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1 はじめに 
本ドキュメントは、intra-mart PDF-Designer のインストール手順と初期起動の方法について記述しています。 

 

1.1 用語解説 
 

intra-mart PDF-Designer 以下、PDF-D と略します。 

intra-mart BaseModule 以下、BM と略します。 

intra-mart Framework 以下、FW と略します。 

Application Runtime BM/FWのアプリケーション実行サービスです。以下、AppRSrv と略します。 

Resource Service BM/FWのリソース管理サービスです。以下、RSrv と略します。 

Storage Service BM/FWのファイル管理サービスです。以下、StorageSrv と略します。 

 

1.2 前提条件 
BM/FW ver5.x または IWP/AFw ver6.x が正常に動作している(互換を保証しているバージョンをご利用の場合も含ま

れます)。 

また、本製品のインストールと運用にあたって、下記の技術および知識が必要になります。 

 オペレーティングシステム 

 ファイルシステム 

 ネットワーク(特に TCP/IP 関連の知識) 

 intra-mart BaseModule 

 
なお、本製品をご利用になられる環境についても、事前に把握した上でインストールを開始してください。インストール

に際しては、下記の事項に関して事前にチェックすることを推奨します。 

 intra-mart サーバの構成 

 intra-mart BaseModule または intra-mart Framework をインストールしたディレクトリ 

 Application-Runtime のコンテンツディレクトリ(標準は doc/imart) 

 Resource-Service のプログラムディレクトリ(標準は pages) 

 Storage-Service のコンテンツディレクトリ(標準は storage) 

 ディスクの空き容量 

 

2 インストールの流れ 
PDF-D のインストールは以下の流れで行います。 

 IOWebDoc のインストール 4ページを参照

 intra-mart PDF-D のインストール 9ページを参照

 環境設定 14ページを参照

 IOWebDoc レイアウトデザインツールのインストール(UNIX、Linux 版のみ) 17ページを参照

 ライセンス登録 18ページを参照

 
なお、インストール中は、必要な場合を除いて intra-mart サーバは停止（プロセス停止状態）させてください。
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3 インストール 

3.1 IOWebDoc のインストール 
IOWebDoc は PDF ファイル作成ランタイム（実行モジュール）です。したがって、IOWebDoc は Storage Service の動作

するサーバ（Storage Service のプロセスからアクセスできる環境）にインストールして下さい（Storage Service 以外のサー

バが動作する環境にインストールする必要はありません）。 

古いバージョンの IOWebDoc がインストールされている場合は、本製品をインストール前に古いバージョンをアンインス

トールして下さい。 

 

 

3.1.1 準備 
3.1.1.1 Java 実行環境 

本製品を UNIX 系 OS でご利用になる場合は、本製品のインストーラを実行するために Java 実行環境が必要になりま

す。Java 実行環境は、下記サイトより入手することができます(2007 年 2 月９日現在)。 

 
＜＜J2SEダウンロードサイト＞＞ http://java.sun.com/j2se/
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3.1.2 Windows の場合 
3.1.2.1 IOWebDOc 本体のインストール 

a. iothe¥win¥IOWebDoc フォルダに移動します。 

b. iow1822setupjp.exe を実行します。 

ウィザードに従ってインストールをしてください。 

 

 
 
c.   「次へ」をクリックしてください。 

 

 
 
d.  インストールフォルダを指定して、「次へ」をクリックしてください。 
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e.  「次へ」をクリックしてください。 

 

 
 

 
f.  「次へ」をクリックしてください。 
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クリック 

g. ここでは、何も入力せず、「キャンセル」を押してください。 

              
              注意！！Ver4.0 以前と、ライセンスの処理が大きく異なっています。Ver5.0 以降では上記画面にてライセン

スを入れる必要はありません。 

 

 
 

 
h.   「完了」を押して下さい。これで IOWebDOC 側のインストールは終了です。 

 

 
注意！！ Ver5.0 より Java インターフェースのインストールの必要がなくなりました。そのまま次の処理に移

ってください。
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3.1.3 Solaris/Redhat の場合 
以下の手順で IOWebDoc をインストールして下さい。なお、UNIX でインストーラを起動した場合 X-Window が動作

