＰ処理を行い、プリンタエンジンに印刷出力を実
行させる方式が一般的である。従って、ＣＴＰに転送するデータを生成するためのＲＩＰ
エンジンによる処理結果と、ＤＦＥに搭載されるＲＩＰエンジンによる処理結果とが可能
な限り同一となることが求められる。
【０００６】
　また、ＨＷＦシステムにおいては、オフセットプリンタ用に生成された画像データやジ
ョブデータを利用してデジタルプリンタに印刷出力を実行させることも可能である。その
ような場合において、オフセットプリンタ用に生成された面付け情報に基づいて大判サイ
ズのイメージデータを電子的に裁断し、面付けをし直す方法が提案されている（例えば、
特許文献１参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述した印刷結果の差異については、ＨＷＦサーバに搭載されるＲＩＰエンジンとＤＦ
Ｅに搭載されるＲＩＰエンジンとを対応させ、いずれのＲＩＰエンジンであっても同一の
結果が得られるようにすることで課題を解決することが可能である。他方、上述したオフ
セットプリンタとデジタルプリンタとのジョブデータの共用における情報の変換について
は、特許文献１開示された技術であっても未だ十分ではない。
【０００８】
　特許文献１においては印刷対象のページの面付けが対象とされている。これに対して、
面付けされた状態での印刷に際しては、折り位置や裁断位置を示すマークが付加されるこ
とが一般的である。そして、オフセット印刷からデジタル印刷への変更等により、印刷条
件が変化し、面付け状態が変わる場合には、それに伴ってマークも変更する必要がある。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１においては、面付けの変更に伴うマークの変更については考
慮されていない。マークに変更が発生する場合にはユーザが手動で対応する必要があり、
ユーザの操作負担となる。尚、このような課題は、オフセット印刷からデジタル印刷への
変更に限らず、面付けが変更されることによってマークに変更が生ずる場合に同様に発生
する。また、面付けが変更される場合に限らず、印刷出力を実行する装置が変更されるこ
とにより、裁断や折りを行う後処理装置の機能に変化が生ずる場合にも同様に問題となり
得る。
【００１０】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、複数種類の画像形成
装置を管理して印刷出力を行うシステムにおいて、印刷条件の変更によるマークの変更に
際するユーザの操作負担を軽減することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様は、複数の画像形成装置を管理して画像形
成出力を実行させる画像処理システムであって、画像形成出力対象の画像の情報である出
力対象画像情報に対して画像形成出力における条件が設定されて生成された出力命令情報
に基づいて前記複数の画像形成装置による処理の実行を制御する処理実行制御装置と、前
記処理実行制御装置による制御に基づき、前記複数の画像形成装置のうち少なくとも１つ
の画像形成装置における画像形成出力を制御する画像形成出力制御装置とを含み、前記出
力命令情報は、前記画像形成出力によって出力される結果物の丁合に関連する条件の設定
及び前記結果物において前記画像形成出力対象の画像の外側に形成される丁合に関する図
形の設定を含み、前記処理実行制御装置は、前記出力命令情報を取得する出力命令情報取
得部と、画像形成装置が画像形成出力に際して参照する情報である描画情報を、前記出力
命令情報に従い、前記出力対象画像情報に基づいて生成する制御側描画情報生成部と、前
記出力命令情報のうち前記丁合に関連する条件の設定の変更を受け付け、前記丁合に関連
する条件の変化に応じて前記丁合に関する図形の設定を変換するための方法が特定された
マーク変換情報に基づき、前記丁合に関する図形の設定を変換する設定変換部とを含み、
前記画像形成出力制御装置は、前記制御側描画情報生成部に対応した描画情報生成部であ
り、受信した出力命令情報に含まれる出力対象画像情報に基づいて前記描画情報を生成す
る出力側描画情報生成部と、前記出力側描画情報生成部によって生成された描画情報に基
づいて画像形成装置に画像形成出力を実行させる実行制御部とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、複数種類の画像形成装置を管理して印刷出力を行うシステムにおいて
、印刷条件の変更によるマークの変更に際するユーザの操作負担を軽減することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係るシステムの運用形態を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成を示すブロック図であ
る。
【図３】本発明の実施形態に係るＪＤＦ情報を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係るＨＷＦサーバの機能構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施形態に係るワークフロー情報の例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係るＤＦＥの機能構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の実施形態に係る変換テーブルの例を示す図である。
【図８】本発明の実施形態に係るＲＩＰパラメータの例を示す図である。
【図９】本発明の実施形態に係るＲＩＰエンジンの機能構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の実施形態に係るＲＩＰエンジンの機能構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明の実施形態に係るシステムの全体動作を示すシーケンス図である。
【図１２】本発明の実施形態に係るマーク設定画面の例を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態に係るマークの態様を示す図である。
【図１４】本発明の実施形態に係るジョブの分割要求設定画面の例を示す図である。
【図１５】本発明の実施形態に係る分割要求の情報を示す図である。
【図１６】本発明の実施形態に係るマーク変換情報の例を示す図である。
【図１７】本発明の実施形態に係るマーク変換情報の例を示す図である。
【図１８】本発明の実施形態に係る数式テーブルの例を示す図である。
【図１９】本発明の実施形態に係るマーク変換結果確認画面の例を示す図である。
【図２０】本発明の実施形態に係るマークの変換結果の態様を示す図である。
【図２１】本発明の実施形態に係るＤＦＥ内処理を示すフローチャートである。
【図２２】本発明の実施形態に係るＲＩＰ処理を示すフローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。本実施形態においては、
オフセットプリンタ及びデジタルプリンタが混在するシステムにおいて、両方のプリンタ
を同一のサーバを介して制御可能な画像処理システムについて説明する。このようなシス
テムは、ＨＷＦ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ｗｏｒｋ　Ｆｌｏｗ）システムと呼ばれる。
【００１５】
　本実施形態に係るＨＷＦシステムにおいては、デジタルプリンタを動作させる場合にデ
ジタルプリンタを制御するＤＦＥ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｆｒｏｎｔ　Ｅｎｄ）とサーバとに
共通化されたＲＩＰ（Ｒａｓｔｅｒ　Ｉｍａｇｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）エンジンが搭載
されている。そして、オフセットプリンタ、デジタルプリンタに対して割り振るページや
、面付けを調整することによってシステム全体の印刷出力の生産性を向上することが本実
施形態に係る趣旨である。
【００１６】
　図１は、本実施形態に係るＨＷＦシステムの運用形態を示す図である。図１に示すよう
に、本実施形態に係るシステムは、デジタルプリンタ１ａ、１ｂ、オフセットプリンタ２
、後処理装置３、ＨＷＦサーバ４ａ、４ｂ（以降、総じて「ＨＷＦサーバ４」とする）、
クライアント端末５ａ、５ｂ（以降、総じて「クライアント端末５」とする）がネットワ
ークを介して接続されて構成されている。
【００１７】
　デジタルプリンタ１ａ、１ｂ（以降、総じて「デジタルプリンタ１」とする）は、電子
写真方式やインクジェット方式等、版を用いずに画像形成出力を行う無版型のプリンタで
あり、ＤＦＥ１００、デジタルエンジン１５０及び後処理装置１６０を含む。ＤＦＥ１０
０は、デジタルエンジン１５０に印刷出力を実行させると共に、後処理装置１６０に後処
理を実行させるための制御部である画像形成出力制御装置として機能する。また、デジタ
ルエンジン１５０が画像形成装置として機能する。そのため、ＤＦＥ１００は、デジタル
エンジン１５０が印刷出力を実行する際に参照する画像データであるラスターデータを生
成するためのＲＩＰ（Ｒａｓｔｅｒ　Ｉｍａｇｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）エンジンを含む
。このラスターデータが描画情報として用いられる。
【００１８】
　オフセットプリンタ２は、版を用いて画像形成出力を行う有版型のプリンタであり、Ｃ
ＴＰ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｔｏ　Ｐｌａｔｅ）２００及びオフセットエンジン２５０を含
む。ＣＴＰ２００は、ラスターデータに基づいて版を生成する装置である。ＣＴＰ２００
によって版が生成されることにより、オフセットエンジン２５０によるオフセット印刷が
可能となる。
【００１９】
　後処理装置３は、デジタルプリンタ１、オフセットプリンタ２によって印刷出力された
用紙に対してパンチ、ステープル、製本等の後処理を行う装置である。また、後処理装置
３は、オフセットプリンタによって出力された用紙が面付けされた用紙である場合には、
用紙の折りや裁断を行う。
【００２０】
　ＨＷＦサーバ４は、印刷出力する対象の画像データを含むジョブデータの入稿から、印
刷出力、後処理まですべてを管理するＨＷＦソフトウェアがインストールされたサーバで
ある。ＨＷＦサーバ４は、ＪＤＦ（Ｊｏｂ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｆｏｒｍａｔ）と呼
ばれる情報形式で生成された情報（以降、「ＪＤＦ情報」とする）により、上述した様々
な処理を管理する。即ち、ＨＷＦサーバ４が処理実行制御装置として機能する。
【００２１】
　ＨＷＦサーバ４は、オフセットプリンタ２を用いてオフセット印刷により印刷出力を行
う場合、内部に搭載されたＲＩＰエンジンによりラスターデータを生成し、そのラスター
データをＣＴＰ２００に送信する。そのため、ＨＷＦサーバ４にはＲＩＰエンジンが搭載
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されている。
【００２２】
　他方、デジタルプリンタ１により印刷出力を行う場合、ＤＦＥ１００にデータを送信す
る。ＤＦＥ１００には上述した通りＲＩＰエンジンが搭載されているため、ＨＷＦサーバ
４はＲＩＰ処理前の印刷データをＤＦＥ１００に送信することにより、デジタルプリンタ
１に印刷出力を実行させることが可能である。
【００２３】
　ここで、１冊の印刷物を形成するための印刷出力がデジタルプリンタ１、オフセットプ
リンタ２の夫々において実行される場合がある。そのような場合において、両者の印刷出
力の結果においてフォントや色味が異なると、出力物を受け取るユーザに違和感を与える
こととなる。そのため、デジタルプリンタ１、オフセットプリンタ２の夫々における印刷
出力の結果は一貫していることが好ましい。
【００２４】
　異なるデバイスによる印刷出力の差異は、主にＲＩＰ処理によって生じる。そのため、
デジタルプリンタ１とオフセットプリンタ２とで処理が共通化されたＲＩＰエンジンを用
いることにより、両者の出力結果の差異を最低限とすることが可能である。
【００２５】
　即ち、本実施形態においてＨＷＦサーバ４に搭載されるＲＩＰエンジンは、デジタルプ
リンタ１及びオフセットプリンタ２の両方に対応し、共通化可能な処理が共通化されたＲ
ＩＰエンジンである。また、ＤＦＥ１００には、ＨＷＦサーバ４に搭載されたＲＩＰエン
ジンと共通のＲＩＰエンジンが搭載される。このような構成が本実施形態に係る要旨の１
つである。
【００２６】
　このような構成により、ＨＷＦサーバ４及びＤＦＥ１００には共通のＲＩＰエンジンが
搭載されることとなる。そのため、デジタルプリンタ１により印刷出力を実行する場合、
ＨＷＦサーバ４によるＲＩＰ処理とＤＦＥ１００によるＲＩＰ処理とを組み合わせること
が可能となる。
【００２７】
　クライアント端末５は、システムを使用するオペレータがＨＷＦサーバ４を操作するた
めの情報処理端末であり、一般的なＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）等によ
