
Ver リリース 内　　容
3.8.1 2022年10月 [全般]

・Javaの処理を改善した。
・PDF/A(1B/2B) ファイルの変換に対応した。

3.8.0

LINUX

2022年9月 [全般]
・Javaの処理を改善した。

3.8.0 2022年9月 [全般]
・Javaの処理を改善した。

3.7.0

LINUX

2022年1月 [全般]
・一部のフォントの埋め込み処理を改善した。
・ライセンス処理を改善した。
・バーコードの処理を改善した。

[IODBDOC]
・javaの処理を改善した。
・圧縮処理に対応した。

3.7.0 2022年1月 [全般]
・一部のフォントの埋め込み処理を改善した。
・ライセンス処理を改善した。
・バーコードの処理を改善した。

[IODBDOC]
・javaの処理を改善した。
・圧縮処理に対応した。

3.6.3

LINUX

2021年11月 [全般]
・フォント処理を改善した。

3.6.2 2021年10月 [全般]
・画像処理を改善した。

3.6.1

LINUX

2021年9月 [IODBDOC]
・外部変数の処理を改善した。
・項目属性編集を改善した。
・ブレーク条件設定を改善した。

3.6.1 2021年8月 [IODBDOC]
・外部変数の処理を改善した。
・項目属性編集を改善した。
・ブレーク条件設定を改善した。

3.6.0 2021年2月 [全般]
・Visual Studio 2019 に対応した。

[IODOC]
・イメージファイルの処理を改善した。

[IODBDOC]
・出力処理を改善した。
・外部変数の処理を改善した。
・レイアウトファイルの切り替え処理を追加した。
・XML ファイルから外部変数値を指定可能にした。
・CSV ファイルから外部変数値を指定可能にした。
・プレビュー処理を改善した。

3.5.7

LINUX

2019年12月 [IOCELA]
・空行の処理を改善した。

3.5.6

LINUX

2019年7月 [全般]
・令和元号に対応した。
・線種の処理を改善した。

[IODBDOC]
・複数ページファイルの処理を改善した。
・一部のバーコード処理を改善した。
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3.5.5 2019年6月 [全般]
・令和元号に対応した。
・線種の処理を改善した。

[IODOC]
・属性変更処理を改善した。

[IODBDOC]
・複数ページファイルの処理を改善した。

[IOD ビューア]
・IOD ファイルの保存処理を改善した。

3.5.4

LINUX

2019年3月 [IODBDOC]
・出力制御の処理を改善した。
・外部変数の処理を改善した。

3.5.3

LINUX

2019年2月 [全般]
・Open JDK 11 に対応した。

[IODBDOC]
・罫線の処理を改善した。
・ブレーク処理を改善した。

3.5.0

LINUX

2018年12月 [全般]
・出力 PDF ファイルのページサイズ処理を改善した。
・出力 IOD ファイルのバージョン指定処理を追加した。
・Java の処理を改善した。

[IODOC]
・文字枠の処理を改善した。
・イメージファイルの処理を改善した。

[IODBDOC]
・出力制御の処理を改善した。
・外部変数の処理を改善した。

[IODtoPDF]
・イメージファイルの処理を改善した。

3.4.0

LINUX

2018年3月 [IODBDOC]
・文字枠の出力制御に、文字サイズ縮小(改行を挿入)を追加した。
・文字枠属性の行間の処理を改善した。

3.5.0 2018年3月 [全般]
・Visual Studio 2013 に対応した。
・出力 PDF ファイルのページサイズ処理を改善した。
・出力 IOD ファイルのバージョン指定処理を追加した。
・日付書式エディタの設定を改善した。
・文字列比較処理を改善した。
・プレビュー処理を改善した。
・ページ数取得処理を追加した。

[IODOC]
・属性編集処理を改善した。
・パスワード付き DLF ファイルの処理を改善した。
・文字枠の処理を改善した。
・イメージファイルの処理を改善した。

