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1 はじめに 
本ドキュメントは、intra-mart PDF-Designer 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-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 
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 BaseModule または intra-mart Framework 
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2 開発手順 
PDF-Designer を利用した PDF ファイルを作成するプログラム開発は以下のような流れになります 

a レイアウトデザインツールでレイアウト定義ファイルを作成 

b CSV データとのキーマップを作成（CSV 形式のデータファイルを使わない場合は、この工程は必要ありません） 

c PDF ファイル作成用のプログラム開発 

 
PDF ファイル作成の基本的な概念は、下図のようにレイアウト定義に対してデータを埋め込んで PDF ファイルを作成します。

つまり、１つのレイアウトから１つの PDF ファイルが作成されることが基本となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
データは、文字列データを指定する以外に制約はありません。よって、データベースから取得したデータをはじめとして、

様々なデータソースから取得した値を指定することができます。 

 
例外として、複数のレイアウトから１つの PDF ファイルを作成する方法も用意されています。ただし、複数レイアウトをから PDF

を作成する場合、レイアウトに定義されていいないデータを含めることはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 
上記のような方法を応用することにより、複雑なドキュメントを作成することも可能です。したがって、本製品を利用して作成し

た PDF ファイルの表現技法を良く理解した上で、どのようなドキュメントを作成したいのかを設計段階で十分に検討をすること

が非常に重要になります。 
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2.1 レイアウト定義 
PDF ファイルのレイアウトを設計したら、レイアウトデザインツールを利用してレイアウト定義ファイルを作成します。 

レイアウトデザインツールは、Windows 環境でのみ動作します。 

 

2.1.1 単票用（IODoc） 
単票用とは、複雑なレイアウトのページの作成に適しています。 

[スタート]-[プログラム]-[IOWebDoc V1.8]-[IODoc]を実行すると、単票用レイアウト定義ファイルを作成するためのツー

ルが起動します。 

IODoc の使い方に関しては、専用のマニュアル iothe/document/iodoc_Tool.pdf をご覧ください。 

 
また、PDF ファイルを作成する時に CSV 形式のデータと連携させる場合、変換定義ファイル（cdd）が必要になります。こ

の変換定義ファイルは、CDD エディタを利用すると簡単に作成することができます。 

CDD エディタの使い方に関しては、専用のマニュアル iothe/document/cddedit.pdf をご覧ください。 
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2.1.2 連票用（IOCela） 
連票用とは、連続した表形式の帳票の作成に適しています。 

[スタート]-[プログラム]-[IOWebDoc V1.8]-[IOCela]を実行すると、連票用レイアウト定義ファイルを作成するためのツー

ルが起動します。 

IOCela の使い方に関しては、専用のマニュアル iothe/document/iocela_Tool.pdf をご覧ください。 

 
 

 

2.2 プログラム開発 
ページベース開発モデルまたは J2EE ベース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-D をインストールして intra-mart サーバを起動すると、各開発モデル用の

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。 
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3 APIリスト 
本製品には、PDF-Designer 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。 
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3.1 ページベース開発モデル 
上部の『ページベース開発モデル』リンクをクリックすると、FunctionContainer 内で利用可能な JavaScript の API 仕様が

表示されます。 

 

 
 
ここに表示された API は、FunctionContainer 内で利用することができます。JavaScript の言語仕様に従って API を利用

して下さい。 
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3.2 J2EEベース開発モデル 
上部の『J2EE ベース開発モデル』リンクをクリックすると、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。 

ま た API の 他 に 、 J2EE ベ ー ス 開 発 モ デ ル で の サ ン プ ル プ ロ グ ラ ム と し て 同 梱 さ れ て い る ク ラ ス

（jp.co.intra_mart.product.pdfmaker.sample.*）の仕様も同時に閲覧することができます。 

 

 
 
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 FunctionContainer や Java プログラムは、AppRSrv で実行されます。 