していない環境（telnet 等を利用してリモートアクセスしている場合もこれに該当します）では、コンソールで対話式の

インストールとなります。コンソールでのインストールでも設定内容および設定手順は変わりません。 

a. iothe/unix ディレクトリに移動します。 

b. iothe.jar を実行します（% java –jar iothe.jar[Enter]）。 

 

 
c. OS を選択して下さい。 

d. 文字コードを選択して下さい。ここでは、Storage Service(スタンドアロン型の場合は Application Runtime)

をインストールする時に選択した文字コードと同義の文字コード名を選択して下さい。 

 

 
 

 
e. インストール先ディレクトリを指定して下さい。 

f. インストーラに設定した内容を確認して間違いがなければ『OK』ボタンをクリックして下さい。『OK』ボタン

をクリックするとファイルのコピーが始まります。 
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3.2 PDF-D のインストール 
古いバージョンの PDF-D がインストールされている場合は、本製品をインストール前に古いバージョンをアンインスト

ールして下さい。 

3.2.1 インストーラの起動方法 
a. imart ディレクトリに移動します。 

b. setup.jar を実行(> java –jar setup.jar[Enter])して下さい。 

なお、UNIX でインストーラを起動した場合 X-Window が動作していない環境（telnet 等を利用してリモートアク

セスしている場合もこれに該当します）では、コンソールによる対話式でのインストールとなります。コンソールで

のインストールでも設定内容および設定手順は変わりません。 

Windows 

X-Window が動作している 
ウィンドウによるウィザード方式 

UNIX 

(Solaris/Redhat) X-Window が動作していない コンソールによる対話形式 

 

3.2.2 インストール方法 
3.2.2.1 スタンドアロン型で運用している場合 

a. サーバ(BM/FW)をインストールしているディレクトリを指定して下さい。 

b. サーバの運用形態は『スタンドアロン型』を選択して下さい。 

c. 文字エンコーディングは、サーバをインストールした時に選択した文字エンコードと同様のものを選

択して下さい。 

 
 

d. JSP/Servlet およびウェブコンテンツのルートパスを指定して下さい。ベースモジュールをインストー

ル後にパス設定を変更していなければ、初期値のままで先に進んで下さい。 

e. ページベース開発モデルのプログラムディレクトリを指定して下さい。ベースモジュールをインストー

ル後にパス設定を変更していなければ、初期値のままで先に進んで下さい。 

f. ファイルサーバのコンテンツルートパスを指定して下さい。ベースモジュールをインストール後にパ

ス設定を変更していなければ、初期値のままで先に進んで下さい。 
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g. IOWebDoc をインストールしたディレクトリを指定して下さい。 

    
 

 
h. インストーラに設定した内容を確認して間違いがなければ『OK』ボタンをクリックして下さい。『OK』

ボタンをクリックするとファイルのコピーが始まります。
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3.2.2.2 ネットワーク分散型で運用している場合 
以下に該当するすべてのサーバに対して、ここで説明する手順で繰り返しインストールを行ってください。 

 Server Manager 
 Application Runtime(BM の場合は Application Runtime の動作している Service Platform) 

 Resource Service の動作している Service Platform 

 Storage Service の動作している Service Platform 

 

 

 
 

a. サーバ(BM/FW)をインストールしているディレクトリを指定して下さい。 

b. サーバの運用形態は『ネットワーク分散型』を選択して下さい。 

c. 文字エンコーディングは、サーバをインストールした時に選択した文字エンコードと同様のものを選

択して下さい。 

 
d. インストール対象としているサーバの種類を選択して下さい。 

 

 

  
 

