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1 はじめに 

本ドキュメントは、intra-mart PDF オートコンバータの開発に際して必要となることがらについて記述しています。 

本製品を利用して開発を行う前にお読み下さい。 

 

1.1 用語解説 

 

intra-mart PDFオートコンバータ 以下、PDF-A と略します。 

PDF変換サーバ 以下、PDFSrv と略します。 

intra-mart Server Manager 以下、imSM と略します。 

intra-mart Service Platform 以下、imSP と略します。 

Application Runtime imSM / imSPのアプリケーション実行サービスです。以下、AppRuntime と略

します。 

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

Storage Service imSM / imSP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 

本ドキュメントは、開発をスムースに開始するための手引書となっています。したがって、実際に開発を行うプログラマの

みなさんが対象となります。 

また、本ドキュメントは、以下に列挙する技術に関する知識を有することを前提として構成されています。これらの技術

に関して不明な点がある場合、本ドキュメントの内容を正しく理解することが困難になることがありますので、予めご了承

ください。なお、前提知識となる技術に関しては、一般の専門書籍等をご覧ください。 

 

 Java プログラミング言語 

 Java Servlet および JSP 

 オペレーティングシステム 

 intra-mart Server Manager または intra-mart Service Platform 
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2 開発手順 

PDF ファイル作成の基本的な動作として、下図のように変換対象ファイルを PDF 変換サーバで PDF ファイルに変換します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のファイルを PDF ファイルに変換します（変換対象ファイルを開くアプリケーションを、PDF 変換サーバにインストールす

る必要があります）。 

 

 以下のファイルは該当製品のインストールが必要です。 

Office 

Excel2000、2002、2003、2007 

Word2000、2002、2003、2007 

PowerPoint2000、2002、2003、2007 

一太郎 2004、2005、2006、2007、2009（サービス変換の場合は、制限があります。ｐ.26 を参照ください。） 

DocuWorks5.x、6.x 

 

 以下のファイルは変換時に他のソフトウェアは不要です。 

画像ファイル（TIFF（G3/G4）、JPEG、BMP、GIF、PNG） 

 

 TEXT ファイル、Notepad.exe 等、右クリックして印刷の機能があるソフトは動作する可能性があります。 

その場合は、該当ソフトのインストールが必要です。 

 

詳細については、intra-mart PDF オートコンバータのインストール・ガイドをご参照下さい。 

フファァイイルル  
((xls,doc等、、))  

ＰＰＤＤＦＦ  

フファァイイルル  

PDF 変換サーバ（PDFSrv） intra-mart Application Runtime （AppRuntime）

PDF 変換依頼 

PDF 変換結果 
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2.1 プログラム開発 

JavaEE 開発モデルで動作するプログラム中で、本製品で提供されている API を用いて PDF ファイルを作成するための

プログラムを記述します。 

PDF ファイルを作成するための API は、PDF-A をインストールして intra-mart サーバを起動すると、JavaEE 開発モデル

用の API が自動的に組み込まれていますので、通常の API と同様にして利用していくことができます。 

各 API の仕様に関しては、API リストが提供されていますので、そちらをご利用ください。 

また、サンプルプログラムも用意されていますので、API 仕様を学ぶ場合にご利用ください。 

 

3 APIリスト 

本製品には、intra-mart PDF オートコンバータ用 API 専用の API リストが付属しています。 

API リストは、document/apilist.zip にあります。このファイルは、ZIP で圧縮されていますので、任意の ZIP 解凍ツールで解凍

して下さい（解凍するときは、ディレクトリ付きで解凍して下さい）。 

アーカイブファイルを解凍後 apilist/index.html をブラウザで開くことによって、API リストを閲覧することができます。 

intra-mart PDF オートコンバータには、JavaEE 開発モデル用の API が用意されています。 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2000-2010 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

Page. 3
 



intra-mart intra-mart PDFオートコンバータ Ver.6.0.1 プログラマーズ・ガイド

 

 

3.1 スクリプト開発モデル 

intra-mart PDF オートコンバータでは、JavaEE 開発モデルで利用可能な Java-API（クラス）を用意しています。 

スクリプト開発モデルで使用する場合は、intra-mart 付属の「プログラミングガイド スクリプト開発モデル編」 の 

「JavaClass との連携」 の章をご覧ください。 

 

