


はじめに

� このドキュメントは、Biz-Collections –Bizの宝箱-サイトへ掲載されてい

るBiz-Collections製品のTips集をネットワーク環境を問わずに参照してい
ただくことが出来るようにPDFファイルとして編集したものです。
このドキュメントが設計者、開発者の皆様のお役に立つことを心より願って
おります。

� 本ドキュメントの所有権、知的財産権、その他全ての権利および権限は、株
式会社オープンストリームが所有しています。

� 本ドキュメントを株式会社オープンストリームの承諾を得ず、無断で複写、
複製することを禁止します。

� 本ドキュメントに記載されている内容は、将来予告なく変更されることがあ
ります。

� Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。
� その他製品名は各社の商標または登録商標です。









 

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF作成作成作成作成

１ １ １ １ Biz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerでのでのでのでの最大出力枚最大出力枚最大出力枚最大出力枚数数数数はははは何枚何枚何枚何枚か か か か     
    

１ １ １ １ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
弊社の検証では、10000ページのテスト印刷を行っております。 
ただし、最大枚数については、帳票の内容、環境に大きく依存します。 
必ず実機での検証を行ってください。 
 

管理番号：BPS-A001

 



  

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成

２２２２ カラーカラーカラーカラー印刷印刷印刷印刷はははは可能可能可能可能かかかか    
    

２２２２ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
罫線色、背景色、文字の色など、フルカラーに対応しています。 
 

管理番号：BPS-A002

  



  

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成

３３３３ 印刷印刷印刷印刷イメージイメージイメージイメージにににに「「「「PrintStream SamplePrintStream SamplePrintStream SamplePrintStream Sample」」」」というというというという文字文字文字文字がががが出出出出る る る る     
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
製品のインストール後、ライセンスが未登録のために「PrintStream Sample」と 
出てしまっています。 
製品と同梱されているインストールガイドをご参照いただき、 
「Biz-Collections ライセンスマネージャ」にてライセンスの登録をしてください。 
 

管理番号：BPS-A003

  



  

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成

４４４４ PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成にはにはにはにはAdobe AcrobatAdobe AcrobatAdobe AcrobatAdobe Acrobatがががが必要必要必要必要かかかか    
    

４４４４ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
オプション製品のPDF生成エンジン「DocumentGenerator」によりPDF生成を行いますので、 
別途Adobe Acrobatは必要ありません。 
 

管理番号：BPS-A004

  



  

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成

５５５５ オプションオプションオプションオプション製品製品製品製品「「「「DocumentGeneratorDocumentGeneratorDocumentGeneratorDocumentGenerator」」」」をををを使用使用使用使用してしてしてして、、、、PDFPDFPDFPDFをををを生成生成生成生成したしたしたした場合場合場合場合のののの    
PDFPDFPDFPDFののののバージョンバージョンバージョンバージョンはははは？ ？ ？ ？     
    

５５５５ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
Biz/PrintServer＋DocumentGeneratorで生成したPDFのバージョンは「1.2」となり、 
Adobe Acrobat Reader 3.0以降に対応しています。  
 

管理番号：BPS-A005

  



  

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成

６６６６ 生成生成生成生成されるされるされるされるPDFPDFPDFPDFににににセキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ（（（（ファイルファイルファイルファイルのののの暗暗暗暗号号号号化化化化、、、、パスワードパスワードパスワードパスワードのののの設定設定設定設定、、、、印刷印刷印刷印刷のののの許可許可許可許可、、、、    
変変変変更更更更のののの許可許可許可許可、、、、コピーコピーコピーコピー＆＆＆＆ペーストペーストペーストペーストのののの許可許可許可許可））））をををを設定設定設定設定したい したい したい したい     
    

６６６６ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
Biz/PrintServer＋DocumentGeneratorでのPDF生成では、PDFのセキュリティ機能に 
対応していません。 
 

管理番号：BPS-A006

  



印刷・PDF生成

７ FormEditorで設定したフォントがPDFでゴシックになってしまう

７ [解決方法]
Biz/PrintServerが生成するPDFは、標準の4つのフォント(ゴシック、明朝、Times、Courier)
のみ対応しています。

この4つ以外のフォントが指定された場合、すべてゴシックで出力されます。

管理番号：BPS-A007



印刷・PDF生成

８ 生成されるPDFに任意のフォントを使用したい

８ [解決方法]
Biz/PrintServerが生成するPDFは、標準の4つのフォント(ゴシック、明朝、Times、Courier)
のみ対応しています。

この4つ以外のフォントを使用することはできず、4つ以外のフォントが指定された場合、
すべてゴシックで出力されます。

管理番号：BPS-A008



印刷・PDF生成

９ Unicodeの私用領域(外字)を使用したい

９ [解決方法]
Biz/PrintServerでは、Shift-JISの外字領域(F040～F9FC)の約2500文字を使用する
ことが出来ます。

Unicodeの私用領域(E000～F8FF)の範囲には対応しておりません。

管理番号：BPS-A009



印刷・PDF生成

10 Vistaで字形が変更された文字への対応について

10 [解決方法]
葛飾区の「葛」など、Windows Vistaでは「草かんむりに曷」のように字形が異なる文字が
あります。
これらの文字では、印刷する環境(OS)によって出力された字形が異なる、といった結果と
なります。

Biz/PrintServerでは、これらの文字は、クライアントのOSやフォントのインストール状況
によって異なる字形で印刷されます。

字形を統一するためには、クライアントOSのフォント環境を統一する必要があります。

Windows Vista Windows XP

管理番号：BPS-A010



印刷・PDF生成

11 Unicodeのデータを使用したい

11 [解決方法]
印刷データにXMLを使用することで、Unicodeのデータを出力することができます。

使用可能な文字は、Shift-JISの文字コードの範囲に制限されます。
そのため、Unicode固有の文字を使用することはできません。

管理番号：BPS-A011



 

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

１１１１ Biz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerのののの管理管理管理管理画画画画面面面面（（（（http://http://http://http://サーバサーバサーバサーバ名名名名::::8088808880888088））））ををををブラウザブラウザブラウザブラウザでででで表示表示表示表示しようとするとしようとするとしようとするとしようとすると    
「「「「ページページページページをををを表示表示表示表示できませんできませんできませんできません。」。」。」。」とととと出出出出てててて表示出表示出表示出表示出来来来来ないないないない    
    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
以下の点を確認してください。 
 

 

(1) サーバ名は正しいですか？ 

(2) ポート番号は正しいですか？ 
Biz/PrintServerの管理画面(http://サーバー名：8088)の「Environment」メニューの 
「Server」の「Port」に指定されたポート番号となります。（初期値は8088）  

(3) Biz/PrintServerサービス（サービス名：BizPrintServer）は起動していますか？ 

管理番号：BPS-B001

 



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

２２２２ Biz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerののののバージョンバージョンバージョンバージョンをををを確認確認確認確認したいしたいしたいしたい    
    

２２２２ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
Biz/PrintServerの管理画面（http://サーバ名:8088）より、「Environment」をクリックします。 
「Version」メニューにて、Biz/PrintServerのバージョンが確認できます。 
 

管理番号：BPS-B002

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

３３３３ Biz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerのののの使用使用使用使用しているしているしているしているポートポートポートポート番番番番号号号号がががが知知知知りたいりたいりたいりたい    
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
Biz/PrintServerが使用するポート番号は、初期値が「8088」となっています。 
こちらは、「Environment」→「Server」→「Port」の設定にて、変更可能です。 
変更した際には、Biz/PrintServerサービスの再起動が必要となります。 
 

管理番号：BPS-B003

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

４４４４ Biz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerのののの管理管理管理管理画画画画面面面面ででででユーザーユーザーユーザーユーザー名名名名ととととパスワードパスワードパスワードパスワードをををを入力入力入力入力するするするする    
ダイアログダイアログダイアログダイアログがががが表示表示表示表示される される される される     
    

４４４４ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
環境設定には管理者用のパスワードが必要です。 
インストール直後は ユーザ名:admin、パスワード:admin となります。 
「Server」メニューの「内蔵WEBサーバの設定」にある「Admin」にて、管理者用のユーザ名と 
パスワードを指定します。 
ユーザ名には15文字までの英数字、パスワードには15文字までの英数字記号を指定すること
ができます。 
 

管理番号：BPS-B004

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

５５５５ Biz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerのののの再起動再起動再起動再起動とととと停止停止停止停止    
    

５５５５ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
Biz/PrintServerの管理画面（http://サーバ名:8088）の「Environment」メニューの「ReStart」にて 
Biz/PrintServerサービスの「再起動」と「停止」を行うことが出来ます。 
 
「再起動」や「停止」を行った際には、未処理および処理途中の印刷リクエストはキャンセル 
されます。 
 
「停止」を行った場合には、再度起動するには「コントロールパネル」－「管理ツール」－ 
「サービス」からサービス名「BizPrintServer」を開始します。 
 

※Biz/PrintServerのサービスの起動と停止は「コントロールパネル」－「管理ツール」－ 
「サービス」からも可能です。 

管理番号：BPS-B005

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

６６６６ 「「「「ReStartReStartReStartReStart」」」」のののの「「「「再起動再起動再起動再起動」」」」後後後後にににに、、、、他他他他ののののメニューメニューメニューメニューををををクリッククリッククリッククリックしてもしてもしてもしても見見見見えないえないえないえない    
    

６６６６ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
Biz/PrintServerサービスが再起動中で、まだサービスが開始されていないためです。 
一定時間待ったあと、再度メニューをクリック、もしくはブラウザの更新を行ってみてください。 
 

管理番号：BPS-B006

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

７７７７ サーバサーバサーバサーバのののの負荷調整負荷調整負荷調整負荷調整はどのようにすればいいかはどのようにすればいいかはどのようにすればいいかはどのようにすればいいか    
    

７７７７ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
サーバ側での負荷調整については、３点の設定箇所があります。 
 

 
 

 

１． 入力入力入力入力のののの負荷調整負荷調整負荷調整負荷調整 
WEBサーバ機能で使用するスレッドの最大数を調整します。 

２． 実実実実行行行行のののの負荷調整負荷調整負荷調整負荷調整 
同時に実行する印刷モジュールのプロセス数を調整します。  

３． 出力出力出力出力のののの負荷調整負荷調整負荷調整負荷調整 
プリンタへの同時出力量を調整します。 

１の設定方法 Biz/PrintServer 管理画面 ＞ Environment ＞ Server ＞ MaxHttpThreads 
を変更 
 
→スレッド数を増やすとWEBサーバのスループットが向上する可能性が 
ありますが、増えすぎるとシステムリソースの競合が増えるため、 
道路渋滞のような状況に陥り、全体の性能が低下するため必要最低限の数に 
調整します。 
 

２の設定方法 Biz/PrintServer 管理画面 ＞ Environment ＞ Server ＞ MaxAgentInstance 
を変更 
 
→同時に起動する印刷モジュールのプロセス数を制限します。 
同時に起動する数が少なくなると、印刷状況によってはレスポンスが低下する
可能性があります。 
 

３の設定方法 Biz/PrintServer管理画面 ＞ Environment ＞ Printer ＞ プリンタ名 ＞ 
プリンタを選択 ＞ WaitBusy を変更 
 
→有効にするとBiz/PrintServerはプリンタがアイドル状態となるまで印刷開始
を保留し、印刷待ちジョブが多数溜まらないようにします。 
対象プリンタに対して他のアプリケーションからの印刷要求があると他のアプ
リケーションの印刷が優先されます。 
WaitBusyはプリンタごとに設定できます。 
 

管理番号：BPS-B007

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

８８８８ メニューメニューメニューメニューのののの「「「「Printer StatusPrinter StatusPrinter StatusPrinter Status」」」」やややや「「「「Sample ProgramsSample ProgramsSample ProgramsSample Programs」」」」がががが動作動作動作動作しない しない しない しない     
    

８８８８ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
プログラムメニューの「AxisSoftware」－「Biz/PrintServer」－「オンラインドキュメント」から 
実行しているためです。 
 
確認方法： 
ブラウザのアドレスバーに 
「（C:\Program Files\AXIS Software\BizPrintServer)インストールディレクトリ 
\htdocs\index.html」と表示されている。 
 
プログラムメニューの「AxisSoftware」－「Biz/PrintServer」－「オンラインドキュメント」で 
表示された「Printer Status」や「Sample Programs」は、 IISとBiz/PrintServerのサンプルで使用
するPrinter Statusを紹介しているものです。 
 
 
Biz/PrintServerをインストールすると「（C:\Program Files\AXIS Software\BizPrintServer） 
インストールディレクトリ\htdocs\bps\」以下に、サンプルの含まれたフォルダが作成されます。 
「samples_iis」フォルダには、IISと連携するためのサンプルが格納されています。 
 
「（C:\Program Files\AXIS Software\BizPrintServer）インストールディレクトリ\htdocs」 
ディレクトリをIISの仮想ディレクトリとして登録しますと、 
URL「Http://ServerName/登録名/index.html」 にて、プログラムメニューの「AxisSoftware」－ 
「Biz/PrintServer」－「オンラインドキュメント」から表示される画面と同じ画面が起動します。 
その画面から、「Printer Status」や「Sample Programs」が実行することが出来ます。 
 
 
例）「htdocs」を仮想ディレクトリ“PrintServerSample”として登録した場合 

 
 
 
「Printer Status」を初めてクリックした場合、接続先サーバを登録する画面が表示されますので 
Biz/PrintServerのサーバを指定します。この例の場合は、「localhost]となります。 
 

 

※｢Sample Programs｣の各サンプルプログラムは接続するBiz/PrintServerを特定するために 
ブラウザのCookieに記録されているBiz/PrintServerのコンピュータ名を参照しています。 
サンプルを実行する前にプリンタステータスを一度表示し、ブラウザにBiz/PrintServerの 
コンピュータ名を記憶させる必要があります。 



  
 

 
 

 

※「Windows Server 2003 Service Pack 1」と「Windows XP Service Pack 2」に 
Biz/PrintServerがインストールされている環境の場合には、Biz/PrintServerの 
DCOMコンポーネントに対して、WindowsのDCOM機能制限の設定を変更する必要が 
あります。 
Biz/PrintServerのDCOMコンポーネントに対して、WindowsのDCOM機能制限の設定の 
変更方法は、トップページの【緊急のお知らせ】にある「WindowsのServicePack適用による 
Biz/PrintServerの動作障害について」に掲載されていますのでご参照ください。 

管理番号：BPS-B008

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

９ ９ ９ ９ Biz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerののののWebWebWebWebサーバサーバサーバサーバ機能機能機能機能ででででSSLSSLSSLSSL通信通信通信通信((((https://https://https://https://サーバサーバサーバサーバ名名名名::::8088)8088)8088)8088)をををを    
利用利用利用利用したい したい したい したい     
    

９９９９ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
Biz/PrintServerのWebサーバ機能は、SSL通信には対応しておりません。 
 

管理番号：BPS-B009

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

10101010 Biz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerののののログログログログ採取採取採取採取ののののレベルレベルレベルレベルはははは？ ？ ？ ？     
    

10101010    [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
Biz/PrintServer管理画面→Environment→Server→「Log Level」では、 
ログレベルに「１」～「５」を設定出来ます。 
「１」が最も出力量が少なく、「５」は最も出力量の多い詳細ログとなります。 
 
通常の運用では、「1」を指定してください。 
「５」は主に印刷モジュールのデバッグなどで使用します。 
大量のログが出力されるので通常の運用では指定しないでください。 
 
詳細ログ採取は、ディスク容量へ負荷がかかりますので、 
しばしば、「ログの切り替え」を行っていただくことをお薦めいたします。 
 
【ログの切り替え手順】 
Biz/PrintServer管理画面→Environment→LogFile→server.logの「切替」文字を 
クリック 
ログファイルが別名にてファイル保存されますので、バックアップとしてサーバより 
退避させてください。 
 