PDF-D で提供される API も、そのほとんどは AppRSrv で動作しますが、実際に PDF 作成を行うのは StorageSrv になり

ます。したがって、PDF 作成に必要な各ファイルは StorageSrv が動作している Service-Platform プロセスがアクセスでき

る場所に保存しておく必要があります。また、作成された PDF ファイルは StorageSrv が動作している Service-Platform プ

ロセスがアクセスできるファイルシステム上にファイル保存されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
intra-mart サーバをネットワーク分散型で運用している場合、上図のように PDF ファイル作成の際にサーバ間でネットワ

ーク通信が発生してしまいます。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  
RRuunnttiimmee

APIの実行

  
PPDDFF  

作
成 

SSttoorraaggee  
SSeerrvviiccee  

4.2 ページベース開発モデル 
本製品によって BM/FW に追加された PDF 作成用の API は、BM/FW が標準で提供している他の API と同様にして利

用することができます。 

PDF 作成用の API を利用した JavaScript プログラムは、AppRSrv で実行されますが、PDF 作成部分のみは、API のメ

ソッドコール時に StorageSrv で PDF 作成ランタイムを起動して PDF ファイルを作成します。したがって、PDF 作成メソッ

ドの実行時は StorageSrv とのネットワーク通信が発生しますので、API のパフォーマンス（レスポンス速度）や実行の成

否はネットワークや StorageSrv などの環境に依存してしまいます。 
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4.3 J2EEベース開発モデル 

4.3.1 APIの種類と性質 
4.3.1.1 jp.co.intra-mart.product.pdfmakerパッケージ 

このパッケージに含まれるクラスは、すべてカレントのプロセス内で PDF 作成ランタイムを実行します。 

したがって、intra-mart サーバをネットワーク分散型で運用している環境では、このパッケージに含まれるクラスを利用し

たプログラムは StorageSrv で実行されるようにしてください。 

StorageSrv で動作するプログラムを開発する場合は、jp.co.intra_mart.foundation.service.client.file.AbstractComponent

クラスを利用します（ jp.co.intra_mart.foundation.service.client.file.AbstractComponent のクラス仕様については、

BM/FW に付属の API リストを参照して下さい）。 

 
実際には、以下のようにしてプログラムを作成します。 

import java.io.IOException; 

import jp.co.intra_mart.foundation.service.client.file.AbstractComponent; 

import jp.co.intra_mart.product.pdfmaker.IODocPageBuilder; 

import jp.co.intra_mart.product.pdfmaker.IODocPageWriter; 

 

public class MyPrg extends AbstractComponent implements Serializable{ 

 public MyPrg(){ 

  super(); 

 } 

 

public String createPDF(String path) throws IOException{ 

  return (String) this.execute(path); 

 } 

 

public Object action(Object argV){ 

  try{ 

   String pdfPath = (String) argV; 
IODocPageBuilder builder = new IODocPageBuilder(“レイアウト定義ファイルのパス”); 

IODocPageWriter writer = builder.createPDFWriter(pdfPath); 
/* ここに PDF ファイル作成のためのデータ出力ロジックを記述 */ 

writer.close(); 

writer.release(); 

return “OK”; 

  }  

catch(Exception e){ 

   e.printStackTrace(); 

return “NG”; 

  } 

 } 

} 

このように、PDF 作成ロジックは action メソッド内に記述します。こうすることで、intra-mart サーバは action メソッドを

StorageSrv の動作しているプロセス内で実行します。 
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4.3.1.2 jp.co.intra-mart.product.pdfmaker.netパッケージ 

このパッケージに含まれるクラスは、すべて StorageSrv と連携して PDF 作成ランタイムを実行します。 

PDF ファイル作成 API を呼び出すと、StorageSrv とネットワーク通信により PDF ファイルを StorageSrv で作成します。し

たがって、プログラマはこのパッケージのクラスを利用する場合、自分のプログラムがどこで実行されるかを意識すること

なくアプリケーションを開発することができます。 

 

4.3.2 プログラムのコンパイル 
PDF-D 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。 

 

 bin/intramart.jar 
 lib/pdf.jar または doc/imart/WEB-INF/lib/pdf.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 ./bin/intramart.jar;./lib/pdf.jar;. MyPrg.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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4.3.3 プログラム開発における注意点 
 