3.2 JavaEE開発モデル 

JSP や Servlet などの Java プログラム内で利用可能な Java API（クラス）仕様が表示されます。 

 

 

 

ここに表示された API は、Java プログラム（JSP や Servlet も含む）内で利用することができます。Java の言語仕様に従っ

て API を利用して下さい。 
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4 プログラミング 

ここでは、プログラム開発の際の注意点や、プログラムの方法などを解説します。 

4.1 動作概念 

通常 Java プログラムは、AppRuntime で実行されます。PDF-A で提供される API も、そのほとんどは AppRuntime で動

作しますが、実際に PDF 作成を行うのは PDF 変換サーバ（PDFSrv）となります。 

以下 2 種類の方法で PDF 変換を行うことが可能です。詳しくは、API リストをご覧ください。 

 

 メソッド 説明 

1 byte[] convert ( byte[] inFileData, String inFileSuffix )

変換対象ファイルのバイト配列を渡して、PDF 

変換を行います。ファイルは、バイト配列としてネットワーク経由で

PDF 変換サーバに送られます。 

2 String convert ( String inFilePath, String outFilePath )

変換対象ファイルのパスと変換後ファイルのパスを渡して、 

PDF 変換を行います。変換対象ファイルは、PDF 変換サーバ 

からアクセス可能な場所に保存する必要があります。 

※ PDF ファイル作成の際にサーバ間でネットワーク通信が発生します。したがって、PDF 作成用 API のレスポンス 

時間はネットワーク環境に影響を受けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDBB

AApppplliiccaattiioonn  

APIの実行

PPDDFF  

作
成 

  PDF 変換サーバ 
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【注意事項】 

 

PDF 変換サーバに依頼された変換処理は、順番待ちの状態となります。同時に大量の PDF 変換を行う場合は、PDF

変換処理のタイムアウトや PDF 変換サーバへの過負荷が原因による接続タイムアウトにご注意ください。大量の PDF 変

換（同時に 200 件以上）が想定される場合は、PDF 変換処理をキューで管理し順番に処理する等、上位アプリケーショ

ン側での対応をご検討ください。 

PDF 変換処理のタイムアウトを設定するためには、AutoExRemote クラスの以下 2 種類のタイムアウトを利用します。詳し

くは、ＡＰＩリストをご覧ください。 

 

 メソッド 説明 

1 setBeforeTimeoutSec ( int timeoutSec ) 
変換前のタイムアウト秒数を設定します。PDF 変換依頼を投げてから、 
PDF 変換処理を開始するまでのタイムアウト時間を設定します。タイムアウト

時間を過ぎると、PDF 変換依頼は削除され次の変換処理に移ります。 

2 setTimeoutSec ( int timeoutSec ) 
変換後のタイムアウト秒数を設定します。PDF 変換処理が開始してからの 
タイムアウト時間を設定します。タイムアウト時間を過ぎると、変換処理は削除

され次の変換処理に移ります。 

 

 

PDF 変換依頼 PDF 変換開始 PDF 変換完了 

変換後タイムアウト 変換前タイムアウト  

 

 

 

 

PDF 変換処理のタイムアウトを変更した場合は、intara-mart のセッションタイムアウトについてもご確認ください。PDF 変

換処理が完了する前に intra-mart のセッションタイムアウトが発生した場合、変換結果を受け取ることができません。

intra-mart のセッションタイムアウトの設定については、intra-mart のドキュメントをご確認ください。 
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4.2 JavaEE開発モデル 

4.2.1 APIの種類と性質 

4.2.1.1 yss.autoconverterex.rmiパッケージ 

このパッケージに含まれるクラスからの PDF 変換依頼は、AppRuntime で実行します。 

 

実際には、以下のようにしてプログラムを作成します。 

package myapp; 

 

import yss.autoconverterex.rmi.AutoExRemote; 

import yss.autoconverterex.rmi.util.FileUtility; 

 

public class Sample 

{ 

public int convert() 

 { 

try 

   { 

long start; 

long end; 

 

start = System.currentTimeMillis(); 

 

AutoExRemote autoex = new AutoExRemote(); 

 

// 文書情報を設定 

autoex.setDocInf( 

"タイトル",  

"サブタイトル",  

"作成者",  

"アプリケーション",  

"キーワード" 

