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PDFlibとは
PDFlib は、PDF（Portable Document Format）形式のファイルを
自在に生成・読取・加工するための開発者向けソフトウェアライブ
ラリです。PDFlib は、Web サーバはもちろんのこと、あらゆるサー
バシステムで PDF 文書を動的に生成することができます。既存アプ
リケーションに簡単に「PDF 形式で保存」という機能を実装したり、
Web ページの動的な生成と同じように、データベースのデータか
ら様々な PDF 文書を動的に生成させることができます。
PDFlib は世界中で利用されている定番ソフトウェアとしてさまざ
まな応用分野でその能力を実証してきました。しかもグラフィック
ス処理や印刷出力に経験を持つプログラマーなら誰でも簡単に
PDFlib を使うことができます。PDFlib により PDF の複雑な内部構
造にわずらわされることなく、テキスト・グラフィック・画像といっ
たコンテンツをページ上に配置することができます。

PDFlibプロダクトファミリー
PDFlib プロダクトファミリーには次の製品があります。
PDFlib は、テキスト、グラフィック、イメージ、注釈やしおりと言っ
たインタラクティブ要素を含む、PDF 文書を作成するために必要な
機能を提供します。
PDFlib+PDI は、PDFlib の機能に、PDF Import Library（PDI）を
加えたものです。PDI を使うと、既存の PDF 文書を取り込み、そこ
から任意のページを PDFlib の出力に使うことができます。
PDFlib Personalization Server（PPS） は、PDFlib+PDI の 機 能
に、PDFlib ブロックを使った可変データ処理機能を加えたものです。
PPS を使うと、レイアウトが変更されても、プログラムを変更する
必要はありません。

実用例
アプリケーションに「PDF で保存」機能を
私はあるソフトウェア開発会社に勤務しています。わが社のアプリ
ケーションに「PDF 形式で保存」機能を実装したいと思うのですが。
PDFlib は、あらゆる種類のアプリケーションに簡単に統合すること
ができ、信頼性が高く高品質な PDF 出力を可能にします。グラフィッ
クソフト、地理情報システム（GIS）、プリプレス、DTP アプリケーショ
ンを始めとするさまざまな分野で、多くの著名なデベロッパーが、
PDFlib を活用し PDF 生成機能を実装しています。

オンラインショップの請求書で
私のオンラインショップで、請求書を PDF で動的に生成させるには
どうしたらいいでしょうか？
動的な請求書の生成は、もっとも広く利用されている PDFlib 活用
法の一つです。生成された PDF の請求書は、Web ブラウザで見
せたり、個別にダウンロードできるようにしたり、メールで送付し
たりすることができます。
PDFlib を使って、顧客情報、商品一覧、価格などの取引データを
PDF 文書にまとめたり、会社のロゴ等の画像を、さまざまな画像
形式から追加することもできます。PDFlib+PDI を使えば、既存の
PDF 文書を取り込むこともできます。例えば、PDF で企業便箋を作
成し、背景として使うこともできます。

メールに結合して
大量のメールを作成するために、個人データを既存の PDF 文書に
結合するにはどうしたらいいですか？
PDFlib+PDI なら、既存の PDF 文書から数ページを取り込み、個別
のテキストや画像を追加して、別の PDF 文書を作成することができ
ます。プログラマーは、テキストファイルやデータベースから、テ
キストや画像を抽出するコードを追加します。全てのレターを一つ
にまとめた大きな PDF 文書を作成して印刷してもよいですし、ある
いは小さな PDF 文書をたくさん作成して各宛先に送付してもよいで
しょう。
メールの中身がそれぞれ少しずつ異なる場合や、ページの体裁
が頻繁に変わる場合など、より柔軟性を必要とするのであれば、
PDFlib Personalization Server（PPS）を利用することができます。
PPS は、可変データ処理を行う際の、デザイナーとプログラマー両
方の作業を促進します。

請求書や報告書をオフィスアプリケーションから
オフィスアプリケーションで作成した請求書や報告書の見栄えに不
満があります。見栄えのよい PDF 文書を作るにはどうしたらいいで
すか？
PDFlib は一般的なオフィスアプリケーションに結合することができ
ます。人気のあるVBScriptを使って、MS Office や他のアプリケーショ
ンに PDF 出力機能を追加することができます。PDFlib を使ってデー
タベースから請求書を作成し、印刷したり顧客にメールで送付して
みましょう。PDFlib+PDI を使って、PDF にした企業便箋を取り込ん
でもよいでしょう。PDFlib Personalization Server（PPS）を導入す
れば、より効果的な PDF 処理を行うことができます。

PDFlib製品
活用例
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商業印刷
PDFlib を使って、商業印刷のためのプリプレスデータを出力でき
ますか？
多くのお客様が、PDFlib を使って、商業印刷用の PDF 文書を作成、
統合、個別化するシステムを構築しています。多くの場合、こうし
た製版システムは Web ブラウザで利用可能なものになっています。
PDFlib プロダクトファミリーは、ICC プロファイルによるカラーマネ
ジメントや CMYK カラー、内臓 PANTONE®、HKS® テーブルによる
スポットカラー、PDF/X 互換出力等、グラフィックアート業界で必
要とされる様々な機能に対応しています。