管理番号：BPS-B010

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

11111111 「「「「EMFEMFEMFEMF生成生成生成生成プリンタプリンタプリンタプリンタ」」」」とはとはとはとは？ ？ ？ ？     
    

11111111    [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
Biz/PrintServerの印刷モジュールがEMFファイルを生成するときに参照する 
リファレンス用プリンタです。 
 
Biz/PrintServerをインストールすると自動的にEMF生成プリンタが作成されます。 
Biz/PrintServer管理画面 ＞ Environment ＞ Spool に登録されているプリンタ 
 
また、OSのプリンタにはbizprt_spl1、bizprt_spl2という名前の2つのプリンタが追加されます。 
 

管理番号：BPS-B011

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

12121212 EMFEMFEMFEMF生成生成生成生成プリンタプリンタプリンタプリンタにににに使用使用使用使用するするするするプリンタプリンタプリンタプリンタのののの条条条条件件件件はははは？ ？ ？ ？     
    

12121212 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
EMF生成プリンタに利用するプリンタドライバはプリンタメーカーが提供する通常の 
ドライバですが、提供されるドライバの仕様によりEMF生成プリンタとして使用できない物も 
存在します。 
 
EMF生成プリンタのドライバとして使用できる条件は次のとおりです。 

 
ほとんどプリンタはこの条件を満たしますが、注意が必要となるのは、 
ポストスクリプトプリンタです。 
ポストスクリプトプリンタの場合、EMFの出力ができない場合があります。 
 

１． プリントプロセッサに「winprint」が指定されている事 

２． 規定のデータの種類に「NT EMF 1.0003」が指定でき、実際にEMFを出力する事 

管理番号：BPS-B012

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

13131313 EMFEMFEMFEMF生成生成生成生成プリンタプリンタプリンタプリンタにににに使用使用使用使用するするするするプリンタプリンタプリンタプリンタはははは共有共有共有共有できるか できるか できるか できるか     
    

13131313 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
EMF生成プリンタは、Biz/PrintServerが独占して使用します。 
共有の設定を行ったりほかのアプリケーションから印刷を行うと、誤動作を起こしたり 
印刷結果が失われる可能性があるので 共有は行わず専用のプリンタとしてください。 
Biz/PrintServerは、自身が管理する印刷ジョブ以外の印刷ジョブを検出すると、 
そのジョブを強制的に削除します。 
 

管理番号：BPS-B013

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

14141414 生成生成生成生成されるされるされるされるEMFEMFEMFEMFファイルファイルファイルファイルののののファイルサイズファイルサイズファイルサイズファイルサイズがががが知知知知りたい りたい りたい りたい     
    

14141414 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
EMFファイルは、帳票の細かさ・用紙サイズ、データ量、ページ数、画像の有無、 
配色などによってサイズが大きく変わります。 
Biz/PrintServerのサンプルのような帳票であれば、概ねA4文書１ページあたり20Kバイト程度の 
大きさとなります。 
 
EMFファイルサイズについて、Biz/PrintServerとしては制限がありませんが、 
OSに依存したサイズの制限はご注意ください。 
（フォルダに格納されるファイルの最大サイズ等） 
 

管理番号：BPS-B014

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

15151515 保存保存保存保存されたされたされたされた過去過去過去過去のののの出力帳票出力帳票出力帳票出力帳票（（（（スプールファイルスプールファイルスプールファイルスプールファイル））））のののの管理管理管理管理についてのについてのについてのについての注意注意注意注意点点点点        
    

15151515 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
印刷モジュールがスプールファイルを生成して、Biz/PrintServerの管理する 
スプールディレクトリに 保存します。 
 
このディレクトリは、 
Biz/PrintServer管理画面 ＞ Environment ＞ Server ＞ EMFSpoolDir  
で指定できます。 
インストール直後は、インストールディレクトリのspool以下に次の形式でサブディレクトリを 
作成していきます。 
 
例えば、概ねA4文書１ページあたり20Kバイト程度とすると、１日にA4文書を１０ページ出力する 
印刷ジョブを１００件処理した場合、７日間で７０００ページとなり約１４０Mバイトの領域を 
消費します。 
 
スプールファイルを蓄積するディレクトリは、使用状況を考慮して十分に余裕のあるディスクを 
割り当ててください。 
スプールファイルの生成ができなくなるとBiz/PrintServerは機能を停止します。 
 
Biz/PrintServer管理画面 ＞ Environment ＞ Server ＞ Expier にて、 
印刷履歴の保存期間が指定できます。 
 

管理番号：BPS-B015

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

16161616 スプールファイルスプールファイルスプールファイルスプールファイルのののの保存先保存先保存先保存先ののののディレクトリディレクトリディレクトリディレクトリをををを変変変変更更更更したいしたいしたいしたい    
    

16161616 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
Biz/PrintServer管理画面 ＞ Environment ＞ Server ＞ EMFSpoolDir 
の欄に任意のディレクトリを入力し、[新しい設定で更新]ボタンを押下した後、 
Biz/PrintServerサービスを再起動します。 
 
多くのディスク容量を使用しますので、容量に余裕のある領域を指定してください。 
 

管理番号：BPS-B016

  



  

サーバサーバサーバサーバ管理設定管理設定管理設定管理設定

17171717 印刷履印刷履印刷履印刷履歴歴歴歴のののの保存保存保存保存されているされているされているされている期間期間期間期間はははは？？？？    
    

17171717 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
Biz/PrintServer管理画面 ＞ Environment ＞ Server ＞ Expier 
の欄に指定された数（／日）、が履歴を保存する最長日数となります。 
履歴が残っている印刷指示は、再印刷、印刷イメージの確認や、印刷状態の確認などを 
行うことができます。 
 
履歴情報はスプールファイルを含むので多くのディスク容量を使用します。 
履歴情報は文書管理システムとしては設計されていませんので大量の保存は避けてください。 
 
１日から、４０日間まで指定することができますが、長期間の保存が必要となる場合、 
別途、文書管理システムなどの導入を検討することを推奨します。 
 

管理番号：BPS-B017

  



サーバ管理設定

18 Internet Information Server(IIS)との連携における留意点

18 [解決方法]
Biz/PrintServerをWindows XP SP2以降、またはWindows Server 2003 SP1以降に導入し、
Internet Information Server(IIS)と連携した際、IISからBiz/PrintServer API(DCOM)への
接続が拒否され、エラーが発生する場合があります。

【プログラム例】

Set obj = CreateObject( "BizPrintClient.Connect" )
Set conn = obj.Connect( "server" ) ←この行でエラーが発生

【エラー例】
・ 書き込みができません
・ リモートサーバに接続できません
・ アクセスが拒否されました
・ HTTP500 内部サーバエラー

【対処方法】

エラー発生状況の確認方法と対処方法の詳細につきましては以下の資料をご参照いただき、
対処手順に従って設定を行ってください。

Biz/PrintServer IIS連携 トラブルシューティング (PDF)

管理番号：BPS-B018

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



動作環境

１ Biz/PrintServerの動作環境
[内容]
Biz/PrintServerの動作環境が知りたい

１ [解決方法]
Biz/PrintServerの動作環境は、Version最新情報の 「検証環境」で 確認出来ます。
Windows Server 2008 以降のOSについては、 マルチプラットフォームに対応したPrintstream
Core SEを ご利用いただけます。
Biz/PrintServer から、Printstream Core SE への移行をご検討される場合、 「Printstream Core
移行ガイド」をご活用ください。

管理番号：BPS-C001

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



 

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成

１１１１ PSSPSSPSSPSSファイルファイルファイルファイル（（（（PSSPSSPSSPSS形式形式形式形式））））とはとはとはとは？？？？    
    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
PSSファイル（PSS形式）は、PrintStream独自の印刷イメージ形式です。 
クライアントにBiz/Browser、PrintStream for InternetExplorerを利用することで、 
プレビュー、印刷ができます。 
PSSファイルは複数のファイルで1つの印刷イメージを構成しています。 
ファイルを分割、圧縮することで、高速ストリーミング印刷を実現しています。 
 

 

※PSSはPrintStream Spoolの略です。 
 

管理番号：PSC-A001

 



印刷・PDF生成

２ 印刷ページの最大数について知りたい

２ [解決方法]
PrintStream Coreとしてのページ数の制限はございません。

ただし、PDF生成する場合には全てのページを１つのファイルとして作成するため、大量ページ
の場合にPDFのファイルサイズが巨大になり、ネットワークに大きな負荷をかけることがあるた
め注意が必要です。

Printstream Coreが1ページを出力する際のメモリ使用量は、帳票レイアウトの細かさや、記述さ
れているスクリプト、また、データ件数によって上下します。

膨大なページ数（データ量）の場合、帳票イメージを生成する処理に長時間かかってしまう、ある
いは、ヒープサイズ等の設定によってメモリ不足によるOutOfMemoryErrorが発生することがござ
いますので、実環境・実データでの適切なパフォーマンスチューニングを行っていただくことを推
奨いたします。

管理番号：PSC-A002

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



  

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成

３３３３ サーバサーバサーバサーバにににに接接接接続続続続されたされたされたされたプリンタプリンタプリンタプリンタにににに印刷印刷印刷印刷したいしたいしたいしたい    
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
PrintStream Coreは、サーバに接続されたプリンタに直接印刷することは出来ません。 
印刷は、PDFを利用するか、Biz/Browser等のクライアントから行います。 
 
生成された印刷イメージをプレビュー、印刷するクライアント環境には以下の３種があります。 

 
製品CD-ROMに同梱されている「サーバ構築ガイド」のクライアント環境に関する説明を 
参照してください。 
 

・ Adobe Acrobat Reader 5.0以上 
 

・ PrintStream for InternetExplorer（ActiveX） 
 

・ Biz/Browser 4.0以上 
 

管理番号：PSC-A003

  



  

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成

４４４４ カラーカラーカラーカラー印刷印刷印刷印刷はははは可能可能可能可能かかかか    
    

４４４４ 罫線色、背景色、文字の色など、フルカラーに対応しています。 
 

管理番号：PSC-A004

  



  

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成

５５５５ 印刷印刷印刷印刷イメージイメージイメージイメージにににに「「「「PrintStream SamplePrintStream SamplePrintStream SamplePrintStream Sample」」」」というというというという文字文字文字文字がががが出出出出てしまうてしまうてしまうてしまう    
    

５５５５ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
製品のインストール後、ライセンスが未登録のために「PrintStream Sample」と出てしまって 
います。 
製品と同梱されている「導入ガイド」をご参照いただき、 ライセンスの登録をしてください。 
 
 

 

※ PrintStream Core帳票印刷モジュールのライセンスはログインユーザに対して 
登録されます。 
実際にPrintStream Coreを利用するユーザでログイン後、登録作業を行います。 
同一サーバであれば異なるユーザでもそのままライセンスの利用が可能です。 
 

管理番号：PSC-A005

  



  

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成

６６６６ PrintStream CorePrintStream CorePrintStream CorePrintStream Coreででででドットプリンタドットプリンタドットプリンタドットプリンタ印刷印刷印刷印刷がしたいがしたいがしたいがしたい    
    

６６６６ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
PrintStream Coreでは、ESC/Pコマンドなどによるドットインパクトプリンタへの印刷には 
対応していません。 
 

管理番号：PSC-A006

  



  

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成

７７７７ PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成にはにはにはにはAdobe AcrobatAdobe AcrobatAdobe AcrobatAdobe Acrobatがががが必要必要必要必要かかかか    
    

７７７７ PDFの生成機能は、PrintStream Core自身が持っています。 
別途Adobe Acrobatは必要ありません。 
 

管理番号：PSC-A007

  



印刷・PDF生成

８ 大量ページなどでPDF生成に時間がかかる場合の注意点

８ [解決方法]
PDFの生成時間が長い場合、クライアントではサーバからの応答が無い状態になりタイムアウト
などのトラブルの原因になります。

そこで、帳票生成エンジンによるPDF出力処理を非同期で行い、作成されたPDFを
クライアントから再度取得する方法があります。

ページ数が多く、生成時間が長いPDFを処理する場合には、帳票生成処理の実行は
別のスレッドで行い、呼び出し元のプログラムは「お待ちください」などの別のレスポンスを
返すようにしてください。

管理番号：PSC-A008

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



  

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成

９９９９ 生成生成生成生成されるされるされるされるPDFPDFPDFPDFににににセキュリティセキュリティセキュリティセキュリティをををを設定設定設定設定したいしたいしたいしたい    
    

９９９９ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
PDFのセキュリティ機能に対応しています。 
ファイルの暗号化、パスワードの設定、印刷の許可、変更の許可、コピー＆ペーストの許可、 
の設定が可能です。 
 

管理番号：PSC-A009

  



  

印刷印刷印刷印刷・・・・PDFPDFPDFPDF生成生成生成生成

10101010 生成生成生成生成されるされるされるされるPDFPDFPDFPDFののののバージョンバージョンバージョンバージョンはははは？？？？    
    

10101010 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
生成されるPDFのバージョンは「1.4」となり、Adobe Acrobat Reader 5.0以降に対応しています。 
 

管理番号：PSC-A010

  







印刷・PDF生成

13 PDFへのフォント埋め込み用propertiesファイルを指定してもフォントが

埋め込まれない

13 [解決方法]
PDF生成時にフォント埋め込み用propertiesファイルを指定してもフォントが埋め込まれない
現象には、いくつかの原因が考えられます。

以下の点を確認してください。

(フォント埋め込み機能は、ver3.1.2より追加されました)

propertiesファイルの作成方法については、
Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 ＞ PrintStream Core ＞ Javaプログラミング ＞
propertisファイルの作成方法

をご参照ください。

・ propertiesファイルに日本語を使用する場合、native2asciiツールで変換する
必要があります。

・ propertiesファイルのスペース(空白文字)は、区切り文字として認識されるため、
「MS ゴシック」のようにスペースが含まれるフォントの場合は、
「MS\ ゴシック」のように \(エスケープ文字)を挿入する必要があります。

・ 指定したフォントファイルへのパスに対して実際のフォントファイルが存在している
必要があります。
実行している環境でのフォントファイルのパスを確認してください。

管理番号：PSC-A013



Javaプログラミング

１ JDBC接続でデータを取得したい

１ [解決方法]
JDBC接続されたデータベースを利用する場合は以下の手順で行います。

詳細についてはPrintStream Core APIリファレンスのFormWriterクラスsetDataメソッドを
ご参照ください。

１． フォームファイルの定義としては「OBDCデータベース」を選択します。

２． 接続用propertiesファイルを作成して、サーバのクラスパスの通った場所に配置します。
propertiesファイルのフォーマットは以下の通りです。
(ORACLE接続の例)

DRIVERCLASS=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
URL=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl

USER=scott

PASSWORD=tiger

３． 帳票生成エンジンの実行時に２のpropertiesファイルを指定します。

管理番号：PSC-B001

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



  

JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

２２２２ 出力形式出力形式出力形式出力形式ををををPDFPDFPDFPDFにににに変変変変更更更更したいしたいしたいしたい    
    

２２２２ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
FormWriterクラスのsetDeviceメソッドでFormWriter.PDFを指定してください。 
(例) 
FormWriter fw = new FormWriter(); 
fw.setDevice(FormWriter.PDF); 
 

 

※出力形式をPSS形式にする場合は、FormWriter.PSGを指定します。 

管理番号：PSC-B002

  



  

JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

３３３３ PSSPSSPSSPSSファイルファイルファイルファイルののののファイルサイズファイルサイズファイルサイズファイルサイズをををを制限制限制限制限したいしたいしたいしたい    
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
PSSファイルのサイズ（ブロックサイズ）は、FormWriterクラスのsetBlockSizeメソッドで 
設定できます。 
1～131072バイトが指定できます。 
 

 

※PSSファイルのブロックサイズ指定は参考値です。 
実際のPSSファイルは指定したサイズより大きくなる場合があります。  

管理番号：PSC-B003

  



  

JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

４４４４ 印刷印刷印刷印刷データデータデータデータとしてとしてとしてとして使用使用使用使用するするするするCSVCSVCSVCSVファイルファイルファイルファイルををををInputStreamInputStreamInputStreamInputStreamでででで直接渡直接渡直接渡直接渡したいしたいしたいしたい    
    

４４４４ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
可能です。FormWriterクラスのsetDataメソッドは、いくつかの引数の種類があります。 
InputStreamを渡した場合は、FormEditorで設定した印刷データソースとは関係なく、 
InputStreamを優先して使用します。  
 

管理番号：PSC-B004

  



  

JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

５５５５ 生成生成生成生成されるされるされるされるPDFPDFPDFPDFののののファイルファイルファイルファイル名名名名をををを指定指定指定指定したい したい したい したい     
    

５５５５ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
PDFのファイル名は、FormWriterクラスのsetFileメソッドで指定できます。 
 

 

※ PSSファイルの名前を変更することはできません。 
 

管理番号：PSC-B005

  



  

JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

６６６６ 出力出力出力出力されるされるされるされるページページページページ数数数数をををを制限制限制限制限したい したい したい したい     
    

６６６６ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
FormWriterクラスのsetMaxPageメソッドで、最大出力ページ数を指定できます。 
最大出力ページ数に達すると、PrintStream帳票生成エンジンは処理を終了します。 
 

 

※複写紙機能を指定している場合、3枚つづりなら3枚を1ページとしてカウントします。 
 

管理番号：PSC-B006

  



Javaプログラミング

７ PDFのセキュリティ機能を利用したい

７ [解決方法]
FormWriterクラスのsetPdfEncryptionメソッドで、セキュリティ設定情報を指定します。
PDFの暗号化やパスワード設定、印刷許可などの設定を行うには、設定用propertiesファイルを
作成して、クラスパスの通った場所に配置します。
propertiesファイルのフォーマットは以下の通りです。

ファイルの暗号化は、STRENGTH_128BITSをtrueにします。
パスワードの設定は、USER_PASSWORD、OWNER_PASSWORDを指定します。
印刷禁止は、ALLOW_PRINTINGをfalseにします。
変更禁止は、ALLOW_MODIFY_CONTENTSをfalseにします。
コピーペースト禁止は、ALLOW_COPYをfalseにします。

帳票により、セキュリティ設定が違う場合は、複数のpropertiesファイルを用意し、
帳票ごとに指定を切り替えてください。

STRENGTH_128BITS=true

USER_PASSWORD=user

OWNER_PASSWORD=owner
ALLOW_PRINTING=true

ALLOW_MODIFY_CONTENTS=false

ALLOW_COPY=true

ALLOW_MODIFY_ANNOTATIONS=false
ALLOW_FILLIN=true

ALLOW_SCREEN_READERS=true

ALLOW_ASSEMBLY=false

ALLOW_DEGRADED_PRINTING=true

※詳細についてはPrintStream Core APIリファレンスを参照してください。
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JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

８８８８ フェッチブロックサイズフェッチブロックサイズフェッチブロックサイズフェッチブロックサイズ（（（（setFetchBlocksetFetchBlocksetFetchBlocksetFetchBlockメソッドメソッドメソッドメソッド））））とはとはとはとは？？？？    
    

８８８８ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
フェッチブロックサイズは、CSVファイル等の印刷データを読み込む際に内部的に作成される 
ファイルのサイズです。 
通常は変更する必要はありませんが、PrintStreamスクリプトを使用して 
複雑なデータ読み込み処理（データカーソルの巻き戻し、再読込など）を行う際に、 
調整が必要な場合があります。 
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９ PrintStream Core APIリファレンスの「ライセンス登録用メソッド」とは？

９ [解決方法]
帳票生成エンジンのライブラリは、ライセンス登録の機能も兼ねています。
これらのメソッドは、通常の運用で使用する必要はありません。

※PrintStream Coreサンプルのライセンス登録機能で使用しています。
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JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

10101010 setPathsetPathsetPathsetPathメソッドメソッドメソッドメソッドででででカレントディレクトリカレントディレクトリカレントディレクトリカレントディレクトリをををを変変変変更更更更するするするする    
    

10101010 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
カレントディレクトリは、フォームファイルや印刷データなどで相対パスで記述された 
ファイル名に影響します。 
例えば、イメージフィールドのようなファイル名を指定するフィールドで「a.jpg」と指定されている 
場合、カレントディレクトリにある「a.jpg」が読み込まれます。 
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JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

11111111 エラーエラーエラーエラー発発発発生時生時生時生時のののの詳細情報詳細情報詳細情報詳細情報をををを取得取得取得取得したいしたいしたいしたい    
    

11111111 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
FormWriterクラスのsubmitメソッドは、エラーが発生すると全てFormWriterException例外を 
スローします。 
FormWriterExceptionクラスは、エラーの詳細情報を保持しています。 
printメソッドやprintStackTraceメソッドを使用してエラーの詳細情報を取得してください。 
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Javaプログラミング

12 submitメソッドを呼び出したら処理が停止した

12 [解決方法]
FormWriterクラスのsubmitメソッドは、一度実行すると帳票が完成するまで処理を返しません。
大量ページの帳票を生成すると、処理が止まったように見えます。
ページ数が多い帳票の場合は、別スレッドでsubmitメソッドを実行することをお勧めします。

※PrintStream Coreサンプルに、別スレッドで実行するサンプルがあります。
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13 submitメソッドを別スレッドで実行した場合、エラー情報を取得できない

13 [解決方法]
別スレッドで実行した場合、元のスレッドから例外情報を取得するのは困難になります。
エラー情報自体は別スレッドからログファイルを出力して確認する方法が一般的です。
帳票の生成が完了しているかを確認する方法は、幾つか考えられます。

クライアントからエラー情報を取得するには、エラーチェック用のプログラムを作成して、
クライアントから呼び出す方法が考えられます。

１． 別スレッドでの処理が完了、またはエラー終了したという情報をファイル等に書き出し、
参照する。

２． PDFのようにファイルが完成していれば正常終了の場合は、PDFファイルの存在を
チェックする。
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JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

14141414 FormWriterFormWriterFormWriterFormWriterクラスクラスクラスクラスののののインスタンスインスタンスインスタンスインスタンスはははは毎毎毎毎回回回回newnewnewnewするするするする必要必要必要必要があるかがあるかがあるかがあるか    
    

14141414 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
FormWriterクラスのインスタンスは、必ず毎回newで作成してください。 
一つのインスタンスを再利用するようなプログラムは、同時に実行された場合に 
予期せぬ動作となるので避けてください。 
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JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

15151515 ServletServletServletServlet以外以外以外以外ののののJavaJavaJavaJavaプログラムプログラムプログラムプログラムからからからから呼呼呼呼びびびび出出出出したい したい したい したい     
    

15151515 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
ServletのようなWebアプリケーションでの利用が一般的ですが、AppletやJavaアプリケーション
など、 Javaのプログラムであれば様々な形態でご利用いただけます。 
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JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

16161616 印刷印刷印刷印刷イメージファイルイメージファイルイメージファイルイメージファイルををををファイルファイルファイルファイルではなくではなくではなくではなくOutputStreamOutputStreamOutputStreamOutputStreamにににに直接出力直接出力直接出力直接出力したいしたいしたいしたい    
    

16161616 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
印刷イメージファイルは必ずファイルとして作成されます。 
OutputStreamに直接出力することはできません。 
OutputStreamを使用したい場合は、ファイルが作成された後、FileInputStreamで読み込み、 
OutputStreamに出力してください。 
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JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

17171717 実実実実行行行行パラメータパラメータパラメータパラメータをををを複複複複数数数数指定指定指定指定したいしたいしたいしたい    
    

17171717 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
FormWriterクラスのaddParamメソッドを繰り返し実行してください。 
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JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

18181818 setDatasetDatasetDatasetDataメソッドメソッドメソッドメソッドでででで印刷印刷印刷印刷データデータデータデータをををを指定指定指定指定しないしないしないしない場合場合場合場合どうなるかどうなるかどうなるかどうなるか    
    

18181818 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
FormEditorでの帳票設計時に指定した印刷データソースがそのまま使用されます。 
FormWirterクラスのsetDataメソッドを使用すると、フォームファイルに指定されている 
印刷データソースを無視します。  
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JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

19191919 「「「「スクリプトスクリプトスクリプトスクリプト互換互換互換互換バージョンバージョンバージョンバージョン」」」」とはとはとはとは？？？？    
    

19191919 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
FormWriterクラスのsetScriptVersionメソッドで指定する「スクリプト互換バージョン」は、 
旧バージョンのFormEditorで作成されたPrintStreamスクリプト（JavaScript）との 
互換性のために用意されています。 
通常は指定する必要はありません。 
 

 

※バージョンによるスクリプト動作の違いについては、PrintStreamオンラインマニュアルの 
「PrintStreamスクリプト」→「オブジェクトリファレンス」→「Stringオブジェクト」 
をご参照ください。 
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JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

20202020 FormWriterFormWriterFormWriterFormWriterクラスクラスクラスクラスをををを継継継継承承承承したしたしたしたクラスクラスクラスクラスをををを作成作成作成作成したいしたいしたいしたい    
    

20202020 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
特に問題ありませんが、メソッドのオーバーライド等については正しく動作しなくなる 
可能性がありますので注意してください。 
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JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

21212121 FormWriterExceptionFormWriterExceptionFormWriterExceptionFormWriterException以外以外以外以外のののの例外例外例外例外    
    

21212121 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
一般的な例外（IOExceptionなど）が発生した場合も、すべてFormWriterExceptionで 
ラップされます。 
元の例外を取得したい場合は、FormWriterExceptionクラスのgetCauseメソッドを 
使用してください。 
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JavaJavaJavaJavaプログラミングプログラミングプログラミングプログラミング

22222222 フォームファイルフォームファイルフォームファイルフォームファイルにににに記述記述記述記述されたされたされたされたPrintStreamPrintStreamPrintStreamPrintStreamスクリプトスクリプトスクリプトスクリプト（（（（JavaScriptJavaScriptJavaScriptJavaScript））））ををををJavaJavaJavaJavaプログラムプログラムプログラムプログラム    
からからからから制御制御制御制御したいしたいしたいしたい    
    

22222222 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
PrintStreamスクリプトは帳票処理の専用言語のため、Javaプログラムから制御することは 
できません。 
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23 propertiesファイルの作成方法

23 [解決方法]
PrintStream Coreでは、 JDBCデータベースへの接続やPDFの暗号化の指定などを
propertiesファイルを利用して設定します。

このpropertiesファイルは、Javaプログラムで一般的に利用されているテキスト形式の
ファイルです。
テキストエディタ(メモ帳など)で作成することができ、「名前=値」 のように"="(イコール)で
区切られたデータを設定します。

例) sample.properties

PrintStream Coreで使用するpropertiesファイルの利用については、以下の点に
ご注意ください。

STRENGTH_128BITS=true
USER_PASSWORD=user
OWNER_PASSWORD=owner
ALLOW_PRINTING=true

１． "\"(円マーク)はエスケープ文字として認識されます。
"\"自体を使用したい場合は、"\\"のように重ねて記述してください。
Windowsのファイルパスを記述する場合には、ご注意ください。

２． スペース(空白文字)は、"="(イコール)と同様に区切り文字として認識されます。
スペース自体を使用したい場合は、"\ "のように"\"を付加してください。

３． 日本語などのASCII文字以外の文字は、そのまま記述することは出来ません。
ASCII文字以外の文字を含む場合は、JDK(J2SDK)に付属しているnative2asciiを
利用して変換してください。
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24 PDFで任意のフォントを使用したい(フォント埋め込み機能の利用)

24 [解決方法]
PrintStream Coreが生成するPDFは、標準では4つのフォント(ゴシック、明朝、Times、
Courier)に対応しています。

この4つ以外のフォントを使用したい場合は、フォントの埋め込み機能をご利用ください。
(ver3.1.2より追加されました)

フォントの埋め込み機能は、PrintStream Core APIのsetPdfEmbeddedFontメソッドの実行、
またはコマンドライン引数の-embeddedfontを指定することでご利用いただけます。
また、読み込むフォントのフォント名などは、propertiesファイルとして別ファイルで設定します。

フォントの埋め込み機能の詳細については、
PrintStream オンラインマニュアル ＞ PrintStream Core ＞ APIリファレンス ＞
FormWriter ＞ の

・setPdfEmbeddedFontメソッド
・mainメソッドのコマンドライン引数「-embeddedfont」

をご参照ください。

propertiesファイルの形式については、setPdfEmbeddedFontメソッド、mainメソッドの説明
に記載されておりますので、こちらもご参照ください。
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25 外字ファイルの利用方法

25 [解決方法]
FormEditorにて作成した外字ファイル(拡張子がgarのファイル)をサーバ上で利用する
には、印刷イメージを生成するサーバに作成した外字ファイルを配置して、印刷モジュール
にファイルのパスを指定します。

ファイルのパスは、APIのsetUdcメソッドまたは、コマンドライン引数の-udcで指定出来ます。

外字ファイルの利用の詳細については、
PrintStream オンラインマニュアル ＞ PrintStream Corer ＞ APIリファレンス ＞

をご参照下さい。

外字ファイルの作り方については、
PrintStream Core TIPS集 ＞ 外字・フォント ＞ 外字ファイルの作り方について

をご参照ください。

fw.setUdc(new File("/etc/sample/sys001.gar"));

-udc "/etc/sample/sys001.gar"

管理番号：PSC-B025

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



Javaプログラミング

26 グリフファイルの利用方法

26 [解決方法]
FormEditorにて作成したグリフファイル(拡張子がglyのファイル)をサーバ上で利用するには、
印刷イメージを生成するサーバに作成した グリフファイルを配置して、印刷モジュールに
ファイルのパスを指定します。

ファイルのパスは、APIのsetGlyphFileメソッドまたは、コマンドライン引数の-glyで
指定出来ます。

グリフファイルの作り方については、
PrintStream Core TIPS集 ＞ 外字・フォント ＞ グリフファイルの作り方について

をご参照下さい。

fw.setGlyphFile(new File("/etc/sample/sys001.gly"));

-gly "/etc/sample/sys001.gly"
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27 GS1-128（UCC/EAN-128 標準料金代理収納）バーコードに適した解像度
[内容]
GS1-128（UCC/EAN-128 標準料金代理収納）の印刷品質について

27 [解決方法]
コンビニエンスストアの公共料金等の代理収納に利用されるGS1-128バーコードは、
印刷時に非常に高い印刷品質を要求されます。
GS1-128バーコードによる標準料金代理収納のガイドラインでは、出力プリンタの解像度に
合わせてバーコードサイズを正確に設定する必要があることが記載されています。

PrintStreamで作成するバーコードは、フィールドサイズにより任意のサイズのバーコードが
作成可能ですが、GS1-128バーコードについては、印刷モジュールの実行時にオプションを
指定することで、バーコードを補正して印刷することが可能です。

■基準DPI
印刷時に使用するプリンタの解像度を指定します。
指定された解像度に合わせて、バーコードの幅を適切なサイズに調整します。

例)

■オフセット値
バーコードを構成する黒バーの太さを調整します。本来の太さに対して、指定した値の
ドット数分の長さを引いた幅で黒バーを印刷します。
インクの「にじみ」などにより、黒バーが本来より太く印刷されてしまう場合に使用します。

例)

【実行時の記述例】
PrintStream Core (Javaプログラム) の指定例

formwriter.setEan128( true, 1, 600 );

基準DPI バーコード幅

300DPI 48.67mm

400DPI 54.72mm

480DPI 45.50mm

600DPI 48.67mm

1200DPI 54.72mm

基準DPI
本来の最小
バーの幅

オフセット値
印刷時の最小

バーの幅

600DPI 0.169mm 1 0.127mm

1200DPI 0.190mm 2 0.148mm
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ライブラリ

