
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intra-mart EX 申請システム ver.5.3 
 

PDF オプション インストールガイド 
 

第三版 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 年 10 月 16 日 

株式会社 NTT データイントラマート 
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2009/10/16 第三版 

・ 目次の自体を修正しました。 

・ im_javaee_framework.jar ファイルの配置先を追加しました。 

・ PDF メイクアップ JavaI/F クラスの配置を修正しました。 
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1. はじめに 

本ドキュメントは、intra-mart EX 申請システム ver.5.3 PDF オプションのインストールとセットアップ、アンイ

ンストールの手順について記述しています。 

 

1.1 インストールの概要 

intra-mart EX 申請システム PDF オプションをインストールするには、大きく分けて５つの作業が必要となりま

す。 

 

１． PDF オートコンバータ EX のインストール 

２． PDF メイクアップのインストール 

３． IOWebDoc のインストール 

４． サーバへのファイルのインストール（2 インストール手順を参照) 

５． クラスファイルの配置 

 

1.2 用語 

以下、本ドキュメントで使用する用語を定義します。 

 

intra-mart ベースモジュール（intra-mart WebPlatform 含む） 

以下、BM と略します。 

Server Manager 

BM のサービス監視サービスです。以下 imSM と略します。 

Application Runtime 

BM の基本動作サービスです。以下、imAR と略します。 

Storage Service 

BM のファイル管理サービスです。以下、imSS と略します。 

intra-mart EX 申請システム 

以下、EX 申請システムと略します。 

intra-mart EX 申請システム PDF オプション 

以下、EX-PDF オプションと略します。 

 

1.3 前提条件 

EX-PDF オプションをインストールするためには、以下の前提条件があります。 

 

■ BM Ver.5.0 又は Ver.5.1 又は Ver.6.0 又は Ver.6.1 が正常に動作していること。 

■ BM Ver.5.0 又は Ver.5.1 又は Ver.6.0 又は Ver.6.1 のインストールガイドの内容を理解できていること。 

■ EX 申請システム Ver.5.3 が正常に動作していること。 

 



intra-mart EX 申請システム ver.5.3 PDF オプション インストールガイド 
 

- 2 – 

Copyright© 2008 NTT DATA CHUGOKU CORPORATION 

2. インストール手順 

EX-PDF オプションのインストーラは、intra-mart システムの各サービスに必要なファイルを対話形式でコピーし

ます。EX-PDF オプションでは Server Manager、Application Runtime、Storage Service に対しファイルのコピーを行い

ます。それ以外のサービスに対してファイルをコピーすることはありません。 

intra-mart システムの各サービスを全て停止させてからインストールを始めてください。 

 

2.1 PDFオートコンバータEXのインストール 

PDF オートコンバータ EX のインストール及び設定手順については PDF オートコンバータ EX の付属マニュアル

「PDF オート EX インストールマニュアル」を参照してください。 

 

※PDFオートコンバータEXのインストール前にPDFコンバータのインストールを行ってください。 

 

※PDFコンバータをインストールすると「YSS PDF Converter XP」というプリンタ名が登録されます。 

 このプリンタ名はPDFの変換時にEX申請システムより呼び出すプリンタ名となりますので、プリンタ名の 

 変更を行わないでください。プリンタ名を変更した場合、EX-PDFオプションは正常に動作しません。 

 

2.2 PDFメイクアップのインストール 

PDF メイクアップのインストール及び設定手順については PDF メイクアップの付属マニュアル「PDF メイクアッ

プインストール資料」を参照してください。 

 

2.3 IOWebDOCのインストール 

IOWebDOC のインストール及び設定手順については IOWebDOC の付属マニュアル「IOWebDOC インストールマ

ニュアル」を参照してください。 

 

※既にintra-mart PDFデザイナ Ver.5.0xがインストールされている環境にはIOWebDOCをインストールする必要

はありません。 

 

2.4 環境変数の設定 

以下に示す環境変数を設定してください。IOWebDOC の環境変数につきましては既に設定されていれば行う必要

はありません。 

 

新規/追加 変数名 変数値 

新規 EX_BIN {PDF オートコンバータ EX インストール先}\bin 

新規 PMU_BIN {PDF メイクアップインストール先}\bin 

追加 Path %PMU_BIN%;%EX_BIN%; 

追加 Path {IOWebDOC インストール先}\bin 

 

※上記に示す環境変数は必ず設定してください。環境変数を設定しない場合、EX-PDFオプションは正常に動作

しません。また、環境変数を設定する際は、PDFメイクアップ、PDFオートコンバータEX、IOWebDOCの順番

に設定してください。順番が異なる場合、正常に動作しません。 
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2.5 EX-PDFオプションのインストーラの起動と操作方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インストーラの起動及び操作は以下のように行います。 

(1) Windows の場合 

(A) java.exe コマンドにパスが通っていることを確認します。 

(B) エクスプローラで本製品の CD-ROM があるディレクトリに移動します。 

(C) im_sep_pdf\install ディレクトリへ移動します。 

(D) setup.bat をダブルクリックし起動します。 

(E) インストーラの画面が表示されます。 

(F) 画面の入力項目を入力します。 

(G) 最後に設定項目一覧が表示されます。その設定でよろしければ OK ボタンを押します。 

（間違っていた場合は、Prev ボタンで戻り、設定し直してください） 

(H) インストールが開始されます。 
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2.6 サーバの構成とインストール 