); 

 

// WEB 用に最適化 

autoex.setFastWebView(true); 

 

// PDF 変換前タイムアウト設定 

autoex.setBeforeTimeoutSec(60); 

 

// PDF 変換時のタイムアウト設定 

autoex.setTimeoutSec(60); 
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// セキュリティ設定（128 ビット） 

autoex.setSecurity128( 

"open",                            // 参照パスワード 

"security",                          // セキュリティパスワード 

AutoExRemote.SEC128PRINT_DISABLE,      // 印刷パラメータ 

AutoExRemote.SEC128ACC_DISABLE,       // アクセスパラメータ 

AutoExRemote.SEC128COPY_DISABLE,      // 転載パラメータ 

AutoExRemote.SEC128DOCCHANGE_DISABLE // 文書変更パラメータ 

); 

 

// PDF 変換 

byte[] buf = autoex.convert( 

FileUtility.toByte("C:/temp/sample.doc"), // 変換対象ファイルのバイト配列 

"doc"                       // 変換対象ファイルの拡張子 

); 

 

// 結果をファイルに出力 

FileUtility.toFile(buf, "C:/temp/mydocument.pdf"); 

 

end = System.currentTimeMillis(); 

 

System.out.println("Total Time: " + (end-start)); 

  } 

catch (Exception e) 

     { 

e.printStackTrace(); 

return (-1); 

     } 

return (0); 

} 
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4.2.2 プログラムのコンパイル 

PDF-A の API を利用したプログラムをコンパイルする場合、以下のパスをクラスパスに設定して下さい。 

 

 lib/autoexremote.jar 

 

たとえば、JDK に付属の Java コンパイラを使って Java プログラムファイル(.java)をコンパイルする場合、以下のようにコ

マンドを実行します（intra-mart サーバをインストールしたディレクトリがカレントディレクトリの場合）。 

 

＞ javac –classpath ./lib/autoexremote.jar;. Sample.java 

 

クラスパスの設定にはカレントディレクトリを表す『 . 』(ピリオド)の指定が必要です。カレントディレクトリにクラスパスが通

っていないと、正常にコンパイルできない場合があります。 

クラスパスは OS の環境変数 CLASSPATH に設定しておくと、-classpath オプションで指定する必要がなくなります。 

javac コマンドの用法に関しては、SUN から提供されている JDK のドキュメントを参照して下さい。なお、プロンプトで

javac とだけタイプして（オプション指定なしで）コマンド実行すると、コンソール上に簡単なヘルプが表示されます。 

 

作成した Java プログラムが、JRE に含まれるクラスおよび上記 jar に含まれるクラス以外を利用している場合、それらのク

ラスの含まれるクラスパスも設定してからコンパイルを行って下さい。 
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4.2.3 プログラム開発における注意点 

 

PDF-A が提供する API で変換元ファイルのパスを指定する場合は、PDF 変換サーバからアクセス可能なパスを指定し

てください。 

PDF-A が提供する API でパスを指定する場合は、作成した PDF ファイルのサイズによっては API のレスポンスと PDF

ファイルがディスク上に完全に書き出されるタイミングが大きく異なる場合があります。サイズの大きい PDF ファイルを作

成した場合は、十分な時間が経過した後に作成した PDF ファイルにアクセスするようにして下さい。 

 

4.2.4 体験版ライセンスの注意点 

 

試用版ライセンスでご利用のお客様は、30～60 日間の試用期間が終了すると、PDF 作成 API が自動的に利用できな

い状態となってしまいますので、その状態で PDF 作成 API を利用したプログラムを実行した場合に、実行時エラーとな

ってしまいます。 

その場合は製品ライセンスをご購入いただき、アンインストール後に再インストールしてください。アンインストール・再イ

ンストールの方法は、インストールマニュアルをご確認ください。 
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5 チュートリアル 

ここでは、本製品の API を利用して実際にプログラムを作成する過程を学びます。 

 

5.1 前提 

このチュートリアルでは、JavaEE 開発モデルにおけるプログラミングの方法について説明します。 

このチュートリアルで利用する API は yss.autoconverterex.rmi パッケージに含まれるクラスです。 

このチュートリアルで作成したプログラムは、C:/temp/sample.doc ファイルをサンプルデータとして利用しますので、サン

プルデータを作成して下さい。 

このチュートリアルで作成したプログラムは、C:/temp ディレクトリに PDF ファイルを作成します。 

 