 PDF ファイルを作成するプログラムを開発する際に、jp.co.intra-mart.product.pdfmaker パッケージのクラスを利用

する場合は、以下の点に関して注意が必要です。 

 作成する PDF や IOD ファイルは、PageWriter のインスタンスが生成されるときにファイルがオープンされま

す。したがって PageWriter のインスタンスを取得した場合、必ず close メソッドが実行されるようにして下さい。

close メソッドを実行しないと PageWriter のインスタンスを取得した時にオープンしたファイルが閉じられず、リ

ソース不足を引き起こす要因となります。 

 PageWriter のインスタンスは、そのインスタンスが生成される時にネイティブメソッド実行用のメモリ領域を占

有します。このとき占有したメモリ領域は、release メソッド実行時に開放されます。PageWriter のインスタンス

を取得した場合は、必ず release メソッドが実行されるようにプログラミングして下さい。release メソッドが実行

されなかった場合、占有したメモリが開放されず、リソース不足を引き起こす要因となります。 

 作成した PDF ファイルのファイルサイズが大きい場合、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。 

 PDF-D が提供する API のほとんどが、指定されたパスを StorageSrv のコンテンツルートディレクトリ（標準では

storage ディレクトリ）を親ディレクトリとして解決します。 

 PDF-D が提供する API のうち、jp.co.intra-mart.product.pdfmaker パッケージも含まれるクラスの中で java.io.File

クラスのインスタンスを受け取るメソッドは、受け取った File オブジェクトが表す絶対パス（File#getAbsolutePath メソ

ッド）によりファイルを決定します。これにより、StorageSrv の動作する Service-Platform プロセスがアクセスできるす

べてのファイルシステムに対してファイルアクセスすることができますので、PDF ファイル作成により不用意にファイ

ルを上書きしてしまわないように注意して下さい(指定されたパスが、すでにファイルとして存在していても、API 実

行の結果エラーになることはありません)。 

 StorageSrv を Solaris または Redhat で動作させていて IOWebDoc の EUC 版をインストールしている場合は、レイ

アウト定義ファイルおよびデータファイルは EUC 文字コードで記述されている状態で PDF 作成を行って下さい。

レイアウト定義ファイルに関しては、通常は Shift-JIS で作成されますので StorageSrv の動作環境にコピーする際

に Shift-JIS から EUC への文字コード変換を行って下さい。 

 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、ページベース開発モデルであれば isDoubleClicck() がご利用頂

けます。J2EE 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。 

 

4.4 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、J2EE ベース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 jp.co.intra_mart.product.pdfmaker 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、StorageSrv にインストールされているサンプルデータを利用します。利用す

るサンプルデータは、レイアウト定義ファイル storage/pdfmaker/material/cela/sample.def です。 

このチュートリアルで作成したプログラムは storage/pdfmaker/material 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 サーバ環境 
intra-mart BaseModule がネットワーク分散型でインストールされて、正常に動作していることを前提とします。また、各サ

ーバには PDF-D が正しくインストールされていて、各 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。 

 

5.2.2 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）。 

 

5.2.3 準備 
このドキュメントでは C:¥work 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。このクラスは、JSP プログラムから利用されることを

想定しています。したがって、AppRSrv から StorageSrv で処理を実行する必要があります。この要件を満たすため、

PDF ファイル作成プログラムは jp.co.intra_mart.foundation.service.client.file.AbstractComponent クラスを継承して作成

します。 

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

5.3.1 ディレクトリの作成 
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:¥work となるようにディレクトリを移動して下さい。 

 

> c: 

> cd ¥work 

 
c. C:¥work ディレクトリ内に myapp ディレクトリを作成します。 

 

> mkdir myapp 

 

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 java.lang.*; 

import java.io.IOException; 

import java.io.Serializable; 

import jp.co.intra_mart.product.pdfmaker.IOCelaPageBuilder; 

import jp.co.intra_mart.product.pdfmaker.IOCelaPageWriter; 

import jp.co.intra_mart.product.pdfmaker.PDFException; 

import jp.co.intra_mart.foundation.service.client.file.AbstractComponent; 

 

public class MyClass extends AbstractComponent implements Serializable{ 

 private String defPath = "pdfmaker/material/cela/sample.def"; 

 

 /** 

  * Constructor for this class. 

