データシート

すでにRIPがありますか? それとも顧客の印刷ジョブはすでにイメージ形式になっていますか? ScreenPro
Directは、
どのRIPからも連続調ラスタ(イメージ)を取得し、
スクリーニングして、
物理的な最大印刷速度で
ヘッドドライバの電子機器に直接ストリーミングするための機能をすべて提供します。
顧客のエントリポイント5

PDFの作成および拡張したワークフ
ローが必要である

顧客のエントリポイント4

顧客のエントリポイント3

顧客のエントリポイント2

印刷可能なベクターPDFを最適化
済みのため、RIP後にデバイスに直
接転送したい

連続調を分版しているため、
スク
リーニング後にデバイスに直接転送
したい

Streamline Direct

Harlequin Direct*

ScreenPro Direct*

Mako Core

Harlequin Core
(HHR)

ScreenPro Core*

ファイルはPDFやその他のベクター
形式だが、
デバイスに直接送信する
前に調整の必要がある

Direct

プリンタの製造がメイ
ンの事業である場合

Fundamentals

顧客のエントリポイント1

ラスタを分版しているため、
デバイ
スに直接送信したい

電子機器

Core

独自のソフトウェアを
作成する場合

Mako

*PrintFlatが付属 : 印刷の品質を一段上のレベルに引き上げます。

マルチコアと複数のPC
ScreenPro Directは様々な構成が可能です。
1台のPCですべての色を処理することも、1
台のPCで1つの色を処理することも、任意の
組み合わせのPCで色をグループ化すること
も可能です。
ScreenPro Directパイプラインも様々な構成
に対応しているため、
パイプラインごとにい
くつのスレッドを許可するかをチューニング
できます。
ScreenPro Directは、Windows 10 IOTとLinux
(現在はUbuntuとCentOSをサポート)に対応
するクロスプラットフォームです。
ScreenPro
Directに割り当てるスレッドの数を設定する
ことにより、1台のPCで複数のプログラムを
同時に実行できます(電子機器のドライバや
サードパーティのRIPなど)。

超高速ハーフトーンスクリーニングソリュー
ション

デジタルプリンタを駆動するソフトウェアに
おいて重要なのがハーフトーンスクリーニン

世界の印刷ジョブを効率化
します。

Harlequin

圧倒的な最高速のRIPが必要だが、
印刷品質を犠牲にしたくない場合。

グモジュールです。
このモジュールは、連続
調イメージ(赤、緑、青の255階調の24ビット
RGBなど)を取得し、
インク滴で出力できるイ
メージに変換します。
プリンタが出力できる
のは、
インクの色(シアン、
マゼンタ、黄、黒な
ど)ごとに1つの階調のみです。
インク滴は、
噴射するかしないかのどちらかです(バイナ
リ)。
インク滴のサイズを変更できるタイプ
のプリンタもあります(1滴～8滴分の大きさ
に変更するなど)。
印刷されるすべての階調
はインク滴の特定のパターンによって生成
されたものです。
これが、人間の視覚器官に
よって階調として認識されます。

ScreenPro Directは、
プリンタの電子機
器を直接駆動するために必要なこのイ
ンテリジェントな変換を超高速で実行
し、PrintFlat™のテクノロジとスクリーニング
パターンによって優れた品質を実現します。
RIP処理が完了するとすぐに印刷を開始

RIPから連続調イメージを取得すると、
すぐ
に印刷が開始されます。
連続調の分版イ
メージをディスクに出力するようにRIPを構

ScreenPro

世界で最も高速なスクリーニングコア
のスタンドアロンソフトウェアです。

成します。
印刷の実行に必要なすべてのイ
メージが作成されると、
プリンタの稼働中
にスクリーニングとストリーミングをオンザ
フライで完了できます。
ラスタをスクリーニ
ングできる速度を予測し、
それに基づいて
判断することができます。
ScreenProでは、
イ
メージファイルに含まれるコンテンツがど
のようなものであってもすべて同じ速度で
処理します。
あらゆるRIPおよび電子機器と統合可能

ScreenPro Directは標準でMeteor Inkjetの
電子機器を駆動できるほか、
あらゆる電子
機器を駆動できるように設計されていま
す。
Global Graphicsは、業界標準の他の多
くの電子機器向けのプラグインをすでに
開発しています。
Global Graphicsのテクニ
カルサービスチームは、新しいハードウェ
アにすばやく対応しています。
通常、20日
間のBreakThroughサービスで対応できま
す。
BreakThroughプロジェクトは、出荷を開
始するとすぐにライセンス費用を回収できる
ため、実質的に無料と言えます。

データシート
スクリーニング

連続調
Tiff

プリントヘッドドライブの電子機器

共有メモリ
ScreenPro

TIFF

ScreenPro

パック
パック

ストリー
ミング出力

hardware.dll

ハードウェア

(ドライバの電子機
器と印刷ヘッド)

ScreenPro

スケジューラ

PrintFlat™とカスタムスクリーニングの設
計

PrintFlat™は、ヘッド間の濃度のばらつきや
インクジェットヘッドスマイルのようなデジタ
ルインクジェットの品質の問題を修正する、
受賞歴のあるテクノロジです。
これらの問題
は印刷出力のバンディングの原因となりま
す。
これはハードウェアで修正(電圧のチュー
ニングなど)することが困難です。
PrintFlatテ
クノロジは実行時に適用され、
デバイスの
速度を落とすことなく出力の品質を改善で
きます。

PrintFlatスクリーニング設計サービスでは、
斑
点、
チェーン、
ハイライトのノイズといった品
質の問題に対応するカスタムスクリーニング
を作成できます。

Meteorの電子機器との組み合わせ

Meteor Mixed-Modeでは、
実行の開始時に、
静的データを(シアン、
黄、
マゼンタなどの)そ
れぞれの静的印刷バーのプリロードバッファ
に送信します。
一部にバリアブルデータが含
まれるジョブの場合に、
バリアブルデータ領
域のみをバリアブルデータ印刷バー(黒など)
を駆動するチャネルに送信できます。
これに
よって、
多くの場合、
プリンタの部品表からPC
部分を削減しても最高速度を維持すること
ができます。

Meteor NozzleFix™は、
シングルパスまたは
スキャニングのシステム用のノズル吹き出し
補正機能です。
詰まったノズルや故障したノ
ズルによるシングルピクセルのストリークを
なくすことができます。
詰まったノズルや故障
したノズルはMeteorデータパスで識別されて
オフになります。
隣接するノズルが同じまた
は異なるカラープレーンのインクで補正を行
うことで、
シームレスな補正が実現します。

その他の利点

ScreenPro Directをソリューションに追加する
ことは、
Harlequin Directへの理想的な足掛
かりです。
プリンタの電子機器をScreenPro
Directに接続すれば、
Harlequin Directで動作
するためです。

ジョブコスト予測ツールは、
お客様のプリン
タ駆動と同一の設定を使用して、
特定のジョ
ブのインクコストの見積りを正確に計算する
アプリケーションです。
WPF C#の開発者は
簡単に拡張することができます。
一般的な他
のジョブのコスト(メディア、
スタッフ、
メンテナ
ンスなど)を含めることもできます。
ジョブコ
スト予測ツールは自己完結型で、
プリンタに
接続する必要はありません。
印刷業者を利
用せずにジョブのコストを確認したい場合に
最適です。
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