5.2 環境 

チュートリアルを学ぶための環境です。 

このドキュメント内では、ここで示す環境を前提として解説しています。 

 

5.2.1 intra-martサーバ環境 

intra-mart と PDF-A がインストールされ、正常に動作していることを前提とします。 

 

5.2.2 PDF変換サーバ環境 

サーバには PDF-A が正しくインストールされ、API が正常に動作している状態であることが前提となります。 

サーバは Windows2000 で動作しているものとして説明をします。また、Java は SUN JDK がインストールされているもの

とします。 

 

5.2.3 環境変数 

このチュートリアルでは、作成した Java プログラムのコンパイルを行います。Java のコンパイラコマンド javac にパスを通

しておいて下さい（javac.exe は、JDK のインストールディレクトリ内の bin ディレクトリにあります）。 

 

5.2.4 準備 

このドキュメントでは C:¥temp をプログラム作成の作業領域として説明しています。このフォルダが存在しない場合には、

予め作成しておいて下さい。別なフォルダで作業をする場合には、その環境に合わせてドキュメントを読みすすめて下

さい。 

プログラム作成には、テキストエディタが必要です。プログラム作成のできるテキストエディタをご用意下さい。 
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5.3 Javaプログラムの作成 

ここでは、PDF ファイルを作成するための Java のクラスを作成します。今回のサンプルでは、AppRuntime で処理を実行

します。 

5.3.1 サンプルデータの作成 

a. コンソール（コマンドプロンプト）を起動します。 

b. カレントディレクトリが C:¥temp となるようにディレクトリを移動して下さい。 

 

> c: 

> cd ¥temp 

 

c. C:¥tempk ディレクトリ内に sample.doc ファイルを作成します。doc ファイルを作成するためには、ワードが必要とな

ります。 

 

5.3.2 プログラムの作成 

テキストエディタを起動して、以下のプログラムを記述します。 

 

package myapp; 

 

import yss.autoconverterex.rmi.AutoExRemote; 

import yss.autoconverterex.rmi.util.FileUtility; 

 

public class Sample 

{ 

public int convert() 

 { 

try 

   { 

long start; 

long end; 

 

start = System.currentTimeMillis(); 

 

AutoExRemote autoex = new AutoExRemote(); 

 

// 文書情報を設定 

autoex.setDocInf( 

"タイトル",  

"サブタイトル",  

"作成者",  

"アプリケーション",  

"キーワード" 
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); 

 

// WEB 用に最適化 

autoex.setFastWebView(true); 

 

// PDF 変換前タイムアウト設定 

autoex.setBeforeTimeoutSec(300); 

 

// PDF 変換時のタイムアウト設定 

autoex.setTimeoutSec(300); 

 

// セキュリティ設定（128 ビット） 

autoex.setSecurity128( 

"open",                            // 参照パスワード 

"security",                          // セキュリティパスワード 

AutoExRemote.SEC128PRINT_DISABLE,      // 印刷パラメータ 

AutoExRemote.SEC128ACC_DISABLE,       // アクセスパラメータ 

AutoExRemote.SEC128COPY_DISABLE,      // 転載パラメータ 

AutoExRemote.SEC128DOCCHANGE_DISABLE // 文書変更パラメータ 

); 

 

// PDF 変換 

byte[] buf = autoex.convert( 

FileUtility.toByte("C:/temp/sample.doc"), // 変換対象ファイルのバイト配列 

"doc"                       // 変換対象ファイルの拡張子 

); 

 

// 結果をファイルに出力 

FileUtility.toFile(buf, "C:/temp/mydocument.pdf"); 

 

end = System.currentTimeMillis(); 

 

System.out.println("Total Time: " + (end-start)); 

  } 

catch (Exception e) 

     { 

e.printStackTrace(); 

return (-1); 

     } 

return (0); 

} 

 

記述が完了したら myapp ディレクトリ内に Sample.java というファイル名で保存して下さい。この時、ファイル名の大文字・

小文字は厳密な意味を持ちますので、注意して下さい。 
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5.3.3 コンパイル 