  */ 

 public MyClass(){ 

  super(); 

 } 

 

 /** 
  * A PDF file is created.。<P> 

  * 

  * @param path path of an output file 
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  * @return result message 

  * @exception IOException if an I/O error occurs. 

  */ 

 public String create(String path) throws IOException{ 

  return (String) execute(path); 

 } 

 

 /** 
  * create a PDF file。<BR> 

  * 

  * @param argV runtime argument. output file path(String). 

  * @return result message 

  * @deprecated 

  */ 

 public Object action(Object argV){ 

  try{ 

   // create a builder for IOCela writer 

   IOCelaPageBuilder builder = new IOCelaPageBuilder(this.defPath); 

 

   // A size priority compression system is specified. 

   builder.setCompression(builder.COMPRESSION_SIZE); 

 

   // create a IOCela writer 

   IOCelaPageWriter writer = builder.createPDFWriter((String) argV); 

 

   try{ 

    // define page data 

    for(int row = 1; row <= 120 ;row++){ 

     // create a line data 

     String data = "line " + String.valueOf(row); 

      data += ",left,center,right"; 

 

     // definition of line data 

     writer.addRecord(data); 

    } 

 

    // make a PDF file and file close 

    writer.close(); 

   } 

   finally{ 

    // The resources of this instance is cleared. 

    writer.release(); 

   } 

  } 

  catch(Exception e){ 

   e.printStackTrace(); 
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   return e.getMessage(); 

  } 

 

  // return to success message 

  return "ok"; 

 } 

} 

 
記述が完了したら myapp ディレクトリ内に MyClass.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。 

 

 

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:¥work 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、StorageSrv の動作している Service-Platform が C:¥imart¥srv にインストールされている場合の記述例です。

別なディレクトリに StorageSrv を持つ Service-Platform をインストールしている場合は、クラスパスの指定を環境に合わせ

て記述して下さい。） 

 

> javac –classpath C:¥imart¥srv¥bin¥intramart.jar;C:¥imart¥srv¥lib¥pdf.jar;. myapp¥MyClass.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。 

 
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 MyClass.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 AppRSrv 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.MyClass" %> 

<% 

 MyClass creator = new MyClass(); 

 String pdfPath = "pdfmaker/material/mydocument.pdf"; 

 %> 

<!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.create(pdfPath) %> 

     </TD> 

    </TR> 

   </TABLE> 

  </CENTER> 

 </BODY> 

<HTML> 

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

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、AppRSrv 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. StorageSrv の動作しているコンピュータで作成したクラスファイル MyClass.class のコピーを AppRSrv の動作して

いるコンピュータに転送します。 

c. 転送したクラスファイルを AppRSrv 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。 

d. 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. AppRSrv 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 pdfsample.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 StorageSrv の storage/pdfmaker/material 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。 

 
[UNIT]-[ファイル操作]画面で、[pdfmaker]-[material]とディレクトリを移動するとファイルリストに mydocument.pdf が表示

されます。ファイルが作成されたかどうかだけであれば、この方法で確認することができます。 

また、この画面から作成した PDF ファイルをダウンロードすることもできますので、StorageSrv とは別のコンピュータで作

成した PDF ファイルの閲覧確認ができます。 
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6 サンプルプログラム 
本製品には、PDF-D を利用してプログラム開発を行う皆様が API 仕様を学ぶための助力となるように、サンプルプログラムが

同梱されています。 

サンプルプログラムは PDF-D インストール時にランタイムと一緒にインストールされています。したがって、いつでも所定のデ

ィレクトリに保存されているサンプルプログラムを閲覧できるようになっています。 

ここでは、サンプルプログラムの実行方法と内容について説明します。 

6.1 サンプルプログラムの保存位置 

6.1.1 ページベース開発モデル 
RSrv （スタンドアロンの場合は AppRSrv ）のページベースプログラム保存ディレクトリ（標準では pages）の

src/pdfmaker/sample ディレクトリに保存されています。サンプルの各ファイルは以下のようになっています。 

pages/src 
└ pdfmaker/ 

 └ sample/ 

  ├ cela.* ・・・ 連票用（IOCela を用いた）サンプル 

  ├ doc.* ・・・ 単票用（IODoc を用いた）サンプル 

  └ integration.* ・・・ PDF ファイル作成用（IOIntegration を用いた）サンプル 
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6.1.2 J2EEベース開発モデル 
サンプルプログラムは AppRSrv の doc/imart/WEB-INF/classes ディレクトリに保存されています。サンプルの各ファイル