以下にサーバの構成と、インストール時の入力項目の例を示します。 

 

(1) マシン構成１ サーバをスタンドアロンで運用する（intra-mart HTTP サーバを使用) 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーバ１ 

クライアント
（ブラウザ）

サーバ1

・Service Platform(HttpServer、全サービス)
・Server Manager

インストール先：
　例）C:\imart

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
1 

BM インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart 

imSM インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/ 

imAR インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/doc/imart 

imSS インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/storage 

この構成でよろしいですか？ OK 
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(2) マシン構成２ サーバをスタンドアロンで運用する（Web Server Connector を使用) 

 

クライアント
（ブラウザ）

サーバ1

・Service Platform(全サービス)
・Server Manager
・Web Server Connector

インストール先：
　例）Service Platform→C:\imart\app
　　　 Web Server Connector→C:\imart\web

 

 

 

 

 

 

 

 

サーバ１ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
1 

BM のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app 

imSM インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/ 

imAR のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app/doc/imart 

imSS のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app/storage 

この構成でよろしいですか？ OK 
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(3) マシン構成３ サーバを分散環境で運用する（intra-mart HTTP サーバを使用) 

 

クライアント
（ブラウザ）

サーバ1

・Service Platform(HttpServer、Application Runtime)
・Server Manager

インストール先：
　例）C:\imart

サーバ2

・Service Platform(Storage Serviceを含むそ
全てのサービス)

インストール先：
　例）C:\imart

 

 

の他

 

 

 

 

 

 

 

サーバ１ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

imSM をインストール（y/n) y 

imAR をインストール（y/n) y 

imSS をインストール（y/n) n 

BM インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart 

imSM インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/ 

imAR のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/doc/imart 

この構成でよろしいですか？ OK 

 

サーバ２ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

imSM をインストール（y/n) n 

imAR をインストール（y/n) n 

imSS をインストール（y/n) y 

imSS インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/storage 

この構成でよろしいですか？ OK 
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(4) マシン構成４ サーバを分散環境で運用する（Web Server Connector を使用) 

 

クライアント
（ブラウザ）

サーバ1

・Web Server
・Web Server Connector

インストール先：
　例）C:\imart\web

サーバ2

・Service Platform(Application Runtime)
・Server Manager

インストール先：
　例）C:\imart\app

サーバ3

・Service Platform(Storage Serviceを
む
その他全てのサービス)

インストール先：

 

 

含

例）C:\imart

 

 

 

 

 

 

 

サーバ１ 

 インストールは行いません。 

 

サーバ２ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

imSM をインストール（y/n) y 

imAR をインストール（y/n) y 

imSS をインストール（y/n) n 

BM インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app 

imSM インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/ 

imAR のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app/doc/imart 

この構成でよろしいですか？ OK 
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サーバ３ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

imSM をインストール（y/n) n 

imAR をインストール（y/n) n 

imSS をインストール（y/n) y 

imSS インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/storage 

この構成でよろしいですか？ OK 
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2.7 クラスファイルの配置 

EX-PDF オプションが使用するクラスファイルの配置手順を以下に示します。 

 

※EX-PDFオプションは以下のクラスファイルを使用してPDFを生成します。クラスファイルを配置しない場合、

EX-PDFオプションは正常に動作しません。 

 

2.7.1 PDF オートコンバータ EX Java I/F クラスの配置 

以下 PDF オートコンバータ EX のインストール先を{ PDF Auto Ex }と略します。 

 

PDF オートコンバータ EX をインストールすると以下のクラスファイルがインストールされます。 

 

{ PDF Auto Ex } /java/yss/autoconverterex/autoex.class 

autoexbase.class 

 

上記パスの内、yss ディレクトリ配下を全て以下に示すパスにコピーしてください。 

 

（スタンドアロン環境の場合） 

 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/yss 

 

（分散環境の場合） 

 

①imAR をインストールしたサーバ) 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/yss 

 ②imSS をインストールしたサーバ 

{ BM インストール先 } /classes/yss 

 

2.7.2 PDF メイクアップ JavaI/F クラスの配置 

以下 PDF メイクアップのインストール先を{ PDF Makeup }と略します。 

 

{ PDF Makeup } /java/yss/pdfmakeup/pdfcombine.class 

pdfmakeup.class 

pmudst.class 

pmumerge.class 

pmumegesrc.class 

pmuobj.class 

pmuobjimage.class 

pmuobjiod.class 

pmuobjlink.class 

pmuobjpage.class 

pmuobjtext.class 

pmuobjwatermark.class 

pmuoutline.class 

pmuoutlinepage.class 

pmuoutlinepdf.class 

pmupageinfo.class 
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pmusrc.class 

上記パスの内、yss ディレクトリ配下を全て以下に示すパスにコピーしてください。 

 