１ PrintStream Coreをコマンドラインから実行したい

１ ”Java”コマンドを利用することで実行出来ます。
PrintStream帳票生成エンジンには、main()メソッドが用意されています。
コマンドラインから実行する場合は、以下のコマンドを実行します。

パラメータの詳細については、PrintStream Core APIリファレンスのFormWriterクラス
mainメソッドをご参照ください。

java -jar printstream.jar (パラメータ)
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ライブラリライブラリライブラリライブラリ

２２２２ PrintStream CorePrintStream CorePrintStream CorePrintStream CoreののののJavaScriptJavaScriptJavaScriptJavaScript実実実実行行行行エンジンエンジンエンジンエンジン    
    

２２２２ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
PrintStream Coreの内部では、JavaScriptの実行エンジンとしてMozilla ProjectのRhinoを 
使用しています。 
 

 

※Rhinoは一般的に公開されているJavaScriptライブラリのため、APサーバや 
他のアプリケーションで既に導入されている場合があります。クラスパスの優先順位により 
別のRhinoライブラリが動作してしまうと、バージョンの違い等によりPrintStream上で 
JavaScriptが正しく実行されない場合があります。 
その場合は、クラスパスの優先順位を変更し、PrintStream Coreが内部で持っている 
Rhinoライブラリを使用するようにしてください。  
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ライブラリライブラリライブラリライブラリ

３３３３ PrintStream CorePrintStream CorePrintStream CorePrintStream CoreののののPDFPDFPDFPDF生成生成生成生成エンジンエンジンエンジンエンジン    
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
PrintStream Coreの内部では、PDFの生成エンジンとしてBruno Lowagie氏とPaulo Soares氏の 
iText Libraryを使用しています。 
 

※ iTextは一般的に公開されているPDFライブラリのため、APサーバや他の 
アプリケーションで既に導入されている場合があります。クラスパスの 
優先順位により別のiTextライブラリが動作してしまうと、バージョンの違い等により 
PrintStream上でPDFが正しく生成できない場合があります。 
その場合は、クラスパスの優先順位を変更し、PrintStream Coreが内部で持っている 
iTextライブラリを使用するようにしてください。  
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ライブラリライブラリライブラリライブラリ

４４４４ ライブラリライブラリライブラリライブラリののののバージョンバージョンバージョンバージョンをををを確認確認確認確認したいしたいしたいしたい    
    

４４４４ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
以下のコマンドを実行するとバージョンが表示されます。 
>java -jar printstream.jar -version 
 

管理番号：PSC-C004

  





 

サーバサーバサーバサーバ管理管理管理管理

１１１１ Biz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerBiz/PrintServerのようなのようなのようなのようなスプールスプールスプールスプール管理機能管理機能管理機能管理機能がががが使使使使いたいいたいいたいいたい    
    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
PrintStream Coreでは、出力フォルダのパスを指定することで印刷イメージファイルの出力先を 
変更できるので、Webアプリケーション側のプログラムで出力フォルダを管理できます。 
 

管理番号：PSC-E001

 



サーバ管理

２ PrintStream Coreでのジョブ管理方法について

２ [解決方法]
PrintStream Coreは、Webアプリケーションプログラムから直接呼び出すことが出来るので、
印刷リクエストの処理は比較的簡単に実現出来ます。
帳票生成の負荷、印刷リクエストの頻度などを考慮した上で、Webアプリケーション全体での
ジョブ管理をしてください。

管理番号：PSC-E002

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



サーバ管理

３ PrintStream Coreでのログ管理方法について

３ [解決方法]
PrintStream Coreは、エラーが発生すると例外がスローされ、原因を知ることが
出来るので、 Webアプリケーション自体のログ管理の中に含めることが出来ます。

管理番号：PSC-E003

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



サーバ管理

４ 印刷イメージファイルの出力先ディレクトリ等の環境設定したい

４ [解決方法]
PrintStreamライブラリは、常に単体で動作することを前提としているため、環境設定をする
機能はありません。
例えばJavaによるWebアプリケーションの一般的な方法として、Servletの初期化パラメータ
(web.xml)を渡す方法があります。
基準となるディレクトリを初期化パラメータで渡すことで、各プログラムに絶対パスを
記述するようなコーディングを避けることができます。

管理番号：PSC-E004

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



 

外字外字外字外字・・・・フォントフォントフォントフォント

１１１１ 外字外字外字外字をををを使用使用使用使用したいしたいしたいしたい    
    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
PrintStream Coreでは、外字ファイルを作成し登録することで、動作環境に依存することなく、 
また、PrintStream Coreモジュールが動作する環境に外字を登録することなく、外字を出力する 
ことができます。 
 
外字ファイルは、PrintStream FormEditorで作成することができます。 
作成した外字ファイルをサーバに配置して、そのファイルパスを指定してください。 
（FormWriterクラスのsetUdcメソッドで指定します。） 
 
外字ファイルを使用すると、サーバのＯＳへの外字の登録が不要になります。 
 
帳票設計者のコンピュータ上で作成された外字を外字ファイルに出力し、その外字ファイルを 
サーバに配置します。 
 
PrintStreamは、印刷イメージ作成時に外字ファイルの指定があると、外字ファイル情報を 
読み込み、外字を印刷イメージに埋め込みます。 
 
クライアントは、既に外字が埋め込まれた印刷イメージを読み込むため外字を登録する必要は 
ありません。 
 
つまり、外字を登録する必要があるコンピュータは、PrintStream FormEditorを使用する 
帳票設計者のコンピュータのみとなります。 
 
外字ファイルを使用することにより、帳票設計者のコンピュータで外字を一括管理することが 
できます。 
 

 

※ 外字ファイルの拡張子は、「*.gar」になります。 
 

管理番号：PSC-F001

 







  

外字外字外字外字・・・・フォントフォントフォントフォント

４４４４ フォントフォントフォントフォント情報情報情報情報ファイルファイルファイルファイルのののの最大最大最大最大数数数数をををを知知知知りたいりたいりたいりたい    
    

４４４４ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
フォント情報ファイルは複数作成していただいても結構ですが、指定出来るのは１つとなります。 
 

 

※一般的なフォントファイルと違い、「フォント情報ファイル」は複数のフォントの情報を 
１つのファイルで持つことができます。 
 

管理番号：PSC-F004

  



外字・フォント

５ より多くの外字を使用したい

５ [解決方法]
PrintStream Coreでは、Unicodeの私用領域を利用することが出来ます。
(ver3.1.2より追加されました)

従来のShift-JISの外字領域(F040～F9FC)の約2500文字に、Unicodeの私用領域
(E000～F8FF)の範囲を加えた、約6500文字の外字を利用することが出来ます。

Unicodeの私用領域を利用する場合は、FormEditorの「ツール」メニュー →
「外字作成ツール」内の「Unicodeの私用領域を含める」を選択して外字ファイルを作成
してください。

管理番号：PSC-F005



外字・フォント

６ XMLの印刷データで渡した外字が表示されない

６ [解決方法]
XMLのencodeingに"Shift-JIS"を指定している場合、外字領域(F040～F9FC)が正しく
認識されません。これは、Javaの仕様によるものです。

encodingには"Windows-31J"を指定してください。

例)
<?xml version="1.0" encoding="Windows-31J"?>

管理番号：PSC-F006



外字・フォント

７ Vistaで字形が変更された文字への対応について

７ [解決方法]
葛飾区の「葛」など、Windows Vistaでは「草かんむりに曷」のように字形が異なる文字が
あります。
これらの文字では、印刷する環境(OS)によって出力結果の字形が異なる、といった
問題が発生します。

PrintStream Coreでは、これらの文字をクライアントのOSやフォントに依存せず、統一して
出力することが出来ます。

標準印刷では、グリフファイル機能により、印刷イメージに文字を埋め込むことで実現
出来ます。
PDF生成では、フォント埋め込み機能により、PDFファイル内にフォントを埋め込むことで
実現出来ます。
(グリフファイル、フォント埋め込み機能は、ver3.1.2より追加されました)

グリフファイルについては、
・PrintStream Core TIPS集 ＞ 外字・フォント ＞ グリフファイルとは
・PrintStream オンラインマニュアル ＞ PrintStream FormEditor ＞ グリフファイル

をご参照ください。

フォントの埋め込み機能については、
・PrintStream Core TIPS集 ＞ Javaプログラミング ＞ PDFで任意のフォントを使用したい

をご参照ください。

Windows Vista Windows XP

管理番号：PSC-F007

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



外字・フォント

８ グリフファイルとは

８ [解決方法]
グリフファイルは、文字の字形(グリフ)の情報をフォントから抽出したデータを保存する
ためのファイルです。

一般に文字の印刷は、 印刷する環境(OS)にインストールされているフォントを使用
しますが、クライアントの環境によっては使用したい文字がフォントに含まれていない
場合があります。

PrintStream Coreでは、帳票の印刷イメージファイルに字形を埋め込むことにより、印刷
環境のフォントを使用せず、文字の印刷をすることが出来ます。

Windows Vistaで字形が変更された文字、Unicode固有文字など、印刷環境によって
字形が変わったり文字が印刷できなかったりする場合には、グリフファイルを使用
することで、環境に依存しない文字印刷を実現出来ます。

グリフファイルは、「グリフファイル出力ツール」を使用して作成します。

グリフファイルは、標準印刷にのみ対応しています。

グリフファイルの詳細については、
PrintStream オンラインマニュアル ＞ PrintStream FormEditor ＞ グリフファイル

をご参照ください。

管理番号：PSC-F008

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



外字・フォント

９ 外字ファイルの作り方について

９ [解決方法]
外字ファイルの作成方法は、PrintStream FormEditorを起動し、「ツール」メニュー →
「外字出力ツール」を選択して、外字出力ツールを起動します。

外字をフォントに関連付けて登録した場合は、PrintStream Coreで使用するフォント名を
「出力するフォント」欄から選択してください。

※出力するフォント欄での指定が登録された外字と異なる場合には、文字がずれる・
アンダーラインに重なるといった不正な表示となる場合がありますのでご注意ください。

その他、各設定項目を 任意に設定します。
各設定項目については、

PrintStream オンラインマニュアル ＞ PrintStream FormEditor ＞ 外字ファイルの作成
をご参照下さい。

[保存して終了]ボタンをクリックしますと、ファイルを保存するダイアログが表示され
ますので、任意の名前（xxx.gar）を指定して帳票開発のコンピュータへ一旦保存します。

外字ファイルをサーバ上で利用するには、印刷イメージを生成するサーバに作成した
外字ファイルを配置して、印刷モジュールにファイルのパスを指定します。

外字ファイルの利用の詳細については、
PrintStream Core TIPS集 ＞ Javaプログラミング ＞ 外字ファイルの利用方法

をご参照ください。

管理番号：PSC-F009

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



外字・フォント

10 グリフファイルの作り方について

10 [解決方法]
グリフファイルの作成方法は、PrintStream FormEditorを起動し、「ツール」メニュー →
「グリフファイル出力ツール」を選択して、グリフファイル出力ツールを起動します。

「出力する文字」欄にグリフファイルに出力する文字を設定します。
出力する文字は、「ファイル読込(O)」ボタンを押してテキストファイルを選択することで
設定できます。
このテキストファイルの文字コードは、UTF-8またはUTF-16形式で作成してください。

グリフファイルを使用するフィールドのフォントを考慮し、「出力するフォント」で出力の
対象とするフォントを選択します。

※フィールドに設定されたフォントが出力するフォント欄での指定されたフォントと
異なる場合には、文字がずれる・アンダーラインに重なるといった不正な表示となる
場合がありますのでご注意ください。

その他、各設定項目を任意に設定します。
各設定項目については、

PrintStream リファレンスマニュアル ＞ PrintStream FormEditor ＞ グリフファイルの作成
をご参照下さい。

[保存して終了]ボタンをクリックしますと、ファイルを保存するダイアログが表示され
ますので、任意の名前（xxx.gly）を指定して帳票開発のコンピュータへ一旦保存します。

グリフファイルをサーバ上で利用するには、印刷イメージを生成するサーバに作成した
グリフファイルを配置して、印刷モジュールにファイルのパスを指定します。

グリフファイルの利用の詳細については、
PrintStream Core TIPS集 ＞ Javaプログラミング ＞ グリフファイルの利用方法

をご参照ください。

管理番号：PSC-F010

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ





Unicode

２ PDF作成で一部のUnicode固有文字が出力されない

２ [解決方法]
Unicodeの文字列を使用した場合、出力する文字に対応していないフォント(出力する文字が
収録されていないフォント)では、出力することが出来ません。

「フォント埋め込み機能」を利用して対応しているフォントをPDF生成時に埋め込むことで、
出力することが出来ます。

例えば、PDFには標準で含まれていない「フォントA」を使ってPDF生成を行いたい場合、
まず、出力したいUnicode文字が含まれる「フォントA」を用意し、FormEditorでその
フォントを指定して帳票設計します。
次に、PDFには標準で「フォントA」は含まれていないため、フォント埋め込み機能で
「フォントA」を指定し、PDFを生成します。

管理番号：PSC-G002





PrintStream for Mobile

１ プリンタによって印字される文字数が違う

１ [解決方法]
帳票のフィールドに格納されたデータ(文字列)のクリッピング位置は、フォントや
印刷するプリンタによって異なります。

例えば、フィールドの幅が同じでも、クリッピングの位置が

と異なる場合があります。
このため、印字される文字数に違いがでます。

クリッピングの位置は環境（モバイル端末の種類やプリンタ)に依存します。
プレビュー時や印刷時にどのような結果となるか、実際にお使いになる
環境にて動作をご確認ください。

Ａプリンタでは

Ｂプリンタでは

管理番号：PSM-A001

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



PrintStream for Mobile

２ 印刷後のMessageBox表示の注意点

２ [解決方法]
PSInitによる印刷後、Biz/Browser MobileからMessageBoxメソッドにて
メッセージを表示すると、アプリケーションの操作ができない状態となります。

これは、印刷時にプリンタドライバが表示する印刷進捗ダイアログと
Biz/Browser Mobileが表示するメッセージが競合し、動作が不安定となるためです。

対応として、PSInitによる印刷時にサイレントモード(印刷進捗ダイアログを表示しないモード)
を設定し、動作させることで回避することが出来ます。

■サイレントモードの指定

PSInitの ”silentMode” 引数に 「1」 を指定します。

管理番号：PSM-A002

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



PrintStream for Mobile

３ ロール紙の用紙サイズ指定について

３ [解決方法]
PSInitの paperSize引数を指定することでロール紙に対しても印刷するサイズ(mm)を
指定することが可能ですが、プリンタによって印刷される範囲や用紙サイズは異なります。

例えば、拡大印刷やフィールドが途中で切れる位置に用紙サイズが指定され、
用紙からはみ出てしまう場合

・用紙サイズの指定通りに印刷するもの
・印刷データ全てを印刷し、指定より大きい用紙サイズで印刷するもの
・印刷後、プリンタ独自に改行を行い、紙送りをするもの

などがあります。

印刷結果はプリンタに依存するため、実際にご利用になるプリンタにて動作をご確認
ください。

管理番号：PSM-A003

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



PrintStream for Mobile

４ 縦/横マージンの指定について

４ [解決方法]
PSSetMarginの縦/横のマージンにマイナス値や「999999」といった印刷範囲が
用紙のサイズの外となるような値を設定した場合、プリンタによって印刷結果が
不定となります。

例えば、縦/横マージンに不正な値を設定した場合

・エラーとなるもの
・不正な縦/横線が印刷されるもの

などがあります。

印刷結果はマージンに指定した値やプリンタの組み合わせによって
異なりますので、実際にご利用になるプリンタにて動作をご確認ください。

管理番号：PSM-A004

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



 

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

１１１１ グリッドサイズグリッドサイズグリッドサイズグリッドサイズをををを変変変変更更更更したいしたいしたいしたい    
    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
ページの余白部分で右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「用紙」タブをクリックし基本グリッドサイズを変更してください。 
 
