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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＲＩＰサーバが、印刷ファイルのＲＩＰ演算を行い、各表面色のページデータを取得し
、前記各表面色のページデータを各表面色の再利用可能データとバリアブルデータに分解
するステップ（１）と、
ＲＩＰサーバが、前記各表面色の再利用可能データとバリアブルデータをＰＣＩｅ×４
データパスまたは１０Ｇｂｉｔｓネットワークにより、各表面色コントローラへ伝送する
前記各表面色のページデータを規定のフォーマットに従い、各表面色コントローラへ伝送
するステップ（２）と、
各表面色コントローラが、前記各表面色の再利用可能データとバリアブルデータを受信
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後、ページデータ演算に基づき、完全なページ印刷データを生成するステップ（３）と、
各表面色コントローラが、表面色に対応するハードウェアコントロールモジュールへ前
記ページ印刷データを伝送するステップ（４）と、
各表面色のハードェアコントロールモジュールが、ページ印刷データを印刷するステッ
プ（５）と、を備えることを特徴とする分散型のバリアブルデータを支援するインクジェ
ットデジタル印刷方法。
【請求項２】
前記ＲＩＰサーバは、データを伝送する前に、データの圧縮演算を行うことを特徴とす
る請求項１に記載の分散型のバリアブルデータを支援するインクジェットデジタル印刷方
法。
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【請求項３】
前記表面色コントローラは、受信したデータの解凍圧縮演算を行い再利用可能データと
バリアブルデータを取得し、再利用可能データとバリアブルデータを１つに結合後、ペー
ジ印刷データを算出して、ページ印刷データを表面色に対応するハードウェアコントロー
ルモジュールへ送信することを特徴とする請求項２に記載の分散型のバリアブルデータを
支援するインクジェットデジタル印刷方法。
【請求項４】
前記表面色コントローラは、受信したページデータをローカルハードディスクに一時保
存する印刷過程において、ローカルハードディスクからのページデータ読み取りは、ペー
ジデータ演算に基づき、ページ印刷データを生成し、表面色に対応するハードウェアコン
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トロールモジュールへ送信することを特徴とする請求項１〜３のいずれか１つに記載の分
散型のバリアブルデータを支援するインクジェットデジタル印刷方法。
【請求項５】
別のサーバをシステムコントローラとし、前記システムコントローラはＳｏｃｋｅｔネ
ットワーク通信により、ＲＩＰサーバと表面色コントローラの作業フローをコントロール
することを特徴とする請求項１〜３のいずれか1項に記載の分散型のバリアブルデータを
支援するインクジェットデジタル印刷方法。
【請求項６】
分散型のバリアブルデータを支援するインクジェットデジタル印刷システムであって、
前記システムは、各印刷表面色に設定した表面色コントローラ、各表面色コントローラ
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と連結する表面色に対応するハードウェアコントロールモジュールおよび各表面色コント
ローラと連結するＲＩＰサーバを備え、
前記表面色コントローラと連結する前記ＲＩＰサーバは、印刷ファイルのＲＩＰ演算を
行い、各表面色のページデータを取得して、前記各表面色のページデータに従い、規定の
フォーマット各表面色コントローラへ伝送し、
各印刷表面色に設定した前記表面色コントローラは、前記ページデータを受信後、ペー
ジデータ演算に基づき、完全なページ印刷データを生成し、表面色に対応するハードウェ
アコントロールモジュールへ前記ページ印刷データを伝送し、
前記各表面色のハードェアコントロールモジュールは、ページ印刷データを印刷し、
前記ＲＩＰサーバと表面色コントローラ間において、高速データパスにより印刷データ
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を転送し、前記高速データパスは１０Ｇｂｉｔネットワークを備え、
前記ＲＩＰサーバにおいて、
ＰＣＩｅ×４データ送信モジュールと、
ページデータを再利用可能データとバリアブルデータに分解し、ＲＩＰサーバは、再利
用可能データをわずか１度のみ転送するが、バリアブルデータは各ページを全て転送する
データ分解モジュールと、を設置し、
各表面色コントローラにおいて、
ＰＣＩｅ×４データ受信モジュールと、
すでに受信した再利用可能データとバリアブルデータを完全なページデータに結合する
データ合併モジュールと、を設置し、
