Windows Server ® 2016 対応

クラウド型ビジネス、Web サービスに最適な高速PDF 生成処理ソフトウェア

シームレスなシステム連携が⾏え、マルチタスク処理を施した本製品は、高速・高圧縮・高品質PDF 生成のパフォーマンスを無駄なく発揮します
SkyPDF Web Server の特⻑︓ ２つの顔を持つオールインワンパッケージ

① 外部のアプリケーションと容易に連携可能な「API（SOAP I/F）」利⽤パターン
外部システムとの連携が
容易な API （SOAP I/F）提供
Webサービス化した外部システム（文書
管理システム、業務アプリケーション、
シンクライアント）と容易に連携可能な
API（SOAP I/F）を提供しています。
解像度(dpi)／フォント埋め込み／サムネ
イル埋め込み／ハイパーリンク（URL自
動変換）／空白ページ除去／PDF のWeb
最適化などの詳細設定が可能です。

〔 ビジネスシーンで活躍︕〕
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・ 大企業の全社電子文書化推進に

・ 官公庁の知識管理のPDF 生成共通基盤として
・ 自治体の住⺠向け各種申請書類提供サービス

SkyPDF Web Server の特⻑︓ ２つの顔を持つオールインワンパッケージ

② ユーザーが直接操作できる「Web インタフェース（Web 操作画⾯）」利⽤パターン
Web インターフェース（Web 操作画⾯）提供

① ファイル選択

④ PDF 変換ボタン

利用者にやさしい直感的な操作が可能です。初⼼者及びパワー
ユーザー両方が満足する使いやすさを考慮して設計しています。

有償オプション
⻑期署名（PAdES）機能
「Plugin PAdES for Web Server」

③ 時限オプションの設定

PDF の⻑期保存を⽬的とした⻑期署名の付与と検証が、簡単操
作で実⾏可能。 ※ Windows Server 2012 R2 のみ対応
有償オプション
オンライン時限機能
「Plugin TimerPDF for Web Server」

設定日時を超えるとPDF が自動消滅する新セキュリティのオン
ライン時限機能が実装されています。閲覧するユーザー・期間
・回数を指定し制限したPDF を作成できる機能で、作成された
オンライン時限付きPDF は、専用PDF ビューアー※でのみ閲覧
可能になります。
※ オンライン時限付きPDF表示対応した下記3製品が対象製品となります。
「SkyPDF Viewer」「SkyPDF Standard」「SkyPDF Professional」

② ⻑期署名オプションの設定

特⻑＆導⼊メリット
お客様の社内セキュリティポリシーに合わせ
（ActiveX︓ON / OFF ）2つのタイプをご⽤意

⻑期署名（PAdES）機能
「Plugin PAdES for Web Server」

ActiveX のON / OFF を切り替えれば、社内のセキュリティポリシーに
合わせて、「フォルダー一括変換」や「自動ファイル保存」などの機
能をユーザーに合わせて制限設定することができます。

PDF 文書の「⻑期保存」の技術仕様追加の方針に準じ、PDF の⻑期保存
を⽬的とした「PDF ⻑期署名の付与と検証」機能を実装しています。
本バージョンでは、管理者がPAdES の⻑期署名フォーマットを選択イン
ストールすることが可能です。
⻑期保存が必要な書類の電子化ニーズが増加する中、電子文書の有効性を
保持したり、改ざんなどされていない真正な電子文書であることの証明が
容易にできるようになります。

Office アドイン
Office ア ド イ ン を イ ン ス ト ー ル す る と 、 Office 画 面 に ［ SkyPDF
Web］タブが追加され、Office 画面上で「PDF 変換」「セキュリ
ティ付与」「PDF変換後ファイルを開く」「変換後PDF ファイルの保
存先指定」「選択したシートのみ印刷（Excel）」「用紙サイズに合わ
せ て 拡 大 ／ 縮 小 （ PowerPoint ） 」 、 「 ⽬ 次 の リ ン ク を 有 効
（Word）」といった機能をお使いいただけます。

「Plugin CAD for Web Server」

有償オプション

「CAD 変換」機能を追加するための有償 オプション製品です。
AUTO-CAD / JW-CAD / SXF-CAD などCAD ファイルをPDF 化する
際の詳細設定が可能となります。