って実現される。オペレータは、クライアント端末５を操作してＨＷＦサーバ４を操作す
るためのＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を表示し、デー
タの入力や上述したＪＤＦ情報の設定などを行う。ＪＤＦ情報が処理設定情報である。
【００２８】
　次に、本実施形態に係るＤＦＥ１００、ＨＷＦサーバ４及びクライアント端末５等の情
報処理装置のハードウェア構成について図２を参照して説明する。図２に示すように、本
実施形態に係る情報処理装置は、一般的なサーバやＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕ
ｔｅｒ）等と同様の構成を含む。即ち、本実施形態に係る情報処理装置は、ＣＰＵ（Ｃｅ
ｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０、ＨＤＤ
（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）４０及びＩ／Ｆ５０がバス８０を介して接続されて
いる。また、Ｉ／Ｆ５０にはＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）
６０及び操作部７０が接続されている。
【００２９】
　ＣＰＵ１０は演算手段であり、情報処理装置全体の動作を制御する。ＲＡＭ２０は、情
報の高速な読み書きが可能な揮発性の記憶媒体であり、ＣＰＵ１０が情報を処理する際の
作業領域として用いられる。ＲＯＭ３０は、読み出し専用の不揮発性記憶媒体であり、フ
ァームウェア等のプログラムが格納されている。ＨＤＤ４０は、情報の読み書きが可能な
不揮発性の記憶媒体であり、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や各種の制御プ
ログラム、アプリケーション・プログラム等が格納される。
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【００３０】
　Ｉ／Ｆ５０は、バス８０と各種のハードウェアやネットワーク等を接続し制御する。Ｌ
ＣＤ６０は、ユーザが情報処理装置の状態を確認するための視覚的ユーザインタフェース
である。操作部７０は、キーボードやマウス等、ユーザが情報処理装置に情報を入力する
ためのユーザインタフェースである。尚、ＨＷＦサーバ４はサーバとして運用されるため
、ＬＣＤ６０や操作部７０等のユーザインタフェースは省略可能である。
【００３１】
　このようなハードウェア構成において、ＲＯＭ３０に格納されたプログラムや、ＨＤＤ
４０若しくは図示しない光学ディスク等の記憶媒体からＲＡＭ２０にロードされたプログ
ラムに従ってＣＰＵ１０が演算を行うことにより、ソフトウェア制御部が構成される。こ
のようにして構成されたソフトウェア制御部と、ハードウェアとの組み合わせによって、
本実施形態に係るＤＦＥ１００、ＨＷＦサーバ４及びクライアント端末５の機能を実現す
る機能ブロックが構成される。
【００３２】
　次に、上述したＪＤＦ情報について説明する。図３は、ＪＤＦ情報の例を示す図である
。図３に示すように、ＪＤＦ情報は、ジョブの実行に関する“ジョブ情報”、ラスターデ
ータに関する“エディット情報”、後処理に関する“フィニッシング情報”を含む。また
、“ＲＩＰステータス”、“ＲＩＰデバイス指定”及び“デバイス指定”の情報を含む。
【００３３】
　“ジョブ情報”は、図３に示すように、“部数”、“ページ数”、“ＲＩＰ制御モード
”といった情報を含む。“部数”は、出力対象の印刷物の部数を指定する情報である。“
ページ数”は、印刷物のページ数を指定する情報である。“ＲＩＰ制御モード”は、ＲＩ
Ｐ処理の制御モードを示し、「ページモード」、「シートモード」等が指定される。
【００３４】
　“エディット情報”は、“向き情報”、“印刷面情報”、“回転”、“拡大／縮小”、
“イメージ位置”、“レイアウト情報”、“マージン情報”、“クロップ・マーク情報”
を含む。“向き情報”は、「縦」、「横」等の印刷の向きを指定する情報である。“印刷
面情報”は、「両面」、「片面」等の印刷面を指定する情報である。
【００３５】
　“回転”は、出力対象の画像の回転角度を指定する情報である。“拡大／縮小”は、出
力対象の画像の変倍率を指定する情報である。“イメージ位置”の“オフセット”は、出
力対象の画像のオフセットを指定する情報である。“位置調整情報”は、出力対象の画像
の位置調整の値を指定する情報である。
【００３６】
　“レイアウト情報”の“カスタム・インポジション配置”は、カスタム面の配置を指定
する情報である。“ページ数”は、用紙１枚のページ数を指定する情報であり、例えば１
枚の用紙に２ページを集約する場合には「２ｉｎ１」等と指定される。“ページ順序情報
”は、印刷されるページの順序に関する情報を指定する情報である。“クリープ位置調整
”は、クリープ位置の調整に関する値を指定する情報である。
【００３７】
　“マージン情報”は、フィット・ボックスやガターなどのマージンに関する値を指定す
る情報である。“クロップ・マーク情報”の“センター・クロップ・マーク情報”は、セ
ンター・クロップ・マークに関する値を指定する情報である。“コーナー・クロップ・マ
ーク情報”は、コーナー・クロップ・マークに関する値を指定する情報である。この他、
マークの情報として様々な情報が含まれ得る。詳細は後述する。
【００３８】
　“フィニッシング情報”は、“Ｃｏｌｌａｔｅ情報”、“ステープル／バインド情報”
、“パンチ情報”、“折り情報”、“トリム”、“出力トレイ情報”、“入力トレイ情報
”、“カバー・シート情報”を含む。“Ｃｏｌｌａｔｅ情報”は、文書が複数部数印刷さ
れる場合にページ単位で印刷するか文書単位で印刷するかを指定する情報である。
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【００３９】
　“ステープル／バインド情報”は、ステープル／バインドに関する処理を指定する情報
である。“パンチ情報”は、パンチに関する処理を指定する情報である。“折り情報”は
、折りに関する処理を指定する情報である。“トリム”は、トリムに関する処理を指定す
る情報である。
【００４０】
　“出力トレイ情報”は、出力トレイを指定する情報である。“入力トレイ”は、入力ト
レイを指定する情報である。“カバー・シート情報”は、カバー・シートに関する処理を
指定する情報である。
【００４１】
　“ＲＩＰステータス”は、ＲＩＰ処理に含まれる各処理であるＲＩＰ内部処理の夫々が
実行済みであるか否かを示す実行状態情報である。図３においては、ＲＩＰ内部処理の項
目として“プリフライト”、“ノーマライズ”、“フォント”、“レイアウト”、“マー
ク”、“ＣＭＭ”、“Ｔｒａｐｐｉｎｇ”、“Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ”、“Ｓｃｒｅｅ
ｎｉｎｇ”といった処理項目が記述されている。そして、夫々の項目についての処理状態
のステータスが記述される。図３においては、未処理であることを示す「ＮｏｔＹｅｔ」
が設定されており、夫々の処理が実行されると「Ｄｏｎｅ」に更新される。
【００４２】
　“ＲＩＰデバイス指定”は、夫々のＲＩＰ内部処理について、ＨＷＦサーバ４側におい
て実行するか、ＤＦＥ１００側において実行するかを指定する情報である。“ＲＩＰステ
ータス”と同様のＲＩＰ内部処理の夫々の項目について、「ＨＷＦサーバ」と「ＤＦＥ」
とのいずれかが設定される。また、「ＤＦＥ」が設定される場合、「ＤＦＥ（エンジンＡ
）」のように、ＤＦＥ１００に搭載されている複数のＲＩＰエンジンのいずれかを指定す
る情報が含まれる。
【００４３】
　“デバイス指定”は、印刷ジョブを実行するデバイスを指定する情報であり、図３の例
においては、「デジタルプリンタ」が指定されている。尚、ＪＤＦ情報は図３に示す情報
の他にも様々な情報を含む。それらの情報については以降の説明において詳述する。
【００４４】
　図３に示すＪＤＦ情報は、オペレータがクライアント端末５を介してＨＷＦサーバ４の
ＧＵＩを表示させ、ＧＵＩにおいて各種の項目を設定することにより生成される。そして
、ＨＷＦサーバ４やＤＦＥ１００に搭載されるＲＩＰエンジンは、このようなＪＤＦ情報
に基づいてＲＩＰ処理を行う。また、後処理装置３は、このようなＪＤＦ情報に基づいて
後処理を実行する。尚、外部のソフトウェアやシステムからＨＷＦサーバ４に対してジョ
ブが入稿される場合、ＪＤＦ情報が付与された状態で入稿される場合もある。
【００４５】
　次に、本実施形態に係るＨＷＦサーバ４の機能構成について図４を参照して説明する。
図４に示すように、ＨＷＦサーバ４は、ＨＷＦコントローラ４００及びネットワークＩ／
Ｆ４０１を含む。ネットワークＩ／Ｆ４０１は、ＨＷＦサーバ４がネットワークを介して
他の機器と情報をやり取りするためのインタフェースである。
【００４６】
　ＨＷＦコントローラ４００は、印刷対象のデータの取得、印刷ジョブの作成、ワークフ
ローの管理、デジタルプリンタ１及びオフセットプリンタ２へのジョブの振り分け等を管
理する。印刷対象のジョブデータがＨＷＦサーバ４に入力され、ＨＷＦコントローラ４０
０によって取得される処理が、本システムにおける入稿処理である。ＨＷＦコントローラ
４００は、専用のソフトウェアが情報処理装置にインストールされることによって構成さ
れる。このソフトウェアがＨＷＦソフトウェアである。
【００４７】
　ＨＷＦコントローラ４００において、システム制御部４１０は、ＨＷＦコントローラ４
００全体の制御を行う。そのため、システム制御部４１０は、上述したＨＷＦコントロー
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ラ４００の各機能の実現に際して、ＨＷＦコントローラ４００各部に命令を与えて処理を
実行させる。データ受信部４１１は、他のシステムからの印刷物のジョブデータの受信、
もしくはオペレータの操作によって入稿されるジョブデータの受信を行う。
【００４８】
　ＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）制御部４１２は、クライアント端末５を介した
オペレータによる操作を制御する。クライアント端末５にはＨＷＦサーバ４を操作するた
めのＧＵＩが表示され、ＵＩ制御部４１２は、クライアント端末５において表示されたＧ
ＵＩに対する操作の情報を、ネットワークを介して取得する。
【００４９】
　ＵＩ制御部４１２は、このようにしてネットワークを介して取得した操作の情報をシス
テム制御部４１０に通知する。クライアント端末５におけるＧＵＩの表示は、クライアン
ト端末５に予めインストールされたソフトウェアや、ＵＩ制御部４１２からネットワーク
を介してクライアント端末５に提供される情報によって実現される。
【００５０】
　オペレータは、クライアント端末５に表示されたＧＵＩを操作することにより入稿対象
のジョブデータを選択する。これにより、クライアント端末５がＨＷＦサーバ４に対して
ジョブデータを送信し、データ受信部４１１がジョブデータを取得する。システム制御部
４１０は、データ受信部４１１が取得したジョブデータをジョブデータ格納部４１４に登
録する。
【００５１】
　クライアント端末５からＨＷＦサーバ４へのジョブデータの送信に際しては、クライア
ント端末５において選択された文書データや画像データに基づき、クライアント端末５に
おいてジョブデータが生成された上でＨＷＦサーバ４に送信される。ジョブデータは、例
えばＰＤＦ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｏｒｍａｔ）やＰｏｓｔＳｃｒｉ
ｐｔ等のＰＤＬ（Ｐａｇｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）形式のデータ
である。
【００５２】
　この他、クライアント端末５からＨＷＦサーバ４に対してアプリケーション専用のデー
タ形式や一般的な画像データの形式のまま印刷対象のデータが送信されても良い。その場
合、システム制御部４１０は、取得したデータに基づいてジョブ制御部４１３にジョブデ
ータを生成させる。ジョブ制御部４１３は、ＲＩＰエンジン４２０の機能により印刷対象
のデータに基づいてジョブデータを生成させる。
【００５３】
　尚、ジョブデータ格納部４１４に登録された印刷対象のデータは上述したようにＰＤＬ
情報であるが、このＰＤＬ情報は、印刷対象のデータに基づいて生成された一次的なデー
タの他、途中まで処理が実行された中間データの場合もあり得る。これらの情報が、画像
形成出力対象の画像の情報である出力対象画像情報として用いられる。中間データがジョ
ブデータ格納部４１４に格納される場合としては、ＨＷＦサーバ４において既に処理が開
始された処理途中の状態の他、中間データの状態でＨＷＦサーバ４にジョブデータが登録
される場合等があり得る。以降、“ＰＤＬ情報”とする場合には、ＲＩＰ処理が行われて
いない一次的なデータを示し、“中間データ”とする場合には途中までＲＩＰ処理が実行
された処理途中の状態のデータを示す。
【００５４】
　また、上述したように、図３において説明したＪＤＦの情報はクライアント端末５に表