（スタンドアロン環境の場合） 

 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/yss 

 

（分散環境の場合） 

 

①imAR をインストールしたサーバ) 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/yss 

 ②imSS をインストールしたサーバ 

{ BM インストール先 } /classes/yss 

 

2.7.3 IOWebDoc JavaI/F クラスの配置 

以下 IOWebDoc のインストール先を{ IOWebDoc }と略します。 

 

{ IOWebDoc } /JavaIF/yss/iothe/iowebdoc/csvcela.class 

csvdoc.class 

iocelar.class 

iodmerge.class 

iodoc.class 

iodocr.class 

iodopdf.class 

webcela.class 

webcelamem.class 

webdoc.class 

webdocmem.class 

 

上記パスの内、yss ディレクトリ配下を全て以下に示すパスにコピーしてください。 

 

（スタンドアロン環境の場合） 

 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/yss 

 

（分散環境の場合） 

 

①imAR をインストールしたサーバ) 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/yss 

 ②imSS をインストールしたサーバ 

{ BM インストール先 } /classes/yss 

 

※PDFへの押印を使用しない場合、上記手順は必要ありません。 



intra-mart EX 申請システム ver.5.3 PDF オプション インストールガイド 
 

- 11 – 

Copyright© 2008 NTT DATA CHUGOKU CORPORATION 

 

2.7.4 im_javaee_framework.jar ファイルの配置 

BM Ver.6.1 または BM Ver.7.0 を利用している場合、BM のモジュールを下記から取得し、環境に応じて以下に配

置する必要があります。 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/ im_javaee_framework.jar 

 

（スタンドアロン環境の場合） 

 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib 

 

（分散環境の場合） 

 

①imAR をインストールしたサーバ) 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/ lib 

②imSS をインストールしたサーバ 

{ BM インストール先 } /lib 
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3. EX-PDFオプションの起動 

3.1 intra-martの再起動 

EX-PDF オプションを認識するため、intra-mart システムのサービスを全て再起動してください。 

intra-mart システム全体を再起動することで同時に EX-PDF オプションも起動されます。 
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4. アンインストール手順(intra-mart EX申請システム Ver.5.2 PDFオプション) 

EX-PDF オプション ver5.2 を既にインストールされている場合は、以下の手順に従って作業を行ってください。 

 

4.1 ファイルの削除(intra-mart EX申請システム Ver.5.2 PDFオプション) 

intra-mart システムの各サービスを全て停止させた後、intra-mart の各サービスをインストールしている各サーバ

において以下のファイルを削除してください。 

 

・ServerManager 

 {imSM インストール先} /licenses/im_exapply_pdfoption.iar 

・Application Runtime 

 {imAR インストール先} /doc/imart/WEB-INF/lib/im_exapply_pdf.jar 

・Storage Service 

  {imSS インストール先} /gfs/ex/option 以下全て 

 

5. アンインストール手順(intra-mart EX申請システム Ver.5.3 PDFオプション) 

EX-PDF オプション ver5.3 をアンインストールする場合は、以下の手順に従って作業を行ってください。 

 

5.1 ファイルの削除(intra-mart EX申請システム Ver.5.3 PDFオプション) 

intra-mart システムの各サービスを全て停止させた後、intra-mart の各サービスをインストールしている各サーバ

において以下のファイルを削除してください。 

 

・ServerManager 

 {imSM インストール先} /licenses/im_sep_pdfoption.iar 

 {imSM インストール先} /licenses/sep_pdf_license.txt 

・Application Runtime 

 {imAR インストール先} /doc/imart/WEB-INF/lib/im_sep_pdf.jar 

・Storage Service 

  {imSS インストール先} /sprist/sep/option 以下全て 
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6. intra-mart EX申請システム Ver.5.3 PDFオプションのライセンスについて 

6.1 ライセンスについてのご注意 

 

本ソフトウェアは、「PDF メイクアップ」という製品をインストールすることになり以下の機能が含まれていま

すが、本ソフトウェアで使用が許諾されているのは「８」と「９」だけです。「１」～「７」の機能は使用でき

たとしても使用しないでください。 

 

① PDF ファイル結合 

② PDF ファイル分割、ページ抽出 

③ PDF ファイルへの文字追記、ページ番号追記、画像追記 

④ PDF ファイルへのしおり追加、リンク追加 

⑤ PDF ファイルどうしの重ね合わせ、 

⑥ PDF ファイルへのレイヤ追記、印刷すると表示されるすかし追記、 

⑦ PDF ファイルの用紙方向の回転 

⑧ PDF ファイルのセキュリティ付与、セキュリティ解除 

⑨ PDF ファイルへの IOD（PDF デザイナーフォーマット）追記を利用した PDF への印鑑追記 
 

「IM－EX 申請システム PDF 変換オプション」、「IM－EX 申請システム PDF 変換押印オプション」において
「PDF メイクアップ」が PDF 加工処理でサポートする PDF ファイルは「PDF オートコンバータ EX」「PDF オー
トコンバータ EX Java－IF」で作成された PDF ファイルだけです。 
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