(a) Server Managerに対して追加インストールする場合、『Server Manager』を選択して『l』へ進ん

で下さい。 

(b) Application Runtimeに対して追加インストールする場合、『Application Runtime』を選択して

『e』へ進んで下さい。 

(c) Resource Serviceに対して追加インストールする場合、『Resource Service』を選択して『g』へ進

んで下さい。 

(d) Storage Serviceに対して追加インストールする場合、『Storage Service』を選択して『i』へ進ん

で下さい。 
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e. Application Runtime を選択した場合のみ：JSP/Servlet およびウェブコンテンツのルートパスを指定

して下さい。ベースモジュールをインストール後にパス設定を変更していなければ、初期値のままで

先に進んで下さい。 

     
 

f. 『l』へ進んで下さい。 

 
g. Resource Service を選択した場合のみ：ページベース開発モデルのプログラムディレクトリを指定し

て下さい。ベースモジュールをインストール後にパス設定を変更していなければ、初期値のままで

先に進んで下さい。 

 

 

     
 

h. 『l』へ進んで下さい。 

 
i. Storage Service を選択した場合のみ：ファイルサーバのコンテンツルートパスを指定して下さい。ベ

ースモジュールをインストール後にパス設定を変更していなければ、初期値のままで先に進んで下

さい。 
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j. Storage Service を選択した場合のみ：IOWebDoc をインストールしたディレクトリを指定して下さい。 

 
 

k. SolarisまたはRedhat環境でご利用のお客様は『l』へ進んで下さい。 

 

 

 
l. インストーラに設定した内容を確認して間違いがなければ『OK』ボタンをクリックして下さい。『OK』

ボタンをクリックするとファイルのコピーが始まります。 
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4 環境設定 
ここでは、PDF-D の機能を利用するための環境設定に関して説明します。 

 

4.1 環境変数 
スタンドアロン型の場合は Application Runtime の動作する環境に、ネットワーク分散型で運用している場合は Storage 

Service の動作する環境に設定して下さい。 

4.1.1 Windows の場合 
以下の表に従い、環境変数を設定して下さい。 

PATH IOWebDoc をインストールしたディレクトリ直下の bin フォルダを追加 

storage/pdfmaker/setenv.bat を参考にして下さい。 

 
環境変数は、システム環境変数（SYSTEM ユーザ権限の環境変数）に追加設定して下さい。ユーザ環境変数（特定

のログインユーザ権限の環境変数）に対して設定しても intra-mart サーバ実行環境に対して設定が有効にならない

場合があります。 

環境変数の設定は、Windows の環境変数設定画面で行います。[システムのプロパティ]ダイアログを開いて、設定

をして下さい。 

 

4.1.2 Solaris/Redhat の場合 
以下の表に従い、環境変数を設定して下さい 

IODOC IOWebDoc をインストールしたディレクトリ 

PATH IOWebDoc をインストールしたディレクトリ直下の bin ディレクトリを追加 

LD_LIBRARY_PATH IOWebDoc をインストールしたディレクトリ直下の lib ディレクトリを追加 

storage/pdfmaker/setenv.sh および IOWebDoc インストールディレクトリ内の setenv.sh を参考にして下さい。 

 
intra-mart サーバおよび PDF-D は、動作仕様上子プロセスを起動することがありますので、intra-mart サーバに関連

するすべてのプロセスに対して有効となるように環境変数設定を行って下さい。 

環境変数設定のためのコマンドは、 intra-mart サーバ起動用のシェルスクリプト中に記述して下さい。なお、

intra-mart サーバ起動用シェルスクリプト以外でも環境変数設定をすることができます。お使いの環境に合わせて適

切に設定して下さい。 
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4.2 ファイルの権限設定 
Solaris または Redhat で IOWebDoc をご利用になられる場合は、インストールしたファイルに対して参照権限を設定する必

要があります。Windows 環境にインストールしている場合、この設定は必要ありません。 

IOWebDoc をインストールしたディレクトリ以下の各ファイルに関して、以下の指示に従って権限を設定して下さい。ファイ

ルの権限は、Storage Service (スタンドアロンの場合は Application Runtime)プロセスに対する権限となるように設定して下

さい。 

 