示されるＧＵＩに対するオペレータの操作により設定されて生成される。若しくは、外部
のソフトウェアやシステムからＨＷＦサーバ４に対してジョブが入稿される場合には、予
め付与されている。そのようにして取得されたＪＤＦ情報はジョブデータとしてＰＤＬ情
報と共にデータ受信部４１１によって受信される。システム制御部４１０は、そのように
して取得されたＪＤＦ情報とＰＤＬ情報とを関連付けてジョブデータ格納部４１４に登録
する。
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【００５５】
　尚、本実施形態においてはジョブの内容を示す属性情報としてＪＤＦ情報を用いる場合
を例として説明した。しかしながらこれは一例であり、他の形式、例えばＰＰＦ（Ｐｒｉ
ｎｔ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｆｏｒｍａｔ）情報を用いても良い。
【００５６】
　また、システム制御部４１０は、クライアント端末５に表示されたＧＵＩに対するオペ
レータの操作に基づき、受信したジョブデータを、ページ単位等の印刷部位毎に分割する
ことが出来る。そのようにして分割した夫々のジョブデータは、分割された個別のジョブ
データとしてジョブデータ格納部４１４に登録される。
【００５７】
　また、分割が指定された夫々のジョブについて、クライアント端末５に表示されたＧＵ
Ｉに対するオペレータの操作により出力先のデバイスが選択されると、その選択結果がジ
ョブデータと関連付けてジョブデータ格納部４１４に保存される。出力先の選択態様とし
ては、例えば表紙部分はデジタルプリンタ１、本文はオフセットプリンタ２といった選択
態様があり得る。
【００５８】
　このようなジョブの分割処理は、システム制御部４１０、ジョブ制御部４１３による制
御を介して面付け変換部４２２によって実行される。面付け変換部４２２は、オペレータ
によって指定されたジョブの分割態様に応じて、出力先の装置毎にジョブデータを生成し
てジョブを分割する。また、面付け変換部４２２は、ジョブの分割の結果によって定まる
印刷条件の変化に基づき、分割前の元のジョブに対して設定されたマークの情報を分割後
のジョブに対応させて変換する。このような機能が、本実施形態に係る要旨の１つである
。詳細は後述する。
【００５９】
　デバイス情報管理部４１６は、デジタルプリンタ１、オフセットプリンタ２、後処理装
置３等、システムに含まれる他のデバイスの情報を取得してデバイス情報格納部４１７に
記憶させることにより管理する。他のデバイスの情報としては、デバイスがネットワーク
に接続された際に割り当てられるネットワークのアドレスや、デバイスの機能の情報であ
る。デバイスの機能の情報とは、例えば印刷速度、使用可能な後処理機能、動作状態等で
ある。
【００６０】
　デバイス情報通信部４１５は、ネットワークＩ／Ｆ４０１を介して、システムに含まれ
る他のデバイスの情報を定期的に取得する。これにより、デバイス情報管理部４１６は、
デバイス情報格納部４１７に格納されている他のデバイスの情報を定期式に更新するため
、他のデバイスの情報が動的に変化したとしてもデバイス情報格納部４１７に格納された
情報が正確に保たれる。
【００６１】
　面付け変換部４２２は、上述したマーク情報の変換に際して、分割後のジョブデータが
送信される先の装置の情報、即ち、オフセットプリンタ２やデジタルプリンタ１の情報を
取得して、マーク情報の変換を行う。それらの情報はデバイス情報格納部４１７に格納さ
れている情報であり、デバイス情報管理部４１６によって提供される。
【００６２】
　ワークフロー制御部４１８は、ジョブデータ格納部４１４に登録されたジョブデータを
システム上で処理する際の各処理の実行順を決定し、その情報をワークフロー情報格納部
４１９に記憶させる。ワークフローに定められた各処理は予めその実行順序が決めらてお
り、順序性を保つため、前の処理が完了すると次の処理に進むように制御される。
【００６３】
　即ち、ワークフロー情報格納部４１９に格納されているのは、ＨＷＦシステムにおいて
実行可能な夫々の処理が指定された順番通りに組み合わせられたワークフロー情報である
。図５は、ワークフロー情報の例を示す図である。これに対して、夫々の処理が実行され
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る際のパラメータは上述した通りＪＤＦ情報において指定される。ワークフロー情報格納
部４１９には、クライアント端末５に表示されたＧＵＩに対するオペレータの操作に基づ
いて設定されたワークフロー情報が予め登録されている。
【００６４】
　ＨＷＦサーバ４に登録されたジョブデータに対する実行指示は、クライアント端末５に
表示されたＧＵＩに対するオペレータの操作に基づきＵＩ制御部４１２を介してシステム
制御部４１０に通知される。これにより、システム制御部４１０は、上述した出力先デバ
イスの選択を行う。
【００６５】
　上述したように、クライアント端末５に表示されたＧＵＩ上で出力先デバイスを選択す
る態様の場合、システム制御部４１０は指定の内容に従って出力先デバイスを選択する。
この他、ジョブの内容とデバイスの特性との比較に基づいて自動的に選択する態様も可能
である。
【００６６】
　ジョブの内容とデバイスの特性との比較に基づいて出力先デバイスを自動的に選択する
場合、システム制御部４１０は、利用可能なデバイスの情報をデバイス情報管理部４１６
から取得する。このようにして出力先デバイスを決定すると、システム制御部４１０は、
決定した出力先デバイスを示す情報をＪＤＦ情報に付与する。
【００６７】
　出力先デバイスを決定した後、システム制御部４１０はワークフロー制御部４１８に対
してジョブの実行指示を行う。この際、オペレータの操作に基づいてワークフロー情報格
納部４１９に予め登録されているワークフロー情報を用いても良いし、オペレータの操作
に従って設定された内容に基づいて新たなワークフロー情報が生成されても良い。
【００６８】
　ワークフロー制御部４１８は、システム制御部４１０から実行指示を受け付けると、指
定されたワークフロー情報若しくは新たに生成したワークフロー情報に従い、指定された
実行順に従ってジョブ制御部４１３に各処理の実行指示を行う。即ち、ワークフロー制御
部４１８、ジョブ制御部４１３が連動して処理実行制御部として機能する。
【００６９】
　実行指示を受けたジョブ制御部４１３は、上述したＰＤＬ情報及びＪＤＦ情報をＲＩＰ
エンジン４２０に入力してＲＩＰ処理を実行させる。ＪＤＦ情報には、ＲＩＰエンジンに
よって行われる複数のＲＩＰ内部処理夫々について、ＨＷＦサーバ４、ＤＦＥ１００のい
ずれにおいて実行するかを示す情報が含まれる。
【００７０】
　ジョブ制御部４１３は、ＪＤＦ情報に含まれる情報のうち、ＲＩＰ処理の振り分けの情
報を参照し、ワークフロー制御部４１８から指示された処理がＨＷＦサーバ４において実
行するべき処理であれば、ＲＩＰエンジン４２０に対して指定された処理を実行させる。
ＲＩＰエンジン４２０は、ジョブ制御部４１３からの指示に従い、ＪＤＦ情報において指
定されたパラメータに基づいてＲＩＰ処理を実行する。
【００７１】
　このようにしてＲＩＰ処理を実行したＲＩＰエンジン４２０は、処理を実行したＲＩＰ
処理のＲＩＰステータスを更新する。これにより、複数のＲＩＰ内部処理のうちＨＷＦサ
ーバ４において実行されたＲＩＰ内部処理については、ステータスが「Ｄｏｎｅ」に変更
される。ＲＩＰエンジン４２０が、制御側描画情報生成部として機能する。
【００７２】
　ＲＩＰ処理が実行されることによって生成されるＲＩＰ実行結果データは、ＰＤＬ情報
、中間データ、ラスターデータのいずれかである。これらはＲＩＰ内部処理の内容に異な
るが、処理が進むことによって当初ＰＤＬ情報であったデータに基づいて中間データが生
成され、最終的にラスターデータが生成される。ＲＩＰ実行結果データは、実行中のジョ
ブに関連付けられてジョブデータ格納部４１４に格納される。
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【００７３】
　１つのＲＩＰ内部処理が完了すると、ＲＩＰエンジン４２０がジョブ制御部４１３に完
了を通知し、ジョブ制御部４１３がワークフロー制御部４１８に通知する。これにより、
ワークフロー制御部４１８が、ワークフロー情報に従って次の処理の制御を開始する。
【００７４】
　ジョブ制御部４１３は、ワークフロー制御部４１８から受け取ったジョブの内容が、他
システムに対する要求である場合、ジョブ送受信部４２１に対して、他システムに応じた
形でジョブデータを入力し、ジョブデータを送信させる。オフセットプリンタ２へのジョ
ブデータの送信の場合、印刷対象のデータはラスターデータに変換された上でジョブデー
タとして送信される。
【００７５】
　他方、デジタルプリンタ１へのジョブデータの送信の場合、ジョブ制御部４１３は、Ｄ
ＦＥ１００に含まれる複数のＲＩＰエンジンのうち、ＲＩＰエンジン４２０に対応した同
一のＲＩＰエンジンを指定してジョブ送受信部４２１にジョブデータを入力する。これに
より、ジョブ送受信部４２１は、ＲＩＰエンジン４２０に対応した同一のＲＩＰエンジン
を指定してＤＦＥ１００にジョブデータを送信する。
【００７６】
　ジョブ送受信部４２１は、ＰＤＬ情報または中間データと、ＪＤＦ情報とをパッケージ
したジョブデータをＤＦＥ１００に送信する。尚、ジョブデータの送信態様として、ＰＤ
Ｌ情報または中間データを外部リソースデータとし、ＪＤＦ情報内にＰＤＬ情報または中
間データの格納先を示すＵＲＬを記述する態様でも良い。この場合、ＪＤＦ情報を受信し
た側でＵＲＬにアクセスし、ＰＤＬ情報または中間データを取得する。また、ジョブ送受
信部４２１は、オフセット印刷の場合、ＲＩＰエンジン４２０によって生成されたラスタ
ーデータをＣＴＰ２００に送信する。このようにしてオフセットプリンタ２やデジタルプ
リンタ１に夫々送信されたジョブデータは、送信された先であるＣＴＰ２００やＤＦＥ１
００において順次実行される。
【００７７】
　次に、本実施形態に係るＤＦＥ１００の機能構成について図６を参照して説明する。Ｄ
ＦＥ１００は、ＨＷＦサーバ４からジョブデータを受信し、受信したジョブの制御、ＲＩ
Ｐ処理の実行制御及びデジタルエンジン１５０の制御を行う。ＨＷＦサーバ４は、ＤＦＥ
１００にジョブデータを送信することにより、デジタルエンジン１５０による印刷出力を
実行させる。即ち、ＤＦＥ１００は、ＨＷＦサーバ４に対してデジタルプリント機能を提
供するためのサーバとして機能する。
【００７８】
　ＤＦＥ１００が提供するジョブの制御機能とは、ジョブデータの受け付け、ＪＤＦ情報
の解析、ラスターデータの作成及びデジタルエンジン１５０による印刷出力等の一連の動
作の制御機能である。ＲＩＰ処理の実行制御とは、ＪＤＦ情報とＰＤＬ情報の解析によっ
て生成された情報に基づいてＲＩＰエンジンにＲＩＰ処理を実行させる制御である。
【００７９】
　ＪＤＦ情報の解析によって生成される情報とは、図３において説明したＪＤＦ情報のう
ち、ＲＩＰ処理に用いられる情報が抽出され、ＤＦＥ１００において解読可能な形式に変
換された情報であり、“ＤＦＥ内ジョブ属性”と呼ばれる。このＤＦＥ内ジョブ属性とＰ
ＤＬ情報を参照してＲＩＰ処理が実行されることにより、中間データ、ラスターデータが
作成される。
【００８０】
　デジタルエンジン１５０の制御機能とは、デジタルエンジン１５０にラスターデータ及
び上述したＤＦＥ内ジョブ属性の一部を送信して印刷出力を実行させる機能である。これ
らの機能は、図６に示す各ブロックによって実現される。図６に示す各ブロックは、図２
において説明したように、ＲＡＭ２０にロードされたプログラムやＲＯＭ３０に格納され
たプログラムに従ってＣＰＵ１０が演算処理を行い、他のハードウェアを動作させること
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により実現される。
【００８１】
　ＤＦＥ１００は、ネットワークＩ／Ｆ１０１、ディスプレイ１０２及びＤＦＥコントロ
ーラ１１０を含み、ＤＦＥコントローラ１１０内部に複数のＲＩＰエンジンを搭載してい
る。これは、ＨＷＦシステムにおいてＤＦＥ１００にジョブを送信する可能性のある他の
デバイスのＲＩＰエンジンに夫々対応して搭載されたものである。本実施形態においては
、複数のＨＷＦサーバ４ａ、４ｂに夫々異なるＲＩＰエンジンが含まれているため、ＤＦ
Ｅ１００には夫々のＲＩＰエンジンに対応して複数のＲＩＰエンジンが搭載されている。
【００８２】
　ジョブ受信部１１１は、内部に複数の個別ジョブ受信部１１２を含む。個別ジョブ受信
部１１２は、ネットワークＩ／Ｆ１０１を介してＨＷＦサーバ４からジョブデータを受信
する。複数の個別ジョブ受信部１１２は、ＤＦＥ１００に搭載されている複数のＲＩＰエ
ンジンに夫々対応している。個別ジョブ受信部１１２が個別受信部として機能する。
【００８３】
　上述したように、ＨＷＦサーバ４からのＤＦＥ１００へのジョブデータの送信に際して
は、対応するＲＩＰエンジンが指定されて送信される。そのため、ジョブ受信部１１１に
おいては、指定されたＲＩＰエンジンに対応した個別ジョブ受信部１１２がジョブデータ
を受信する。
【００８４】
　尚、ＤＦＥ１００へのジョブデータの入力は、ＨＷＦサーバ４からネットワークを介し