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前記ＲＩＰサーバは、前記各表面色のページデータをＰＣＩｅ×４データ送信モジュー
ルにより、各表面色コントローラへ送信し、各表面色コントローラはそれぞれ自身のＰＣ
Ｉｅ×４データ受信モジュールにより、本表面色のページデータを受信することを特徴と
する分散型のバリアブルデータを支援するインクジェットデジタル印刷システム。
【請求項７】
前記ＲＩＰサーバに圧縮モジュールを設置し、
前記圧縮モジュールは、ＲＩＰサーバにデータを伝送する前に、データの圧縮演算を行
い、
各表面色コントローラに受信したデータの解凍圧縮演算を行う対応の解凍圧縮モジュー
ルを設置することを特徴とする請求項６に記載の分散型のバリアブルデータを支援するイ
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ンクジェットデジタル印刷システム。
【請求項８】
別のサーバをシステムコントローラとして設置し、前記システムコントローラは、Ｓｏ
ｃｋｅｔネットワーク通信ＲＩＰサーバと表面色コントローラの作業フローによりコント
ロールすることを特徴とする請求項６または請求項７に記載の分散型のバリアブルデータ
を支援するインクジェットデジタル印刷システム。
【請求項９】
システムコントローラはＳｏｃｋｅｔモジュールを備え、ＲＩＰサーバはＳｏｃｋｅｔ
モジュールを備え、各表面色コントローラはそれぞれＳｏｃｋｅｔモジュールを備え、
スイッチャー（Ｓｗｉｔｃｈ）を別に設置することにより、各Ｓｏｃｋｅｔモジュール
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を連結させ、システムコントローラＲＩＰサーバ、各表面色コントローラとＳｏｃｋｅｔ
通信を行うことにより、ＲＩＰサーバと各表面色コントローラの状態情報を獲得し、ＲＩ
Ｐサーバと各表面色コントローラへコントロール命令を送信し、同時に、ユーザーもシス
テムコントローラからシステム全体の作業状態を取得でき、システム全体をコントロール
できることを特徴とする請求項８に記載の分散型のバリアブルデータを支援するインクジ
ェットデジタル印刷システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本出願は、２０１１年１２月３０日に中国特許局に提出し、出願番号が２０１１１０４
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５７６７４．０であり、発明名称が「分散型のバリアブルデータを支援するインクジェッ
トデジタル印刷およびシステム」である中国特許出願を基礎とする優先権を主張し、その
開示の総てをここに取り込む。
本発明はデジタル印刷技術分野に関し、特に分散型のバリアブルデータを支援するイン
クジェットデジタル印刷方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
デジタル印刷は近年急速に発展した印刷技術であり、データを直接伝送、処理、印刷す
る方式を用いる。即ち、現像データを一度に入力し、コントロールシステムにより、現像
コンポーネントの直接現像をコントロールする。一般的に使用するオンデマンド型インク
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ジェット印刷のデジタル印刷設備については、コントロールシステムのコントロール下に
おいて、被印刷体（例、紙）の表面が予定位置までに移動した場合、現像コンポーネント
ノズルにおける圧電性結晶により生じされたパルスで、インクを圧出し、被印刷体（例、
紙）の表面へ霧状インクを直接噴射し、現像する。
【０００３】
デジタル印刷技術において、ラスターイメージプロセッサ（Ｒａｓｔｅｒ

Ｉｍａｇｅ

Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ，ＲＩＰ）により印刷ファイル（例、ＰｏｓｔＳｃｒｉｐｔまたは
ＰＤＦファイル）をラスター化処理し、ノズルの印刷のためのラスター化ドットマトリク
スを行わなければならない。カラーデジタルプリンターにおいて、さらにＲＩＰにより複
数の表面色の異なるラスター化ドットマトリクスを算出し、これらドットマトリクスを表
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面色の表面色コントロールモジュールへ伝送しなければならない。これにより、各表面色
に印刷する。印刷ファイルにおける毎ページは全て必ずラスター化処理し、対応する印刷
ドットマトリクスを生成しなければならない。
【０００４】
デジタル印刷技術が直面している主な課題は、絶えずプリンターの印刷速度を高めなけ
ればいけないことである。比較的多い要素は、ＲＩＰの処理速度、データの複数コントロ
ールモジュール間における伝送速度、ハードディスクから印刷データを読み取る速度およ