は以下のようになっています。 

lib/ 
└ jp/co/intra_mart/product/pdfmaker/ 

 └ sample/ 

  ├ SampleIOCela.java ・・・ 連票用（IOCelaBuilder を用いた）サンプル 

  ├ SampleIODoc.java ・・・ 単票用（IODocBuilder を用いた）サンプル 

  └ SamplePDFBuilder.java ・・・ PDF ファイル作成用（PDFBuilder を用いた）サンプル 

 

 
これらのサンプルプログラムは、以下に示す画面プログラムで使われています。また、データの指定方式として CSV 形

式ファイルを利用したサンプルプログラムは、以下に示す画面プログラムに含まれています。 

画面プログラムは AppRSrv の JSP/Servlet 保存ディレクトリ（標準では doc/imart）の pdfmaker/sample ディレクトリに保存

されています。サンプルの各ファイルは以下のようになっています。 

doc/imart/ 
└ pdfmaker/ 

 └ sample/ 

  ├ csv/ ・・・ CSV 形式ファイルを用いてデータ指定して PDF 作成をするサンプル 

  │ ├ cela.jsp ・・・ 連票用（CSVCela を用いた）サンプル 

  │ ├ doc.jsp ・・・ 単票用（CSVDoc を用いた）サンプル 

  │ └ iod2pdf.jsp ・・・ PDF ファイル作成用（IOIntegration を用いた）サンプル 

  ├ cela.jsp ・・・ 連票用（IOCelaBuilder を用いた）サンプル 

  ├ doc.jsp ・・・ 単票用（IODocBuilder を用いた）サンプル 

  └ iod2pdf.jsp ・・・ PDF ファイル作成用（PDFBuilder を用いた）サンプル 
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6.2 サンプルデータ 
サンプルデータは StorageSrv のコンテンツ保存ディレクトリ（標準では storage ディレクトリ）の下記に示すディレクトリに保

存されています。サンプルデータは、ページベース開発モデル用サンプルプログラムおよび J2EE ベース開発モデル用

サンプルプログラムの双方で利用しています。 

 

storage/ 
└ pdfmaker/ 

 └ material/ 

  ├ cela/ ・・・ 連票用（IOCelaBuilder 用） 

  ├ csv/ ・・・ CSV 形式ファイルを用いて PDF 作成をするサンプル用データ 

  │ ├ cela/ ・・・ 連票用（IOCela および CSVCela 用） 

  │ ├ doc/ ・・・ 単票用（IODoc および CSVDoc 用） 

  │ └ integration/ ・・・ PDF ファイル作成用（IOIntegration 用） 

  ├ doc/ ・・・ 単票用（IODocBuilder 用） 

  ├ iod2pdf/ ・・・ PDF ファイル作成用（PDFBuilder 用） 

  └ kintai/ ・・・ サンプルアプリケーション[勤怠管理]用 
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6.3 サンプルプログラムの実行方法 

6.3.1 PDF-D付属のサンプルプログラム 
本製品に付属しているサンプルプログラムをメニューに登録することで、サンプルプログラムを実行することができます。 

 
 

 
6.3.1.1 サンプルプログラムのメニュー登録 

メニューへの登録は、以下の手順で行って下さい。 

a. intra-mart サーバを起動します。 

b. ユーザ master（または管理者権限を持つユーザ）でログインします。 

c. [システム設定]-[ライセンス]画面を開きます。 

d. 『PDF-Designer』にてメニューを登録するログイングループをプルダウンメニューで選択します。 

e. 『PDF-Designer』の『Go』ボタン(ログイングループ選択プルダウンメニューの右にあります)をクリックします。 

 
登録が完了したら pdf_super というロールが追加されていますので、[システム設定]-[ユーザ]画面で、PDF-D のサンプ

ルプログラムを実行したいユーザに pdf_super ロールを追加して下さい。そのユーザで改めてログインするとメニューに

『PDF Module』が表示されるようになります。 
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6.3.1.2 メニュー構成 
 

