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1 バージョンアップ内容 

 intra-mart WebPlatform / AppFramework Ver.7.2.0 に対応しました。Ver.6.x 以前のバ

ージョンはサポート対象外となりますのでご注意ください。 

 

 Ver5.0.4までのライセンスキーはVer7.0.0以降では使用できなくなります。Ver5.0.4以下のバージ

ョンから Ver7.0.0 以降のバージョンアップには、バージョンアップ費がかかります。詳細は販売店また

は弊社営業までお問い合わせください。 

 

 UTF-8（MS932 で表現できる文字に限定）に対応いたしました。これにより、日本語（MS932）限定に

て UTF8 の文字列を簡易に対応できるようになります。但し、制限事項がありますので、必ずプログラマ

ーズガイドをご確認ください。 

 

 サポート OS に 64bit 版 OS を追加しました。 

Windows Server 2008 SP2 /  R2 （32bit/64bit 版） 

Windows Server 2003 SP2 /  R2 （32bit/64bit 版） 

Solaris10（SPARC）                  （32bit/64bit 版） 

Redhat Enterprise Linux 5.0      （32bit/64bit 版） 

 

 動作環境において、JDK5.x、JDK6.x が必須となります。JDK1.4.x 以前のバージョンは動作しませんの

でご注意ください。 

 

 Solaris 版/Linux 版をインストールする際には、原則シフト JIS を選択してください。 

    EUC を選択しても影響がないのは以下のパターンのみです。 

      Ver5.0.4 以下の PDF デザイナーで Solaris/Linux の EUC 版を使用しており、 

      今回バージョンアップする。 

    但し、EUC を選択した場合、Ver.7.x からの新メソッドは使用できません。EUC を選択する場合、メソッド

選択には細心のご注意をお願いします。 

 

 動作環境において、IOWebDOC Ver1.9.1 が必須となります。IOWebDOC Ver1.8.x 以前のバージョン

は動作しません。必ず Ver7.x に同梱のものを使用してください。 

 

 JavaEE 開発とスクリプト開発において、Ver5.0.4 以前のクラスとメソッドの中に、次期リリースで廃止される



ものがあります。新規開発の際は使用しないでください。 

詳細は..\document\development.pdf の、「廃止予定のメソッド」 および 「廃止予定のクラス」を確認くだ 

さい。 

同じ処理はできるような新メソッドを作成しております。また、廃止予定のクラスから新クラスへの移行に関

して、ソースの変更の量も膨大ではありません。Ver5.0.4 からのバージョンアップの際にも、将来を考えて

廃止予定のクラスから新クラスへの移行をお勧めします。 

 

2 リリース内容 

(1) システム要件 

API 等のモジュールの動作環境は intra-mart WebPlatform / AppFramework Version 7.0 / 7.1 

/ 7.2・（以下便宜的に BM と略します）に準じます。また IOWebDOC(レイアウトデザインツールな

ど)に関しては IOWebDOC の仕様に準じます。 

 

※IOWebDOC の仕様に関しては、IOWebDOC のドキュメントをご覧ください。 

 

 対応プラットフォーム 

 レイアウトデザインツール動作環境－WindowsXP（32bit のみ） 

 ランタイム動作環境 －Windows Server 2008 SP2 / R2 日本語版（32 / 64bit） 

                   Windows Server 2003 SP2 / R2 日本語版（32 / 64bit） 

                                      Solaris 10 日本語版（EUC / SJIS）（32 / 64bit） 

RedHat Enterprise Linux 5.0 日本語版（EUC / SJIS） 

（32 / 64bit） 

 メモリ 

 Server-Manager －約 1MB 

 Application-Runtime －約 1MB 

 Resource-Service －約 1MB 

 Storage-Service －1MB 以上 

 IOWebDOC (レイアウトデザインツールなど)  －IOWebDOC の仕様に準じます。 

※上記は、PDF デザイナーをインストールして intra-mart を動作させた場合に PDF デザイナーが最低限必

要とするメモリ量の目安です。実際には上記メモリの他に BM が動作するためのメモリ量および PDF ファ

イル作成時に IOWebDOC が利用するメモリ量が必要となります(メモリの設定は、BM の設定ファイルで行

って下さい)。必要メモリ量に関しては、PDF デザイナーの利用の度合いにより変化します。 

※Storage-Service の必要メモリに関しては、扱うデータや作成する PDF など各種ファイルの大きさや実行の

頻度（特に処理の重なり具合）に依存します。また、PDF 作成時には、他のプロセスも起動するので Java-VM

以外でもメモリを必要とします。 

 

 ディスク容量 

 Server-Manager －約 1MB 

 Application-Runtime －約 1MB 

 Resource-Service －約 1MB 

 Storage-Service －約 1MB＋IOTHE ランタイム分 

 IOWebDoc (レイアウトデザインツールなど) －IOWebDOC の仕様に準じます。 



※Storage-Service の必要ディスク容量に関しては、扱うデータや作成する PDF など各種ファイルの大きさに

依存します。また、PDF 作成時には一時ファイルを作成していますので、作業領域としてのディスク容量

を必要とします。 

PDF ファイル作成が行われる Storage-Service の動作環境では、PDF 作成時に intra-mart が動

作している Java-VM 以外に別なプロセスを起動しています。このため、PDF 作成時にはプロセ

ス起動に伴うサーバ資源を必要とします。 

 

