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後藤大地 2006/8/25

正社員の時よりも高収入かも。SEなら約70％の案件が月収40万円以上。
「やわらか戦車卓上カレンダー2007 年賀状装備型」を3名様に！
簡単派もオリジナル派も満足！ 2007年年賀状書籍発売中！

開発にあたって
JPedalを使って開発をおこなうには、サンプルアプリケーションのソースコード
とJPedal APIマニュアルを活用するといいだろう。サンプルアプリケーションのソース
コードは、配布されているソースコードのsrc/org/jpedal/examples/以下に用意され
ている。サンプルを動作させたあとで、必要になる機能の部分を追っていくといいだろ
う。
JPedalはPDFの閲覧に強いプロダクトだ。PDFの閲覧についてはJPedal、PDFの生成に
ついてはiTextを採用するという住み分けができる。JPedalにはiTextの機能も含まれは
じめているため、今後は編集よりの機能も提供されるだろうが、両方のライブラリはそ
れぞれ得意とする範囲が異なっているため、使い分けていく方がいいだろう。

9800円で高機能サーバー＆
回線が利用可能
マイティーサーバーの高品質
サーバー＆回線が低価格で利
用可能!!
今なら最大10万円がお得に
なる限定キャンペーン実施
中!!

来年も中国&インドの好調なIT成長を予測--次な
るBRICsにベトナムなど名乗り [18:33 12/13]
ダイキン、「うるるとさらら(Rシリーズ)」新モ
デル - 掃除力システムを搭載 [18:25 12/13]

JPedal普及の鍵は
PDFは電子書籍のとしてデファクトスタンダードだ。JPedalはJavaに対してPDFに対す
る操作性、とくに閲覧機能を提供するもので、その機能はとても魅力的だ。
惜しむらくは、日本語への対応がまだ弱い点だろう。ソースコードは公開されており、
中身を見るところでは多少の変更で日本語対応は可能だと考えられるが、デフォルトで
扱いが弱いところは否めない。今後日本においてJPedalが普及するかどうかは、このあ
たりの対応になるとみていいだろう。

Firefox 2.0に続け! 「Thunderbird 2 Beta 1」
がリリース [18:03 12/13]
2007年 中国検索市場は波瀾万丈の予感 - 捜
狐、捜狗3.0で巻き返しねらう [18:01 12/13]
【コラム】Windows Vistaスマートチューニン
グ 第2回 XP/Vistaの特殊フォルダの対応表
[18:00 12/13]
Skype、Windows Mobileスマートフォンをサ
ポート [17:55 12/13]
GoogleとDaum、検索広告分野で提携 - 韓国検
索広告市場の現在 [17:46 12/13]

【ハウツー】ワードもエクセルもPDFに変換、サーバサイドJavaで - JOOConverter
JavaからPDFを生成 - iText最新版公開、ドキュメント充実
BSDライセンスで提供されるJava PDFライブラリ - PDFBox 0.7.2公開
Eclipseで帳票作成 - JasperAssistant 2.0.0 for JasperReports 1.0.1公開
Java用のPDF生成ライブラリiText1.3.3公開 - ツールが拡充
多彩なフォーマットに対応した帳票出力ライブラリ - JasperReports 1.0公開

【レビュー】Webアプリケーションサービスの
おまとめなら"Spokeo"におまかせあれ! [17:41
12/13]
米HP、管理ツール「Software Center」シリー
ズ9製品を一挙ラインナップ [17:18 12/13]
ガチャピンblog、涼宮ハルヒもランクイン--ネッ
ト話題語ランキング 2006 [17:14 12/13]
【コラム】ITセキュリティのアライ出し 第18回
Windowsにおけるバッファオーバーフロー(4)
[16:41 12/13]

