
1． PDFlib とは 
PDFlib は、ドイツの PDFlib 社が開発した PDF 文書を生成、編集、抽出、解析するためのプログ
ラムライブラリーです。PDFlib は、もともとは PDF 文書を作成するライブラリーとして普及して
きましたが、現在では TET、PLOP などをラインナップに加え、PDF 文書からのテキストやイメ
ージの読み取り、文書情報の抽出や解析機能、デジタル署名 (電子署名) やタイムスタンプ機能を含
む、総合的で高度な PDF 文書処理アプリケーションを実現する製品ファミリーに発展しています。 

 
2． PDFlib でできること 

(1) PDFlib 
PDFlib は、テキストやイメージを配置して新規の PDF 文書を作成します。 
 

(2) PDFlib+PDI 
PDFlib+PDI は、既存の PDF からページを取り込み、その上にテキストやイメージを重ねて
配置することができます。例えば、見積書等の顧客向けの文書を作成する場合、Microsoft Word 
で作成したテンプレートを PDF 化し、その上に重ね書きすることで、顧客毎に文書を変える
ことができます。 
 

(3) PPS 
PPS は、既存の PDF にテキストやイメージを出力する場所を Adobe Acrobat 上で指定する
ことができます。プログラムを修正することなく作成する PDF のレイアウトを変更できるた
め、開発工数の削減や、元となる PDF を簡単に入れ替えることができます。 

 
3． 各製品の比較 

PDFlib 製品の機能の比較を下表に示します。 
表 1 PDFlib 製品ファミリーの機能比較 

機能 PDFlib PLOP TET 
PDFlib PDI PPS PLOP DS 

文書 
作成 

新規作成 ● ● ●    
既存文書の読み取り・編集  ● ●    
ブロック処理   ●    

文書 
処理 

パスワード・最適化 ▲ ▲ ▲ ● ●  
デジタル署名（電子署名）     ●  
タイムスタンプ     ●  

内容 
解析 

テキスト抽出      ● 
イメージ抽出      ● 
属性情報  ● ● ● ● ● 

コマンドラインツール    ● ● ● 
(注) ●：機能をサポート、▲：作成時のみサポート 
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4． サポートサービス 
インフォテックでは、PDFlib 製品を利用した開発をより円滑に進めていただくために、以下のサー
ビスを提供しています。 
なお PDFlib 製品の不具合に関連するお問合せは、サポート契約の有無にかかわらず随時お受けし
ております。 
 
(1) 製品評価中（購入前）サポート（無償） 

製品の詳細や適切な製品のご案内など、PDFlib のご購入に関するご質問にお答えいたします。 
お問い合わせフォームからお問い合わせください。具体的な製品の機能や API 等の技術的なお
問合せについてもお答えいたします。 
 

(2) インストールサポート（無償） 
PDFlib 製品ご購入後 90 日間、PDFlib 製品のインストールに関連するご質問にお答えします。 
お問い合わせ先はライセンス証書をお送りしたメールに記載しております。 
 

(3) PDFlib スタンダートサポートサービス（有償） 
PDFlib 社が提供する Paid Support に、弊社が提供する日本語でのサポートサービスを加えた
保守サービスです。 
① サービスの内容 

 マイナーバージョンの入手 
 新メジャーバージョンの無償バージョンアップ 
 ライセンスされた製品のダウンロード 
 追加購入期間の延長 
 日本語サポート 

 
② 価格・購入方法 

本サービスの価格は、対象製品の ライセンス価格の２０％ です。 
表 2 スタンダードサポートサービス価格(全て税別価格) 

対象製品名 グループⅠ価格 グループⅡ価格 グループⅢ価格 
PDFlib x.y \NN,NNN.- \NN,NNN.- \NN,NNN.- 
PDFlib+PDI x.y \NN,NNN.- \NN,NNN.- \NN,NNN.- 
PPS x.y \NN,NNN.- \NN,NNN.- \NN,NNN.- 
PLOP x.y \NN,NNN.- \NN,NNN.- \NN,NNN.- 
PLOP DS x.y \NN,NNN.- \NN,NNN.- \NN,NNN.- 
TET x.y \NN,NNN.- \NN,NNN.- \NN,NNN.- 
TET PDF IFilter x.y \NN,NNN.- - \NN,NNN.- 

本サービスは、ライセンスの購入時にしか購入できません。見積のお申込みは、 見積申込みペ
ージよりお申し込みください。 
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(4) PDFlib プレミアムサポートサービス（有償） 
① サービスの内容 

PDFlib プレミアムサポートサービスは、無制限のインシデント対応が必要なお客様向けの
サポートサービスです。PDFlib プレミアムサポートサービスは、該当製品に対する 
PDFlib スタンダードサポートサービスをご購入された方に対し提供されます。PDFlib ス
タンダードサポートサービスをお持ちでない場合、本サービスは購入できません。サポート
内容は PDFlib スタンダードサポートサービスの日本語サポートと同様です。 日本語サポ
ートサービス規定 (PDF)をご覧ください。 

 
② 価格・購入方法 

PDFlib プレミアムサポートサービスの価格は下表の通りです。 
表 3 PDFlib プレミアムサポートサービス価格 (税別) 

プレミアムサポートサービス対象製品 価格 
PDFlib \NN,NNN.- 
PDFlib+PDI \NN,NNN.- 
PPS \NN,NNN.- 
PLOP \NN,NNN.- 
PLOP DS \NN,NNN.- 
TET \NN,NNN.- 
TET PDF IFilter \NN,NNN.- 

本サービスは、PDFlib スタンダードサポートサービス購入時はもちろん、スタンダードサ
ポートサービスの契約期間中であれば、いつでも購入することができます。 見積申込みペ
ージよりお申し込みください。 
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5． PDFlib 製品ファミリーの特徴 
PDFlib は、ドイツの PDFlib 社が開発した PDF 文書を生成、編集、抽出、解析するためのプログ
ラムライブラリーで、以下のような特長があります。 
世界クラスの定番ソフトウェア 
世界 100 ヵ国以上で 20,000 ライセンスを超える導入実績がある PDF 文書処理の定番ライブラリ
ーです。 
(1) 主要な開発環境をサポート 

OS では Windows、Linux、主要商用 Unix、Mobile から汎用機まで、言語では C、C++、Java、
VB、PHP、Ruby、Perl、C#、ASP、Python など、主要なプラットフォームや言語をサポート
しています。 

 
(2) 使いやすい API 

PDF の構造を意識することなく、製品ファミリーに共通する形式の関数をコマンドのように指
定することで、PDF 文書の生成や処理を行うことができます。 
 

(3) 事前に評価、開発が可能 
PDFlib は本サイトからダウンロードして無償で評価、試用することができます。一部の制限を
除いて製品の全機能を使用でき、納得いくまで評価した後で購入することができます。 

 
(4) 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。 

 
(5) リーズナブルな価格体系 

クライアント数に依存せず管理の容易なシンプルかつリーズナブルな価格体系でご提供してい
ます。 

 
(6) 総合的な PDF 文書処理機能を実現 

製品ファミリーの TET、PLOP の併用により、総合的な PDF 文書処理を実現します。 
 
(7) 安心のサポート 

インフォテックでは、2003 年 7 月から PDFlib 社と直接契約による正規リセラーとして 
PDFlib の販売を開始し、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ご提
供しています。豊富なサンプルプログラムや技術情報もご提供しています。 
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