4.2.1 実行権限の設定 
bin ディレクトリ内のすべてのファイルに実行(eXecute)権限を設定して下さい。 

a. IOWebDoc をインストールしたディレクトリに移動します。 

b. bin ディレクトリに移動します。 

c. すべてのファイルに実行権限を付与します（> chmod +x *）。 

 

4.2.2 参照権限の設定 
以下に示すファイルに参照(Read)権限を設定して下さい。 

 lib ディレクトリ内のすべてのファイルに参照権限を設定して下さい。 

 etc ディレクトリ内のすべてのファイルに参照権限を設定して下さい。 

 classes ディレクトリ内のすべてのファイルに参照権限を設定して下さい。 

なお、サブディレクトリがある場合は、サブディレクトリおよびサブディレクトリ内のファイルにも同様の権限を設定して

下さい。 
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4.3 WebApplication Server への登録 
FW をご利用の場合、WebApplication Server への登録（デプロイ）が必要になります（BM をご利用の場合、この工程は不要で

す）。 

 
a. ウェブアーカイブ(war)ファイルの再構築をします。以下のコマンドにより imart.war ファイルを再作成します。 

Windows <FW インストールディレクトリ>¥bin¥zippack  -o  ..¥imart.war  ..¥doc¥imart 

UNIX(Solaris or Redhat) <FW インストールディレクトリ>/bin/zippack.sh  -o  ../imart.war  ../doc/imart 

※FW ver5.0 のインストールガイドより抜粋 

 
b. アプリケーションサーバへの再登録をします。再登録の方法はご利用のアプリケーションサーバ製品によりことなりま

す。FW のインストールガイド「3.4 Application Server の設定」を参考にして下さい。また、アプリケーション登録の詳

細については、ご利用になられているアプリケーションサーバ製品のドキュメントをご覧ください。 

 
ご利用になられているアプリケーションサーバ製品によっては、WebApplication の再登録について以下の操作が必要とな

る場合があります。 

 
 再登録前に WebApplication の停止 

 再登録前に WebApplication(war ファイル)の削除 

 再登録後に WebApplication の再起動（または起動） 

 再登録後に WebApplication Server の再起動 

 
上記のような操作が必要となる場合には、WebApplication Server 製品の仕様にしたがって FW の更新（再登録）操作を行

って下さい。 

 

 

 

4.4 【重要】Windows2003Server へのインストールでの注意点 
 

Windows2003Server ではインストール作業後 「iodoc.ini」ファイルのインストール場所を、ご確認願います。 

「Windowsフォルダ」直下に存在しない場合、 

スタート→検索→ファイルやフォルダ  から「iodoc.ini」を検索して頂いて、「iodoc.ini」ファイルを「Windows フ

ォルダ」直下にコピーして頂けるようお願いいたします。 
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5 レイアウトデザインツールのインストール 
 
レイアウトデザインツールとは、PDF ファイル作成時にデータとマージするためのフォーマット定義ファイルを作成するため

のツールです。Solaris または Redhat 版の製品版をご利用の場合、ランタイムとは別にレイアウトデザインツールをインストー

ルする必要があります。 

Windows 版の場合は、ランタイムと同時にレイアウトデザインツールもインストールされるため、別途インストール作業を行う

必要はありませんので、Windows 版の場合は以下を確認頂く必要はありません。 

また、Solaris または Redhat 版の体験版でのご評価の場合は、Windows 版の PDF デザイナー体験版をインストールしてく

ださい。評価用ライセンスが自動インストールされます。 

 
以下は、Solaris または Redhat 版で正規ライセンスをご購入された場合のみの、レイアウトデザインツールインストールです。 

なお、レイアウトデザインツールはレイアウト開発ツールですので、レイアウト定義ファイルの作成がすでに完了していてレイ

アウト定義の修正や新規開発を行わない場合は、レイアウトデザインツールをセットアップする必要はありません。 

 