(2) ライセンス要件 

この製品に付属しているライセンスは、1 ツールライセンスと 1 ランタイムライセンスが付属して

おります。 

帳票レイアウトの設計用途で、ランタイムをインストールしたマシンとは別のマシン上でツール

ライセンスを 1 ライセンスご利用いただけます。ツールライセンスは、PDF デザイナーの開発ラ

イセンスとは別物ですのでご注意ください。 

開発などでサーバマシンと開発マシンを分けたい場合は、サーバマシン上に別途ランタイムライ

センスのご購入が必要となります。 

PDF デザイナー(Storage-Service)を複数のサーバマシンで稼動(Service-Platform のフォールトトレ

ランス機能を利用して待機系サーバを稼動)させる場合、ランタイムライセンス(PDF-Designer および

IOWebDOC)が別途必要になります。 

ツールライセンス／ランタイムライセンス購入価格については、販売店または弊社営業にお問い

合わせください。 

年間保守契約ユーザには、製品のリビジョンアップがうけられます。また別途ご要望により研修

コースも開催いたします（有償）。 

 

(3) クライアント要件 

作成した PDF 形式ファイルの内容を閲覧するためには Adobe AcrobatReader5.0j 以降が必要 

です。 

 

3 制限事項 
当ソフトウェアが動作する環境において、他のソフトウェア等をインストールした場合、ランタイム

ライブラリ等のバージョンにより障害が発生する場合がございます。 

 

(1) 当ソフトウェアが動作する環境において、OS がサポートする文字コードと異なる文字コード体

系のデータを扱う場合、動作しない・文字化け現象が発生する場合がございます。 

 

(2) 旧バージョンから移行の場合、旧バージョンを本製品インストール前に必ずアンインストールし

てください。上書きインストールした場合、誤動作の原因となる場合があります。 

 

(3) JIS2004 には対応しておりません。 

 

(4) PDF の文書情報に 2 バイト文字はご利用頂けません。 

 

(5) cddedit を使用する場合、識別子名は半角 29 文字以内としてください。 



 

(6) IM-PDF デザイナーにおいて、通常の Java アプリケーション同様ファイル出力が競合

しないよう、上位アプリケーション側で制御する必要があります。システムを安定して

運用するため、 
(1) システムで重複しない出力ファイル名を使用する 
(2) ダブルクリックを防止する 
仕組みを上位アプリケーション側で実装する必要がありますのでご注意ください（未実

装の場合、システムが不安定になる可能性があります）。 
出力ファイル名については、上位アプリケーション側でシステムで重複しない ID を生

成しファイル名にご利用願います。 
ダ ブルクリ ック防止 機能につ いては、 スクリプ ト開発モ デルであ れ ば 
isDoubleClicck() がご利用頂けます。JavaEE 開発モデルであれば DblClickForbiden
タグがご利用頂けます。ともにイントラマートに標準の API となっております。詳細

については、イントラマート API マニュアルをご参照ください。 

 

(7) 古いバージョンの IE と AdobeReader の組み合わせによっては、ファイルサイズの大きい PDF フ

ァイルを生成する際に、IE の ActiveX のバグにより画面が白く表示されてしまうケースがありま

す。出来る限り最新の IE と AdobeReader を利用することをお勧めします。 

 

(8) オープンパスワードとセキュリティパスワードに同一値は設定できませんのでご注意ください。現在、オー

プンパスワードとセキュリティパスワードに同一値を設定している場合は、オープンパスワードとセキュリテ

ィパスワードに別々の値を設定してください。詳細は、添付の JAVADOC をご参照ください。 

 

(9) PDF ファイルにセキュリティを付与（印刷可否、編集可否等…）する場合、セキュリティパスワ

ードの指定が必須です。PDF ファイルにセキュリティを付与する場合は、セキュリティパスワー

ドも同時に設定してください。同様に、PDF ファイルにセキュリティパスワードを指定する場合

は、PDF ファイルのセキュリティ設定（印刷可否、編集可否…）が必須になります。 



 

4 変更履歴 

 

変更年月日 変更内容 

2008/10/24 初版 

2009/06/11 

第二版 

intra-mart Ver.7.1.0 に対応しました。 

「制限事項」に、ファイル出力の競合についての記述を追記しました。 

2009/9/10 

第三版 

JAVADOC（メソッド説明）の誤記を修正しました。 

パスワード設定機能を修正（詳細は history.txt に記載）しました。 

2010/2/26 

第四版 

スクリプト開発モデルにおいてセキュリティ設定機能の不具合を修正しました。 

分散環境において画像が欠落する不具合を修正しました。 

新メソッドを追加しました（詳細は history.txt に記載）。 

2010/5/31 
第五版 

intra-mart Ver.7.2.0 に対応しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ その他最新の技術情報は intra-mart Developer Support Site を御参照ください。 

http://www.intra-mart.jp/developer/index.html 
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