JPedal

【レポート】ジャストシステム、数年ぶりにオ
フィススイートを投入 [16:05 12/13]

http://www.jpedal.org/

1 2 3

12月のセキュリティパッチ公開、IEやWMPに脆
弱性 - Wordの脆弱性は解消せず [15:34
12/13]
「生産性向上とセキュリティ強化を同時に」-

http://journal.mycom.co.jp/articles/2006/08/25/jpedal/002.html

ページ 1/3

【レビュー】JavaでPDFビューワ? - 強力PDFライブラリJPedal (3) 強力だが、しかし (MYCOMジャーナル)

【レビュー】 JavaでPDFビューワ? - 強力PDFライブラリJPedal

MS、Exchange Server 20007に自信 [15:23
12/13]
シマンテックの新エンタープライズエンドポイ
ントセキュリティ [14:37 12/13]

(1) JPedalとは?
(2) Hello JPedal!
(3) 強力だが、しかし
情報提供をお待ちしております
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ご意見・ご感想

メールマガジンの申し込み(無料)

← ６４,８９０円~のA4ノート！ → Vistaアップグレードもお得

AMD、Athlon 64 X2に「5600+」と
「5400+」を追加 - 動作周波数は2.8GHz
[14:37 12/13]
【特別企画】フィギュア&モデル 注目製品PICK
UP! 第1回 年末・年始の注目BOXフィギュアはコ
レだ! [14:19 12/13]
【レポート】IEDM 2006 - Samsung、ゲート長
15nmのシリコンナノワイヤFETで高性能を発揮
[14:13 12/13]
【レポート】BEAWorld 2006 Beijing - SOAは
なぜホットなのか? Alfred Chuang氏語る
[12:58 12/13]
米Yahoo!、新検索広告プラットフォー
ム"Panama"の本格運用開始 [12:24 12/13]

【新刊】囲碁ブックス 「大
ヨセ」集中講義
ヨセの名手片岡聡九段が、ア
マチュアの方の碁を題材に、
大ヨセを考える上で大切な７
つのポイントを詳解します！

フィギュア&モデル 注目製
品PICK UP!
造形クオリティや立体演出に
磨きのかかった、この冬話題
のワンコインBOXフィギュア
最新製品をピックアップして
ご紹介!
大政絢ちゃんが年賀状作りに
チャレンジ!
ハイクオリティな年賀状素材
が満載の『おめでた満タン
2007』を使って、年賀状作
りに挑戦。どんな年賀状が出
来たかな!?
話題の新製品を徹底検証！
地デジ対応テレビ購入にあわ
せて周辺環境も見直そう。新
機軸サラウンドシステム、
iPodの動画をテレビで見られ
る製品も紹介。

キャリアアップに最適な派遣
会社の選び方
派遣エンジニアになる第一関
門は派遣会社選び。その情報
収集から基本的な選択基準を
解説

モバイル向けCore 2 Duo
搭載で高性能・省エネを両
立！
モバイル向けである「Core
2 Duo T」を搭載し、高い静
音性をそのままに性能はさら
に向上したRadiant SilentMaster Duo。その魅力に迫
る。
ビジネスPC最新モデルが大
集合
アフターサービスも機能拡張
も充実。メーカーダイレクト
ショップで最新PCを手に入
れよう

メーカーダイレクトショップ
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最新PCが集結
Windows Vistaへの移行も
万全。この冬はメーカーダイ
レクトショップで最新PCを
手に入れよう

ワコム提供 「モンスター・
ハウス」クリスマス試写会
東京550組1100名様を抽選
でご招待!
応募は12/17(日)まで。

ＮＥＣ直営のパソコン販売サイト
www.necdirect.jp

パソコン買うならNEC Direct！ＮＥＣのＰＣは延
長保証も可
セキュリティー管理 - RapidSite
www.rapidsite.jp

高度なセキュリティー対策により悪意を持ったク
ラッカーによるアタックからサーバーを守るレンタ
ルサーバー。
無線lanなら楽天で大特価
www.rakuten.co.jp

無線lanの事ならお任せ!カードからルータまで何で
も格安でそろってます
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