 
レイアウトデザインツールの動作環境は、Windows2000/XP となっておりますので、ランタイムが Solaris または Redhat の場

合でも、Windows2000/XP の動作しているパソコンを用意してください。 

 
a. iothe¥win¥IOWebDoc フォルダに移動します。 

b. iow18setupjp.exe を実行します。 

 
ウィザードに従ってインストールをしてください。 

インストールの詳細に関しては、4 ページを参照して下さい。 

 
以下のライセンス入力画面において、以下の場所に置いてあるツールのライセンスキーを入力してください。 

¥iothe¥for_tool_license¥ license.txt 
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6 ライセンス登録 
ライセンスは、intra-mart PDF-Designer のライセンスだけ入力してください。（Ver4.0 と Ver5.0 でライセンスの方式が異なり

ます。Ver4.0 の場合は Ver4.0 用のマニュアルを確認してください。） 

ライセンスは、その種類により登録方法が異なりますので注意して下さい。 

ライセンスを登録しないと、intra-mart PDF-Designer は正しく動作しません。 

ライセンスを登録した場合、その内容を反映させるため intra-mart の各サーバおよび IOWebDoc の各ツールを再起動して

下さい。 

 

6.1 試用版ライセンスについて 
試用版ライセンスの場合、試用期限は 30 日～60 日間です。
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6.2 PDF-D のライセンス登録 
PDF-D のライセンスをご購入いただいている場合は、下記の要領で通知されているライセンスキーを登録して下さい。

試用版でご利用の場合は、ライセンスを登録する必要はありません。 

 
※スタンドアロン型の場合は、BM/FW をインストールしたディレクトリを <%im_path%>、 

ネットワーク分散型の場合は、Server Manager をインストールしたディレクトリを <%im_path%> とします。 

 
a. <%im_path%>/bin/tools に移動して、以下のコマンドを実行します。 

 Windowｓの場合 ・・・ licedit.bat 

 UNIX の場合    ・・・ licedit.sh 

以下の画面が起動し、ライセンス登録用メニューが表示されます。 

 
 

b. 以下を実行して 『PDF-Designer』 が表示されることを確認してから次の処理へ進んで下さい。 

 1 ［Enter］   

 
c. ライセンスキーの登録を行います。 

 2 ［Enter］   を入力すると、 以下のメッセージが表示されます。 

Please input a server or application license key. (If "quit" is inputted, it can return to a menu screen.) 
               <%ライセンスキー%> ［Enter］   を入力して、ライセンスキーを登録して下さい。 

 
d. 以下を実行して『PDF-Designer』 のライセンスキーが登録されたことを確認します。 

 1 ［Enter］   

 
e.  3 ［Enter］  で終了します。 

 
なお、PDF-D のライセンスを登録する前に、intra-mart サーバのランタイムライセンス(ベースモジュールやフレームワークの

ライセンス)を登録しておく必要があります。ランタイムライセンスを未登録の状態で、PDF-D のライセンスを登録することは

できません。 
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7 アンインストール 

7.1 IOWebDoc のアンインストール 

7.1.1 ランタイムのアンインストール 
IOWebDoc ランタイムのアンインストール方法について説明します。 

 
7.1.1.1 Windows の場合 

a. Windows の『プログラムの追加と削除』ダイアログを開きます。 

 
b. 『IOWebDoc V1.81』を選択して『追加と削除』ボタンをクリックします。 

c. ダイアログに従って、ツールの削除を行って下さい。 

 
7.1.1.2 Solaris/Redhat の場合 

IOWebDoc をインストールしたディレクトリを削除して下さい。
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7.1.2 レイアウトデザインツールのアンインストール 
IOWebDoc のレイアウトデザインツールのアンインストール方法について説明します。 

Windows 版 IOWebDoc を利用していて、ランタイムのアンインストールがすでに完了している場合は、ランタイムとい

っしょにレイアウトデザインツールもアンインストールされています。 

レイアウトデザインツールのアンインストールは、Solaris または Redhat で IOWebDoc ランタイムを利用していてレイア

ウトデザインツールのみ Windows にインストールしている場合、または Windows 版 IOWebDoc ランタイムとは別のコ

ンピュータにレイアウトデザインツールをインストールしている場合にのみ行って下さい。 

 
a. Windows の『アプリケーションの追加と削除』ダイアログでを開きます。 

b. 『IOWebDoc V1.8』を選択して『追加と削除』ボタンをクリックします。 

c. ダイアログに従って、ツールの削除を行って下さい。 

 