「ISO32000-1」に準拠
国際標準化機構が管理するPDF の技術仕様「ISO32000-1」に準拠した
PDF 作成・編集が可能です。

※ Windows Server 2012 R2 のみ対応
※タイムスタンプサービス動作環境確認済 ︓AMANO / SEIKO

＜PAdES署名画⾯＞

拡張子

Officeファイル

Office インストール時のみ
※ マクロは無効にしてPDF 変換します。

Visioファイル

vsd, vsdx

Visio インストール時のみ

txt, csv

Office インストール時のみ
TXT…Word を利用してPDF 変換します。
CSV…Excel を利用してPDF 変換します。

bmp, jpg, gif, tif,
png

画像ファイルをPDF 変換します。

htm, html, mht

HTML ファイルをPDF 変換します。

テキスト
ファイル
画像ファイル
HTMLファイル

▼ ハードウェア要件

備考

PDFファイル

Pdf

結合、パスワード設定、セキュリティ設定、分割や
ページ番号付与などの編集の対象として選択できます。
パスワード付きPDF や署名付きPDF などの保護され
たPDF や、フォーム付きPDF などは対象外となる場
合があります。

CADファイル

dwg, dxf
(AutoCAD)
jww, jwc (Jw_cad)
sfc/p21, sfz/p2z
(SXF)

CAD オプションインストール時のみ
参照ファイルのあるCAD ファイルは、同一フォル
ダー配下のファイルに対しての参照でないとPDF 変
換しても正常に反映されません。CAD ファイルと参
照ファイルは同一のフォルダー配下に配置してくださ
い。

その他の
ファイル
(動作保証外)

Xdw (DocuWorks)
Jtd (一太郎)

動作確認はしていますが、動作保証外ファイルです。
複数シートがあるJTD ファイルは一部シートしか印刷
されません。

・Microsoft、Windows、Windows Server 等は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ
る商標または登録商標です。
・『一太郎』は株式会社ジャストシステムの登録商標（商標）です。
・DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
・AutoCADは、米国Autodesk, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
・その他本カタログに記載されている会社名、ブランド名および商品名は、すべて各所有者の商標または登録商
標です。

クライアント

利用する OS の推奨以上

メモリ

2GB 以上（利用する OS の推奨以上）

OS

利用する OS の推奨以上

メモリ

2GB 以上（利用する OS の推奨以上）

HDD

200MB以上推奨

サーバー要件

クライアント
要件

OS

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Microsoft Windows Server 2016 Standard
※ ⻑期署名オプションは Server2012 R2 にのみ

Webサーバー

IIS 8.5 / 10.0

.NET
Framework

.NET Framework 4.6.2 以上

Web
ブラウザー

Internet Explorer 11 64bit 版のみ
※ HTML ファイルを変換する場合は必要です。

対応
アプリケー
ション

Microsoft Office 2010 / 2013 / 2016 32bit 版のみ
※ Word / Excel / PowerPoint をすべてインストールしてください。
それぞれ単体でインストールした場合は動作保証外です。
Microsoft Visio 2010 / 2013 / 2016 32bit 版のみ
※ Visio は Office に含まれていません。Visio ファイルを変換する場
合は別途購入し、インストールしてください。

OS

Microsoft Windows 7 32/64bit 版
Microsoft Windows 8.1 32/64bit 版
Microsoft Windows 10 32/64bit 版

.NET
Framework

.NET Framework 4.6.2 以上
※ アドインを使用して Office ファイルを変換する場合は必要です。

Web
ブラウザー

Internet Explorer 11 32/64bit 版
※ 64bit 版は拡張保護モードが無効である必要があります。

対応
アプリケー
ション

Microsoft Office 2010 / 2013 / 2016 32/64bit 版
Microsoft Office 365 32/64bit 版
※ Oﬃce 対応アドインアプリケーションはWord / Excel /
PowerPoint です。
※ アドインを使用して Office ファイルを変換する場合は必要です。
※ Word / Excel / PowerPoint をすべてインストールしてください。
それぞれ単体でインストールした場合は動作保証外です。
※ Oﬃce 365 は 2018 年 12 月時点検証済みです。

販売

www.skycom.jp

【本 社】〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング10F

OS

▼ ソフトウェア要件

本カタログの記載内容は、製品の改良等のために予告なく変更する場合がございます。

開発

有償オプション

監視対象フォルダーにOffice 文書やPDF 文書が投入されるのを監視（ポー
リング）し、監視対象フォルダーに文書ファイルが投入されると、ファイ
ルの拡張子に応じた変換コマンド（アクション）を実⾏し、PDF 変換を⾏
います。
ユーザーはOffice ファイルなどの文書ファイルを監視対象フォルダーへ配
置することで、設定に応じたセキュリティが付与された一括自動変換が可
能となり、セキュリティと業務効率の両面が向上します。

▼ 対応フォーマット
doc, docx, docm※
xls, xlsx, xlsm※
ppt, pptx, pptm※

＜⻑期署名検証画⾯＞

共有フォルダー監視型
「SkyPDF Folder Monitoring Server」

サーバー

文書種別

有償オプション

TEL. 03-5289-0788

【宮崎システム開発センター】〒880-0806 宮崎県宮崎市広島2-10-20 坂下ビル5F

［19-01A］