 
 

 
 

 

※注意 
グリッドサイズを変更すると各フィールドのレイアウトも変更されます。 
グリッドサイズの指定は帳票設計の最初に行うことをお勧めします。 
 

管理番号：PFE-A001

 



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

２２２２ 用紙用紙用紙用紙のののの種類種類種類種類をををを変変変変更更更更したいしたいしたいしたい    
    

２２２２ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
ページの余白部分で右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「用紙」タブをクリックし用紙の種類を変更してください。 
 

 
 
 

管理番号：PFE-A002

  



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

３３３３ グリッドサイズグリッドサイズグリッドサイズグリッドサイズのののの指定指定指定指定できるできるできるできる範範範範囲囲囲囲をををを知知知知りたいりたいりたいりたい    
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
フィールド配置を強制しない場合、実際に配置できる位置はグリッド間隔よりも細かく、縦方向は 
グリッドの1/4ごと、横方向はグリッドの1/2ごとにフィールドを配置することができます。  
 
指定できる値は以下のとおりです。 
縦方向 

 
 
横方向 

 

1/6インチ 一般的な帳票で多い設定です。 
 

1/8インチ  少し細かい配置を行う場合に使用します。 
 

1/10インチ 非常に細かい配置です。 
 

1/18インチ  既存帳票に位置を合わせる場合などに使用します。 
1/72インチ単位で位置合わせが可能です。  
 

1/10インチ 一般的な帳票で多い設定です。 
 

1/12インチ  少し細かい配置を行う場合に使用します。 
 

1/15インチ 非常に細かい配置です。 
 

管理番号：PFE-A003

  



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

４４４４ フィールドフィールドフィールドフィールド配置配置配置配置ををををグリッドグリッドグリッドグリッドにににに合合合合わせたい わせたい わせたい わせたい     
    

４４４４ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
ページの余白部分で右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「フィールド配置を強制」をチェックしてください。 
 

 
 

 

※ フィールド配置を強制した場合、グリッドとグリッドの間にフィールドを置いたり、 
1.5グリッド分の大きさを指定することはできなくなります。 
 

管理番号：PFE-A004

  



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

５５５５ 複複複複数数数数ページページページページをををを１１１１枚枚枚枚にににに印刷印刷印刷印刷((((集約集約集約集約、Ｎ、Ｎ、Ｎ、Ｎページページページページ、Ｎ－ｉｎ－、Ｎ－ｉｎ－、Ｎ－ｉｎ－、Ｎ－ｉｎ－１１１１))))したいしたいしたいしたい    
    

５５５５ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
フォームレイアウト設計時に指定することが可能です。 
割付された状態でのプレビューを確認することが出来ます。 
ページ設定で、１枚に 縦２分割、縦３分割、横２分割、横３分割、４分割（縦横２分割）の 
割付指定が可能です。 
 
ページの余白部分で右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「背景」タブをクリックし分割数を変更してください。 
 
 

 
 
 



  
( 画像をクリックすると拡大(横並び)表示します。) 
 

 

※ページ分割を指定すると、フォーム設計の編集画面に分割位置を示す境界線が緑色で 
表示されます。 
この境界線で区切られた領域の内、基本となる一番左上の領域が基本ページとなります。 
 

管理番号：PFE-A005

  



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

６６６６ カーボンカーボンカーボンカーボン用紙用紙用紙用紙のようにのようにのようにのように同同同同じじじじ印字印字印字印字内内内内容容容容をををを印刷印刷印刷印刷したいしたいしたいしたい    
    

６６６６ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
ページの余白部分で右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「複写紙」タブをクリックしカーボンコピー使用の有無を 
選択してください。 
ページには、レーザープリンタでカーボン用紙のように同じ印字内容を 
何枚かの紙に印刷するための複写紙機能があります。 
複写紙機能では元の印刷結果を2枚または3枚に印刷することができます。 
また、2枚目と3枚目では印刷色を変えたり、 別の文字を印字したりすることができます。  
 

 
※まったく書式レイアウトが異なる場合には、ページのプロパティの「複写紙」の設定では、 

表現出来ません。 
「複合フォーム」という異なる複数のフォーマットを１つの帳票にまとめる機能を利用します。 
「複合フォーム」の作成方法は、 
    PrintStreamオンラインマニュアル ＞ PrintStreamチュートリアル ＞ 複合フォーム 
を参照ください。 
 

管理番号：PFE-A006

  



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

７７７７ 複複複複写写写写紙紙紙紙でででで２２２２枚目枚目枚目枚目・・・・３３３３枚目枚目枚目枚目のののの文字文字文字文字やややや罫線罫線罫線罫線をををを変変変変更更更更したいしたいしたいしたい    
    

７７７７ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「複写」タブをクリックし、別の文字の印字・罫線の有無・背景の有無を 
選択してください。  
 
 

 
 

 

※ 複写タブはページのプロパティで複写の設定をした場合のみ表示されます。 
 

※ 2枚目や3枚目には印字したくない場合、「別の文字を印字する」をチェックして、 
入力欄を空にしてください。 
 

管理番号：PFE-A007

  



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

８８８８ 日付日付日付日付やややや数数数数値値値値のののの書式書式書式書式をををを指定指定指定指定したいしたいしたいしたい    
    

８８８８ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
書式を設定することは可能です。書式を設定することによりデータは自動的に書式に 
合わせられます。 
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「書式」タブをクリックし、属性と編集文字列を指定してください。 
 

 
 

 

※ 属性とデータタイプが異なる場合、印字されません。 
 

※ サンプル表を参考に編集文字列欄に入力してください。一般的に使用される書式は 
プルダウンで選択できます。 
 

管理番号：PFE-A008

  



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

９９９９ 帳票上帳票上帳票上帳票上にににに画画画画像像像像をををを印刷印刷印刷印刷したいしたいしたいしたい    
    

９９９９ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
イメージフィールドを配置するだけで印刷可能です。サイズに合わせて自動的にサイズを調整
することも出来ます。 
JPEG形式、PNG形式、BMP形式画像に対応しています。 
ファイルパス読込形式とフォームファイル埋込形式が選択可能。フォームファイル埋込形式は、 
画像ファイルの場所を意識せず開発できるメリットがあります。 
 

管理番号：PFE-A009

  



フォーム設計

10 イメージをフォームファイルと同じフォルダから読みたい

10 [解決方法]
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。
次に開いたダイアログの「データ」タブを開き、
「フォームファイルと同じフォルダから読み込む(相対パス)」をチェックしてください。

イメージデータをファイルから読み出す際に、ファイル名をフォームファイルが置かれている
ディレクトリからの相対パス名として扱います。

※ フォームファイルをアップロードウィザードでBiz/PrintServerにアップロードする際に、
イメージファイルはアップロードされません。

※ イメージファイルは、「フォームファイルにイメージデータを埋め込む」の指定をしない限
り、
イメージファイルのファイル名だけが記録され、フォームファイルとイメージファイルは
別のファイルとなります。

管理番号：PFE-A010

Biz-Collections Bizの宝箱 トップへ

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



フォーム設計

11 フォームファイルにイメージデータを埋め込みたい

11 [解決方法]
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。
次に開いたダイアログの「データ」タブを開き、「 フォームファイルにイメージデータを埋め込
む」
をチェックしてください。
イメージデータをフォームファイルに埋め込みます。
サーバコンピュータ上にはイメージファイルは必要ありません。

※会社ロゴなど、固定的なイメージには「埋め込む」指定をセットしてください。
埋め込みを行わないとフォームファイルとイメージファイルを別々に管理する必要が
あります。

管理番号：PFE-A011

Biz-Collections Bizの宝箱 トップへ

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

12121212 フィールドフィールドフィールドフィールドをををを重重重重ねたいねたいねたいねたい    
    

12121212 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
フォーム設計ではデザインビュー上でフィールドを重ね合わせることができません。 
例えば、下図のように複数フィールドを単一太線で囲う場合、スクリプトでの 
フィールド操作によりフィールドを重ね合わせることができます。 
 

 
 
 
下図、フィールドＡをスクリプトでフィールドＢに重ねます。 
 

 
 
 
フィールドＡの座標位置・幅・高さをフィールドＢに合わせます。 
 
page.GetField("LineText").position.x = 0; 
page.GetField("LineText").position.y = 0; 
page.GetField("LineText").position.height = 20; 
page.GetField("LineText").position.width = 25; 
 

 

※フィールドの座標位置・幅・高さは各フィールドプロパティ値を参照し調整してください。 
 

管理番号：PFE-A012

  



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

13131313 複複複複写写写写（（（（伝伝伝伝票形式票形式票形式票形式））））帳票帳票帳票帳票をををを印刷印刷印刷印刷したいしたいしたいしたい    
    

13131313 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
カーボン複写などの複写用紙用プリンタ（ドットインパクトプリンタ）への印刷実行が可能です。 
また、プリンタドライバの機能をバイパスして、直接、ESC/Pプリンタ制御コードを出力して印刷
することも可能です。 
ESC/P出力用の帳票を作成する際に、ページ設定の「最適化」を「ドットインパクトプリンタ」に 
することで、ESC/P出力では印刷できないアイテムの設計やフォントの種類を制限することが 
出来ます。 
 

 
 

 
複写式伝票の帳票をページレーザープリンタで出力することも可能です。 
帳票作成時に、プロパティ設定で ２枚綴り、３枚綴りの選択を行いますと、複写分のページを印
刷します。 
２枚目、３枚目の印刷色も簡単に指定できます。 
 

※PrintStream CoreはESC/Pによるドットインパクトプリンタへの出力には対応していません。 



  
 

管理番号：PFE-A013

  



フォーム設計

14 ページごとに異なるレイアウトや用紙サイズを一式の帳票にしたい

14 [解決方法]
「複合フォーム」機能により、異なるレイアウトのページを一式の帳票にすることがで
きます。
以下リンクからサンプルがダウンロード頂けます。

「複合フォームサンプル(PFE-A014.zip)」

複合フォームの作成方法や設定については、
PrintStreamオンラインマニュアル ＞ PrintStreamチュートリアル ＞ 複合フォーム

に紹介されていますので、サンプルと合わせてご参照ください。

複合フォームはサンプルのような、明細の先頭や最後に情報を付加するといった帳
票に
向いています。
まったく異なるレイアウトを扱うには、PrintStreamスクリプトで制御する必要がありま
す。

また、異なる用紙サイズや、データソースを一つの帳票で扱うことはできません。

管理番号：PFE-A014

Biz-Collections Bizの宝箱 トップへ

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

15151515 ユーザユーザユーザユーザ定義定義定義定義サイズサイズサイズサイズのののの帳票作成帳票作成帳票作成帳票作成がしたいがしたいがしたいがしたい    
    

15151515 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
「用紙のプロパティ」で「用紙サイズ」の指定により、ユーザ定義サイズも指定可能です。 
 

  
 

 

※ 指定した用紙サイズが、印刷するコンピュータのプリンタ設定に定義されている 
必要があります。 
コントロールパネル → プリンタとFAX → [ファイル]メニューの[サーバのプロパティ] 
  → [用紙] 



 
 

管理番号：PFE-A015

  



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

16161616 複合複合複合複合フォームフォームフォームフォームををををフォームフォームフォームフォーム数数数数のののの上限上限上限上限    
    

16161616 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
上限はありませんが、あまりに多くのフォームレイアウトを１つのフォームファイルに持つことは 
推奨しません。 
１つのシステムで使用するすべての帳票を１つのフォームファイルにまとめるような運用は 
避けてください。 
 

管理番号：PFE-A016

  



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

17171717 図図図図形形形形（（（（直線直線直線直線・・・・曲線曲線曲線曲線・・・・円円円円弧弧弧弧などなどなどなど））））のののの描描描描画画画画がしたいがしたいがしたいがしたい    
    

17171717 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
直線や曲線、円弧を描くことは出来ません。 
水平／垂直線であれば、フィールドの枠罫線を利用して表現することが可能です。 
 

管理番号：PFE-A017

  



  

フォームフォームフォームフォーム設計設計設計設計

18181818 ラベルタックシールラベルタックシールラベルタックシールラベルタックシールのののの帳票帳票帳票帳票をつくりたいをつくりたいをつくりたいをつくりたい    
    

18181818 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
複数の印刷アイテムをまとめて一つの「レコード」として印刷することが出来ます。 
また「レコード」を印刷する範囲を指定する「リージョン」の「リージョン接続」機能を利用し、ラベ
ルタックシール形式の帳票を表現することが可能です。 
 

 
 
 

 
 

管理番号：PFE-A018

  



フォーム設計

19 フィールドの文字が途中で切れてしまう
[内容]
以前のバージョンでは、全ての文字が表示されていたが、新しいバージョンでは
フィールドの文字が途中で切れてしまう

19 [解決方法]
以前のバージョンで、テキストフィールドの大きさをはみ出した文字列が印刷されてしまう
障害が修正されたことによる差異になります。

本来の動作として、テキストフィールドをはみ出した文字列は、切り取られる仕様ですが、
PDF出力時に限り、フィールドの大きさを超えた場合でもそのまま印刷されてしまうという
障害がありました。
現行バージョンでは、この障害が修正されております。

格納される文字列の長さに合わせて、フィールドの幅を調整していただく、フォントサイズを
調整し、全ての文字が表示されるようにする、折り返して表示させる設定をする、などの
修正をしてください。

管理番号：PFE-A019

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ







 

罫線罫線罫線罫線・・・・背景背景背景背景

１１１１ 背景背景背景背景をををを変変変変更更更更したいしたいしたいしたい    
    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「背景」タブをクリックし背景色を変更してください。 
 

 

 
 
 

※プロパティはフィールドのダブルクリックでも開きます。 
 

管理番号：PFE-B001

 



  

罫線罫線罫線罫線・・・・背景背景背景背景

２２２２ 網掛網掛網掛網掛けをけをけをけを設定設定設定設定したいしたいしたいしたい    
    

２２２２ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「背景」タブをクリックし網掛けパターンを変更してください。 
 

 

 
 
 

※プロパティはフィールドのダブルクリックでも開きます。 
 

管理番号：PFE-B002

  



  

罫線罫線罫線罫線・・・・背景背景背景背景

３３３３ 枠枠枠枠線線線線にににに二重線二重線二重線二重線やややや点点点点線線線線をををを設定設定設定設定したいしたいしたいしたい    
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「罫線」タブをクリックし罫線を変更してください。 
 
実線のほかに破線、点線、二重線が設定できます。 
また、角の丸みの大きさを三段階で設定できます。 
 

  
 

管理番号：PFE-B003

  



  

罫線罫線罫線罫線・・・・背景背景背景背景

４４４４ 表表表表のののの背景色背景色背景色背景色ををををセルセルセルセルごとにごとにごとにごとに指定指定指定指定したいしたいしたいしたい    
    

４４４４ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
フィールド（アイテム）ごとに背景色を設定することが可能です。 
 

管理番号：PFE-B004

  





 

文字文字文字文字・・・・フォントフォントフォントフォント

１１１１ フォントフォントフォントフォントをををを変変変変更更更更したいしたいしたいしたい    
    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。  
次に開いたダイアログの「フォント」タブをクリックしフォントを変更してください。 
 

 

 
 

 

※フォントはツールバーでも簡単に変更できます。  
 

※プロパティダイアログとツールバー上ではフォント名称が異なるものがあります。 
ゴシック→QFM Gothic 
明朝→QFM Mincho 
TimesRoman→QFM TimesRoman 
Courier→QFM Courier 
 

管理番号：PFE-C001

 



  

文字文字文字文字・・・・フォントフォントフォントフォント

２２２２ フィールドフィールドフィールドフィールド内内内内のののの文字文字文字文字ををををセンタリングセンタリングセンタリングセンタリング・・・・右寄右寄右寄右寄せしたいせしたいせしたいせしたい    
    