 

7.1.3 環境変数の削除 
セットアップ時にシステム（OS）に対して環境変数を設定している場合、環境変数を削除して下さい。削除する必要

のある環境変数（または環境変数内の特定の値）は以下のとおりです。 

Windows PATH 

IODOC 

PATH の IOWebDoc インストールディレクトリ 

Solaris/Redhat 

LD_LIBRARY_PATH の IOWebDoc インストールディレクトリ内 lib ディレクトリ 

 
また、本製品を利用するにあたって任意に設定した環境変数がある場合は、必要に応じて削除して下さい。 
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7.2 PDF-D のアンインストール 
PDF-D にはアンインストーラがありません。 

以下の指示に従って、該当するファイルおよびディレクトリを削除して下さい。 

なお、ディレクトリ名は標準インストール状態での名称で記載してあります。設定を変更している場合は、それぞれの環境

に合わせて該当するファイルを削除して下さい。 

アンインストールは、intra-mart サーバをすべて停止した状態で行って下さい。 

 

7.2.1 スタンドアロン型の場合 
a. doc/imart/WEB-INF/lib/pdf.jar を削除して下さい。 

b. licenses/pdf_designer.iar を削除して下さい。 

c. 以下の各ディレクトリを削除して下さい。 

 doc/imart/pdfmaker 

 doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/product/pdfmaker 

 pages/src/pdfmaker 

 storage/pdfmaker 

 
         d.   lib/iowebdoc.jar を削除してください。 

7.2.2 ネットワーク分散型の場合 
7.2.2.1 Server Manager 

a. licenses/ pdf_designer.iar を削除して下さい。 

 

7.2.2.2 Application Runtime 
※ Web コンテンツルートを別なディレクトリに設定している場合は、その環境に合わせて該当ディレクトリを

削除して下さい。 

a. doc/imart/WEB-INF/lib/pdf.jar を削除して下さい。 

b. doc/imart/pdfmaker を削除して下さい 

c. doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/product/pdfmaker を削除して下さい。 

 

7.2.2.3 Resource Service 
a. pages/src/pdfmaker を削除して下さい (ページベースプログラムディレクトリを別なディレクトリに設

定している場合は、その環境に合わせて該当ディレクトリを削除して下さい)。 

 

7.2.2.4 Storage Service 
a. lib/pdf.jar、lib/iowebdoc.jar を削除して下さい。 

b. classes/jp/co/intra_mart/product/pdfmaker を削除して下さい。 

c. storage/pdfmaker を削除して下さい(ファイルコンテンツルートを別なディレクトリに設定している場合

は、その環境に合わせて該当ディレクトリを削除して下さい)。 

 

7.2.3 WebApplication Server への再登録 
FW をご利用の場合、WebApplication Server への再登録（デプロイ）が必要になります（BM をご利用の場合、この工程

は不要です）。 

 
Application Runtime において doc/imart/pdfmaker を削除した場合、Web アプリケーションアーカイブファイル

(imart.war)の再作成と、WebApplication Server への intra-mart の再登録が必要になります。 
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WebApplication Server への intra-mart の登録法法に関しては、FW に付属のインストールガイド『3.4 Application 

Server の設定』を参考にしてください。また、ご利用になられている WebApplication Server 製品のドキュメントも合わ

せてご覧下さい。 

 
なお、ウェブアーカイブファイル(imart.war)は以下のコマンドにより再作成することができます。 

Windows <FW インストールディレクトリ>¥bin¥zippack  -o  ..¥imart.war  ..¥doc¥imart 

UNIX(Solaris or Redhat) <FW インストールディレクトリ>/bin/zippack.sh  -o  ../imart.war  ../doc/imart 

※FW ver5.0 / 6.0 のインストールガイドより抜粋 

 

7.2.4 アンインストールに関する注意点 
 PDF-D をアンインストールしてしまうと、PDF-D の API として追加された各種クラスや関数がなくなりますので、