た入力の他、ＵＳＢメモリ等の可搬型記憶媒体を介して入力することも可能である。本実
施形態においてはジョブデータにＪＤＦ情報が含まれる場合を例として説明するが、ＪＤ
Ｆが含まれていない場合、ジョブ受信部１１１はダミーのＪＤＦを作成して、ジョブデー
タにＪＤＦ情報を付与する。
【００８５】
　個別ジョブ受信部１１２は、上述した夫々のＲＩＰエンジンに対応して設けられる場合
の他、予めジョブの内容が設定された仮想プリンタとしても機能する。即ち、ＤＦＥ１０
０に搭載されたＲＩＰエンジン及びジョブの内容を設定した個別ジョブ受信部１１２を設
け、複数の個別ジョブ受信部１１２のいずれかを指定することにより、予め設定された内
容でジョブを実行させることが可能となる。
【００８６】
　本実施形態に係る個別ジョブ受信部１１２において可能な設定の１つに、“パススルー
モード”がある。この“パススルーモード”は、ＤＦＥ１００においてＲＩＰエンジンと
は個別に設けられたＪＤＦ情報の解析機能であるＪＤＦ解析部１１７によるＪＤＦ情報の
解析処理を行わせず、ＲＩＰエンジンにおいてＪＤＦ情報の解析を実行するモードである
。
【００８７】
　このような機能により、ＪＤＦ解析部１１７が対応していない形式のＪＤＦ情報を用い
ることや、ＲＩＰエンジンの外側にＪＤＦ解析機能を設けることが難しいＲＩＰエンジン
をＨＷＦサーバ４及びＤＦＥ１００において用いることが可能となる。本実施形態におい
ては、ＨＷＦサーバ４に搭載されたＲＩＰエンジン４２０とＤＦＥ１００に搭載されたＲ
ＩＰエンジン１２０とで処理を分担する際に、上述した“パススルーモード”が用いられ
る。ＲＩＰエンジン４２０に対応した同一のＲＩＰエンジン１２０が、出力側描画情報生
成部として用いられる。
【００８８】
　ＲＩＰ処理をＨＷＦサーバ４とＤＦＥ１００とに分散する場合、可能な限りＨＷＦサー
バ４とＤＦＥ１００との区分が意識されず、一連の処理として実行されることが好ましい
。そのため、ＨＷＦサーバ４において途中まで処理されたデータがＤＦＥ１００に入力さ
れた場合、未処理のジョブデータが入力された場合と同様のＪＤＦ解析処理は省略し、Ｈ
ＷＦサーバ４における処理の続きとして処理が実行されることが好ましい。
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【００８９】
　本実施形態においては、ＨＷＦサーバ４とＤＦＥ１００とで対応した同一のＲＩＰエン
ジンが搭載されているため、このようなＲＩＰ処理の制御を好適に実現することが可能で
ある。また、そのような場合においては、一方のＲＩＰエンジンによって処理されたデー
タがそのまま他方のＲＩＰエンジンに受け渡されることが好ましいため、上述した“パス
スルーモード”によってそのような制御を好適に実現することが出来る。
【００９０】
　システム制御部１１３は、個別ジョブ受信部１１２が受信したジョブデータをジョブデ
ータ格納部１１４に格納し、若しくはジョブ制御部１１６に受け渡す。ＤＦＥ１００にお
いてジョブデータを格納する設定がされている場合や、既に実行中のジョブがある場合、
システム制御部１１３はジョブデータをジョブデータ格納部１１４に格納する。また、ジ
ョブデータ格納部１１４に格納するか否かがＪＤＦ情報に記述されている場合、システム
制御部１１３はその記述に従う。
【００９１】
　ジョブデータ格納部１１４にジョブデータを格納する場合とは、例えばＤＦＥ１００に
おいて印刷内容のプレビューを行う場合等である。この場合、システム制御部１１３は、
ジョブデータに含まれる印刷対象のデータ、即ちＰＤＬ情報や中間データを、ジョブデー
タ格納部１１４から取得してプレビューデータを生成してＵＩ制御部１１５に受け渡す。
これにより、ＵＩ制御部１１５は、印刷内容のプレビューをディスプレイ１０２に表示さ
せる。
【００９２】
　プレビューデータの生成に際して、システム制御部１１３はジョブ制御部１１６に印刷
対象のデータを受け渡してプレビューデータの生成を要求する。ジョブ制御部１１６はＲ
ＩＰ部１１８に印刷対象のデータを受け渡してプレビューデータを生成させ、生成された
プレビューデータをシステム制御部１１３に受け渡す。
【００９３】
　また、ＤＦＥ１００においてオペレータがＪＤＦ情報の変更を行う場合も、ジョブデー
タ格納部１１４にジョブデータが格納される。この場合、システム制御部１１３は、ＪＤ
Ｆ情報をジョブデータ格納部１１４から取得してＵＩ制御部１１５に受け渡す。これによ
り、ディスプレイ１０２にジョブデータのＪＤＦ情報が表示され、オペレータが操作によ
って変更することが可能となる。
【００９４】
　オペレータがＤＦＥ１００を操作してＪＤＦ情報を変更した場合、ＵＩ制御部１１５は
変更内容を受け付けてシステム制御部１１３に通知する。システム制御部１１３は、受け
付けた変更内容を対象のＪＤＦ情報に反映して更新し、更新後のＪＤＦ情報をジョブデー
タ格納部１１４に記憶させる。
【００９５】
　システム制御部１１３は、原則としてジョブデータ格納部１１４に格納されているジョ
ブデータを格納された順に取り出し、ジョブ制御部１１６に受け渡す。また、ＤＦＥ１０
０における実行指示を待って実行することがＪＤＦ情報において記述されているジョブデ
ータの場合、ジョブ実行の指示を受け付けると、ジョブデータ格納部１１４に格納された
ジョブデータをジョブ制御部１１６に受け渡す。
【００９６】
　ジョブ実行の指示は、ＨＷＦサーバ４からネットワークを介して入力される場合や、Ｄ
ＦＥ１００に対するオペレータの操作によって入力される。また、例えば、ＪＤＦ情報に
ジョブの実行時刻が設定されている場合、システム制御部１１３は、設定時刻になるとジ
ョブデータ格納部１１４に格納されたジョブデータをジョブ制御部１１６に受け渡す。
【００９７】
　ジョブデータ格納部１１４は、このようにジョブデータを格納するための記憶領域であ
り、図２において説明したＨＤＤ４０等によって実現される。この他、ＤＦＥ１００にＵ
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ＳＢインタフェース等を介して接続された記憶装置や、ネットワークを介して接続された
記憶装置であっても良い。
【００９８】
　ＵＩ制御部１１５は、上述したようにディスプレイ１０２への情報の表示や、ＤＦＥ１
００に対するオペレータの操作を受け付ける。上述したＪＤＦ情報の編集操作において、
ＵＩ制御部１１５はＪＤＦ情報を解釈してディスプレイ１０２に印刷ジョブの内容を表示
する。
【００９９】
　ジョブ制御部１１６は、システム制御部１１３からのジョブの実行指示に基づいてジョ
ブの実行に係る制御を行う。具体的に、ジョブ制御部１１６が行う制御は、ＪＤＦ解析部
１１７によるＪＤＦ解析処理、ＲＩＰ部１１８によるＲＩＰ処理、プリンタ制御部１２２
によるデジタルエンジン１５０の制御処理である。
【０１００】
　ジョブ制御部１１６は、システム制御部１１３からジョブの実行指示を受けると、ジョ
ブデータに含まれるＪＤＦ情報をＪＤＦ解析部１１７に入力してＪＤＦ変換要求を行う。
ＪＤＦ変換要求とは、ＪＤＦ情報の生成元の形式で記述されたＪＤＦ情報を、ＲＩＰ部１
１８において認識可能な形式に変換する処理の要求である。即ち、ＪＤＦ解析部１１７が
、処理設定情報変換部として機能する。
【０１０１】
　他方、上述したように“パススルーモード”が指定されている場合、ジョブ制御部１１
６は、システム制御部１１３から取得したジョブデータに含まれるＪＤＦ情報を、そのま
まＲＩＰ部１１８に入力する。“パススルーモード”の指定は例えば個別ジョブ受信部１
１２によってＪＤＦ情報に記述される。また、個別ジョブ受信部１１２によって“パスス
ルーモード”の指定がされた場合、指定されたＲＩＰエンジン１２０に応じて「ページモ
ード」、「シートモード」の指定も記述される。
【０１０２】
　ＪＤＦ解析部１１７は、上述したように生成元の形式で記述されたＪＤＦ情報をＲＩＰ
部１１８において認識可能な形式に変換する。ＪＤＦ解析部１１７は内部に変換テーブル
を保持しており、その変換テーブルに従ってＪＤＦ情報に含まれる情報のうちＲＩＰ部１
１８において必要な情報を抜き出して記述形式を変換する。これにより、上述したＤＦＥ
内ジョブ属性が生成される。
【０１０３】
　図７は、本実施形態に係るＪＤＦ解析部１１７が保持している変換テーブルの例を示す
図である。図７に示すように、本実施形態に係る変換テーブルは、ＪＤＦ情報における記
述形式とＤＦＥ内ジョブ属性における記述形式とが関連付けられた情報である。例えば、
図３において説明した“部数”の情報は、実際のＪＤＦ情報においては“Ａ・Ａｍｏｕｎ
ｔ”と記述されており、ＤＦＥ内ジョブ属性の生成に際して“部数”という記述に変換さ
れる。
【０１０４】
　図７に示すような変換テーブルを用いたＪＤＦ解析部１１７の処理により、ＤＦＥ内ジ
ョブ属性が生成される。ＤＦＥ内ジョブ属性において記述される情報は、例えば図３に示
す“ジョブ情報”、“エディット情報”、“フィニッシング情報”等である。
【０１０５】
　また、ＪＤＦ解析部１１７は、ＤＦＥ内ジョブ属性の生成に際して、ＤＦＥ内ジョブ属
性に“ＲＩＰ制御モード”を設定する。“ＲＩＰ制御モード”には、「ページモード」、
「シートモード」等が設定される。ＪＤＦ解析部１１７は、ジョブデータを受信した個別
ジョブ受信部１１２の種類、ジョブの内容、ジョブデータの送信元であるＨＷＦサーバ４
を構成するＨＷＦソフトウェア等に応じて“ＲＩＰ制御モード”を割り当てる。
【０１０６】
　本実施形態においては、印刷ジョブにおける集約印刷の設定を「ページモード」で扱っ
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ている。“ＲＩＰ制御モード”について詳細は後述する。
【０１０７】
　ジョブ制御部１１６は、ＪＤＦ解析部１１７によって生成されたＤＦＥ内ジョブ属性に
基づいて“ＲＩＰパラメータ”を生成し、ＲＩＰ部１１８のＲＩＰ制御部１１９に対して
ＲＩＰパラメータを受け渡すことによりＲＩＰ処理を実行させる。これにより、ＲＩＰ部
１１８においてはＲＩＰパラメータに基づいてＲＩＰ処理が実行される。
【０１０８】
　図８は、本実施形態に係るＲＩＰパラメータの内容を示す図である。本実施形態に係る
ＲＩＰパラメータは、冒頭の情報として“入出力データ種類”、“データ読み込み情報”
、“ＲＩＰ制御モード”を含む。“入出力データ種類”は、「ＪＤＦ」、「ＰＤＬ」等、
入出力データの種類を指定する。指定の形式は、「ＪＤＦ」、「ＰＤＬ」等の他、テキス
ト形式や画像データの拡張子、中間データ等である。
【０１０９】
　“データ読み込み情報”は、入出力データの読み込み位置、書き込み位置の指定方法や
、指定位置の情報である。“ＲＩＰ制御モード”は、「ページモード」、「シートモード
」の情報である。この他、冒頭の情報としては、ＲＩＰパラメータ内で使用する単位の情
報や、データの圧縮方式の情報が含まれる。
【０１１０】
　“入出力画像情報”は、“出力画像に関する情報”、“入力画像に関する情報”、“画
像の取り扱いに関する情報”を含む。“出力画像に関する情報”は、出力画像データのフ
ォーマット、解像度、サイズ、カラー分解、カラーシフト、ページ向き等の情報を含む。
また、“入力画像に関する情報”は、入力画像データのフォーマット、解像度、ページ範
囲、カラー設定等の情報を含む。“画像の取り扱いに関する情報”は、拡大縮小アルゴリ
ズムのオフセット、オブジェクト領域、ハーフトーンのオフセット等の情報を含む。
【０１１１】
　“ＰＤＬ関連情報”は、ＲＩＰパラメータが対象とするＰＤＬ情報に関連する情報であ
り、“データ領域”、“サイズ情報”、“データ配置方式”の情報を含む。尚、ここで言
うＰＤＬ情報は、ジョブにおいて印刷対象となるデータであり、中間データの場合を含む
。“データ領域”は、ＰＤＬ情報の格納されている領域情報を指定する。“サイズ情報”
は、ＰＤＬ情報のデータサイズを指定する。“データ配置方式”は、「リトルエンディア
ン」、「ビッグエンディアン」等、ＰＤＬ情報のメモリにおけるデータ配置方式を指定す
る。
【０１１２】
　他方、“パススルーモード”の場合、ジョブ制御部１１６は、ＪＤＦ情報及びＰＤＬ情
報又は中間データに基づいてＲＩＰパラメータを生成する。この場合、ＲＩＰパラメータ
を構成する各項目には、対応するＪＤＦ情報の項目を参照するための情報が設定される。
【０１１３】
　図８に示すように、ＲＩＰパラメータには“ＲＩＰ制御モード”が含まれる。ＲＩＰ制
御部１１９は、“ＲＩＰ制御モード”に応じてＲＩＰエンジン１２０を制御する。従って
、“ＲＩＰ制御モード”に従ってシーケンスが決定される。上述したように、“ＲＩＰ制
御モード”には「ページモード」、「シートモード」が設定される。
【０１１４】
　「ページモード」は、１枚の用紙に集約された複数の集約前のページ毎にＲＩＰ処理を
実行してラスターデータを生成する処理である。「シートモード」は、１枚の用紙に集約
される複数ページ毎にＲＩＰ処理を実行して、１枚に集約されたラスターデータを生成す
る処理である。
【０１１５】
　また、“パススルーモード”の場合、“ＲＩＰ制御モード”に「パススルーモード」が
指定される。但しこれは一例であり、“ＲＩＰ制御モード”以外の項目に「パススルーモ
ード」が記述されていても良い。