２２２２ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「配置」タブをクリックし横位置・縦位置を変更してください。 
 
 

 
 

 

 
 
 

※横位置や縦位置の配置は、ツールバーでも簡単にできます。 

管理番号：PFE-C002

  



  

文字文字文字文字・・・・フォントフォントフォントフォント

３３３３ 文字文字文字文字のののの大大大大きさをきさをきさをきさを変変変変更更更更をしたいをしたいをしたいをしたい    
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「フォント」タブを文字の大きさを変更してください。 
大きさは0.1ポイント単位で指定し、更に指定したサイズの縦横2倍または1/2倍の 
指定ができます。  
 
 

 
 

 
 

 
 

※文字の大きさはツールバーでも簡単に変更できます。  
 

管理番号：PFE-C003

  



  

文字文字文字文字・・・・フォントフォントフォントフォント

４４４４ 文字文字文字文字をををを強強強強調調調調したいしたいしたいしたい    
    

４４４４ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
強調文字・斜体文字・下線付の三種類の文字飾りを行うことができます。 
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「フォント」タブをクリックし強調文字・斜体文字・下線付を 
選択してください。 
 

 
 

 

 
 

※文字飾りはツールバーでも簡単に変更できます。 

管理番号：PFE-C004

  



  

文字文字文字文字・・・・フォントフォントフォントフォント

５５５５ 文字文字文字文字のののの間隔間隔間隔間隔をををを広広広広げたいげたいげたいげたい    
    

５５５５ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいテキストフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「文字ピッチ」タブをクリックし、ポイント指定を選択しポイントを 
指定してください。  
 

 
 

 

※ポイント指定を選択しポイント数を指定することで文字ピッチをポイントで指定することが 
できます。 
ポイントは0.1ポイント単位で指定できます。 
 

管理番号：PFE-C005

  



  

文字文字文字文字・・・・フォントフォントフォントフォント

６６６６ 禁則禁則禁則禁則処処処処理理理理をををを行行行行いたいいたいいたいいたい    
    

６６６６ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいテキストフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「配置」タブをクリックし禁則処理を行うを選択してください。 
 

 
 

管理番号：PFE-C006

  





  

文字文字文字文字・・・・フォントフォントフォントフォント

８８８８ テキストフィールドテキストフィールドテキストフィールドテキストフィールド内内内内でででで改行文字改行文字改行文字改行文字だけだけだけだけ折折折折りりりり返返返返したいしたいしたいしたい    
    

８８８８ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「配置」タブを開き、「改行位置だけ折り返す」をチェックしてください。 
 
データ中の改行文字のある場所だけで折り返します。 
改行文字がない場合にはフィールドの幅を超えても折り返しません。 
 

  
 

管理番号：PFE-C008

  



  

文字文字文字文字・・・・フォントフォントフォントフォント

９９９９ 文字文字文字文字ををををフィールドフィールドフィールドフィールド枠枠枠枠にににに密密密密着着着着させたいさせたいさせたいさせたい    
    

９９９９ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「配置」タブを開き、「フィールド枠に密着する」をチェックしてください。 
フィールドの枠と印刷文字の間の余白がなくなります。 
 

 
 

 

※フィールド枠に密着すると、太い罫線の場外に文字と罫線が重なることがあります。 
 

管理番号：PFE-C009

  



  

文字文字文字文字・・・・フォントフォントフォントフォント

10101010 グリッドグリッドグリッドグリッド単単単単位位位位にににに文字文字文字文字をををを配置配置配置配置したいしたいしたいしたい    
    

10101010 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいテキストフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「文字ピッチ」タブをクリックし、グリッドピッチを選択してください。 
 

 
 

 

※文字ピッチをグリッドに合わせます。半角１文字で１グリッド使用します。 
全角文字の場合は、１文字で２グリッドを使用します。 
また、横倍角を指定した場合は、2倍のグリッドを使用します。横1/2角の場合は1グリッドに 
2文字を印字します。 
 

管理番号：PFE-C010

  



  

文字文字文字文字・・・・フォントフォントフォントフォント

11111111 OCROCROCROCRフォントフォントフォントフォントをををを使使使使いたいいたいいたいいたい    
    

11111111 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
PrintStreamはWindowsに登録されたフォントであれば使用可能です。 
※印刷するPCにフォントが登録されていることが前提となります。 
 

管理番号：PFE-C011

  



文字・フォント

12 FormEditorのプレビューで生成されるPDFにフォントを埋め込みたい

12 [解決方法]

＜このTIPSは、PrintStream Coreをご利用いただいている場合のみ有効です＞

FormEditorのプレビュー実行時にコマンドライン引数"-embeddedfont"を指定することに
よりフォントを埋め込んだPDFを生成することが出来ます。
(ver3.1.2より追加されました)

FormEditorの「ツール」メニュー → 「環境設定」 → 「印刷モジュール」タブの
「コマンドライン引数」にフォントの埋め込み用のpropertiesファイルを指定してください。

ここで指定するpropertiesファイルの内容は、FormEditorを実行しているクライアント
環境に合わせてファイルのパスを設定してください。

※「印刷モジュール」タブの「使用する印刷モジュールの種類」で「Java版」を
選択した場合のみ有効です。

例)
コマンドライン引数 ： [ -embeddedfont C:\pdf\embeddedfont.properties ]

フォント埋め込み用のpropertiesファイルの詳細については、
PrintStream リファレンスマニュアル ＞ PrintStream Core ＞ APIリファレンス ＞
FormWriter ＞ mainメソッド の「PDFフォント埋め込の指定」

をご参照ください。

管理番号：PFE-C012



文字・フォント

13 外字ファイルの作り方について

13 [解決方法]
外字ファイルの作成方法は、PrintStream FormEditorを起動し、「ツール」メニュー →
「外字出力ツール」を選択して、外字出力ツールを起動します。

外字をフォントに関連付けて登録した場合は、PrintStreamで使用するフォント名を
「出力するフォント」欄から選択してください。

※出力するフォント欄での指定が登録された外字と異なる場合には、文字がずれる・
アンダーラインに重なるといった不正な表示となる場合がありますのでご注意ください。

その他、各設定項目を 任意に設定します。
各設定項目については、

PrintStream オンラインマニュアル ＞ PrintStream FormEditor ＞ 外字ファイルの作成
をご参照下さい。

[保存して終了]ボタンをクリックしますと、ファイルを保存するダイアログが表示され
ますので、任意の名前（xxx.gar）を指定して帳票開発のコンピュータへ一旦保存します。

外字ファイルをサーバ上で利用するには、印刷イメージを生成するサーバに作成した
外字ファイルを配置して、印刷モジュールにファイルのパスを指定します。

Biz/PrintServerの場合の記述例
AgentParamプロパティに印刷モジュールに与えるパラメータ文字列に
「-udc "c:\Sample\sys001.gar"」と指定します。

PrintStream Coreの場合の記述例
[参照]

PrintStream Core TIPS集 ＞ Javaプログラミング ＞ 外字ファイルの利用方法

管理番号：PFE-C013

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



文字・フォント

14 グリフファイルの作り方について

14 [解決方法]

＜このTIPSは、PrintStream Coreをご利用いただいている場合のみ有効です＞

グリフファイルの作成方法は、PrintStream FormEditorを起動し、「ツール」メニュー →
「グリフファイル出力ツール」を選択して、グリフファイル出力ツールを起動します。

「出力する文字」欄にグリフファイルに出力する文字を設定します。
出力する文字は、「ファイル読込(O)」ボタンを押してテキストファイルを選択することで
設定できます。
このテキストファイルの文字コードは、UTF-8またはUTF-16形式で作成してください。

グリフファイルを使用するフィールドのフォントを考慮し、「出力するフォント」で出力の
対象とするフォントを選択します。

※フィールドに設定されたフォントが出力するフォント欄での指定されたフォントと
異なる場合には、文字がずれる・アンダーラインに重なるといった不正な表示となる
場合がありますのでご注意ください。

その他、各設定項目を任意に設定します。
各設定項目については、

PrintStream オンラインマニュアル ＞ PrintStream FormEditor ＞ グリフファイルの作成
をご参照下さい。

[保存して終了]ボタンをクリックしますと、ファイルを保存するダイアログが表示され
ますので、任意の名前（xxx.gly）を指定して帳票開発のコンピュータへ一旦保存します。

グリフファイルをサーバ上で利用するには、印刷イメージを生成するサーバに作成した
グリフファイルを配置して、印刷モジュールにファイルのパスを指定します。

グリフファイルの利用の詳細については、
PrintStream Core TIPS集 ＞ Javaプログラミング ＞ グリフファイルの利用方法

をご参照ください。

管理番号：PFE-C014

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



 

バーコードバーコードバーコードバーコード

１１１１ バーコードバーコードバーコードバーコードをををを印刷印刷印刷印刷したいしたいしたいしたい    
    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
ツールバー上のバーコードフィールドの作成をクリックし、バーコードフィールドを 
作成してください。 
 
 

 
 
バーコードフィールドを作成後、バーコードの種類を指定します。 
作成したバーコードフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「バーコード」タブをクリックし、「バーコードの種類」を選択してください。 
 



 
 

 

※ 対応しているバーコードの種類は以下のとおりです。 
CODE39 
JAN 
JAN 短縮 
NW-7 
ITF 
郵便カスタマバーコード 
CODE128 
UCC/EAN128 標準料金代理収納 
 

※ 「データ」タブでバーコードデータを設定すると、設計画面にもバーコードが表示されます。 
     

※ ＣＳＶファイル等からバーコードデータを渡して印刷する方法が一般的です。 
 

管理番号：PFE-D001

 



  

バーコードバーコードバーコードバーコード

２２２２ バーコードバーコードバーコードバーコードのののの向向向向きをきをきをきを変変変変えたいえたいえたいえたい    
    

２２２２ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
向きを変更したいバーコードフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「バーコード」タブをクリックし、「バーコードの向き」を選択してください。 
バーコードの向きを指定します。「通常の向き」「90度右回転」「180度右回転」「270度右回転」 
から選択できます。 
 

 
 
 

管理番号：PFE-D002

  



  

バーコードバーコードバーコードバーコード

３３３３ バーコードバーコードバーコードバーコードににににスタートスタートスタートスタート////ストップコードストップコードストップコードストップコードをををを自動付加自動付加自動付加自動付加したいしたいしたいしたい    
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
スタート/ストップコードを付加したいバーコードフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」 
を選択してください。 
次に開いたダイアログの「バーコード」タブをクリックし、「オプション」より 
スタート/ストップコードをチェックしてください。 
 

 
 

 

※ CODE39 ＊のスタート/ストップコードの表示／ 非表示を切り替えます。

JAN 指定は無効です。

NW-7 Aをスタート/ストップコードとして付加します。

ITF 指定は無効です。

郵便 指定は無効です。

CODE128 "スタートコードB、ストップコードを付加します。

EAN-128 指定は無効です。 
スタートコードC、FNC1、"91"、CODE128チェックデジット 
ストップコードを自動的に付加します。 

管理番号：PFE-D003

  



  

バーコードバーコードバーコードバーコード

４４４４ バーコードバーコードバーコードバーコードににににチェックデジットチェックデジットチェックデジットチェックデジットをををを自動付加自動付加自動付加自動付加したいしたいしたいしたい    
    

４４４４ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
スタート/ストップコードを付加したいバーコードフィールドを選択し、右クリックして 
「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「バーコード」タブをクリックし、「オプション」より 
「チェックデジットの付加」をチェックしてください。 
 

 
 

 
 

※ CODE39 モジュラス43のチェックデジットを付加します。

JAN モジュラス10ウェイト3のチェックデジットを付加 します。 
データの桁数が7桁（JAN短縮）または1２桁（JAN）以下の場合、 
指定に関わらず自動的にチェックデジットが付加されます。 
また、13桁以上の場合、13桁目をチェックデジットに置き換えます。 

NW-7 モジュラス16のチェックデジットを付加します。

ITF モジュラス10ウェイト3のチェックデジットが 自動的に付加します。

郵便 指定は無効です。

CODE128 モジュラス103のチェックデジットを付加します。

EAN-128 EAN-128のモジュラス10ウェイト3のチェックデジットを付加します。

管理番号：PFE-D004

  



  

バーコードバーコードバーコードバーコード

５５５５ バーコードバーコードバーコードバーコードのののの下下下下にににに文字文字文字文字をををを表示表示表示表示したいしたいしたいしたい    
    

５５５５ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
文字を付加したいバーコードフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を 
選択してください。 
次に開いたダイアログの「バーコード」タブをクリックし、「オプション」より「文字の表示」を 
チェックしてください。 
 

 
 
 

管理番号：PFE-D005

  



バーコード

６ NW-7バーコードのスタート/ストップコードに任意のコードを付加して印刷したい
[内容]
NW-7バーコードのスタート/ストップコードに小文字で任意のコード(abcd)を付加して印刷したい

６ [解決方法]
PrintStream FormEditorでは、「スタート/ストップコードを自動的に付加」の設定を利用した場合
は 「A」が自動で付加されます。

任意のコードを付加したい場合は、「スタート/ストップコードを自動的に付加」の 設定をせずバ
ーコードフィールドへ表示するデータ自体にコードを付加します。

【例】 B1454685B

但し、PrintStream FormEditorでは、スタート/ストップコードを大文字で扱うため スタート/ストッ
プコードを小文字で付与した場合、印刷が行われません。

データとして渡されるスタート/ストップコードが必ず小文字となる場合、 PrintStreamスクリプトを
利用して、データ内に含まれる小文字アルファベットを 大文字に変換する関数「toUpperCase()」
にて文字列を変換してから、 バーコードフィールドへ表示する必要があります。

【例】 fdBar01.value = dtitem1.toUpperCase();

バーコードの下に印刷する文字についても任意の形式にしたい場合、 (文字の内容、フォントや
文字サイズなど)は、バーコードフィールドの 文字表示機能を使用せず、バーコードフィールドの
下にヒューマン文字を配置して、 任意の形式の文字を表示してください。

実際の挙動についてはqfmファイル形式のサンプル
「NW-7 スタート/ストップコード印刷サンプル(PFE-D006.zip)」

をご参照ください。

管理番号：PFE-D006

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



QRコード

１ QRコードは作成できますか？

１ QRコードの作成に対応しています。
(ver3.1.2より)

QRコードの「モデル2」に対応しており、バージョン(1～40)や誤り訂正レベル(4種類)を
設定することが出来ます。

QRコードの作成は、バーコードフィールドトのプロパティにて
「バーコード」タブ → 「バーコードの種類」より「QRコード」

を選択します。

バージョンの詳細につきましては、
Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 ＞ FormEditor ＞ QRコード

QRコードのバージョンとは？
をご参照ください。

誤り訂正レベルの詳細につきましては、
Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 ＞ FormEditor ＞ QRコード

QRコードの誤り訂正レベルとは？
をご参照ください。

管理番号：PFE-I001



QRコード

２ QRコードのバージョンとは？

２ QRコードでは、QRコードの大きさをバージョン(型番)と呼びます。

バージョンには、1～40まで設定することができ、バージョンが大きいほど多くのデータを
格納することが出来ます。

最も小さいバージョン1は21セル×21セル、最も大きいバージョン40は177セル×177セル
のマトリクスとなります。
※セルとは、 QRコードを構成している黒・白の四角い点のことです。

PrintStreamでは、バージョンを自動で設定する機能があり、「自動」を選択した場合は、
データ量に合わせて最適なバージョン(最も小さくなるバージョン)を選択します。

管理番号：PFE-I002



QRコード

３ QRコードの誤り訂正レベルとは？

３ QRコードは、画像の一部が欠損してもデータを読み取り可能にする、”誤り訂正”に
優れています。

誤り訂正のレベルには、L(7%)、M(15%)、Q(25%)、H(30%)の4つのレベルがあります。
%の数字が大きいほど誤り訂正レベルが高くなり、例えばM(15%)の場合、 コードの
面積の15%が欠損した場合でもデータを復元することが可能です。