び各コントロールモジュールの演算速度等を含むデジタルプリンターの印刷速度を制約す
る。米国特許番号がＵＳ２００６／０１２０７８７Ａ１であり、発明名称が「印刷システ
ムにおけるイメージ処理方法（Ｉｍａｇｅ

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

Ｉｎ

Ｐｒｉｎｔｉ
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Ｓｙｓｔｅｍ）」である特許において、複数のチャネルを利用し、並列演算により

ＲＩＰ処理速度を高める方案を提案した。しかし、前述の特許はデータの複数コントロー
ルモジュール間における伝送速度、ハードディスクから印刷データを読み取る速度および
各コントロールモジュールの演算速度等をいかに高めるかについて言及していない。当該
特許もバリアブルデータ印刷にどのような最適化があるかについて言及していない。しか
し、バリアブルデータ印刷はデジタルプリンターの主要機能の１つである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
従来技術にある欠陥について、本発明の目的はデジタルプリンターの印刷速度を高める
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分散型のバリアブルデータを支援するインクジェットデジタル印刷およびシステムを提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上述の目的を達成するために、本発明に用いる技術方案は、分散型のバリアブルデータ
を支援するインクジェットデジタル印刷であり、以下のステップ（１）からステップ（５
）を備える。
【０００７】
ステップ（１）において、ＲＩＰサーバは、印刷ファイルのＲＩＰ演算を行い、各表面
色のページデータを取得する。
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【０００８】
ステップ（２）において、ＲＩＰサーバは、前記各表面色のページデータを規定のフォ
ーマットに従い、各表面色コントローラへ伝送する。
【０００９】
ステップ（３）において、各表面色コントローラが前記ページデータを受信後、前記ペ
ージデータ演算に基づき、完全なページ印刷データを生成する。
【００１０】
ステップ（４）において、各表面色コントローラは、表面色に対応するハードウェアコ
ントロールモジュールへ前記ページ印刷データを伝送する。
【００１１】
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ステップ（５）において、各表面色のハードェアコントロールモジュールは、ページ印
刷データを印刷する。
【００１２】
さらに、前記ＲＩＰサーバは、ページデータをＰＣＩｅ×４データパスまたは１０Ｇｂ
ｉｔｓネットワークにより、各表面色コントローラへ伝送する。
【００１３】
さらに、バリアブルデータ印刷については、前記ＲＩＰサーバは、ページデータを再利
用可能データとバリアブルデータに分解する。
【００１４】
さらに、前記ＲＩＰサーバは、データを伝送する前に、データの圧縮演算を行う。
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【００１５】
さらに、前記表面色コントローラは、受信したデータの解凍圧縮演算を行い再利用可能
データとバリアブルデータを取得し、再利用可能データとバリアブルデータを１つに結合
後、ページ印刷データを算出する。かつ、ページ印刷データを表面色に対応するハードウ
ェアコントロールモジュールへ送信する。
【００１６】
さらに、前記表面色コントローラは、受信したページデータをローカルハードディスク
に一時保存する。印刷過程において、ローカルハードディスクからのページデータ読み取
りは、前記ページデータ演算に基づき、ページ印刷データを生成し、表面色に対応するハ
ードウェアコントロールモジュールへ送信する。
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【００１７】
さらに、別のサーバをシステムコントローラとし、前記システムコントローラはＳｏｃ
ｋｅｔネットワーク通信により、ＲＩＰサーバと表面色コントローラの作業フローをコン
トロールする。
【００１８】
分散型のバリアブルデータを支援するインクジェットデジタル印刷システムは、各印刷
表面色に設定した表面色コントローラ、各表面色コントローラと連結する表面色に対応す
るハードウェアコントロールモジュールおよび各表面色コントローラと連結するＲＩＰサ
ーバを備える。
【００１９】
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ここで、各表面色コントローラと連結するＲＩＰサーバは、印刷ファイルのＲＩＰ演算