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【０１１６】
　また、ジョブ制御部１１６は、ＲＩＰパラメータに“ＲＩＰエンジン識別情報”を設定
する。“ＲＩＰエンジン識別情報”は、ＲＩＰ部１１８に含まれる複数のＲＩＰエンジン
１２０を識別する情報である。本実施形態においては、ＨＷＦサーバ４に搭載されている
ＲＩＰエンジン４２０に対応した同一のＲＩＰエンジンがＤＦＥ１００において用いられ
る。
【０１１７】
　そのため、ＪＤＦ情報には、上述したように個別ジョブ受信部１１２を指定する情報が
含まれており、そのように指定された個別ジョブ受信部１１２によってジョブデータが受
信される。個別ジョブ受信部１１２は、ＲＩＰエンジン１２０のいずれかに対応しており
、対応するＲＩＰエンジン１２０の識別情報を、受信したＪＤＦ情報に付加する。ジョブ
制御部１１６は、このようにＪＤＦ情報に付加されたＲＩＰエンジン１２０の識別情報に
基づき、上述した“ＲＩＰエンジン識別情報”をＲＩＰパラメータに付加する。
【０１１８】
　ＲＩＰ部１１８においては、ＲＩＰ制御部１１９が複数のＲＩＰエンジン１２０を制御
し、入力されたＲＩＰパラメータに基づいてＲＩＰ内部処理を実行させてラスターデータ
を生成する。ここで、本実施形態に係るＲＩＰ制御部１１９は、本実施形態に係るシステ
ムが、異なる複数のＨＷＦサーバ４から印刷ジョブを受信する可能性があることに対応す
るための機能を有する。
【０１１９】
　異なる種類のＨＷＦサーバ４においては、印刷ジョブにおけるデータの取り扱い方法が
異なる場合がある。例えば、上述した「ページモード」、「シートモード」等の“ＲＩＰ
制御モード”の違いである。「ページモード」に対応したＲＩＰエンジン１２０の場合、
集約印刷に際しては、集約数に応じた元ページのデータが夫々順番に指定される。
【０１２０】
　他方、「シートモード」に対応したＲＩＰエンジン１２０の場合、集約前の元ページの
データが全て指定されてＲＩＰ処理が実行される。即ち、ＲＩＰエンジン１２０に対する
パラメータの指定方法が異なる。このような差異は“ＲＩＰ制御モード”に限らない。例
えば、元データの余白の取り扱い等、元データの形式や取扱い方法の差異によって発生す
る。
【０１２１】
　このような差異に対応するため、本実施形態に係るＲＩＰ制御部１１９は、ＲＩＰ処理
を実行させるＲＩＰエンジン１２０に応じて、ＲＩＰエンジン１２０に対して指定するパ
ラメータの変換処理を行う。例えば、「シートモード」に対応したＲＩＰエンジン１２０
に対して、「ページモード」に対応したデータを入力する場合、「ページモード」で記述
されたパラメータを「シートモード」に変換する処理を行う。ＲＩＰエンジン１２０の機
能については後に詳述する。
【０１２２】
　画像格納部１２１は、ＲＩＰエンジン１２０によって生成されたラスターデータを記憶
する記憶部である。画像格納部１２１は、図２において説明したＨＤＤ４０等によって実
現される。この他、ＤＦＥ１００にＵＳＢインタフェース等を介して接続された記憶装置
や、ネットワークを介して接続された記憶装置であっても良い。
【０１２３】
　プリンタ制御部１２２は、デジタルエンジン１５０と接続されており、画像格納部１２
１に格納されたラスターデータを読み出してデジタルエンジン１５０に送信することによ
って印刷出力を実行させる。また、ジョブ制御部１１６からＤＦＥ内ジョブ属性に含まれ
るフィニッシング情報を取得することにより、仕上げ処理のための制御を行う。
【０１２４】
　プリンタ制御部１２２は、デジタルエンジン１５０との間で情報をやり取りすることに
より、デジタルエンジン１５０自身の情報を取得することが出来る。例えばＣＩＰ４規格
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の場合、ＪＤＦ情報の規格としてデバイス仕様情報をプリンタと送受信するＤｅｖＣａｐ
ｓという規格が定められている。また、ＳＮＭＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）という通信プロトコルとＭＩＢ（Ｍａｎａｇｅｍ
ｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅ）というデータベースとを利用したプリンタ
の情報の収集方法も知られている。
【０１２５】
　デバイス情報管理部１２３は、ＤＦＥ１００自身やデジタルエンジン１５０の情報であ
るデバイス情報を管理する。デバイス情報には、ＲＩＰ部１１８に含まれるＲＩＰエンジ
ン１２０の情報や、ジョブ受信部１１１において構成されている個別ジョブ受信部１１２
の情報が含まれる。そして、個別ジョブ受信部１１２の情報として、上述した“パススル
ーモード”の情報も含まれる。
【０１２６】
　デバイス情報通信部１２４は、ＭＩＢやＪＭＦ（Ｊｏｂ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｆｏｒ
ｍａｔ）などの仕様に合わせた形で、ネットワークＩ／Ｆ１０１を介してＨＷＦサーバ４
との間でデバイス情報のやり取りを行う。これにより、ＨＷＦサーバ４のデバイス情報通
信部４１５が、ＤＦＥ１００からデバイス情報を取得する。その結果、クライアント端末
５に表示されたＧＵＩにおいて、ＤＦＥ１００に含まれるＲＩＰエンジン１２０の情報や
、個別ジョブ受信部１１２の情報が反映されることとなる。
【０１２７】
　ＤＦＥ１００においてプリンタ制御部１２２によってデジタルエンジン１５０が制御さ
れて印刷出力が完了すると、システム制御部１１３はジョブ制御部１１６を介してそれを
認識する。そして、システム制御部１１３は、ジョブ受信部１１１を介して印刷ジョブの
完了通知をＨＷＦサーバ４に通知する。これにより、ＨＷＦサーバ４のジョブ送受信部４
２１がジョブの完了通知を受け付ける。
【０１２８】
　ＨＷＦサーバ４においては、ジョブ送受信部４２１がジョブ制御部４１３にジョブ完了
通知を転送し、ジョブ制御部４１３がワークフロー制御部４１８にジョブ完了を通知する
。ＨＷＦサーバ４からＤＦＥ１００へのジョブデータの送信は、元々ワークフロー制御部
４１８がワークフロー情報に従って実行したものである。
【０１２９】
　ワークフロー制御部４１８は、ＤＦＥ１００によるジョブの完了を認識すると、ワーク
フロー情報に従って次の処理の実行を制御する。ＤＦＥ１００による印刷出力の次に設定
される処理としては、例えば後処理装置３による後処理等がある。
【０１３０】
　次に、本実施形態に係るＲＩＰエンジンの機能構成について説明する。図９は、ＪＤＦ
解析部１１７によるＪＤＦ解析処理を伴う場合のＲＩＰエンジン１２０の機能構成を示す
図である。上述したように、ＲＩＰエンジン１２０は図８において説明したＲＩＰパラメ
ータに基づいてＲＩＰ内部処理を実行してラスターデータを生成するソフトウェアモジュ
ールである。ＲＩＰエンジンとしては、例えばアドビ・システムズによって提供されるＰ
ＤＦプリンティングエンジンであるＡＰＰＥ等がベースとして用いられる。
【０１３１】
　図９に示すように、ＲＩＰエンジン１２０は、制御部２０１と他の部分とによって構成
される。制御部２０１以外の部分が、ベンダーによって拡張可能な拡張部である。制御部
２０１は、拡張部として含まれる様々な機能を利用することによりＲＩＰ処理を実行する
。
【０１３２】
　入力部２０２は、初期化要求やＲＩＰ処理の実行要求を受け付け、その要求を制御部２
０１に通知する。初期化要求に際しては、上述したＲＩＰパラメータも共に制御部２０１
に入力される。初期化要求を受けた制御部２０１は、同時に受け付けたＲＩＰパラメータ
をＲＩＰパラメータ解析部２０３に入力する。そして、ＲＩＰパラメータ解析部２０３の
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機能によりＲＩＰパラメータの解析結果を取得し、ＲＩＰ処理においてＲＩＰエンジン１
２０に含まれる夫々の拡張部を動作させる順番を決定する。また、それらの処理の結果生
成されるデータの形式が、ラスタイメージ、プレビューイメージ、ＰＤＦ、中間データ等
のいずれかを決定する。
【０１３３】
　また、制御部２０１は、入力部２０２からＲＩＰ処理の実行要求を受け付けると、初期
化要求を受け付けた際に決定した処理順に従って拡張部の各部を動作させる。プリフライ
ト処理部２０４は、入力されたＰＤＬデータの内容の妥当性の確認を行う。そして、不正
なＰＤＬ属性を発見した場合、制御部２０１に通知する。この通知を受けた制御部２０１
は、出力部２１３を介してＲＩＰ制御部１１９やジョブ制御部１１６等の外部モジュール
に通知を行う。
【０１３４】
　プリフライト処理によって確認される属性の情報としては、例えば非対応のフォントが
指定されていないか否か等、ＲＩＰエンジン１２０に含まれる他のモジュールによる処理
が不可能になる事態が発生し得る情報である。
【０１３５】
　ノーマライズ処理部２０５は、入力されたＰＤＬデータがＰＤＦではなくＰｏｓｔＳｃ
ｒｉｐｔである場合にＰＤＦに変換する。マーク処理部２０６は、指定されたマークのグ
ラフィック情報を展開し、印刷対象の画像において指定された位置に重畳する。
【０１３６】
　フォント処理部２０７は、フォントデータを取り出し、フォントのＰＤＬへの埋め込み
フォント化、アウトライン化を行う。ＣＭＭ（Ｃｏｌｏｒ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｏ
ｄｕｌｅ）処理部２０９は、ＩＣＣ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎ
ｓｏｒｔｉｕｍ）プロファイルに記述された色変換テーブル等に基づいて、入力画像の色
空間をＣＭＹＫ（Ｃｙａｎ，Ｍａｇｅｎｔａ，Ｙｅｌｌｏｗ，ｂｌａｃＫ）へ変換する。
ＩＣＣプロファイルとは、カラーＩＣＣ情報、デバイスＩＣＣ情報である。
【０１３７】
　Ｔｒａｐｐｉｎｇ処理部２１０は、トラッピング処理を行う。トラッピング処理とは、
境界を接して隣接している異なる色の領域について位置ずれが生じた場合に境界部分に隙
間が生じることを防ぐため、夫々の色の領域を拡張して隙間が埋まるようにする処理であ
る。
【０１３８】
　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ処理部２１１は、ＣＭＭ処理部２０９による色変換の精度を高
めるため、出力デバイスの経時変動や個体差による発色バランスのばらつきの調節作業を
実施する。尚、Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ処理部２１１による処理は、ＲＩＰエンジン１２
０の外部において実行される場合もあり得る。
【０１３９】
　Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ処理部２１２は、最終出力を意識した網点の生成処理を実施する。
尚、Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ処理部２１２による処理は、Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ処理部２１
１による処理と同様に、ＲＩＰエンジン１２０の外部において実行される場合もあり得る
。出力部２１３は、外部にＲＩＰ結果を送信する。ＲＩＰ結果は、初期化時に決定したラ
スタイメージ、プレビューイメージ、ＰＤＦ、中間データのいずれかである。
【０１４０】
　レンダリング処理部２１８は、入力データに基づいてラスターデータを生成するレンダ
リング処理を行う。尚、図９に示す各処理部のうち、マーク処理部２０６、フォント処理
部２０７による処理は、レンダリング処理部２１８において同時に実行される場合もある
。
【０１４１】
　次に、ＪＤＦ解析部１１７によるＪＤＦ解析処理を伴わない場合のＲＩＰエンジン１２
０の機能構成について、図１０を参照して説明する。上述したように、ＪＤＦ解析部１１
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７によるＪＤＦ解析処理を伴わない場合とは、ＨＷＦサーバ４とＤＦＥ１００とでＲＩＰ
内部処理を分散する場合である。従って、図１０に示すＲＩＰエンジン１２０と同様の構
成をＨＷＦサーバ４に搭載されるＲＩＰエンジン４２０も含む。
【０１４２】
　図１０に示すように、ＪＤＦ解析部１１７によるＪＤＦ解析処理を伴わない場合のＲＩ
Ｐエンジン１２０の機能構成は、大部分は図９において説明した構成と同一である。以下
、図９とは異なる部分のみ説明する。制御部２０１以外の部分が拡張部であることも図９
と同様である。
【０１４３】
　図１０の例における制御部２０１は、入力部２０２から初期化要求を受け付けると、初
期化要求と共にＪＤＦ情報を取得する。そして、制御部２０１は、ジョブ属性解析部２１
４の機能を利用してＪＤＦ情報及びＰＤＬ情報を解析し、図９の場合と同様に拡張部夫々
の処理順や処理の結果生成されるデータの形式を決定する。
【０１４４】
　特に、ＤＦＥ１００に搭載されたＲＩＰエンジン１２０の場合、処理結果のデータ形式
はプリンタ制御部１２２に入力するためのラスターデータとなることが多い。これに対し
て、ＨＷＦサーバ４に搭載されたＲＩＰエンジン４２０の場合、処理結果のデータ形式は
