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PDFlib プロダクトファミリー
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プロダクトファミリーには、PDFlib・PDFlib+PDI（PDF Import）・
PDFlib Personalization Server（PPS）の３種類があります。PDI, PPSに
はpCOSインタフェースが内蔵されていて、PDFからメタデータやイ
ンタラクティブ要素等の任意のオブジェクトを取得することができま
す。
PDFlibは、テキスト、グラフィックや画像、さらに注釈やしおりなどイ
ンタラクティブ要素を含むPDF文書の生成に必要な全ての機能を提
供します。
PDFlib+PDIは、PDFlibの全ての機能に加え、PDF Import Library（PDI）
の機能を含んでいます。PDIを使うと、既存のPDF文書を開いてその
任意のページをPDFlib出力に取り込むことができます。
PDFlib Personalization Server (PPS)は、PDFlib+PDIに、PDFlib独自の

「ブロック」を用いた可変データ処理機能を加えたものです。PPSで
以下の手順をとることによりアプリケーション開発とレイアウト変更
を分担することができます。

デザイナーは、Adobe Acrobat用のPDFlib Block Pluginを使って、
可変テキストや画像のためのプレースホルダを作成します。これを
PDFlibブロックと呼び、フォントサイズ・色・画像拡大縮小等、さまざ
まなプロパティを持たせることができます。プログラマーは、サーバ
上でデータベース等からの可変データをブロックに流し込み、最終
的な出力を生成することができます。

PDFlib PLOP
PDFlib PLOPは、PDF文書を線形化・最適化・保護・修復・分析するた
めの多目的ツールです。線形化・最適化機能は、効率的なPDF文書
を作成し、Webでの配信を高速化します。保護機能は、PDF文書に
暗号化や復号化を施したり、「印刷を許可しない」「内容の抽出を許
可しない」等の権限設定を付加できます。修復モードは、PDF文書の
破損を自動的に検知して、可能であれば修復します。PDFlib PLOPは
PDF/Aに準拠したXMPメタデータを追加することもできます。

PDFlib PLOP DS
PDFlib PLOPの拡張版であるPDFlib PLOP DSは、PLOPの全ての機
能に加え、PDF文書に電子署名を適用する機能を提供します。この
署名はAdobe AcrobatやAdobe Readerで検証することができ、他
のソフトウェアを一切必要としません。署名は、広く利用されている
PKCS#12やPFX証明書形式のデジタルID、スマートカードなどの暗号
トークンから作成できます。Windowsでは、Windows証明書ストア
の中のデジタルIDを使用することも可能です。

PDFlib TET
特許を取得したPDFlib Text Extraction Toolkit（TET）は、PDF文書か
らテキストやイメージを抽出するための開発者向け製品です。TET
を使うと、PDFのテキスト内容をUnicode文字列として得られるほ
か、その詳しいグリフやフォントの情報、ページ上の位置などを取得
することができます。さらにTETには、高度な内容分析アルゴリズム
が内蔵されており、単語間の区切りを決定したり※、テキストの段組
を認識したり、影つき・擬似太字テキスト等の冗長テキストを除去し
たりすることができます。TETはPDF文書をXMLベースのフォーマット
に変換することもできます。
※ 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
TET PDF IFilterは、Windows上でPDF文書からテキストとメタデータ
を抽出し、検索・抽出を行うソフトウェアに提供します。これにより、
PDF文書をローカルのデスクトップや企業のサーバ、Web上から検
索できるようになります。TET PDF IFilterは、特許を取得したTETを
ベースにしています。

pCOS インターフェース
pCOS インターフェースは、PDF文書から様々な情報を取り出すた
めのシンプルでエレガントなインタフェースを提供します。たとえば
PDFメタデータや、リンク等のインタラクティブ要素、ページ寸法等
は、pCOS インターフェースを使って簡単に取得することができま
す。

複数のPDF文書をまとめて処理することにより、簡単に文書情報項
目やページ版型・フォント等、あらゆるプロパティのサマリを作成す
ることができます。

pCOSインタフェースは、PDFlib+PDI・PDFlib Personalization Server 
・PDFlib PLOP・PDFlib PLOP DS・PDFlib TETに内蔵されています。
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PDFlib の多様な利用形態
すべてのPDFlib製品は、各種開発環境用のプログラミングライブラリ

（コンポーネント）として利用できます。PLOP・TET は、バッチ処理向
けにコマンドラインツールとしても利用できます。

誰にでも
さまざまな業界・ビジネス分野のお客様が、PDFlibの強力な製品群
を活用しています。例：
▶▶ ソフトウェアの開発者は、PDFlibをあらゆる種類のアプリケーショ
ンに組み込んで、高信頼性、高品質なPDFを出力しています。
▶▶ ビジネスでは、請求書をPDFlibで作成しています。請求書を動的
に生成することは、PDFlibの主な応用分野のひとつです。
▶▶ 大量メールの発信者は、既存のPDF文書にパーソナルデータを連
結しています。
▶▶ 請求書やレポートは、オフィスアプリケーションから作成すること
も可能です。PDFlibは、広く利用されているオフィスアプリケーショ
ンに結合することができます。
▶▶ プリプレス企業では、PDFlibを使って、商業印刷するPDF文書を作
成・収集・個別化するシステムを構築しています。
▶▶ 電話会社は、通話料金の月次請求書をPDFlibで生成しています。
▶▶ アーカイブ部局は、既存のPDF文書からPDFlib TETを使ってテキス
トを抽出し、内容を再利用しています。
▶▶ 検索エンジンでは、PDFlib TETを使ってPDF文書をインデックスす
ることができます。
▶▶ Web開発者は、PDFlib PLOPを使ってPDF文書の内容を自動的に
最適化し、Webでの配信を高速化させています。
▶▶ 企業では、社外秘のPDF文書をPDFlib PLOPを使って暗号化してい
ます。さらに認証性を高めるなら、PDFlib PLOP DSで電子署名を
加えることも可能です。
▶▶ サービスプロバイダは、送られてくるPDF文書を、pCOS インター
フェースを使って、さまざまな基準に照らして自動的に検査するこ
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。わかりやすい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の機能を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 ・C++
▶▶ Cobol（IBM 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 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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