を行い、各表面色のページデータを取得する。かつ、前記各表面色のページデータに従い
、規定のフォーマット各表面色コントローラへ伝送する。
【００２０】
各印刷表面色に設定した表面色コントローラは、前記ページデータを受信後、前記ペー
ジデータ演算に基づき、完全なページ印刷データを生成する。表面色に対応するハードウ
ェアコントロールモジュールへ前記ページ印刷データを伝送する。各表面色のハードェア
コントロールモジュールは、ページ印刷データを印刷する。
【００２１】
さらに、前記ＲＩＰサーバにおいてＰＣＩｅ×４データ送信モジュールを設置し、各表
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面色コントローラにおいて対応のＰＣＩｅ×４データ受信モジュールを設置する。
【００２２】
前記ＲＩＰサーバは、前記各表面色のページデータをＰＣＩｅ×４データ送信モジュー
ルにより、各表面色コントローラへ送信する。各表面色コントローラはそれぞれ自身のＰ
ＣＩｅ×４データ受信モジュールにより、本表面色のページデータを受信する。
【００２３】
さらに、前記ＲＩＰサーバと表面色コントローラ間において、高速データパスにより印
刷データを転送する。前記高速データパスは１０Ｇｂｉｔネットワークを備える。
【００２４】
さらに、ＲＩＰサーバにデータ分解モジュールを設置する。前記データ分解モジュール
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は、ページデータを再利用可能データとバリアブルデータに分解する。ＲＩＰサーバは、
再利用可能データをわずか１度のみ転送するが、バリアブルデータは各ページを全て転送
する。
【００２５】
各表面色コントローラにデータ合併モジュールを設置する。前記データ合併モジュール
は、すでに受信した再利用可能データとバリアブルデータを完全なページデータに結合す
る。
【００２６】
さらに、前記ＲＩＰサーバに圧縮モジュールを設置する。前記圧縮モジュールは、ＲＩ
Ｐサーバにデータを伝送する前に、データの圧縮演算を行う。
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【００２７】
各表面色コントローラに受信したデータの解凍圧縮演算を行う対応の解凍圧縮モジュー
ルを設置する。
【００２８】
さらに、サーバをシステムコントローラとしてさらに設置する。前記システムコントロ
ーラは、Ｓｏｃｋｅｔネットワーク通信ＲＩＰサーバと表面色コントローラの作業フロー
によりコントロールする。
【００２９】
また、システムコントローラはＳｏｃｋｅｔモジュールを備え、ＲＩＰサーバはＳｏｃ
ｋｅｔモジュールを備え、各表面色コントローラはそれぞれＳｏｃｋｅｔモジュールを備
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える。
【００３０】
スイッチャー（Ｓｗｉｔｃｈ）を別に設置することにより、各Ｓｏｃｋｅｔモジュール
を連結させ、システムコントローラＲＩＰサーバ、各表面色コントローラとＳｏｃｋｅｔ
通信を行うことにより、ＲＩＰサーバと各表面色コントローラの状態情報を獲得する。か
つ、ＲＩＰサーバと各表面色コントローラへコントロール命令を送信する。同時に、ユー
ザーもシステムコントローラからシステム全体の作業状態を取得でき、システム全体をコ
ントロールできる。
【発明の効果】
【００３１】
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本発明の效果は、本発明における前記の方法およびシステムを用いて、バリアブルデー
タ印刷のインクジェットデジタル印刷過程において、データのコントロールサーバ間にお
ける伝送速度を高め、ハードディスクからのデータを読み取る速度、各表面色ハードウェ
アコントロールモジュールのデータ演算および伝送速度を高めることである。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、本発明に係る方法のフロー図である。
【図２】図２は、本発明に係るシステムアーキテクチャを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
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以下に図面と具体的な実施形態を結合し、本発明の技術方案を詳細に記述する。
【００３４】
本発明は、分散型のバリアブルデータを支援するインクジェットデジタル印刷方法およ
びシステムを提供する。
【００３５】
図１は、本発明に係る分散型のバリアブルデータを支援するインクジェットデジタル印
刷であり、以下のステップ（１）からステップ（５）を備える。
【００３６】
ステップ（１）において、ＲＩＰサーバは、印刷ファイルのＲＩＰ演算を行い、各表面
色のページデータを取得する。
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【００３７】