電話料金請求書を大量作成
私はある電子通信会社で、月々の電話料金の請求書を作成する立
場にあります。現在、紙ベースの請求書から PDF ベースに移行し、
メールや Web 経由で通達する計画があります。
PDFlib には、多くのミッションクリティカルな環境での実績があり
ます。一回の実行で数百万通の請求書を作成するような場合で
も、パフォーマンスや信頼性に問題を感じることはないでしょう。
PDFlib は、ミッドレンジやメインフレームのシステムを含め、あら
ゆるサーバー上で動作します。

既存の PDF の味付けにも
既存の PDF 文書にスタンプやページ番号を追加することはできま
すか？
まず、PDFlib+PDI でお手持ちの PDF 文書からページを取り込みま
す。次に、透過スタンプやページ番号、バーコード、企業ロゴ等
を追加します。リンクやフォーム、しおり等のインタラクティブ要素
を追加することもできます。このように、PDF の問題に後からでも
対応することができます。

その他のPDFlib 製品
PDFlib TET
任意の PDF 文書からテキストや画像を抽出することができます。テ
キストは Unicode で抽出されます。TET は高度な内容分析アルゴ
リズムを内蔵し、単語間の区切りを検出したり、テキストのハイフ
ンを除去したりできる他、さまざまな機能があります ※。
※ 本機能は、主に欧文処理を対象としており、日本語処理については制限があります。

PDFlib TET PDF IFilter
PDF 文書からテキストやメタデータを抽出し、Windows 上で検索、
抽出を行うソフトウェアと連携することができます。

PDFlib PLOP
PDF 文書の線形化、最適化、保護や、XMP メタデータを追加でき
ます。

PDFlib PLOP DS
PDF 文書に電子署名を追加することができます。

サポートされている開発環境
PDFlib is everywhere. PDFlib は事実上、すべてのコンピューティ
ングプラットフォーム上で動作するといえます。32 ビット /64 ビッ
トバージョンの Windows をはじめ Mac OS、Linux、Unix、さらに
IBM iSeries・zSeries メインフレーム版も提供しています。
パフォーマンスの最大化を図りオーバーヘッドを小さくするため
PDFlib の中核部分は高度に最適化された C コードで書かれていま
す。平易な API（アプリケーションプログラミングインタフェース）
を通じて、PDFlib の機能は、次のようなさまざまな開発環境から
利用することができます。

 > COM（VB・ASP など）
 > C 及び C++
 > Cobol（lBM zSeries）
 > Java（サーブレットと JSP を含む）
 > .NET（C#・VB.NET・ASP.NET 等での使用）
 > Objective-C（OS X/macOS, iOS）

 > PHP
 > Perl
 > Python
 > RPG（IBM iSeries/i5）
 > Ruby（Ruby on Rails を含む）

PDFlib GmbH について
PDFlib の開発元である PDFlib GmbH は PDF テクノロジにフォーカ
スしたドイツのソフトウェア会社です。1997 年に PDFlib を発表し
て以来、同製品ファミリーの充実を図り、PDF 関連技術の最新動
向にも迅速に対応しています。

購入及びお問い合わせ
日本での PDFlib のご購入及びお問い合わせはインフォテックまで。
PDFlib 製品のダウンロードや技術情報の入手もインフォテックの
ウェブサイトで行えます。お見積りやその他ご質問については下記
までお問い合わせください。

 インフォテック株式会社 PDFlib セールス担当
 〒 183-0055 東京都府中市府中町 2-1-7 
 電話 : 042-358-5777 FAX: 042-358-5801 
 電子メール : pdflib_sales@infotek.co.jp 
 製品情報 : www.infotek.co.jp

PDFlib の特長
世界的な導入実績と信頼性
世界 100 カ国以上で 20,000 ライセンスを超える導入実績がある
PDF 文書処理ライブラリの定番ソフトウェアです。

使いやすい API を提供
PDF の詳細を意識することなく、製品ファミリーに共通する使いや
すいインタフェースや操作性で PDF 文書の生成や処理を行うことが
できます。 

事前に評価、開発が可能
PDFlib 製品はダウンロードして無償で評価することができます。評
価中は一部の制限を除いて製品の全ての機能を使用でき、納得い
くまで評価した後で購入することができます。 

効率的で安定した動作
PDFlib は、コンパクトなコードとして設計、開発されており、資源
消費やオーバーヘッドが少なく高速かつ安定的に動作します。また
スレッドセーフな設計のためマルチスレッド環境でも安心して利用
することができます。 

リーズナブルな価格体系
クライアント数に依存しない分かりやすいライセンス体系を、リー
ズナブルな価格で提供しています。

総合的な PDF 文書処理機能を実現
PDFlib、PLOP、TET、TET PDF IFilter、pCOS を 併 用 することで、
総合的に PDF 文書を処理できます。

安心のサポート
インフォテックでは、2003 年から PDFlib 社との直接契約による正
規リセラーとして PDFlib の販売を行っています。同社との強力な
チャネルを活用した迅速で正確な製品サポートを提供しています。 
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