
 
1 バージョンアップ内容 

 Microsoft Office 2010 に対応しました。 

 PDF オートコンバータ EX Ver.2.3.3 と PDF コンバータ XPVer4.3.7 で稼動するようになり

ました。PDF オートコンバータ EX Ver.2.3.3、PDF コンバータ XP4.3.7 以外のバージョン

では動作しません。 

 サポート環境から、Windows 2000/Windows 2000 Server を廃止しました。 

 サポート環境に、Windows Server 2008 を追加しました。 

 PDF 生成エンジンをバージョンアップしました。 

 注意事項！評価版においてPDFオートコンバータEXのライセンス画面にシングル版 / マル

チ版を選択できる画面がありますが、必ずシングル版を選択した状態から変更しないでください。

IM-PDF オートコンバータの正規ライセンスはシングル版でしか動作しません。 

 

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 Version 7.2、PDF オートコンバータ EX、PDF コ

ンバータ XP に準じます。 

※ PDFオートコンバータ XP、PDFコンバータ XPの仕様に関しては、該当ドキュメントをご覧ください。 

 対応プラットフォーム（現在対応しているプラットフォームは以下となります。 
   intra-mart サーバが Linux / Unix の場合については、今後対応予定です。） 

サーバ オペレーティングシステム 動作環境 

intra-martサーバ 

Windows Server 2003 (R2) 

Windows Server 2008 

（32bits/64bitsOSに対応） 

intra-mart Version 7.2.0 

PDF変換サーバ 

Windows XP Professional 

Windows Server 2003(R2) 

Windows Server 2008 
※ 32bitOS に対応、64bitOS を検

討中の場合は事前に弊社営業まで

お問い合わせください。 

PDFオートコンバータ EX Ver.2.3.3 

（またはその互換バージョン） 

PDFコンバータ XP Ver.4.3.7 

（またはその互換バージョン） 

intra-mart Ver.7.2 以外のバージョンでの運用を検討している場合は、事前に弊社営業までお問い

合わせください。 

 JDK のバージョン 

JDK5.x、JDK6.x に対応しています。

intra-martＰＤＦオートコンバータ Ver.7.2.0 
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 メモリ 

 Server-Manager －約 1MB 
 Application-Runtime －約 1MB 
 Resource-Service －約 1MB 
 Storage-Service －1MB 以上 
 intra-mart PDF オートコンバータ －PDF オートコンバータ EX、 
                         PDF コンバータ XP の仕様に準じます。 

※上記は、intra-mart PDF オートコンバータをインストールして intra-mart を動作させた場合に最低限必

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 PDF オートコンバータ EX,、PDF コンバータ XP 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、intra-mart PDF オートコ

ンバータ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 
 intra-mart PDF オートコンバータ －PDF オートコンバータ EX, 
                          PDF コンバータ XP 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。 

 
(2) ライセンス要件 

・ 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イセンスのご購入

が必要となります。 
・ intra-mart PDF オートコンバータを複数のサーバマシンで稼動させる場合、インストール数分のラ

イセンスが別途必要になります。 
・ ライセンス購入価格については、intra-mart 特約店にお問い合わせください。 
・ 年間保守契約ユーザは、製品に関するお問い合わせと、製品のバージョンアップがうけられます。 
・ ご要望により研修コースも開催いたします（有償）。また営業デモ等を受けることも可能です。 

 
(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 
(1) PDF 変換には大きな CPU パワーを必要とします。変換頻度や変換ファイルに応じたマシンの準備を