ステップ（２）において、ＲＩＰサーバは、前記各表面色のページデータを規定のフォ
ーマットに従い、各表面色コントローラへ伝送する。
【００３８】
（３）各表面色コントローラが前記ページデータを受信後、前記ページデータ演算に基
づき、完全なページ印刷データを生成する。
【００３９】
（４）各表面色コントローラは、表面色に対応するハードウェアコントロールモジュー
ルへ前記ページ印刷データを伝送する。
【００４０】
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（５）各表面色のハードェアコントロールモジュールは、ページ印刷データを印刷する
。
【００４１】
本実施形態において、前記ＲＩＰサーバは、ページデータをＰＣＩｅ×４データパスま
たは１０Ｇｂｉｔｓネットワークにより、各表面色コントローラへ伝送する。バリアブル
データ印刷について、前記ＲＩＰサーバは、ページデータを再利用可能データとバリアブ
ルデータに分解する。前記ＲＩＰサーバは、データを伝送する前に、データの圧縮演算を
行う。前記表面色コントローラは、受信したデータの解凍圧縮演算を行い、再利用可能デ
ータとバリアブルデータを取得し、再利用可能データとバリアブルデータを１つに結合後
、ページ印刷データを算出する。かつ、ページ印刷データを表面色に対応するハードウェ
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アコントロールモジュールへ送信する。前記表面色コントローラは、受信したページデー
タをローカルハードディスクに一時保存する。印刷過程において、ローカルハードディス
クからのページデータ読み取り、前記ページデータ演算に基づき、ページ印刷データを生
成し、表面色に対応するハードウェアコントロールモジュールへ送信する。さらに別のサ
ーバをシステムコントローラとし、前記システムコントローラは、Ｓｏｃｋｅｔネットワ
ーク通信ＲＩＰサーバと表面色コントローラの作業フローによりコントロールする。
【００４２】
さらに、本実施形態は分散型のバリアブルデータを支援するインクジェットデジタル印
刷システムを提供する。前記システムは、各印刷表面色に設定した表面色コントローラ、
各表面色コントローラと連結する表面色に対応するハードウェアコントロールモジュール
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および各表面色コントローラと連結するＲＩＰサーバを備える。
【００４３】
ここで、各表面色コントローラと連結するＲＩＰサーバは、印刷ファイルのＲＩＰ演算
を行い、各表面色のページデータを取得する。かつ、前記各表面色のページデータに従い
、規定のフォーマット各表面色コントローラへ伝送する。
【００４４】
各印刷表面色に設定した表面色コントローラは、前記ページデータを受信後、前記ペー
ジデータ演算に基づき、完全なページ印刷データを生成し、表面色に対応するハードウェ
アコントロールモジュールへ前記ページ印刷データを伝送する。
20

【００４５】
各表面色のハードェアコントロールモジュールは、ページ印刷データを印刷する。
【００４６】
図２は、デジタルプリンターが同時に印刷しなければならない可能性のある複数の表面
色である。４色プリンターを例に挙げると、当該プリンターには４つの印刷しなければな
らない表面色：シアン（Ｃｙａｎ）、マジェンタ（Ｍａｇｅｎｔａ）、イエロー（Ｙｅｌ
ｌｏｗ）、ブラック（Ｂｌａｃｋ
ントローラ（Ｐａｎｅ

）がある。各表面色にサーバを１台設置し、表面色コ

Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）（図２においてそれぞれ１、２、３、４

と標識する）と称する。各表面色コントローラ（１、２、３、４）と表面色に対応するハ
ードウェアコントロールモジュールは連結し、専ら当該表面にページ印刷データを演算か
つ伝送する。表面色コントローラ（１、２、３、４）とハードウェアコントロールモジュ
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ールのインターフェースは、各表面色ハードウェアコントロールモジュールのインターフ
ェースの要求に合致する。サーバ（５）は、印刷ファイルのＲＩＰ演算を行い、ＲＩＰサ
ーバ（５）と称する。ＲＩＰサーバ（５）は、各ページのラスター印刷データを４表面色
に分け、各表面色のページデータを各表面色コントローラ（１、２、３、４）へ転送し、
さらに各表面色コントローラ（１、２、３、４）により算出した対応のページ印刷データ
を表面色に対応するハードウェアコントロールモジュールへ転送する。
【００４７】
本発明の実施形態を実行し易くするため、ＲＩＰサーバ（５）は、ページデータを表面
色コントローラ（１、２、３、４）へ転送し、ＲＩＰサーバ（５）にＰＣＩｅ×４データ