Java コンパイラを利用して、先ほど作成した java プログラムファイルをコンパイルします。 

カレントディレクトリが C:¥temp であることを確認して以下のコマンドでコンパイルして下さい。（コマンド中のクラスパス指

定部分は、PDF-A のライブラリが C:¥imart¥lib にインストールされている場合の記述例です。 

 

> javac  –classpath  C:/imart/lib/autoexremote.jar;.  myapp¥Samplejava 

 

クラスパスの設定にはカレントディレクトリを表す『 . 』(ピリオド)の指定が必要です。カレントディレクトリにクラスパスが通

っていないと、正常にコンパイルできない場合があります。 

クラスパスは OS の環境変数 CLASSPATH に設定しておくと、-classpath オプションで指定する必要がなくなります。 

javac コマンドの用法に関しては、SUN から提供されている JDK のドキュメントを参照して下さい。 

 

コンパイルに失敗した場合は、エラーメッセージに従ってソースを修正し、修正後のソースを元のファイルに上書き保存

した後に、改めてコンパイルしてください。コンパイルに成功するまで、この作業を繰り返し行います。 

コンパイルに成功すると、myapp ディレクトリ内に Sample.class という名前のファイルが作成されます。 
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5.4 JSPプログラムの作成 

ここでは、作成したクラスを実行するための画面プログラムを作成します。 

JSP プログラムを作成することにより、ブラウザから intra-mart サーバに対してアクセスして先のクラスを実行することがで

きます。 

JSP プログラムは AppRuntime の動作しているコンピュータで作成します。 

 

5.4.1 プログラムの作成 

テキストエディタを起動して、以下のプログラムを記述します。 

 

<%@ page import="myapp.Sample" %> 

<% 

 Sample creator = new Sample(); 

%> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>My sample for PDF</TITLE> 

 </HEAD> 

 

 <BODY bgcolor="WhiteSmoke"> 

  <CENTER> 

   <H2>My sample for PDF</H2> 

   <TABLE border> 

    <TR> 

     <TH align="right" nowrap> 

      Message 

     </TH> 

     <TD align="left" nowrap> 

      <%= creator.convert(); %> 

     </TD> 

    </TR> 

   </TABLE> 

  </CENTER> 

 </BODY> 

<HTML> 

 

記述が完了したら C:¥imart¥doc¥imart ディレクトリ内に autoexsample.jsp というファイル名で保存して下さい

（AppRuntime の動作する Service-Platform を別なディレクトリにインストールしている場合には、AppRuntime の動作す

る Service-Platform インストールディレクトリ直下の doc¥imart ディレクトリ内に保存して下さい）。この時、ファイル名の大

文字・小文字は厳密な意味を持ちますので、注意して下さい。 
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5.5 実行 

ここまでに作成してきたクラスと JSP を実行します。 

5.5.1 準備 

実行させるための準備の手順を説明します。 

 

5.5.1.1 クラスの配布とクラスパスの設定 

a. intra-mart サーバが稼動中の場合は停止状態にします。 

b. 転送したクラスファイルを AppRuntime の動作する Service-Platform をインストールしたディレクトリ内の

doc¥imart¥WEB-INF¥classes¥myapp ディレクトリに保存して下さい。 

c. intra-mart サーバを起動します。 

 

5.5.1.2 JSPプログラムのメニュー設定 

a. AppRuntime の動作している環境でブラウザを起動します。 

b. master（または、master と同等の権限を有するユーザ）で intra-mart にログインします。 

c. [システム設定]-[メニュー]画面を開きます。 

d. 以下の設定でメニュー項目を追加します。 

 

ページ名 PDF 作成 

説明 PDF ファイルを作成するプログラム 

ソート番号 0 

PC/mobile PC 用ページとしてのみ使用 

形式 ページ[Servlet or JSP] 

ページ URL autoexsample.jsp 

ページ引数  

ロール 現在のユーザで参照可能なロール 

 

e. ログアウトします。 

f. 再び同じユーザでログインします。 
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5.5.2 プログラム実行 