お願いします。intra-mart PDF オートコンバータでは変換専用サーバ用の機能や負荷分散の機能を

持っております。ご活用ください。 

(2) ファイルを PDF 変換するためには、PDF 変換サーバに対象アプリケーションがインストールされて

いる必要があります。以下に対応しているアプリケーションの一覧を示します。 

 Excel2000、2002、2003、2007、2010（いずれも SP1 以上をあてることが必須） 

 Word2000、2002、2003、2007、2010（いずれも SP1 以上をあてることが必須） 

 PowerPoint2000、2002、2003、2007、2010（いずれも SP1 以上をあてることが必須） 

 一太郎 2006、2007、2009、2010、2011（サービス変換の場合は、制限があります。詳細

はマニュアルを参照ください） 
 DocuWorks5.x、6.x、7.x 

 画像ファイル（TIFF G3/G4、JPEG、BMP、GIF、PNG） -  画像ファイルは変換時に他のソフ

トウェアは不要です。TIFF は G3/G4 を標準サポートです。TIFF の圧縮方法によっては PDF 変

換できないケースがあります。 

※ テキストファイルを開く Notepad.exe 等、右クリックして印刷可能なアプリケーションは動作する 
可能性があります。使用前に必ず動作を検証してください。 

(3) intra-mart PDFオートコンバータでは、JavaのRMIの技術を活用しているため、サーバのポートを

空けて頂く必要があります。 

(4) intra-martサーバとPDF変換サーバで使用するJDKのバージョンを合わせる必要があります。 

(5) リモートデスクトップ、シンクライアント製品（Metaframe）が常時使用されている環境では使用し

ないでください。（メンテナンス目的の一時的なアクセスであれば問題ありません。） 

(6) ハイパースレッティングが設定されている環境では、ハイパースレッディングをオフにして使用して

ください。 

(7) PDF変換のスピードは、CPUのクロック数、ハードディスクの回転数等のサーバ性能に依存します。

処理スピードを求められるシステムでは、CPU2.7Ghz以上、HD回転数15,000回転、intra-mart PDF

オートコンバータが自由に使用できるメモリが1.5G以上で運用することを推奨します。 

(8) PDF変換はマルチスレッドでは動作しません。（どうしてもマルチスレッドで動作させたい場合、閉

弊社営業までお問い合わせください。 

(9) IMEとATOKがPDF変換の動作に影響を及ぼす場合があります。一太郎については、一太郎のみ変換

専用サーバをお使いいただくことが必要になるケースがあります。 

(10) ウイルスソフトによっては、まれに変換時にファイルを掴むものがあります。その場合変換関連のエリアをウイ

ルスチェックの対象から外す必要がある場合があります。 

(11) 当社製品にメモリリークがないことは確認しております。ただし、Windowsのアプリケーション（オ

フィス等）は、長時間使用していると動作が不安定になる場合があります。変換頻度が高い場合は、

1日1回～週1回、最低でも1か月に1回はPDF変換サーバ（PDFSrv）の再起動を推奨します。 



 

(12) PDF変換処理はマルチスレッドでは動作しません。従って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の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の設定については、添付のAPI

リストをご参照ください。 

(13) PDF変換処理のタイムアウトを変更した場合は、intra-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。 

(14) Excelのファイルは、印刷対象として設定されている領域のブックを1ファイルのPDFに結合してPDF

変換します。特定のブックをPDF変換したくない場合、ブックの削除あるいは印刷領域から外してく

ださい。 

(15) IM-PDFオートコンバータを使用する為には、変換元の製品（Office等）以外の他社製品は不要です。 

(16) ファイルが破損しているファイルやパスワード付きのファイルはPDF変換できません。通常のエラー

になるか、タイムアウトになるかについては、Officeのバージョンやアプリケーションに依存します。 

(17) 重要 IM-PDFオートコンバータはシングルスレッドで動作するライセンスの提供になります。評価

版において、マルチスレッド設定に変更をしないでください。正規ライセンスを入力すると、シング

ルスレッドでしか動作しません。費用が高くなっても構わないので、マルチスレッドで動作させたい

場合でも、環境によっては性能が発揮できない可能性がありますので、必ず弊社営業までお問合せく

ださい。詳細はインストールマニュアルをご確認ください。 

 

 

＊ 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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