ただし、誤り訂正レベルを高くするほど、データ量は大きくなります。

管理番号：PFE-I003



QRコード

４ QRコードに格納できるデータの種類

４ QRコードには、英数字の他に、ひらがなやカタカナ、漢字、バイナリデータを格納する
ことが出来ます。

PrintStreamでは、格納するデータの種類に合わせてQRコードを最適化し、データ量が
最小になるようにデータ変換して格納しています。

管理番号：PFE-I004



QRコード

５ QRコードにバイナリデータを格納したい

５ QRコードには、バイナリデータを格納することができ、バイナリデータの読み込みに
対応したQRコードリーダで読み取ることが出来ます。

PrintStreamでは、BASE64エンコーディングした文字列としてバイナリデータを格納
することが出来ます。

バイナリデータを格納したい場合は、バーコードフィールドのプロパティで
「バーコード」タブ → 「オプション」より「BASE64バイナリデータ」

を選択します。

管理番号：PFE-I005



QRコード

６ 同じデータでも、作成したソフトによってQRコードの模様が違う

６ QRコードは、読み取り精度を高めるため、ビット化されたデータに対して黒・白パターンの
入れ替えを行います。
この入れ替え方法には複数の種類があり、どの方法を使用するかはJIS規格による
ガイドラインに掲載されています。

ただし、QRコードを作成するアプリケーションによって、このガイドラインの解釈の
違いなどにより、作成されたQRコードのパターン(模様)が異なる場合があります。

異なるパターンのQRコードでも、読み取られるデータは同じですので、使用時には
同等のQRコードとして扱うことが出来ます。

管理番号：PFE-I006



QRコード

７ QRコードに格納できる文字の種類

７ QRコードでは、英数字の他に、ひらがなやカタカナ、漢字といった文字データを格納する
ことが出来ます。

文字データとして格納できる文字の種類は、Shift-JIS形式の文字データのみご利用
いただけます。

管理番号：PFE-I007



QRコード

８ QRコードの大きさ(幅・高さ)の制限は？

８ PrintStreamでは、QRコードの大きさ(幅・高さ)に制限はありません。
バーコードフィールドの大きさに合わせて自動的に大きさが決まります。

QRコードは、データ量(バージョン)によって必要な大きさが異なります。
また、印刷するプリンタの解像度やQRコードリーダの読み取り性能にも影響を受けます。

例えば、低解像度のプリンタで印刷する場合は、データ量の少ない場合でも
大きめのQRコードで印刷するなど、考慮する必要があります。

よって、運用時に使用するプリンタやQRコードリーダにてテストを行っていただく
ことを推奨いたします。

管理番号：PFE-I008



QRコード

９ QRコードが表示されず「unavailable」と表示される

９ QRコードに設定されたバージョンや誤り訂正レベルによって、格納できるデータ量には
上限があります。

データ量の上限を超えている場合など、QRコードのパターンを生成できない場合、
「unavailable」と表示されます。

バージョンや誤り訂正レベルを調整し、業務や印刷する環境に合った組み合わせを
お選びください。

管理番号：PFE-I009



QRコード

10 マイクロQRコードは作成できますか？

10 PrintStreamでは、マイクロQRコードには対応しておりません。

管理番号：PFE-I010



 

環境設定環境設定環境設定環境設定

１１１１ プレビュープレビュープレビュープレビューををををPDFPDFPDFPDFでででで行行行行いたいいたいいたいいたい    
    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
環境設定でプレビューの方法を変更します。 
メニューの「ツール」→「環境設定」を選択し、開いたダイアログの「プレビュー」タブを 
クリックします。 
プレビューの設定＞プレビューモードでPDFを選択してください。 
 
 

 
 

管理番号：PFE-E001

 



  

環境設定環境設定環境設定環境設定

２２２２ フォームファイルフォームファイルフォームファイルフォームファイルののののファイルサイズファイルサイズファイルサイズファイルサイズはははは？？？？    
    

２２２２ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
テキストベースで保存されますのでイメージファイルなどと比べると極小です。 
アイテム数が大きく影響しますが、製品に添付されているサンプルの「nouhin.qfm」のような 
複雑なレイアウトでも、41KBとなっています。（154アイテム） 
 

  
 
 

管理番号：PFE-E002

  



環境設定

４ FormEditorのプレビューで生成されるPDFにセキュリティ設定を使用したい

４ [解決方法]

＜このTIPSは、PrintStream Coreをご利用いただいている場合のみ有効です＞

FormEditorのプレビュー実行時にコマンドライン引数"-encryption"を指定することにより
セキュリティ設定がされたPDFを生成することができます。
(ver3.1.2より追加されました)

FormEditorの「ツール」メニュー → 「環境設定」 → 「印刷モジュール」タブの
「コマンドライン引数」にPDFセキュリティ用のpropertiesファイルを指定してください。

※「印刷モジュール」タブの「使用する印刷モジュールの種類」で「Java版」を
選択した場合のみ有効です。

例)
コマンドライン引数 ： [ -encryption C:\pdf\encryption.properties ]

PDFセキュリティ用のpropertiesファイルの詳細については、
PrintStream リファレンスマニュアル ＞ PrintStream Core ＞ APIリファレンス ＞
FormWriter ＞ mainメソッド の「PDF暗号化の指定」

をご参照ください。

管理番号：PFE-E004



環境設定

５ FormEditorのプレビューで生成されるPDFにフォントを埋め込みたい

５ [解決方法]

＜このTIPSは、PrintStream Coreをご利用いただいている場合のみ有効です＞

FormEditorのプレビュー実行時にコマンドライン引数"-embeddedfont"を指定することに
よりフォントを埋め込んだPDFを生成することが出来ます。
(ver3.1.2より追加されました)

FormEditorの「ツール」メニュー → 「環境設定」 → 「印刷モジュール」タブの
「コマンドライン引数」にフォントの埋め込み用のpropertiesファイルを指定してください。

ここで指定するpropertiesファイルの内容は、FormEditorを実行しているクライアント
環境に合わせてファイルのパスを設定してください。

※「印刷モジュール」タブの「使用する印刷モジュールの種類」で「Java版」を
選択した場合のみ有効です。

例)
コマンドライン引数 ： [ -embeddedfont C:\pdf\embeddedfont.properties ]

フォント埋め込み用のpropertiesファイルの詳細については、
PrintStream リファレンスマニュアル ＞ PrintStream Core ＞ APIリファレンス ＞
FormWriter ＞ mainメソッド の「PDFフォント埋め込の指定」

をご参照ください。

管理番号：PFE-E005



 

スクリプトスクリプトスクリプトスクリプト

１１１１ スクリプトスクリプトスクリプトスクリプトをををを生成生成生成生成するにはするにはするにはするには？？？？    
    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
「編集(E)」メニューの「スクリプト操作(S)」「スクリプトの作成(S)」、またはタブ上で右クリックして 
「スクリプトの作成(S)」を選択してスクリプトの生成ウィザードを起動します。 
 

 
 

１． 「生成する関数」に、必要な関数をチェックします。「サンプルのコードを生成(S)」を 
チェックすると、現在のフォーム内容を考慮したサンプルのスクリプトが生成されます。 
 

 
 

２．

生成する変数の指定を行います。PrintStreamスクリプトではフォームファイルで 
定義されるフィールドや、印刷データにアクセスするための変数を定義する事ができます。 
必要な分類にチェックします。 
 
 



 
 

３． 生成されるスクリプト中に定義される変数名を指定します。 
デフォルトでは、印刷データは「fd」、フィールドは「dt」、実行パラメータは「pm」が 
接頭語として付加されます。 
ここでは、不要な変数を除外したり、生成された変数名がスクリプトの規格を 
満たさないため無効となっている変数の名前を変更する事ができます。 
 
変数名には以下の名前を使用できます。 
・英字、アンダースコア( _ )、または日本語で始まること 
・英数字、アンダースコア( _ )、または日本語だけを含むこと 
・半角換算で32文字までの長さであること 
 

 
 

４．

指定した内容を確認する画面が表示されます。「完了」をクリックすると、 
スクリプトが生成されます。 
 



 

 
 

管理番号：PFE-F001

 



  

スクリプトスクリプトスクリプトスクリプト

２２２２ スクリプトビュースクリプトビュースクリプトビュースクリプトビューののののコーディングアシストコーディングアシストコーディングアシストコーディングアシスト機能機能機能機能    
    

２２２２ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
入力しているコードを解析し次に入力すると予測される内容を選択肢として表示する 
オートコンプリート機能があります。 
 

 
 
オートコンプリートは、以下の操作により起動します。 

 

・ 単語に続いてピリオド( . )を入力したとき 
ピリオドを入力すると、直前の単語から次に入力する可能性のあるプロパティとメソッドを 
リストします。この機能は「表示(V)」メニューの「環境設定(E)…」の「スクリプトエディタ」 
タブを選択し、「オートコンプリートを自動制御する(A)」をチェックした場合のみ 
有効となります。 
 

・ 開始二重引用符( “ )を入力後、Ctrl+Enterを押したとき 
二重引用符はGetField()メソッドのフィールド名の入力を支援するため、フォーム中に 
定義されているフィールド名をリストします。 
 

・ 単語を入力中にCtrl+Enterを押したとき 
スクリプト中で定義した変数名の入力を支援するため、スクリプトから単語を抽出して 
リストします。 
 

管理番号：PFE-F002

  



  

スクリプトスクリプトスクリプトスクリプト

３３３３ スクリプトビュースクリプトビュースクリプトビュースクリプトビューののののコーディングコーディングコーディングコーディング補助機能補助機能補助機能補助機能    
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
メソッドの呼び出しに必要なパラメータを表示し作業を軽減するためのパラメータヒント機能が 
あります。 
 

 
 
パラメータヒントは、以下の操作により起動します。 
単語に続いて開始括弧を入力したとき 
括弧を入力すると、直前の単語からメソッドを判断し、そのパラメータを表示します。 
この機能は「表示(V)」メニューの「環境設定(E)…」の「スクリプトエディタ」タブを選択し、 
「パラメータヒントを表示する(C)」をチェックした場合のみ有効となります。 
 

管理番号：PFE-F003

  



  

スクリプトスクリプトスクリプトスクリプト

４４４４ スクリプトビュースクリプトビュースクリプトビュースクリプトビューのののの定義可能定義可能定義可能定義可能ななななプロパティプロパティプロパティプロパティ設定設定設定設定をををを補完補完補完補完するするするする機能機能機能機能    
    

４４４４ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
プロパティに設定する値を表示する、入力作業を軽減するためのプロパティヒントがあります。 
 

 
 
プロパティヒントは、以下の操作により起動します。 
プロパティ名に続いて代入演算子( = )を入力したとき 
代入演算子を入力すると、直前の単語からプロパティを判断し、代入するべき値が 
表示されます。 
この機能は「表示(V)」メニューの「環境設定(E)…」の「スクリスクリプトエディタ」タブを選択し、 
「プロパティヒントを表示する(R)」をチェックした場合のみ有効となります。 
 

管理番号：PFE-F004

  



  

スクリプトスクリプトスクリプトスクリプト

５５５５ フィールドフィールドフィールドフィールドのののの背景背景背景背景のののの色色色色をををを開開開開発発発発プログラムプログラムプログラムプログラム側側側側でででで制御制御制御制御したい したい したい したい     
    

５５５５ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
実行パラメータとPrintStreamスクリプトを合わせて使うことで実現可能です。 
PrintStreamは実行パラメータとして外部からのデータを受け取ることができます。 
開発プログラムから色情報を実行パラメータ経由で渡し、PrintStreamスクリプトにて 
フィールドの背景色に設定してください。 
 

管理番号：PFE-F005

  



スクリプト

６ OnFormLoad、OnFetch、OnPageChangeの違いについて

６ [解決方法]
PrintStreamのスクリプトには、3つのイベントハンドラがあります。

・OnFormLoad
・OnFetch
・OnPageChange

これらのイベントハンドラは、帳票生成処理のイベントとして呼び出されます。

それぞれのイベントハンドラの特徴をご確認いただき、下記の点にご注意ください。

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 ＞ スクリプト ＞
・OnFormLoad利用時の注意点
・OnFetch利用時の注意点
・OnPageChange利用時の注意点

OnFormLoad 最初に1度だけ呼び出されます。

OnFetch 印刷データ(CSVなど)を 1行読み込む毎に呼び出されます。

OnPageChange 改ページが発生する毎に呼び出されます。

管理番号：PFE-F006



スクリプト

７ OnFormLoad利用時の注意点

７ [解決方法]
OnFormLoadイベントハンドラは、帳票作成時の最初に一度だけ呼び出されます。

厳密には、初期処理時に以下の順序で実行されます。

２．のOnFetchイベントハンドラが先に実行されますので、ご注意ください。

なお、一般的には、OnFormLoadイベントハンドラの最後に「qfm.End()」のようにフォーム
オブジェクトのEnd関数を呼び出すことで帳票生成処理を終了しますが、End関数を呼び出さな
い場合は、印刷データの終端に達するまで、帳票生成処理が継続されます。

１． 関数の外側に記述したスクリプトの実行

２． 1件目のデータに対するOnFetchイベントハンドラの実行

３． OnFormLoadイベントハンドラの実行

管理番号：PFE-F007



スクリプト

８ OnFetch利用時の注意点

８ [解決方法]
OnFetchイベントハンドラは、印刷データ(CSVなど)を 1行読み込む毎に呼び出されます。

OnFetchイベントハンドラでは、CSVデータから読み込んだ項目に対して文字列編集を
行う場合など、カーソルオブジェクトに対する操作のみを行うことを推奨いたします。

変更したデータは、そのままテキストフィールド等に設定するのではなく、もう一度
カーソルオブジェクトに戻してください。

var item = cursor.GetValue("item1");
if (item == "") {
item = "なし";

}
cursor.SetValue("item1", item);

テキストフィールド等の値は、他の要因で設定されることが多く、設定したつもりの値が
上書きされてしまい、出力されない、ということがあります。

また、OnFetchイベントハンドラ内でMoveNext関数を呼び出すと、次のOnFetchイベント
ハンドラが呼び出されてしまい、制御が複雑になります。
MoveNext関数を利用してデータ全体の制御を行いたい場合は、OnFormLoadイベント
ハンドラ内でご利用ください。

管理番号：PFE-F008



スクリプト

９ OnPageChange利用時の注意点

９ [解決方法]
OnPageChangeイベントハンドラは、改ページが発生する毎に呼び出されます。

厳密には、改ページの直前に実行されます。
つまり、OnPageChangeイベントハンドラに記述した処理は、改ページの前のページに
反映されます。

OnPageChangeイベントハンドラは、ページ全体で 1度だけ出力されるような項目
(ページ計など)の制御に適しています。
また、複合フォーム利用時には、OnPageChangeイベントハンドラの戻り値としてページ
オブジェクトを返すことで、次に出力されるページのフォームを選択することが出来ます。

管理番号：PFE-F009



スクリプト

10 スクリプトによる改ページ処理の注意点

10 [解決方法]
PrintStreamでは、以下の 3つの要因により改ページが発生します。

・リージョンの終端に達したとき
・キーブレイクによる改ページが発生したとき
・スクリプトのPageChange関数を呼び出したとき

改ページは「次のデータ」を読み込んだ後に発生するケースがほとんどです。
例えば、10件分のデータが格納できるリージョンが存在した場合、11件目を出力しようとする
ことで改ページとなります。

キーブレイクでは、「次のデータ」を読み込んだ結果としてデータの変化によるキーブレイク
が発生し、改ページとなります。

改ページの瞬間にカーソルオブジェクトに読み込まれているデータは「次のデータ」に
なります。
そのカーソルオブジェクトの値を「改ページ前」のページのフィールドに設定すると、
「前のページに次のデータが表示される」という問題が発生します。