PDF モジュール 

└ サンプル 

 ├ ページベース開発モデル ・・・ 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 

 │ ├ 単票用(IODoc 用)  

 │ ├ 連票用(IOCela 用)  

 │ └ PDF ファイル作成用(IOIntegration 用)  

 └ J2EE ベース開発モデル ・・・J2EE 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 

  ├ データが CSV ファイル ・・・ CSV 形式ファイルを用いて PDF 作成をするサンプル用データ 

  │ ├ 単票用(CSVDoc 用)  

  │ ├ 連票用(CSVCela 用)  

  │ └ PDF ファイル作成用(IOIntegration 用)  

  ├ 単票用(IODocBuilder 用)  

  ├ 連票用(IOCelaBuilder 用)  

  └  PDF ファイル作成用(PDFBuilder 用)  

 

 

6.3.2 サンプルアプリケーション 
BM/FWに付属のサンプルアプリケーションである勤怠管理アプリケーションは、本製品をインストールすることで勤怠情

報の一覧表を PDF ファイルで作成する機能が追加されます（予め BM/FW に付属のサンプルアプリケーションについて

実行可能な環境を溝築しておく必要があります）。 

[サンプル]-[ページベース開発モデル]-[勤怠管理]-[勤怠登録]画面を表示すると、右フレームの画面上部に『PDF 印

刷』ボタンが表示されます。『PDF 印刷』ボタンをクリックすると、指定月の勤怠状況一覧表が PDF ファイルとして作成さ

れ、クライアントコンピュータにダウンロードすることができます。 

 

 

6.3.3 サンプルプログラムに関する注意点 
 本製品に付属されているサンプルプログラムは、スレッドセーフになっていません。したがって、複数のスレッドで

同時にサンプルプログラムを実行した場合、正しく PDF ファイルを作成できないことがあります。 

 各サンプルプログラムは、プログラムを理解しやすくするためにエラー処理を単純化して簡潔に記述されていま

す。 

 サンプルプログラムにおいて、PDF に埋め込むデータは固定値を使っています。したがって、何回サンプルプロ

グラムを実行しても作成される PDF の内容は変化しません。 

 サンプルプログラム実行時に作成される PDF ファイルは、決められたファイル名で作成されます。すでに同じファ

イル名のファイルが存在している場合は、作成された PDF の内容で上書きしてしまいます（元のファイルは失われ

ます）。 

 すべてのサンプルプログラムは画面プログラムとして作成されていますが、バッチプログラム内でも同様に（本製

品で提供されている）PDF 作成用 API を利用することができます。 
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6.3.4 サンプルプログラムに関する既知の問題 
FW をご利用の方で、WebApplication Server として IBM 社の WebSphere Application Server を選択されている場合、

J2EE ベース開発モデルの CSV 形式ファイルを用いて PDF ファイルを作成するサンプルプログラムがエラーとなってし

まいます。この問題には、以下のメニューが該当します。 

 
 [PDF モジュール ]-[ サンプル ]-[ J2EE ベース開発モデル ]-[ データが CSV ファイル ]-[ 単票用(CSVDoc

用) ] 

 [PDF モジュール ]-[ サンプル ]-[ J2EE ベース開発モデル ]-[ データが CSV ファイル ]-[ 連票用(CSVCela

用) ] 

 [PDF モジュール ]-[ サンプル ]-[ J2EE ベース開発モデル ]-[ データが CSV ファイル ]-[ PDF ファイル作成用

(IOIntegration 用) ] 

 
なお、エラーとなるサンプルプログラムのソースは、下記のとおりです。 

 

 doc/imart/pdfmaker/sample/csv/doc.jsp(76) 

 doc/imart/pdfmaker/sample/csv/cela.jsp(75) 

 doc/imart/pdfmaker/sample/csv/integration.jsp(122,125,128) 