メニューで『PDF 作成』を選択して下さい。作成した JSP が実行されます。 

JSP の実行エラー（コンパイルエラー）になってしまった場合には、エラーメッセージの内容に従い JSP プログラムを修正

してください。JSP プログラムが正しく動作しているにも関わらず実行時エラーになってしまう場合は、エラーの内容にし

たがって環境を正しく溝築して下さい（環境を変更した場合は、サーバの再起動が必要になる場合があります）。 

 

 

 

5.5.3 確認 

プログラムが正しく実行されると PDF 変換サーバの C:/temp/ ディレクトリに mydocument.pdf というファイル名の PDF フ

ァイルが作成されます。このファイルが PDF のビューア（Adobe AcrobatReader など）で正しく表示できればすべての処

理が正しく行われたことになります。 
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6 エラーコード表 

エラー発生時にエラーコードとして返されるステータスコード表です。 

ステータスコード 内容 

-1 RMI 側でエラーが発生した場合 

1 致命的エラーが発生した為、除外リストに追加しました。 

11 関数パラメータ不正です。 

12 コマンド引数が不正です。 

13 必須パラメータが指定されていません。 

20 ファイルが開けません。 

21 ファイル読込みエラーです。 

22 ファイル書き込みエラーです。 

23 データが不正です。 

24 プロセス起動エラーです。 

25 ディレクトリアクセスエラーです。 

26 印刷処理エラーです。 

27 パスワードエラーです。 

28 ライブラリがロードできないか、関数が見つかりません。 

29 起動したプロセスがエラー終了しました。 

30 正しくセットアップされていません。 

31 システムコールエラーです。 

32 ライセンスエラーです。 

33 画像処理エラーです。 

34 ０割が発生しました。 

35 計算エラーが発生しました。 

200 内部エラーが発生しました。 

201 メモリエラーです。 

601 既に起動されています。 

602 ターゲットフォルダが存在しません。 

603 プリンタが見つかりません。 

604 変換処理がタイムアウトしました。 

605 変換モジュールが正常を返しましたが、出力がありませんでした。 

606 変換モジュールが正常を返しましたが、出力サイズが 0でした。 

607 拡張子がない為、処理しませんでした。 

608 デフォルトの除外拡張子の為、処理しませんでした。 

609 変換対象拡張子でない為、処理しませんでした。 

610 後処理 DLL がエラーを返しました。 

611 変換モジュールがエラーを返しました。WindowsServer2008 を利用中の場合

は、インストールガイドの WIndowsServer2008 の設定がされているかご確

認ください。 

612 この拡張子は、シェル(print/printto)印刷をサポートしていません。 

613 多重起動監視でタイムアウトが発生しました。 

614 変換対象のファイルサイズが 0 です。 
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ステータスコード 内容 

701 変換対象のページがありませんでした。 

751 ワード文書変換エラー 

801 エクセル文書変換エラー 

851 パワーポイント文書変換エラー 

861 イメージ変換エラー 

9998 EOF エラーです。 

9999 予期しないエラーが発生しました。 

 

なお、ステータスコード 0 は、リクエストされた処理を正常に終了できたことを意味しています。 

 

したがって、ステータスコードとして 0 以外の数値が返された場合、リクエストされた処理を正常に終了できなかったことを意味

します。正常終了を示す 0 以外のすべての数値はエラーコードとなります。 

 

処理を正常終了できなかった場合は、メッセージ取得メソッドから、返却されたエラーコードに対応するエラーメッセージを取

得できます（処理を正常終了している場合は、メッセージ取得メソッドからメッセージを取得する必要はありません）。 
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7 トラブルシューティング 

 

トラブル 原因 対処方法 

java.lang.NoClassDefFoundError が発生

する 

クラスパスの設定が正しくない インストールガイドに従ってクラスパスを

設定して下さい。 

java.lang.UnsatisfiedLinkError が発生す

る 

ネイティブライブラリを呼び出せない Windows の場合は環境変数 PATH にラ

イブラリのパスを設定して下さい。 

Solaris または Redhat の場合は、環境変

数 LD_LIBRARY_PATH にライブラリの

パスを設定して下し。 

ライブラリのパスに関しては、インストール

ガイドを参照して下さい。 

エラーコード 32 が返される PDF-EX Java-Interface のライセンスが不

正または有効期限切れです 

PDF-EX Java-Interface のライセンスを正

しく設定して下さい。 
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8 サポート 

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.jp/developer/index.html 
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