送信モジュール（５０２）を追加でき、表面色コントローラ（１、２、３、４）にＰＣＩ
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ｅ×４データ受信モジュール（１０２、２０２、３０２、４０２）を追加できる。ＲＩＰ
サーバ（５）は、ＲＩＰが生成した各表面色のページデータをＰＣＩｅ×４データ送信モ
ジュール５０２）により、（各表面色コントローラ（１、２、３、４）へ送信する。各表
面色コントローラ（１、２、３、４）は、ＰＣＩｅ×４データ受信モジュール（１０２、
２０２、３０２、４０２）により、本表面色のページデータを受信する。ＰＣＩｅ×４デ
ータパス以外に、ＲＩＰサーバ（５）と表面色コントローラ（１、２、３、４）間では、
１０Ｇｂｉｔネットワーク等の高速データパスにより、ページデータをさらに転送する。
【００４８】
デジタルプリンターの重要な機能は、バリアブルデータを支援する方法である。バリア
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ブルデータ印刷において、ページデータは、再利用可能データとバリアブルデータを備え
る。いわゆる再利用可能データは、複数の異なるページにおいて重複して使用する印刷デ
ータである。いわゆるバリアブルデータは、あるページにおいてのみ単独で使用される印
刷データである。当然、ＲＩＰサーバ（５）と表面色コントローラ（１、２、３、４）に
おいて、再利用可能データは一度のみ転送すればよいが、各ページが独自に所有するバリ
アブルデータは各ページ全てを転送しなければならない。よって、ＲＩＰサーバ（５）は
、ページデータを再利用可能データとバリアブルデータに分解でき、再利用可能データを
一度のみ転送し、バリアブルデータは各ページを全て転送する。このような実行方法は、
ＲＩＰサーバ（５）と各表面色コントローラ（１、２、３、４）間におけるデータ伝送量
を効果的に減らす。具体的に、ページデータの再利用可能データとバリアブルデータへの
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分解は、ＲＩＰサーバにおいて設置したデータ分解モジュールにより実現できる。この時
、各表面色コントローラにデータ合併モジュールを設置できる。前記データ合併モジュー
ルは、すでに受信した再利用可能データとバリアブルデータを完全なページデータに結合
する。
【００４９】
ＲＩＰサーバ（５）と各表面色コントローラ（１、２、３、４）間におけるデータ伝送
量を減らすため、ＲＩＰサーバ（５）は、データを伝送する前に、データの圧縮演算を行
い、表面色コントローラ（１、２、３、４）へ圧縮後のデータをさらに転送できる。具体
的に、ＲＩＰサーバにデータを伝送する前のデータの圧縮演算は、ＲＩＰサーバ（５）に
おいて設置した圧縮モジュールにより実現できる。この時、各表面色コントローラに対応
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の解凍圧縮モジュールを設置できる。前記解凍圧縮モジュールは、受信したデータの解凍
圧縮演算を行う。
【００５０】
表面色コントローラ（１、２、３、４）は、受信したデータの解凍圧縮演算を行い、す
でに受信した再利用可能データとバリアブルデータを完全なページデータに結合する。前
記ページデータに基づき、ページ印刷データを生成し、各表面色のハードェアコントロー
ルモジュールへ送信する。表面色コントローラ（１、２、３、４）は、受信した未解凍圧
縮のデータをサーバローカルハードディスクにさらに保存できる。印刷が必要な場合には
、ローカルハードディスクから圧縮データを読み取り、データを解凍圧縮し、再利用可能
データとバリアブルデータを完全なページデータに結合後、前記ページデータに基づき、
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ページ印刷データを生成し、各表面色のハードェアコントロールモジュールを送信できる
。印刷データ区をバリアブルデータと再利用可能データに分け、圧縮後にストレージでき
、データストレージ量を大幅に減らすことができる。ハードディスクからの全ページのラ
スター化データ読み取りはデータ読み取り時間を効果的に減らすことができる。
【００５１】
サーバをシステムコントローラ（Ｓｙｓｔｅｍ

Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）（６）とする

ことにより、データ伝送と印刷フローは効果的な管理とコントロールを行うことができる
。システムコントローラ（６）にＳｏｃｋｅｔモジュール（６０１）を備え、ＲＩＰサー
バにＳｏｃｋｅｔモジュール（５０１）を備え、各表面色コントローラにＳｏｃｋｅｔモ
ジュール（１０１、２０１、３０１、４０１）を備える。別のスイッチャー（Ｓｗｉｔｃ
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ｈ）（７）により、各サーバのＳｏｃｋｅｔモジュールを連結する。システムコントロー