、ＨＷＦサーバ４とＤＦＥ１００との処理の分散態様に応じて異なる。従って、ＲＩＰエ
ンジン４２０における制御部２０１は、ジョブ属性解析部２１４による解析結果に基づき
、ＰＤＬ情報や中間データ等の処理結果のデータ形式を決定する。
【０１４５】
　また、制御部２０１は、ＲＩＰステータス解析部２１５の機能を利用して、ＪＤＦ情報
に含まれるＲＩＰステータスの情報を解析し、既に実行済みのＲＩＰ内部処理の有無を確
認する。既に実行済みのＲＩＰ内部処理部がある場合は、対応する拡張部を処理の対象か
ら除外する。
【０１４６】
　尚、ＲＩＰステータス解析部２１５は、ＪＤＦ情報に含まれるＲＩＰステータスを解析
する場合の他、ＰＤＬ情報を解析して同様の処理を実行することも可能である。ＰＤＬ情
報の場合、既に実行されたＲＩＰ内部処理についてはパラメータ等の属性情報が消えてい
るので、残っている属性情報に基づいて未実行であるＲＩＰ内部処理を判断することが可
能である。
【０１４７】
　レイアウト処理部２１７は、面付け処理を実行する。ＲＩＰステータス管理部２１６は
、制御部２０１の制御に従い、夫々の拡張部によって実行されたＲＩＰ内部処理に対応す
るＲＩＰステータスを「Ｄｏｎｅ」に書き換える。出力部２１３は、エンジンの外部にＲ
ＩＰ結果を送信する。ＲＩＰ結果は、初期化時に決定したデータ形式のデータである。
【０１４８】
　図１０に示すレンダリング処理部２１８も、図９と同様に入力データに基づいてラスタ
ーデータを生成するレンダリング処理を行う。そして、図１０示す各処理部のうち、マー
ク処理部２０６、フォント処理部２０７による処理に加えて、レイアウト処理部２１７に
よる処理が、レンダリング処理部２１８において同時に実行される場合もある。
【０１４９】
　また、上述したように、ＪＤＦ情報に含まれる“ＲＩＰデバイス指定”の情報によって
は、「ＤＦＥ（エンジンＡ）」、「ＤＦＥ（エンジンＢ）」のように、ＤＦＥ１００内部
に搭載された複数のＲＩＰエンジン１２０を使い分ける場合がある。制御部２０１では、
他のＲＩＰエンジンの拡張部に処理を委託することは出来ないため、ジョブ制御部１１６
によって処理される。
【０１５０】
　上述したように、ジョブ制御部１１６は、“ＲＩＰエンジン識別情報”をＲＩＰパラメ
ータに付加する。この際、異なるＲＩＰエンジンが指定されたＲＩＰ内部処理毎に、異な
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るＲＩＰパラメータを生成する。図３の例の場合、“フォント”、“レイアウト”の実行
が指定された「エンジンＡ」用のＲＩＰパラメータと、“マーク”の実行が指定された「
エンジンＢ」用のＲＩＰパラメータと、それ以降の処理の実行が指定された「エンジンＡ
」用のＲＩＰパラメータとを生成する。
【０１５１】
　そして、ジョブ制御部１１６は、ＲＩＰ内部の処理の順番に従って、生成したＲＩＰパ
ラメータ毎に順番にＲＩＰ部１１８にＲＩＰ処理を要求する。これにより、「エンジンＡ
」、「エンジンＢ」が使い分けられてＲＩＰ内部処理が実行される。
【０１５２】
　この際、夫々のエンジンにおいて指定された処理のみが実行されるようにする方法とし
て、“ＲＩＰステータス”の情報を参照することが出来る。即ち、実行させる処理の項目
のみステータスを「ＮｏｔＹｅｔ」とし、他の処理を「Ｄｏｎｅ」とすることにより、指
定した処理のみを実行させることが出来る。
【０１５３】
　尚、上述したように、本実施形態に係るシステムにおいては、ＨＷＦサーバ４に搭載さ
れているＲＩＰエンジン４２０と共通のＲＩＰエンジン１２０がＤＦＥ１００に搭載され
ている。ここで、共通化されたＲＩＰエンジンとは、少なくともラスターデータの生成に
関する部分である。
【０１５４】
　従って、ＲＩＰエンジン４２０とＲＩＰエンジン１２０とは、図９、図１０に示す夫々
の処理部の全てが共通化されているのではない。少なくとも、マーク処理部２０６、フォ
ント処理部２０７、レイアウト処理部２１７及びレンダリング処理部２１８等の、ラスタ
ーデータの生成に係る処理部が共通化されていれば良い。尚、ラスターデータの生成に係
る処理部が共通化されるのは最低限の構成であり、他の処理部について共通化されていて
も良い。
【０１５５】
　次に、本実施形態に係るシステムの動作について、図１１を参照して説明する。図１１
は、本実施形態に係るＨＷＦシステムの動作を示すシーケンス図である。図１１において
は、デジタルプリンタ１により印刷出力が実行される場合の例を示している。図１１に示
すように、ＨＷＦサーバ４においては、デバイス情報通信部４１５がネットワークを介し
てＤＦＥ１００やＣＴＰ２００からデバイス情報を取得し、デバイス情報管理部４１６が
デバイス情報格納部４１７に情報を登録する（Ｓ１１０１）。Ｓ１１０１の処理は定期的
に実行される。
【０１５６】
　他方、クライアント端末５は、システムのＧＵＩに対するオペレータの操作によりジョ
ブデータの登録操作が行われると、ＨＷＦサーバ４に対してジョブ登録要求を送信する（
Ｓ１１０２）。ＨＷＦサーバ４においてはＵＩ制御部４１２がジョブ登録要求を取得する
。これにより、システム制御部４１０の制御に従ってデータ受信部４１１がジョブデータ
を取得する（Ｓ１１０３）。
【０１５７】
　データ受信部４１１によってジョブデータが取得されると、システム制御部４１０はジ
ョブ制御部４１３を制御し、取得したジョブデータの形式をＰＤＬ形式に変換する（Ｓ１
１０４）。このようにして変換されたジョブデータがジョブデータ格納部４１４に登録さ
れる。Ｓ１１０２においてジョブの登録操作が行われるＧＵＩにおいては、登録対象のデ
ータをファイルパス等により指定するためのインタフェースの他、図３において説明した
ＪＤＦに含まれる情報の項目を夫々指定するための入力部が表示される。
【０１５８】
　複数のページが１枚のシートに面付けされて印刷出力される場合においては、折り位置
や裁断位置などを示すマークが付与される。これらのマークは、Ｓ１１０２においてオペ
レータがＧＵＩを介して設定する。図１２は、マークを設定するためのＧＵＩであるマー
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ク設定画面の例を示す図である。
【０１５９】
　図１２に示すようにマーク設定画面においては、“裁ちトンボ”、“コーナートンボ”
、“センタートンボ”、“クワエ”、“ドブ”等のマークやレイアウトについて、用紙上
の位置を指定するための入力欄が表示される。オペレータは、クライアント端末５を操作
して夫々の入力欄に情報を入力することにより、面付け印刷におけるマークやレイアウト
の設定を行う。
【０１６０】
　図１３は、図１２に示すようなマーク設定画面に対する情報の入力に応じて表示される
マークやレイアウトの例を示す図である。図１３に示すようにマークやレイアウトをＧＵ
Ｉ上に表示することにより、オペレータによる情報の入力作業を効率的に補助することが
可能となる。このようにして入力された情報が、Ｓ１１０２においてＨＷＦサーバ４に送
信され、図３に示すＪＤＦ情報の一部として用いられる。
【０１６１】
　このように、出力対象の画像情報に対して、各種の設定がされて生成されたジョブデー
タが出力命令情報として用いられる。そして、上述したように、ジョブデータにはシート
サイズ、面付け等の印刷出力の結果物の丁合に関連する条件の設定や、丁合に関する図形
であるマークの設定が含まれる。それらの設定を受け付けてジョブデータを生成するシス
テム制御部４１０が出力命令情報取得部として機能する。
【０１６２】
　また、Ｓ１１０１の処理により、ＨＷＦサーバ４においては、ＤＦＥ１００に搭載され
ているＲＩＰエンジンの種類の情報が取得されている。従って、クライアント端末５のＧ
ＵＩにおいては、図３に示す“ＲＩＰデバイス指定”の情報を指定するための入力欄にお
いては、ＤＦＥに実行させる場合に、どのＲＩＰエンジンに実行させるかを選択すること
が可能となる。このようにして各種の条件設定がされてジョブデータ格納部４１４に格納
されたジョブデータが、出力命令情報として用いられる。
【０１６３】
　また、クライアント端末５は、システムのＧＵＩに対するオペレータの操作によりジョ
ブデータの分割操作が行われると、ＨＷＦサーバ４に対してジョブ分割要求を送信する（
Ｓ１１０５）。Ｓ１１０５におけるジョブ分割要求に際して、オペレータは、図１４に示
すような出力先設定画面を介してジョブの分割態様を指定する。図１４に示すように、出
力先設定画面においては、「オフセットプリンタ」、「デジタルプリンタ」を指定するた
めの出力先指定欄と、夫々の出力先に出力させるページ範囲を指定するページ範囲指定欄
とが表示される。
【０１６４】
　ページ範囲指定欄において指定可能なページ範囲は、出力先指定欄において指定された
出力先の装置において対応している面付け数の倍数である。そのため、出力先設定画面を
表示するための表示情報は、ページ範囲指定欄において指定可能なページ数として、指定
された出力先の装置に応じた数のみが指定可能なように構成される。
【０１６５】
　図１５は、図１４に示す出力先設定画面において設定された情報に基づき、Ｓ１１０５
において送信されるジョブ分割要求に含まれる情報の例を示す図である。図１５に示すよ
うに、分割対象のジョブを示す情報の他、分割の内容が指定された情報がジョブ分割要求
において送信される。分割の内容を示す情報は、印刷出力を実行するデバイスがページ単
位で指定された情報である。図１５に示す情報が、複数ページによって構成される出力対
象の画像について、ページ毎に異なる出力先を指定する出力先指定情報として用いられる
。
【０１６６】
　本実施形態においては、１冊の冊子を構成する印刷物、即ち、１つのジョブデータによ
って出力される印刷物に含まれる複数のページの出力先が、デジタルプリンタ１とオフセ
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ットプリンタ２とに分割される場合を例としている。そのような出力先の指定は、例えば
このＳ１１０５における分割要求によってＨＷＦサーバ４に伝えられる。
【０１６７】
　ジョブ分割要求を受けたＨＷＦサーバ４においては、ジョブ制御部４１３が、図１５に
示す情報において指定されている分割対象ジョブについて、分割内容に従ってページ単位
でジョブを分割し、別個のジョブを生成する（Ｓ１１０６）。この際、夫々の分割範囲毎
に指定されているデバイスが、ＪＤＦ情報において図３に示す“デバイス指定”の情報と
して用いられる。
【０１６８】
　ジョブデータが分割されると、面付け変換部４２２が、面付けの変換処理を行う（Ｓ１
１０７）。例えば、元のジョブデータにおいてＡ１サイズのシートに８面の面付けで印刷
を行うようになっていた場合において、分割後、変更された出力先で使用可能なシートの
サイズが最大でＡ３であった場合、面付け状態を変更しなければ印刷出力が出来ない。
【０１６９】
　従って面付け変換部４２２は、デバイス情報格納部４１７に格納されているデバイス情
報を取得する。この情報には、上述したように、丁合に関する条件の対応機能の情報が含
まれる。そして、面付け変換部４２２は、分割前のジョブデータにおける印刷条件と、分
割後に変更された出力先の装置の対応機能とを比較し、指定された出力先の機能に応じて
面付けの変換を行う。
【０１７０】
　また、面付け状態が変更された場合、図１２に示すマーク設定画面において指定され、
図１３に示すように設定されたマークの情報は利用不可能となる。従って面付け変換部４
２２はＳ１１０７の処理において、面付けを変更した後、ＪＤＦ情報に含まれるマークの
情報を、変更された出力先の機能の情報に基づいて変換する。即ち、面付け変換部４２２
が、設定変換部として機能する。
【０１７１】
　ここで、面付け変換部４２２は、Ｓ１１０７においてマークの情報を変換するため、出
力先が変更される前の元の印刷条件と、変更後の印刷条件とに基づいてマークの変更の有
無や変更する場合の変更態様が指定されたマーク変換情報を保持している。図１６は、そ
のようなマーク変換情報の一例を示す図である。
【０１７２】
　図１６は、面付け変換部４２２が保持しているマーク変換情報の一例であって、元のジ
ョブデータがシートサイズＡ１、片面の面付け数が８面、綴じ方が平綴じの場合の例を示
す図である。図１６に示すように、本実施形態に係るマーク変換情報においては、「平綴
じ」、「中綴じ」、「装置無し」、「製本機」といった綴じ方毎に、「トンボ（コーナー
）」、「トンボ（ページセンター）」等のマーク類について変更の有無が指定されている
。
【０１７３】
　また、上記夫々の綴じ方は、Ａ３、Ａ４・・・のように分割されて変更された後のシー
トサイズ夫々について指定されている。更に、夫々のマーク類について変更がある場合に
は、「数式１」、「数式２」のように、マークの情報を変換するための数式が指定される
。
【０１７４】
　図１７は、面付け変換部４２２が保持しているマーク変換情報の一例であって、元のジ
ョブデータがシートサイズＡ１、片面の面付け数が８面、綴じ方が中綴じの場合の例を示
す図である。図１６、図１７に示すように、本実施形態に係るマーク変換情報は、分割前
の元のジョブデータの印刷条件毎にテーブルが設けられている。そして、面付け変換部４
２２は、元のジョブデータの印刷条件に対応したテーブルにおいて、分割後のジョブデー