これらの API を利用して作成されたプログラムは実行時エラーとなってしまいます。プログラムの修正または削

除を行いましょう。 

 サーバを運用中にアンインストール作業を行うと、正しくアンインストールができなかったり、サーバが正しく動

作を継続できなくなったりすることがあります。案インストール作業は、必ずサーバを停止した状態で行ってくだ

さい。 

 FW をご利用の場合、サーバへの再登録（デプロイ）を行わないとアンインストールしたことがサーバの動作に

反映されないことがあります。アンインストールを行ったときは、WebApplication Server への FW の登録削除と

再登録を行ってください。 

 アンインストールは、一部のみの操作だけしか行わないと、intra-mart システムが正常に機能しなくなる恐れが

あります。必ずシステム全体（すべてのサーバ）に対して、完全にアンインストール作業を行ってください。 
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8 ファイル構成 
ここでは、PDF-D インストール後のファイル構成について説明します。 

ファイル構成表は、各サーバに標準的にインストールした場合の状態を示しています。親ディレクトリに関しては、サーバの設定

により異なる場合があります。 

 

8.1 ネットワーク分散（マルチサーバ）型 
ここでは、ネットワーク分散（マルチサーバ）型でインストールした場合のファイル構成について説明します。 

スタンドアロン型でインストールした場合は、『8.2：スタンドアロン型』をご覧ください。 

 

8.1.1 Server Manager 
Server Manager インストールディレクトリ 

└ licenses/ 

 └ pdf_designer.iar ・・・ ページベース開発モデル用 API が含まれるアーカイブファイル 

 

8.1.2 Application Runtime 
Application Runtime インストールディレクトリ 

└ doc/ 

 └ imart/ 

  ├ WEB-INF/  

  │  ├ classes/ 

  │  │  └ jp/co/intra_mart/ 

  │  │     └ product/ 

  │  │        └ pdfmaker/    ・・・ Java で作成されたサンプルプログラムが含まれています 

  │  └ lib/  

  │     └ pdf.jar ・・・ PDF-D API クラス群 

  └ pdfmaker/ ・・・ PDF-D のディレクトリ  

  └ sample/ ・・・ JSP/Servlet で作成されたサンプルプログラムが含まれています 

   └ csv/ ・・・ CSV 形式のデータファイルを利用するサンプルプログラムが含まれています 

 

8.1.3 Resource Service 
Resource Service インストールディレクトリ 

└ pages/src/ 

 └ pdfmaker ・・・ PDF-D のディレクトリ 

  ├ sample/ ・・・ ページベース開発モデル用のサンプルプログラムが含まれています 

  │  ├ cela.* ・・・ 連票用サンプルプログラム 

  │  ├ doc.* ・・・ 単票用サンプルプログラム 

  │  └ integration.* ・・・ 結合用サンプルプログラム 

  └ source-config.xml ・・・ ページベース開発モデルのソースに関する定義ファイル 
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8.1.4 Storage Service 
Storage Service インストールディレクトリ 

├ lib/ 

│  ├ pdf.jar ・・・ PDF-D API およびランタイムクラス群 

│  └  iowebdoc.jar                ・・・ IOWebDOC API およびランタイムクラス群 

├ classes/ 

│  └ jp/co/intra_mart/product 

│  └ pdfmaker/ ・・・ Java で作成されたサンプルプログラムが含まれています 

└ storage/ 

     └ pdfmaker/ ・・・ PDF-D のディレクトリ  

├ material/ ・・・ サンプルプログラムのためのサンプルデータが含まれています 

│  ├ cela/ ・・・ 連票用サンプルデータ 

│  ├ csv/ ・・・ CSV 形式データファイルを含むサンプルデータが含まれています 

         │  │  ├ cela/ ・・・ 連票用サンプルデータ 

         │  │  ├ doc/ ・・・ 単票用サンプルデータ 

│  │  └ integration/ ・・・ 結合用サンプルデータ 

│  ├ doc/ ・・・ 単票用サンプルデータ 

│  ├ iod2pdf/ ・・・ 結合用サンプルデータ 

  │  └ kintai/ ・・・ 勤怠登録サンプルプログラム用サンプルデータ 

├ setenv.bat ・・・ PDF-D の初期化スクリプトファイル（Windows 用） 

 ├ setenv.sh ・・・ 環境変数設定用サンプルスクリプト（UNIX 用） 

            └ data                    ・・・ メニューおよびロールのインポート用データが含まれています
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8.2 スタンドアロン型 
ここでは、スタンドアロン型でインストールした場合のファイル構成について説明します。 