ラ（６）は、ＲＩＰサーバ（５）と各表面色コントローラ（１、２、３、４）がＳｏｃｋ
ｅｔ通信を行うことにより、各サーバの状態情報を獲得し、各サーバへコントロール命令
を送信する。同時に、ユーザーもシステムコントローラ（６）によりシステム全体の作業
状態を取得し、システム全体をコントロールできる。
【００５２】
本発明の実施形態において、分散型のバリアブルデータを支援するインクジェットデジ
タル印刷方法およびシステムを提供する。本分野の技術者として、本発明の実施形態が、
方法、システム或いはコンピュータプログラム製品を提供できるため、本発明は完全なハ
ードウェア実施形態、完全なソフトウェア実施形態、またはソフトウェアとハードウェア
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の両方を結合した実施形態を採用できることがかわるはずである。さらに、本発明は、一
つ或いは複数のコンピュータプログラム製品の形式を採用できる。当該製品はコンピュー
タ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ使用可能な記憶媒体（ディスク記憶装
置と光学記憶装置等を含むがそれとは限らない）において実施する。
【００５３】
以上は本発明の実施形態の方法、装置（システム）、およびコンピュータプログラム製
品のフロー図および／またはブロック図によって、本発明を記述した。理解すべきことは
、コンピュータプログラム指令によって、フロー図および／またはブロック図における各
フローおよび／またはブロックと、フロー図および／またはブロック図におけるフローお
よび／またはブロックの結合を実現できる。プロセッサはこれらのコンピュータプログラ
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ム指令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、或いは他のプログ
ラム可能なデータ処理装置設備の処理装置器に提供でき、コンピュータ或いは他のプログ
ラム可能なデータ処理装置のプロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を実行
し、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび／またはブロック図における一つ或
いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
【００５４】
これらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータ或いは他のプログラム可能な
データ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。これに
よって、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、フロー図
における一つ或いは複数のフローおよび／またはブロック図における一つ或いは複数のブ
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ロックに指定する機能を実現する。
【００５５】
これらコンピュータプログラム指令はさらに、コンピュータ或いは他のプログラム可能
なデータ処理装置設備に実装もできる。コンピュータプログラム指令が実装されたコンピ
ュータ或いは他のプログラム可能設備は、一連の操作ステップを実行することによって、
関連の処理を実現し、コンピュータ或いは他のプログラム可能な設備において実行される
指令によって、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび／またはブロック図にお
ける一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
【００５６】
上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術
要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範
囲から逸脱するとは見なされない。
【００５７】
無論、当業者によって、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或
いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明
の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。そのような改造と置換は、す
べて本発明の請求の範囲に属する。
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