タの印刷条件に応じた列を参照して各マークの情報の変更の要否を判断する。
【０１７５】
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　図１８は、図１６、図１７に示す「数式１」、「数式２」・・・といった各数式の情報
のテーブルを示す図である。図１８に示すように、夫々の数式は、図１２に示すマーク設
定画面において入力された“水平位置”、“垂直位置”、“線幅”の他、“総ページ数”
、“対象ページ数”等をパラメータとして、変換後のマークの位置を算出する計算式であ
る。
【０１７６】
　面付け変換部４２２は、図１６、図１７に示す変換テーブルに基づいて夫々のマーク類
毎に変換の有無や変換が必要な場合の数式を決定する。そして、数式が決定された場合に
は、図１８に示す数式のテーブルから抽出された数式に必要なパラメータを代入して、変
換後のマークの情報を算出する。
【０１７７】
　図１９は、Ｓ１１０７の処理の結果としてクライアント端末５に表示されるマーク変換
結果確認画面の例を示す図である。図１８に示すようにマーク設定画面に準ずる画面にお
いて、夫々のマークの変換結果が表示される。また、変換の結果不要となるマークについ
ては、例えば図１８に示す“クワエ”のように項目が無効であることが表示される。
【０１７８】
　図２０は、図１９に示すマーク変換結果確認画面に応じて表示されるマークやレイアウ
トの例を示す図である。図２０に示すようにマークやレイアウトをＧＵＩ上に表示するこ
とにより、オペレータによる情報の確認作業を効率的に補助することが可能となる。この
ような処理により、ジョブデータの分割に伴うマークの再設定処理が完了する。このよう
にして分割して生成されたジョブが個別のジョブとしてジョブデータ格納部４１４に格納
される。
【０１７９】
　その後、クライアント端末５は、システムのＧＵＩに対するオペレータの操作によりワ
ークフローの生成操作作が行われると、ＨＷＦサーバ４に対してワークフロー生成要求を
送信する（Ｓ１１０８）。ワークフロー生成要求においては、図５に示すようなワークフ
ローの内容を指定する情報及びそのワークフローに従って処理すべきジョブを特定する情
報が送信される。
【０１８０】
　ワークフロー生成要求を受けたＨＷＦサーバ４においては、システム制御部４１０が、
要求と共に受信した情報をワークフロー制御部４１８に入力する。これにより、ワークフ
ロー制御部４１８が、受信した情報に基づいて新たなワークフロー情報を生成してワーク
フロー情報格納部４１９に格納すると共に、そのワークフローと要求において特定された
ジョブとを関連付ける（Ｓ１１０９）。ワークフローとジョブとの関連付けは、例えばワ
ークフローを識別するための識別子をＪＤＦ情報に付加することによって実行される。
【０１８１】
　このような処理の後、クライアント端末５においてシステムのＧＵＩに対するオペレー
タの操作によりジョブ実行操作が行われると、クライアント端末５がＨＷＦサーバ４に対
してジョブ実行要求を送信する（Ｓ１１１０）。尚、Ｓ１１０２～Ｓ１１１０の操作は夫
々異なる操作に応じて実行されても良いし、一度の操作でジョブ登録要求、ジョブ分割要
求、ワークフロー生成要求、ジョブ実行要求が行われても良い。
【０１８２】
　ジョブ実行要求を受けたＨＷＦサーバ４においては、システム制御部４１０が、要求と
共に受信したジョブデータを特定するための情報に基づき、ジョブデータ格納部４１４か
ら指定されたジョブデータを取得する（Ｓ１１１１）。また、システム制御部は、取得し
たジョブデータにおいて指定されているデバイスの最新の情報をデバイス情報管理部４１
６から取得し、ジョブに対してデバイスの情報を設定する（Ｓ１１１２）。
【０１８３】
　その後、システム制御部４１０は、ワークフロー制御部４１８にジョブデータを受け渡
し、ワークフローの実行を開始させる（Ｓ１１１３）。ワークフロー制御部４１８は、取
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得したジョブデータに関連付けられているワークフロー情報をワークフロー情報格納部４
１９から取得し、ワークフロー情報に従って処理を実行する。
【０１８４】
　ワークフロー処理においては、まずＨＷＦサーバ４に搭載されたＲＩＰエンジン４２０
によって実行するべきサーバ内処理が実行される（Ｓ１１１４）。Ｓ１１１４においては
、ジョブ制御部４１３がワークフロー制御部４１８の制御に従って上述したようにＲＩＰ
エンジン４２０に処理を実行させる。
【０１８５】
　Ｓ１１０９における実行要求において指定された識別子が、Ｓ１１０５、Ｓ１１０６の
処理において分割されたジョブの元のジョブデータの識別子である場合、分割された夫々
のジョブに対する一括した実行要求として処理される。その場合、Ｓ１１１４のサーバ内
処理においては、分割されたジョブの１つのジョブであるオフセット印刷のためのＲＩＰ
処理が実行され、オフセットプリンタ２へのラスターデータの送信処理も実行される。
【０１８６】
　上述したように、ＣＴＰ２００へのラスターデータの送信は、ジョブ送受信部４２１に
よって実行される。この場合、ジョブ送受信部４２１が、描画情報送信部として機能する
。また、オフセットプリンタ２による出力結果のみで実行可能な後処理装置３による後処
理についても、Ｓ１１１４によるサーバ内処理においてＨＷＦサーバ４から後処理装置３
に対して実行要求が送信される。この場合も、ジョブ送受信部４２１が後処理装置３に対
して後処理に係るジョブデータを送信する。
【０１８７】
　その後、ワークフローの処理がＤＦＥ１００における処理に到達したら、ジョブ制御部
４１３が、ワークフロー制御部４１８の制御に従い、ジョブ送受信部４２１を制御してＤ
ＦＥ１００にジョブデータを送信させる（Ｓ１１１５）。Ｓ１１１５においては、ジョブ
制御部４１３が、複数の個別ジョブ受信部１１２からＪＤＦ情報において指定されている
情報に応じた個別ジョブ受信部１１２を指定する。
【０１８８】
　ＤＦＥ１００へのジョブデータの送信に際して複数の個別ジョブ受信部１１２のいずれ
かが指定されることにより、ＤＦＥ１００において適切な個別ジョブ受信部１１２がジョ
ブデータを受信することとなる。ＤＦＥ１００にジョブデータが入力されることにより、
上述したように、ＤＦＥ１００においてＲＩＰ処理やデジタルエンジン１５０による出力
処理が実行される（Ｓ１１１６）。
【０１８９】
　ＤＦＥ１００においては、指定された処理が完了すると、ジョブ受信部１１１によって
ＨＷＦサーバ４に完了通知が行われる（Ｓ１１１７）。ジョブ制御部４１３は、ジョブ送
受信部４２１を介してＤＦＥ１００からの完了通知を受け取ると、ワークフロー制御部４
１８に完了通知を行う。これにより、ワークフロー制御部４１８は、ＤＦＥ１００での制
御の次にワークフローで指定されている後処理を実行させるための後処理要求を後処理装
置３に対して行う（Ｓ１１１８）。
【０１９０】
　Ｓ１１１８においては、ジョブ制御部４１３がワークフロー制御部４１８の制御に従っ
てジョブ送受信部４２１を制御し、後処理装置３に対して後処理要求を行う。このような
処理により、本実施形態に係るシステムの動作が完了する。
【０１９１】
　次に、図１１のＳ１１１６におけるＤＦＥ内処理について図２１のフローチャートを参
照して説明する。図２１に示すように、まずはＨＷＦサーバ４からのジョブデータの送信
に際して指定された個別ジョブ受信部１１２がジョブデータを受信する（Ｓ２１０１）。
個別ジョブ受信部１１２は、ジョブデータを受信すると、自身に対して設定されている個
別設定をジョブデータに反映するようにＪＤＦ情報を更新する（Ｓ２１０２）。
【０１９２】
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　上述した“パススルーモード”の設定もＳ２１０２において反映されることとなる。個
別設定の反映されたジョブデータはシステム制御部１１３に入力される。システム制御部
１１３は、入力されたジョブデータを設定に応じてジョブデータ格納部１１４に格納し、
オペレータの操作に応じてＵＩ制御部１１５を介してプレビュー処理等を行う。
【０１９３】
　そして、オペレータの操作や設定された実行時間への到達等、ＤＦＥ１００におけるジ
ョブの実行タイミングになると、システム制御部１１３は、ジョブデータをジョブ制御部
１１６に入力する。ジョブ制御部１１６は、入力されたジョブデータを参照し、パススル
ーモードか否かを確認する（Ｓ２１０３）。その結果、パススルーモードでなかった場合
（Ｓ２１０３／ＮＯ）、ジョブ制御部１１６はＪＤＦ解析部１１７にジョブデータを入力
してＤＦＥ内ジョブ属性を生成させる（Ｓ２１０４）。
【０１９４】
　Ｓ２１０３の確認の結果、パススルーモードであった場合（Ｓ２１０３／ＹＥＳ）、若
しくはＪＤＦ変換が完了してＤＦＥ内ジョブ属性が生成された場合、ジョブ制御部１１６
は、ＲＩＰパラメータを生成する（Ｓ２１０５）。パススルーモードではない場合、Ｓ２
１０５においては、図８において説明したようなＲＩＰパラメータが生成される。他方、
パススルーモードの場合、図８に示す情報のうち、“入出力画像情報”以外の情報を含む
ＲＩＰパラメータが生成され、他の部分はＪＤＦ情報が参照される。
【０１９５】
　ジョブ制御部１１６は、ＲＩＰパラメータを生成すると、ＲＩＰ部１１８に必要な情報
を入力してＲＩＰ処理を実行させる。これにより、まずはＲＩＰ制御部１１９が上述した
パラメータ変換を行う（Ｓ２１０６）。そして、ＲＩＰ制御部１１９が、変換後のパラメ
ータを指定してＲＩＰエンジン１２０にＲＩＰ処理を実行させる（Ｓ２１０７）。これに
より、ＲＩＰエンジン１２０によってラスターデータが作成される。
【０１９６】
　尚、Ｓ２１０５においては、上述したように、図３に示す“ＲＩＰデバイス指定”の情
報に基づき、ＲＩＰエンジン毎にＲＩＰパラメータが生成される。そして、Ｓ２１０７に
おいては、生成されたＲＩＰパラメータ毎に順番にＲＩＰ処理が実行されてラスターデー
タが生成される。
【０１９７】
　ラスターデータが生成され、ＲＩＰ部１１８からラスターデータを取得すると、ジョブ
制御部１１６は、プリンタ制御部１２２にラスターデータを入力して、デジタルエンジン
１５０による印刷出力を実行させる（Ｓ２１０８）。このような処理により、ＤＦＥ内処
理が完了する。
【０１９８】
　次に、図１３のＳ２１０７におけるＲＩＰ処理について、図２２を参照して説明する。
図２２に示すように、まずは入力部２０２に対する初期化要求に基づいて制御部２０１が
初期化処理を実行する（Ｓ２２０１）。Ｓ２２０１においては、図９の例の場合、ＲＩＰ
パラメータ解析部２０３がＲＩＰパラメータを受け付けて解析を行い、上述したようにＲ
ＩＰエンジン１２０に含まれる夫々の拡張部のうち処理を実行させる拡張部や、その順番
を決定する。また、処理の結果生成されるデータの形式を決定する。
【０１９９】
　また、図１０の例の場合、ジョブ属性解析部２１４が、ＪＤＦ情報及びＰＤＬ情報を受
け付けて解析を行い、処理を実行させる拡張部や、その順番を決定する。また、処理の結
果生成されるデータの形式を決定する。続いて、図１０の例の場合、制御部２０１は、Ｒ
ＩＰステータス解析部２１５にステータス解析を実行させる。
【０２００】
　ステータス解析において、ＲＩＰステータス解析部２１５は、図３に示す“ＲＩＰステ
ータス”を参照し、ＲＩＰ内部処理の１つの項目を選択する（Ｓ２２０２）。そして、そ
のステータスが「Ｄｏｎｅ」であれば（Ｓ２２０３／ＹＥＳ）、対応する拡張部を、Ｓ２
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２０２の処理において決定した実行対象の拡張部から除外する（Ｓ２２０４）。他方、「
ＮｏｔＹｅｔ」であれば（Ｓ２２０３／ＮＯ）、特に処理は行わない。
【０２０１】
　ＲＩＰステータス解析部２１５は、全てのＲＩＰ内部処理の項目についてＳ２２０２か
らの処理が完了するまで処理を繰り返す（Ｓ２２０５／ＮＯ）。ＲＩＰステータス解析部
２１５が、全てのＲＩＰ内部処理の項目についてＳ２２０２からの処理を完了した後（Ｓ
２２０５／ＹＥＳ）、入力部２０２がＲＩＰ処理の実行要求を取得すると（Ｓ２２０６／
ＹＥＳ）、制御部２０１は、夫々の拡張部に対して順番に処理を実行させる（Ｓ２２０７
）。
【０２０２】
　Ｓ２２０７においては、Ｓ２２０１の処理において決定された拡張部であって、且つＳ
２２０４の処理により除外されていない拡張部に対してのみ処理が要求される。また、Ｓ
２２０１において決定された処理順に従って処理が要求される。そのようにして拡張部に
より処理が実行されてラスターデータが生成されると、出力部２１３が処理結果を出力す
る（Ｓ２２０８）。このような処理により、ＲＩＰ部１１８による処理が完了する。
【０２０３】
　尚、本実施形態においては、図１０の例の場合、即ち、パススルーモードに対応してい
るＲＩＰエンジン１２０の場合についてのみ、Ｓ２２０２～Ｓ２２０５の処理、即ちステ
ータス解析処理が実行される場合を例としている。これは、ステータス解析処理が必要と
なるのは、上述したようにＨＷＦサーバ４とＤＦＥ１００とでＲＩＰ処理を分担する場合
であることに基づいている。
【０２０４】
　そのような場合には、ＨＷＦサーバ４とＤＦＥ１００とで同一のＲＩＰエンジンが搭載