 
エラー原因は、JSP のレスポンス(response)から出力ストリームを取得していることです。したがって、下記のように修正す

ることで、サンプルプログラムを正常に動作させることが可能です。 

お手数ではございますが、サンプルプログラムが正常に動作しなかった場合には、下記の修正をお試しくださいますよ

うお願い申し上げます。 

 
6.3.4.1 doc/imart/pdfmaker/sample/csv/doc.jspの修正例 

AppRSrv をインストールしたディレクトリの doc/imart/pdfmaker/sample/csv/doc.jsp ファイルを任意のエディタで開いて、

75 行目を以下のように修正してください。 

[ 修正前 ] <% response.getOutputStream().print(resultMessage); %> 
↓ 

[ 修正後 ] <%= resultMessage %> 

 
6.3.4.2 doc/imart/pdfmaker/sample/csv/cela.jspの修正例 

AppRSrv をインストールしたディレクトリの doc/imart/pdfmaker/sample/csv/cela.jsp ファイルを任意のエディタで開いて、

76 行目を以下のように修正してください。 

[ 修正前 ] <% response.getOutputStream().print(resultMessage); %> 
↓ 

[ 修正後 ] <%= resultMessage %> 

 
6.3.4.3 doc/imart/pdfmaker/sample/csv/integration.jspの修正例 

AppRSrv をインストールしたディレクトリの doc/imart/pdfmaker/sample/csv/integration.jsp ファイルを任意のエディタで開

いて、122 行目を以下のように修正してください。 

[ 修正前 ] <% response.getOutputStream().print(resultMessage1); %> 
↓ 

[ 修正後 ] <%= resultMessage1 %> 

 
また、続けて 125 行目を以下のように修正してください。 

[ 修正前 ] <% response.getOutputStream().print(resultMessage2); %> 
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↓ 

[ 修正後 ] <%= resultMessage2 %> 

 
さらに続けて 128 行目を以下のように修正してください。 

[ 修正前 ] <% response.getOutputStream().print(resultMessage3); %> 
↓ 

[ 修正後 ] <%= resultMessage3 %> 

 
6.3.4.4 サンプルプログラム修正後の注意点 

サンプルプログラムを修正した場合、WebApplication Server に対して、FW を再登録しなければならない場合がありま

す。修正が反映されない場合、ご利用になられている WebApplication Server のドキュメント等を参考にして FW を

WebApplication として再登録してみてください。 

また、複数個の AppRSrv を同時に運用している場合、すべての AppRSrv について同様の修正を行う必要がありますの

でご注意ください。 

 

 

 

 

Copyright 2000-2008 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 25

 



intra-mart PDF-Designer ver5.0.4 プログラマーズ・ガイド

 

6.4 運用環境の構築 

6.4.1 サンプルの扱い 
アプリケーションの開発が完了して、いざシステムの運用環境を構築となった場合、運用環境ではサンプルプログラム

が不要になるケースがでてきます。 

こういった場合、サンプルプログラムおよびサンプルデータはすべて削除して下さい。サンプルプログラムおよびサンプ

ルデータを削除したことによりシステムに障害が発生することはありません。また、サンプルプログラムを閲覧するための

メニュー登録も、運用環境では必要ありませんので、インポートする必要はありません。 

 

6.4.2 サンプルとシステムのパフォーマンス 
サンプルプログラムやサンプルデータが残っている場合、ファイルの検索速度やディスクスペースといってリソース的な

側面において、不利になる場合があります。同様に、サンプルプログラムを実行するためのメニューも、インポートしたま

まの状態では、intra-mart サーバのパフォーマンスに影響する場合があります。 

したがって、運用環境ではサンプル関連のデータやファイルはすべて破棄することを推奨致します。 

また、新規に環境構築している場合は、サンプルプログラムを実行するためのメニューを登録する必要はありません。 

 

6.4.3 サンプルの削除方法 
 

 
6.4.3.1 メニューの削除 

『サンプルプログラムのメニュー登録』をしている場合のみ、下記要領にしたがってメニューの削除を行って下さい。 

[システム設定]-[メニュー]画面で『PDF Module』を選択して『削除』ボタンをクリックして下さい。 

 