[IODBDOC]
・属性編集処理を改善した。
・罫線の処理を改善した。
・ブレーク処理を改善した。
・出力制御の処理を改善した。
・外部変数の処理を改善した。
・一部のバーコード処理を改善した。
・XML ファイルの処理を追加した。

[IOCELA]
・空行の処理を改善した。

[IODtoPDF]
・イメージファイルの処理を改善した。
・下図の処理を改善した。

[IOD ビューア]
・イメージファイルの処理を改善した。
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3.4.0 2018年2月 [IODBDOC]
・文字枠の出力制御に、文字サイズ縮小(改行を挿入)を追加した。
・文字枠属性の行間の処理を改善した。

3.3.0

LINUX

2017年5月 [全般]
・フォント埋め込み時の処理速度を改善した。
・バージョン表示処理を改善した。
・出力 PDF ファイルのバージョン指定処理を追加した。
・TIFF ファイルの読込処理を改善した。

[IODOC]
・一部のイメージファイル名に対応した。
・識別子の書式オーバー時における自動縮小機能を改善した。

[IODBDOC]
・改行の処理を改善した。
・空行の処理を改善した。
・文字枠の処理を改善した。
・演算処理を改善した。

[IOCELA]
・罫線の処理を改善した。

3.3.0 2016年9月 [全般]
・縦書きテキストの PDF ファイル出力を改善した。
・画面のレイアウトを改善した。
・一部のフォント出力を改善した。
・出力 PDF ファイルにバージョンを設定する機能を追加した。
・TIFF ファイルの読込処理を改善した。

[IODOC]
・下図指定の処理を改善した。
・全角文字の処理を改善した。
・一部のイメージファイル名に対応した。
・識別子にフォントサイズ自動縮小機能を追加した。
・文字枠のフォントサイズ自動縮小機能を改善した。

[IODBDOC]
・文字枠に下線を付与する機能を追加した。
・外部変数の処理を改善した。
・文字枠の処理を改善した。
・一部のバーコード処理を改善した。
・レイアウトファイルの設定を CSV ファイル形式で出力する機能を追加した。
・改行の処理を改善した。
・空行の処理を改善した。
・演算処理を改善した。

[IOCELA]
・フォント指定の処理を改善した。
・罫線の処理を改善した。
・ページ分割時の処理を改善した。

[IODtoPDF]
・セキュリティ設定処理を改善した。

3.2.0 2016年7月 [全般]
・一部のフォント処理を改善した。

[IODOC]
・レイヤ情報の保存処理を改善した。

[IODBDOC]
・外部変数の処理を改善した。
・一部のバーコード処理を改善した。
・下線の処理を改善した。

[IOCELA]
・罫線の処理を改善した。
・網掛けの処理を改善した。

[IOD ビューア]
・印刷処理を改善した。
・用紙サイズの指定を改善した。
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3.1.0 2013年12月 [全般]
・一部のバーコード処理を改善した。
・半角カタカナの処理を改善した。
・サロゲート文字に対応した。
・プロポーショナルフォントの処理を改善した。
・文字枠のフォントサイズ自動縮小機能を追加した。
・PDF ファイルの出力処理を改善した。
・強調テキストの表示を改善した。
・Windows Server 2012 R2 環境における処理を改善した。
・文字列の取得処理を改善した。

[IODOC]
・座標指定処理を改善した。

[IODBDOC]
・ブロック属性編集処理を改善した。
・日本語のフォント名の読み込み処理を改善した。
・イメージファイルの処理を改善した。
・ブレーク処理を改善した。
・文字枠の処理を改善した。
・空行の処理を改善した。
・改行の処理を改善した。
・外部変数の処理を改善した。

[IODtoPDF]
・埋め込みなしのフォント処理を改善した。
・一部の外字に対応した。

[IOD ビューア]
・オーバーレイページのオブジェクトに対応した。
・直接印刷処理を改善した。

[フォント埋め込み設定]
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