されていることを利用して、両者の境目を意識することなく一連の処理としてＲＩＰ処理
を実行する。従って、ＨＷＦサーバ４においてＲＩＰエンジン４２０により処理されたデ
ータをそのままＤＦＥ１００においてＲＩＰエンジン１２０に入力することが好ましく、
ＲＩＰエンジンの外部に設けられたＪＤＦ解析部１１７を通さないパススルーモードが適
している。
【０２０５】
　しかしながら、これは一例であり、パススルーモードではない場合であっても、ＨＷＦ
サーバ４とＤＦＥ１００とでＲＩＰ処理を分担する場合であれば、ステータス解析を行う
ことが必要となる。即ち、ＨＷＦサーバ４とＤＦＥ１００とでＲＩＰ処理を分担する場合
には、ＨＷＦサーバ４において既に実行されたＲＩＰ処理をＤＦＥ１００側で除外する必
要がある。
【０２０６】
　従って、パススルーモードに対応していないＲＩＰエンジン１２０であっても、ＨＷＦ
サーバ４とＤＦＥ１００とでＲＩＰ処理を分担するため、ＲＩＰステータス解析部２１５
を設けても良い。換言すると、ＨＷＦサーバ４とＤＦＥ１００とでＲＩＰ処理を分担する
場合であっても、ＤＦＥ１００側でＪＤＦ解析部１１７によるＪＤＦ解析を行った上で、
ＲＩＰステータス解析部２１５によるステータス解析を行って必要なＲＩＰ内部処理を判
断しても良い。
【０２０７】
　本実施形態に係るＨＷＦシステムにおいては、ＨＷＦサーバ４に搭載されたＲＩＰエン
ジン４２０に対応したＲＩＰエンジン１２０がＤＦＥ１００に搭載されている。従って、
オフセットプリンタ２での出力のためにＲＩＰエンジン４２０によって処理された印刷ジ
ョブのラスターデータと、デジタルプリンタ１での出力のためにＲＩＰエンジン１２０に
よって処理された印刷ジョブのラスターデータとに差異が発生しない。従って、異なる種
類の画像形成装置における印刷結果の差異を低減することが出来る。
【０２０８】
　また、複数のＨＷＦサーバ４が設けられることにより、ＲＩＰ処理に際してのパラメー
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タ指定形式の異なる様々なデータが入力されることとなる。この場合、夫々の形式に応じ
てパラメータ指定の態様を変更する必要があり、図６に示すジョブ制御部１１６にそのよ
うな機能を担わせる態様が考えられる。しかしながら、ジョブ制御部１１６は、システム
制御部１１３やプリンタ制御部１２２等、ＤＦＥ１００において大きな要素となっている
他のモジュールと関連しているため、ジョブ制御部１１６の機能拡張を行う場合、システ
ム全体に与える影響が大きい。
【０２０９】
　これに対して、本実施形態に係るＤＦＥ１００においては、ジョブ制御部１１６からの
制御に基づいてＲＩＰ制御部１１９がパラメータ変換を行う。即ち、ＲＩＰ制御部１１９
が制御値変換部として機能する。そのため、上述したようなジョブ制御部１１６の機能拡
張による弊害を排除し、ＲＩＰ制御部１１９の機能拡張によって、システム全体に対して
大きな影響を与えることなく、新たなパラメータの指定形式に対応することが可能である
。
【０２１０】
　以上、説明したように、本実施形態に係るシステムにおいては、ジョブデータが分割さ
れ、印刷出力の実行先が変更された場合、印刷条件の変化に応じてマークの設定が変換さ
れる。従って、複数種類の画像形成装置を管理して印刷出力を行うシステムにおいて、印
刷条件の変更によるマークの変更に際するユーザの操作負担を軽減することができる。
【０２１１】
　尚、上記実施形態においては、印刷条件が変更される場合として、オフセット印刷用に
生成されてマークが設定されたジョブの出力先がデジタル印刷に変更された場合を例とし
て説明した。この場合、対応しているシートサイズの変更により面付けが変更されると共
に、後処理装置１６０が対応している機能に応じて後処理装置３との間に差異が生じるこ
ととなる。そして、図１６、図１７に示すマーク変換情報は、そのような変化に応じて生
成される。
【０２１２】
　しかしながらこれは一例であり、例えば、デジタルプリンタ１ａを意図して生成されて
マークが設定されたジョブの出力先がデジタルプリンタ１ｂに変更される場合であっても
、対応するシートサイズや後処理装置１６０の機能の差異により同様に適用可能である。
また、出力先の変更が無い場合であっても、シートサイズが変更されることにより、面付
けが変更されれば、同様にマークの設定変更が必要となる。
【０２１３】
　即ち、本実施形態に係るマークの変換処理は、印刷出力の結果の丁合に関連する条件が
変更された場合に、その条件の変化に応じてマークの設定変更を行う方法として用いられ
る。
【０２１４】
　尚、上記実施形態においては、“ＲＩＰ制御モード”として「ページモード」及び「シ
ートモード」を例として説明した。ここで、「ページモード」において、ＲＩＰ制御部１
１９は、上述したように複数の集約前のページ毎にＲＩＰ前のデータをＲＩＰエンジン１
２０に送信し、ページ毎にＲＩＰ処理を実行させて集約された状態のラスターデータを生
成させる。
【０２１５】
　この他、ＲＩＰ制御部１１９が、複数の集約前のページについてのＲＩＰ前のデータを
すべてＲＩＰエンジン１２０に送信し、ＲＩＰエンジン１２０が面付け処理を行いながら
ＲＩＰ処理を実行する処理態様も可能である。このような処理態様は「サーフェイスモー
ド」と呼ばれる。「サーフェイスモード」を用いる場合においても、上記と同様に、ＲＩ
Ｐ制御部１１９は、ＲＩＰ処理を実行させるＲＩＰエンジン１２０に応じて、ＲＩＰエン
ジン１２０に対して指定するパラメータの変換処理を行う。これにより、上記と同様の効
果を得ることが可能である。
【０２１６】
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　また、上記実施形態においては、このような“ＲＩＰ制御モード”の差異に対応するた
めの処理として、ＲＩＰ制御用のパラメータを変換する場合を例として説明した。この他
、例えば元データの形式に応じて、ＲＩＰ処理を実行させるＲＩＰエンジン１２０を選択
しても良い。
【０２１７】
　この場合、ＲＩＰ制御部１１９は、ジョブ制御部１１６からＲＩＰ処理対象のデータを
取得すると、“ＲＩＰ制御モード”の情報を参照する。そして、「ページモード」、「シ
ートモード」、「サーフェイスモード」等の指定に応じたＲＩＰエンジン１２０を選択し
、ＲＩＰ処理を実行させる。このようなＲＩＰ制御部１１９の機能によっても、上記と同
様に、元データにおけるパラメータの指定方法とＲＩＰエンジン１２０の対応する“ＲＩ
Ｐ制御モード”との差異に対応することができる。
【０２１８】
　また、本実施形態に係るシステムにおいては、複数のデバイスに同一のＲＩＰエンジン
が搭載されていることを前提として、図３に示すような“ＲＩＰデバイス指定”の情報に
よってＲＩＰ内部処理の夫々を実行するデバイスを管理する。そして、ＤＦＥ１００にお
いてＲＩＰ処理が実行される際には、“ＲＩＰステータス”の情報によって既に実行され
たＲＩＰ内部処理が除外される。
【０２１９】
　このような構成によれば、オペレータは、“ＲＩＰデバイス指定”の情報を変更するこ
とにより、夫々のデバイスが担当するＲＩＰ内部処理を容易に変更することが可能である
。また、その場合に、“ＲＩＰステータス”の情報によって必要な処理が判断されるため
、ＤＦＥ１００においては必要な処理のみが実行対象となる。
【０２２０】
　このような処理により、複数のデバイスにおいてＲＩＰ処理が行われる場合において、
夫々のデバイスが担当する処理の変更を容易化することが出来る。また、ＨＷＦサーバ４
とＤＦＥ１００とで夫々ＲＩＰ処理を実行する場合において、いずれか一方のみでＲＩＰ
処理を実行した場合と同一の画像を生成することができる。
【０２２１】
　また、上記実施形態によれば、ＨＷＦサーバ４とＤＦＥ１００とでＲＩＰ内部処理を分
散する場合には、“パススルーモード”が設定され、ＨＷＦサーバ４において処理された
情報がそのままＤＦＥ１００のＲＩＰエンジンに入力される。ＨＷＦサーバ４とＤＦＥ１
００とには同一のＲＩＰエンジンが搭載されているため、夫々のデバイスの違いを意識す
ることなく一連の処理としてＲＩＰ処理を続行することが可能である。このような場合に
おいて、上述した“ＲＩＰステータス”の情報を用いることにより、複数デバイスでのＲ
ＩＰ処理の分散に際して、分散態様を動的に変更することをより好適に実現することが出
来る。
【０２２２】
　また、上記実施形態によれば、ＤＦＥ１００において搭載されている複数のＲＩＰエン
ジン夫々に対応すると共に、“パススルーモード”をはじめとした個別の設定が関連付け
られた夫々の個別ジョブ受信部１１２がＤＦＥ１００において設けられている。
【０２２３】
　これにより、ＨＷＦサーバ４側においては、個別ジョブ受信部１１２を指定することに
よってＨＷＦサーバ４に搭載されているＲＩＰエンジンに対応した同一のＲＩＰエンジン
を指定することが出来る。また、“パススルーモード”による処理であることを指定する
ことが出来る。従って、上述したようなＨＷＦサーバ４とＤＦＥ１００とで同一のＲＩＰ
エンジンにより処理を実行させることや、“パススルーモード”を設定すること等を容易
に実現することが出来る。
【０２２４】
　また、上記実施形態においては、図３の“ＲＩＰデバイス指定”の情報に示すように、
ＤＦＥ１００においてＲＩＰ処理を実行させる場合には、ＤＦＥ１００に搭載された複数
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のＲＩＰエンジンのいずれかを指定可能である。これにより、夫々のＲＩＰエンジンに搭
載されている機能をフレキシブルに利用してＲＩＰ処理を実行することが可能となる。
【０２２５】
　また、上記実施形態においては、図３において説明したように、“ＲＩＰデバイス指定
”の情報を設け、この情報に基づいてワークフロー制御部４１８が処理を実行させる先の
モジュールを決定する場合を例として説明した。この他、例えば図５に示すワークフロー
情報において“ＲＩＰデバイス指定”に相当する情報が記述されていても良い。
【０２２６】
　このような場合、“ＲＩＰデバイス指定”に相当する情報はＪＤＦ情報には含まれない
ため、ＤＦＥ１００側に伝えられることはない。その結果、ＤＦＥ１００側においては、
ＨＷＦサーバ４側のＲＩＰエンジン４２０が指定された処理を判断することができないが
、“ＲＩＰステータス”を参照することによりＤＦＥ１００側において実行するべき処理
を判断することが出来る。
【０２２７】
　この他、ＤＦＥ１００側において受信したデータの内容を解析し、既に実行されたＲＩ
Ｐ処理を判断することも可能である。しかしながら、この場合、入力されたデータを解析
する処理が発生するため、その分の時間を要する。これに対して、“ＲＩＰステータス”
の情報を用いることにより、そのような解析処理を行うことなく、迅速に画像形成出力を
実行することが出来る。
【符号の説明】
【０２２８】
　１　デジタルプリンタ
　２　オフセットプリンタ
　３　後処理装置
　４、４ａ、４ｂ　ＨＷＦサーバ
　５、５ａ、５ｂ　クライアント端末
　１０　ＣＰＵ
　２０　ＲＡＭ
　３０　ＲＯＭ
　４０　ＨＤＤ
　５０　Ｉ／Ｆ
　６０　ＬＣＤ
　７０　操作部
　８０　バス
　１００　ＤＦＥ
　１０１　ネットワークＩ／Ｆ
　１０２　ディスプレイ
　１１１　ジョブ受信部
　１１２　個別ジョブ受信部
　１１３　システム制御部
　１１４　ジョブデータ格納部
　１１５　ＵＩ制御部
　１１６　ジョブ制御部
　１１７　ＪＤＦ解析部
　１１８　ＲＩＰ部
　１１９　ＲＩＰ制御部
　１２０　ＲＩＰエンジン
　１２１　画像格納部
　１２２　プリンタ制御部
　１２３　デバイス情報管理部
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　１２４　デバイス情報通信部
　１３０　ジョブ管理部
　１５０　デジタルエンジン
　２００　ＣＴＰ
　２０１　制御部
　２０２　入力部
　２０３　ＲＩＰパラメータ解析部
　２０４　プリフライト処理部
　２０５　ノーマライズ処理部
　２０６　マーク処理部
　２０７　フォント処理部
　２０９　ＣＭＭ処理部
　２１０　Ｔｒａｐｐｉｎｇ処理部
　２１１　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ処理部
　２１２　Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ処理部
　２１３　出力部
　２１４　ジョブ属性解析部
　２１５　ＲＩＰステータス解析部
　２１６　ＲＩＰステータス管理部
　２１７　レイアウト処理部
　２１８　レンダリング処理部
　４００　ＨＷＦコントローラ
　４０１　ネットワークＩ／Ｆ
　４１０　システム制御部
　４１１　データ受信部
　４１２　ＵＩ制御部
　４１３　ジョブ制御部
　４１４　ジョブデータ格納部
　４１５　デバイス情報通信部
　４１６　デバイス情報管理部
　４１７　デバイス情報格納部
　４１８　ワークフロー制御部
　４１９　ワークフロー情報格納部
　４２０　ＲＩＰエンジン
　４２１　ジョブ送受信部
　４２２　面付け変換部
【先行技術文献】
【特許文献】
【０２２９】
【特許文献１】特開２００５－２６８９１８号公報
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