 
6.4.3.2 ロールの削除 

『サンプルプログラムのメニュー登録』をしている場合のみ、下記要領にしたがってロールの削除を行って下さい。 

 [システム設定]-[ロール]-[ロール設定]画面で『pdf_super | PDF-Designer』を選択して『削除』ボタンをクリックして下さ

い。 

ロール『pdf_super | PDF-Designer』を他のロールのサブロールに設定している場合、そのロールのサブロール設定から

『pdf_super | PDF-Designer』を削除して下さい。 

ロール『pdf_super | PDF-Designer』をユーザに対して付与していた場合、そのユーザのロール設定から『pdf_super | 

PDF-Designer』を削除して下さい。 
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7 エラーコード表 
エラー発生時に API のリターン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 

0 正常終了（エラーではありません） 

－1 MS-DOS の Int21 ファンクションコール 4B00 が無効 

－2 実行ファイルが見つからない 

－3 パスが見つからない 

－4 ファイルのオープン数エラー 

－5 ダイナミックリンクライブラリ実行エラー 

－6 データセグメントエラー 

－7, －9 OS のメモリエラー 

－8, －33 システムエラー 

－10, －21 現在実行中の OS には未対応 

－11, －20 実行に必要なファイルが壊れている 

－12, －13 ランタイムのプラットフォームエラー 

－14 ファイルタイプエラー 

－15 実行ファイルのバージョンエラー 

－16, －19 実行ファイルのロードエラー 

－17 ＤＬＬのロードエラー 

－18 アプリケーションのロードエラー 

－22 ～ －32 未定義のエラー 

－100 ファイルアクセスエラー 

－101 パラメータエラー 

－102 メモリーエラー 

－103 ランタイムモジュールの起動エラー 

－104 IOWebDoc のセットアップエラー 

－105 IOWebDoc ライセンスエラー 

－106 印刷中のエラー 

－107 直接印刷中のキャンセル 

－200 セキュリティエラー（パスワードが不正等） 

－999 その他のエラー 

－1001 レイアウトファイルのパスが未定義 

－1002 レイアウトファイルが存在しない 

－1003 変換定義ファイル（cdd)ファイルのパスが未定義 

－1004 変換定義ファイル（cdd）ファイルが存在しない 

－1005 データファイルのパスが未定義 

－1006 データファイルが存在しない 

－1007 データが設定されていない 

－1008 出力先 PDF ファイルのパスが未定義 

－1009 出力先 iod ファイルのパスが未定義 

－1010 データファイルのロードに失敗 
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ステータスコード 内容 

－1011 iodoc ランタイム実行時エラー 

－1012 IOWebDoc Java-Interface ライセンスエラー 

その他 その他のエラー 

 
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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8 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 –1012 が返される IOWebDoc Java-Interface のライセンスが

不正または有効期限切れです 

IOWebDoc Java-Interface のライセンスを

正しく設定して下さい。 

エラーコード –103 が返される PDF 作成ランタイムに実行権限がありま

せん 

IOWebDoc をインストールしたディレクトリ

直下にある bin ディレクトリ内のすべての

ファイルに StorageSrv が動作しているサ

ーバプロセスが実行できる実行権限を設

定して下さい。 

エラーコード －104 が返される 

（コンソールに「Please set up environment 

variable IODOC.」と表示される） 

セットアップが不完全です。 

（必要な環境変数 IODOC が未設定で

す。） 

インストールガイドにしたがって環境変数

を正しく設定して下さい。 

（環境変数 IODOC を設定して下さい。）

エラーコード －100 が返される ディスクがいっぱいか、ファイルにあくせ

すできません 

十分なディスクの空き容量を確保してくだ

さい。 

PDF 作成に必要な各ファイルに参照およ

び書き込み権限を設定してください。 

IODoc is undefined というエラーになる 

IOCela is undefined というエラーになる 

IOIntegration is undefined というエラーに

なる 

インストールに失敗しているか、または試

用期限が切れています 

正しくインストールして、ライセンスを登録

して下さい。 

PDFIllegalLicenseException がスローされ

る 

試用期限が切れています ライセンスを登録して下さい 
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9 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.co.jp/support/intramart.cgi 
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