管理番号：PFE-F010



スクリプト

11 Javaスクリプトを使用してフィールドのValueに値を設定しても反映されない

11 [解決方法]
PrintStream Coreでは、プロパティ名の大文字、小文字の区別を厳密に行います。

フィールドオブジェクトに表示される値のプロパティは、value(全て小文字) です。
Valueに値を設定した場合にはエラーにはなりませんが、フィールドの値には
格納されませんので、ご注意ください。

各プロパティの正確な表記につきましては、
PrintStream リファレンスマニュアル ＞ PrintStreamスクリプト ＞ オブジェクトリファレンス

の各項目をご参照ください。

管理番号：PFE-F011



スクリプト

12 スクリプトのsubstring関数の切り出し結果について

12 [解決方法]
スクリプトのsubstring関数につきましては、以前のバージョンの障害により、仕様が変更されて
おります。

（変更前）

（変更後）

これにより、切り出す結果が以前のバージョンと異なる場合がございます。

対応方法としては、下記の方法がございます。

1) ScriptVersion関数を利用する
ScriptVersion("3.0")を実行することにより、以前のバージョンと互換性のある動作に
なります。

2) substr関数を利用する
substr関数は、substr(start, length)によりstart番目からlength文字を抽出できます。
(この仕様は変更されておりません)

3) substring関数の引数を現バージョンの仕様に合わせて修正する

substring(start, length)

start番目からlength文字を抽出

substring(start, end)

start番目からend - 1番目までを抽出

(変更後の動作はJavaScriptと互換性のある動作です)

管理番号：PFE-F012

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



スクリプト

13 総ページ数を取得したい
[内容]
「ページ番号／総ページ」のように出力したい

13 [解決方法]
Biz/PrintServer、PrintStream Coreの実行エンジンは、ストリーミング形式で印刷
ページを出力していきますので、実行時にページを順次実行していく動きになります。
そのため、1ページ目を作成しているときに、その後何ページ存在するか、ということが
把握できず、フォームの設計だけでは「総ページ」を出力することが出来ません。

対応として、PrintStreamのスクリプトの記述の中で GetRecordCountメソッドを利用して
レコード数を取得、レコードを読み込み、1ページ当たりに出力される行数を基にページ
数を割り出すことが可能です。
しかし、このメソッドでは、レコードを先読みして件数を計算しますので、データ件数が
大量にある場合に呼び出すと、全体の動作が遅くなりますし、ストリーミングで出力
動作を高速化しているBiz/PrintServer、PrintStream Coreの長所が活かせないことに
なる、というデメリットもあります。

総ページ数を印刷する最も良い方法の1つは、
・データ生成時など、上位アプリケーション側で総ページ数を取得し、データ自体に含める

となります。

GetRecordCountメソッドを使用した方法は、
「GetRecordCountを使用した総ページ数取得サンプル(PFE-F013.zip)」

をご参照ください。

管理番号：PFE-F013

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 トップへ



 

印刷印刷印刷印刷データデータデータデータ

１１１１ 印刷印刷印刷印刷データデータデータデータ中中中中にににに改行文字改行文字改行文字改行文字のののの"\"\"\"\n"n"n"n"やややや"\\"\\"\\"\\n"n"n"n"がそのままがそのままがそのままがそのまま印字印字印字印字されるされるされるされる    
    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
実際の改行コード（0x0D、0x0A）でなければ、改行されません。 
 
CSVデータの場合、カンマや改行を含むデータを扱うには、そのデータ項目をダブルクォーテー
ションで囲みます。 
ダブルクォーテーションで囲まれた間は、１つのデータとして扱います。 
データ内にダブルクォーテーションを含む場合には、データ項目をダブルクォーテーションで囲
み、データとしてのダブルクォーテーションは、２つ重ねます。 
 
 
例) 
"ab,c","de""f","gh 
i","jkl" 
 
上記の場合、 「ab,c」 「de"f」 「gh(改行)i」 「jkl」 の４つのデータと解釈されます。  
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印刷印刷印刷印刷データデータデータデータ

２２２２ 印字領域印字領域印字領域印字領域にににに可可可可変変変変ななななデータデータデータデータをををを定義付定義付定義付定義付けたいけたいけたいけたい    
    

２２２２ 印刷データウィザードにより容易に多数のフィールドへのデータ紐付けすることが可能です。 
 

 
 
【印刷データウィザード 】 

  
 

・ ODBCデータベースからのSQLによる取り込み

   ウィザードによるSQLの自動生成も出来、直接SQL文を記述して抽出することも 
可能です。

・ WEBサーバからダウンロード

   印刷データの生成に複雑な処理が必要な場合でも、Servletなどのプログラムを利用する
ことにより実現可能です。

・ テキストファイル

   他のアプリケーションで作成したテキストデータファイルも簡単に帳票化することが 
できます。 

・ 多様なフォーマットに対応

   カンマ区切り（CSV）形式、XML形式、固定長テキスト形式に対応しています。 
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印刷印刷印刷印刷データデータデータデータ

３３３３ フィールドデータフィールドデータフィールドデータフィールドデータにににに表示表示表示表示されるされるされるされるデータデータデータデータをををを変変変変更更更更したい したい したい したい     
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいフィールドを選択し、右クリックして「プロパティ」を選択してください。 
次に開いたダイアログの「データ」タブをクリックし印刷データを変更してください。 
 

 

 
 
 

※ プロパティはフィールドのダブルクリックでも開きます。  
 

※ データタイプ「固定データ」は、フィールドを選択してF2キーを押すと直接編集できます。  
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印刷印刷印刷印刷データデータデータデータ

４４４４ 複複複複数数数数ののののSQLSQLSQLSQLをををを実実実実行行行行したい したい したい したい     
    

４４４４ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
SQLの実行は、一回のみとなります。 
出力する際に複数のテーブルからデータを取得して設定したいときなどは、SQLを記述する際
に 
テーブルを結合させ、取得してきたデータを割当てるといった方法を利用します。 
一回のSQL実行でデータ取得が不可能な場合、プログラムサイドでSQL結果を取得し、 
CSVやXMLとして帳票に渡してください。 
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印刷印刷印刷印刷データデータデータデータ

５５５５ 印刷印刷印刷印刷対対対対象象象象データデータデータデータをををを抽出抽出抽出抽出するするするする際際際際ににににLikeLikeLikeLike条条条条件件件件をををを指定指定指定指定したいしたいしたいしたい    
    

５５５５ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
印刷データウィザードからデータの取得方法を「ODBCデータベース」と選択した際には、 
直接「SQLを記述」することが可能です。 
SQLの記述方式に沿って記述いただき、接続するデータベースがLike条件に対応していれば、
抽出可能です。 
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印刷印刷印刷印刷データデータデータデータ

６６６６ 印刷印刷印刷印刷データデータデータデータををををSSLSSLSSLSSL通信通信通信通信でででで取得取得取得取得したい したい したい したい     
    

６６６６ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
帳票で使用する印刷データをWebサーバから取得する場合、SSL通信を利用できます。 
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操作操作操作操作

１１１１ ビュービュービュービューのののの切切切切りりりり替替替替えをえをえをえを素早素早素早素早くくくく行行行行うううう    
    

１１１１ 「表示」メニューに「デザインビューの表示」・「スクリプトビューの表示」・「プレビューの表示」メニ
ューがありますが、それぞれショートカットキーが用意されていますので、キー操作のみで素早く
切り替えることが可能です。 
 

 

 

 デザインビュー表示 → Alt ＋ 1
 スクリプトビュー表示 → Alt ＋ 2
 プレビューの表示 → Alt ＋ 3

※ 「プレビュー」は、一度、プレビューを実行した後のみ表示可能です。

※ 「スクリプト」は、「スクリプトの作成」後にのみ表示可能です。
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操作操作操作操作

２２２２ プレビュープレビュープレビュープレビュー実実実実行行行行をををを素早素早素早素早くくくく行行行行うううう    
    

２２２２ F5キー押下で素早くプレビュー実行出来ます。 
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操作操作操作操作

３３３３ デザインビューデザインビューデザインビューデザインビューをををを広広広広くくくく表示表示表示表示させるさせるさせるさせる    
    

３３３３ F8キーを押下しますと、デザインビューが最大化され、全画面デザインモードになります。 
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操作操作操作操作

４４４４ 非選非選非選非選択択択択のときのときのときのとき、、、、フィールドフィールドフィールドフィールドのののの枠枠枠枠線線線線がががが表示表示表示表示されないされないされないされない    
    

４４４４ 「表示」メニューの「デザイン枠の表示」が解除された状態になっているためです。 
「表示」メニューの「デザイン枠の表示」を選択するか、「表示モードツールバー」の「デザイン枠
表示」アイコンをクリック、もしくは、Ctrlキー＋Dキーを押下しますと、フィールドのデザイン枠が
表示されます。 
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操作操作操作操作

５５５５ フィールドフィールドフィールドフィールドのののの名前名前名前名前がががが表示表示表示表示されないされないされないされない    
    

５５５５ 「表示」メニューの「フィールド名表示」が解除された状態になっているためです。 
「表示」メニューの「フィールド名表示」を選択するか、「表示モードツールバー」の 
「フィールド名表示」アイコンをクリック、もしくは、Ctrlキー＋Ｍキーを押下しますと、 
フィールド名が表示されます。 
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操作操作操作操作

６６６６ フィールドデータフィールドデータフィールドデータフィールドデータををををF2F2F2F2キーキーキーキーでででで編集編集編集編集するとするとするとするとデータタイプデータタイプデータタイプデータタイプがががが変変変変更更更更されるされるされるされる    
    

６６６６ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
デザインビュー上でF2キー押下により印刷データを変更した場合、データタイプは 
「固定データ」となります。ご注意ください。  
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操作操作操作操作

７７７７ 文字文字文字文字やややや背景背景背景背景・・・・罫線罫線罫線罫線のののの色色色色をををを簡簡簡簡単単単単にににに変変変変更更更更したいしたいしたいしたい 
 

７７７７ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
カラーパレットを使用すると簡単に色を変更することができます。 
最初に変更したいフィールドを選択します、次にカラーパレットで対象（文字・背景・罫線）の 
ボタンをクリックし、設定したい色を選択します。  
 

 

 

 

 

 

※カラーパレットを表示させるには下記アイコンをクリックします。  
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操作操作操作操作

８８８８ キーボードキーボードキーボードキーボード操作操作操作操作ででででフィールドフィールドフィールドフィールド位置位置位置位置ややややサイズサイズサイズサイズをををを変変変変更更更更したいしたいしたいしたい    
    

８８８８ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
変更したいフィールドを選択し、上下左右キーによりフィールドの位置を簡単に変更できます。 
SHIFTキーを押しながら上下左右キーでフィールドの大きさを変更できます。 
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操作操作操作操作

９９９９ ページページページページのののの拡拡拡拡大大大大・・・・縮小縮小縮小縮小をををを素早素早素早素早くくくく行行行行うううう    
    

９９９９ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
ツールバー上の拡大・縮小ボタンをクリックすることで拡大・縮小表示ができます。 
 
 

 
 

 

※ 拡大表示ショートカットキーはCtrl + +、縮小表示ショートカットキーはCtrl + -です。  
 

※ Ctrl + マウスホイールでも拡大縮小ができます。 
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操作操作操作操作

10101010 テキストフィールドテキストフィールドテキストフィールドテキストフィールドのののの「「「「データデータデータデータ中中中中のののの改行文字改行文字改行文字改行文字」」」」のののの設定方法 設定方法 設定方法 設定方法     
    
[[[[内内内内容容容容]]]]    
テキストフィールドテキストフィールドテキストフィールドテキストフィールドののののプロパティプロパティプロパティプロパティでででで「「「「改行位置改行位置改行位置改行位置だけだけだけだけ折折折折りりりり返返返返すすすす」」」」をををを選選選選択択択択しししし、、、、データデータデータデータ中中中中のののの    
改行文字改行文字改行文字改行文字のあるのあるのあるのある場所場所場所場所だけでだけでだけでだけで折折折折りりりり返返返返したいのですがしたいのですがしたいのですがしたいのですが「「「「改行文字改行文字改行文字改行文字」」」」とはとはとはとは具体的具体的具体的具体的にににに    
テキストテキストテキストテキスト中中中中にににに何何何何ををををセットセットセットセットしたらよいのでしょうかしたらよいのでしょうかしたらよいのでしょうかしたらよいのでしょうか？？？？    
    

10101010 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
テキストフィールドを選択した状態でF2キーを押下しますと、テキストの直接編集モードに 
なります。 
その状態でShiftキー＋Enterキーを押下した場合、改行コードの「crlf」がセットされます。 
 

 
 
また、データ中に「cr」や「lf」、「crlf」をセットしますとその位置で改行いたします。 
それぞれ「cr」は文字コードで「0d」、「lf」は「0a」、「crlf」は「0d0a」となります。 
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HTML

１ PrintStream for InternetExplorerの利用方法

１ PrintStream for InternetExplorerは、FormEditorで作成した帳票をInternet Explorer上で
プレビュー、印刷するためのActiveXモジュールです。
PrintStream for InternetExplorerを利用するには、表示用のHTMLに以下のような
<object>タグを記述します。

タグの記述方法については、
PrintStream オンラインマニュアル ＞ PrintStream for InternetExplorer ＞
使い方 ＞ HTMLの表記方法

をご参照下さい。

「codebase」に指定されているPrintStream.ocxがPrintStream for InternetExplorerの実体と
なるファイルです。
このタグが記述されたHTMLをInternet Explorerで表示すると、PrintStream.ocxが実行され、
Internet Explorer上でPSSファイルのプレビュー、印刷を行うことができます。

基本的に1つのInternet Explorerに対して、1つのPrintStream for InternetExplorer
が起動されるようにしてください。
1つのInternet Explorerに対して、複数のPrintStream for InternetExplorerを起動し、
同時に印刷を行うと、PC側への負荷やリソース不足が発生しやすく、印刷が正しく
行えない、アプリケーションエラーが発生するなどの不安定な状態となる場合があります。

<html>
<body>
<object id="PrintStm"
width="100%" height="100%"
classid="CLSID:1975C4F7-69FF-11D4-A96A-00D0B78FCCC0"
codebase="/PrintStream.ocx#version=2,1,3,2">
</object>
<script language="JavaScript">
<!--

PrintStm.Layout = 1; /*初期表示モード*/
PrintStm.Ext = ".pss"; /*帳票ファイルの拡張子*/
PrintStm.Download = "./"; /*PSSファイルのダウンロードURL*/
PrintStm.Print = 0; /*印刷モード*/
PrintStm.ImagePrint = 0; /*イメージ印刷*/
PrintStm.OffsetX = 0.5; /*左余白*/
PrintStm.OffsetY = 0.8; /*上余白*/
PrintStm.Printer = "Canon LBP3410"; /*プリンタ名*/
PrintStm.VerticalScale = 0.2; /*拡大縮小-縦*/
PrintStm.HorizontalScale = 0.2; /*拡大縮小-横*/
PrintStm.ScaleType = 1; /*印刷サイズの調整*/
PrintStm.Reset = 0; /*印刷情報の初期化*/

-->
</script>
</body>
</html>
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動作環境

１ Internet Explorer10での注意

１
OSが64bit版のWindows7以降且つ、Internet Explorer10でPrintStream for InternetExplorerを
ご利用の場合は、「保護モード」及び「拡張保護モード」が無効の状態での利用をお願いいた
します。
「保護モード」「拡張保護モード」が有効になっていると、以下のような制約が発生します。

・PrintStream for InternetExplorerが動作しない

[ 保護モード設定手順 ]
ツール＞インターネットオプション＞セキュリティタブ

初期設定では、「保護モードを有効にする」のチェックは外れています。

[ 拡張保護モード設定手順 ]
ツール＞インターネットオプション＞詳細設定タブ



初期設定では、「拡張保護モードを有効にする」のチェックは外れています。
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