ネットワーク分散（マルチサーバ）型でインストールした場合は、『8.1：ネットワーク分散（マルチサーバ）型』をご覧ください。 

 
BM/FW インストールディレクトリ 

├ lib/ 

│ └ iowendoc.jar                  ・・・ IOWebDOC API およびランタイムクラス群 

├ doc/ 

│ └ imart/ 

│  ├ WEB-INF/  

│  │  ├ classes/ 

│  │  │  └ jp/co/intra_mart/ 

│  │  │     └ product/ 

│  │  │        └ pdfmaker/    ・・・ Java で作成されたサンプルプログラムが含まれています 

│  │  └ lib/  

│  │     └ pdf.jar ・・・ PDF-D API クラス群 

│  └ pdfmaker/ ・・・ PDF-D のディレクトリ  

│  └ sample/ ・・・ JSP/Servlet で作成されたサンプルプログラムが含まれています 

│   └ csv/ ・・・ CSV 形式のデータファイルを利用するサンプルプログラムが含まれています 

├ licenses/ 

│ └ pdf_designer.iar ・・・ ページベース開発モデル用 API が含まれるアーカイブファイル 

├ pages/src/ 

│ └ pdfmaker ・・・ PDF-D のディレクトリ 

│  ├ sample/ ・・・ ページベース開発モデル用のサンプルプログラムが含まれています 

│  │  ├ cela.* ・・・ 連票用サンプルプログラム 

│  │  ├ doc.* ・・・ 単票用サンプルプログラム 

│  │  └ integration.* ・・・ 結合用サンプルプログラム 

│  └ source-config.xml ・・・ ページベース開発モデルのソースに関する定義ファイル 

└ storage/ 

     └ pdfmaker/ ・・・ PDF-D のディレクトリ  

├ material/ ・・・ サンプルプログラムのためのサンプルデータが含まれています 

│  ├ cela/ ・・・ 連票用サンプルデータ 

│  ├ csv/ ・・・ CSV 形式データファイルを含むサンプルデータが含まれています 

         │  │  ├ cela/ ・・・ 連票用サンプルデータ 

         │  │  ├ doc/ ・・・ 単票用サンプルデータ 

│  │  └ integration/ ・・・ 結合用サンプルデータ 

│  ├ doc/ ・・・ 単票用サンプルデータ 

│  ├ iod2pdf/ ・・・ 結合用サンプルデータ 

  │  └ kintai/ ・・・ 勤怠登録サンプルプログラム用サンプルデータ 

├ setenv.bat ・・・ PDF-D の初期化スクリプトファイル（Windows 用） 

 ├  setenv.sh ・・・ 環境変数設定用サンプルスクリプト（UNIX 用） 

└  data/                   ・・・ メニューおよびロールのインポート用データが含まれています 
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9 サポート 
本製品をインストールして正常に動作しなかった場合、このインストールガイドのインストール手順をもう一度確認して下さい。 

それでもエラーが発生する場合、プログラマーズガイドにトラブルシューティングが掲載されていますので、こちらを参考にして下

さい。 

 
弊社では、Web にて弊社製品に対するサポートおよび技術情報の公開を行っております。当製品に関して不明な点などがござ

いましたら、下記 URL にてホームページにアクセスしていただき、情報検索または弊社サポート窓口までご相談下さい。 

 

 

 

 
intra-mart Developer Support Site アドレス 

 
http://www.intra-mart.co.jp/support/intramart.cgi
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