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4.0.5

2018年12月 ・レイヤ固定化後、保存時のフォント埋め込みに対応した。
・スクロール操作機能を追加した。
・レイヤ固定化機能を改善した。

4.0.4

2018年3月 ・検索画面を追加した。
・検索画面に文字列検索ダイアログを追加した。
・透明テキスト読み込み機能を追加した。

4.0.3

1900年1月 ・一部のフォントの表示を改善した。
・複数ページの表示を改善した。
・画面の表示を改善した。

4.0.0

2016年11月 ・透過オブジェクトの処理を改善した。

3.1.1

2015年8月 ・ツールバーの整列を改善した。
・テキストの多いファイルの表示速度を改善した。
・windows 8 の処理を改善した。
・カーソルモード設定に機能を追加した。

3.1.0

2014年2月 ・印刷速度を改善した。＊PS ドライバーは除く
・部分印刷時の「画像として印刷」機能を改善した。
・印影設定画面の動作を改善した。
・Windows 7 の処理を改善した。
・Windows 8 の処理を改善した。
・InternetExplorer 9 の処理を改善した。

3.0.8

2013年9月 ・URL 指定でファイルを開く機能において、ファイルのダウンロード処理を改善した。

3.0.7

2013年8月 ・IOD ファイルの印影を移動可能にした。
・編集中の「元に戻す」「やり直し」の動作を改善した。
・文字検索処理を改善した。

3.0.6

2013年3月 ・画面の表示を改善した。
・印影追加機能を改善した。
・署名付ファイル読み込み時の動作を改善した。

3.0.5

2012年4月 ・ファイル読み込み時間を改善した。

3.0.4

2012年2月 ・印刷に関する機能を追加した。

3.0.3

2011年11月 ・表示関連の機能を改善した。

3.0.1

2011年7月 ・文字列の検索機能を改善した。

3.0.0

2011年3月 ・指定プリンタの印刷許可／禁止処理を追加した。
・インストール済みプリンター一覧を取得する機能を追加した。
・PDF ウィンドウの表示モードを改善した。
・文字列の全体検索機能を追加した。
・一部のフォントに対応した。

2.4.7

2010年12月 ・画面の表示を改善した。

2.4.6

2010年9月 ・ページの初期表示位置の設定を追加した。

2.4.4

2010年7月 ・表示ページ移動時の処理を改善した。
・署名の検証方法の機能を改善した。
・印影追加機能を改善した。
・同一セッションでれびゅー OCX を複数起動させた際の処理を改善した。

2.4.1

2010年1月 ・リンク機能の URL 自動認識設定を改善した。

2.4.0

2009年10月 ・リンク機能を追加した。
・ウェブページ表示に関する設定機能を追加した。
・URL として認識する文字列に関する設定機能を追加した。
・注釈、署名等の回転に対応した。

2.3.4

2009年7月 ・パターンの表示に表示縮尺を反映する機能を追加した。
・表示縮尺変更時の処理を改善した。

2.3.2

2008年12月 ・印刷設定を改善した。

2.3.0

2008年9月 ・Adobe Acrobat 9 で作成した PDF ファイルに対応した。
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2.2.1

2008年8月 ・PDF ファイルを閉じる機能を追加した。
・表示ページレイアウトを設定する機能を追加した。
・一部フォントに対応した。
・印刷に関する機能を追加、改善した。
・オブジェクトに関する機能を改善した。
・印影に関する機能を改善した。
・レイヤに関する機能を改善した。
・画面の表示を改善した。
・ページの表示回転機能を改善した。

2.2.0

2008年2月 ・ページの表示回転機能を追加、改善した。
・レイヤ追加の機能を改善した。
・ファイルを閉じる機能を追加した。
・オブジェクトに関する仕様を変更した。
・テキスト検索に関する機能を追加、改善した。
・印刷に関する機能を改善した。
・再描画処理を改善した。
・しおり機能を改善した。
・表示に関する機能を改善した。
・オブジェクトに関する機能を改善した。

2.1.3

2008年3月 ・一部の点線印刷時の表示を改善した。

2.1.2

2007年12月 ・テキストボックスオブジェクトの座標設定を改善した。

2.1.1

2007年12月 ・複数ページの表示を改善した。
・オブジェクトに関する機能を追加、改善した。
・ツールバーのアイコンを変更、追加した。
・文字幅取得処理を改善した。
・描画処理を改善した。
・画像の回転処理を改善した。

2.1.0

2007年10月 ・印影に関する機能を追加、改善した。
・連続ページ表示機能を追加した。
・印刷に関する機能を改善した。
・再描画処理を改善した。
・レイヤに関する機能を改善した。
・テキスト検索中のキャンセル機能を追加した。
・テキストに関する機能を改善した。
・Adobe Acrobat 7 で作成した PDF ファイルに対応した。
・署名オブジェクトに関する機能を改善した。
・表示に関する機能を改善した。
・座標取得機能を改善した。

2.0.4

2007年6月 ・メッセージボックスに関する機能を追加した。
・印刷の用紙サイズに合わせる機能を改善した。

2.0.3

2007年6月 ・オブジェクトの固定化機能を改善した。
・一部のフォントに対応した。
・一部の塗りつぶしカラースペースの処理を改善した。

2.0.2

2007年5月 ・プリンタ情報の取得機能を改善した。
・ページ描画中の保存処理を改善した。

2.0.1

2007年3月 ・埋め込みフォント機能を改善した。
・一部のフォントの表示を改善した。
・マウスイベントの機能を変更、改善した。

2.0.0

2007年1月 ・署名検証機能を追加した。
・表示設定機能を環境設定に統合とした。
・アンチエイリアスに対応した。
・グリッド表示の初期設定値を変更した。
・ページの描画速度を改善した。
・線のスムージング機能を追加した。
・文字のスムージング機能を追加した。
・レイヤ情報のファイル出力機能を改善した。
・線幅表示設定機能を改善した。

1.8.13

2007年2月 ・レイヤの固定機能を改善した。
・一部の外字処理に対応した。
・印刷に関する機能を改善した。

1.8.12

2006年12月 ・一部の外字表示に対応した。

2 / 3 ページ

PDF れびゅー OCX
Ver

リリース

内

容

1.8.11

2006年11月 ・フリーフォームオブジェクトの処理を改善した。
・テキストオブジェクトの処理を改善した。
・レイヤ情報保存場所の設定機能を追加した。
・印刷縮尺率の計算処理を改善した。
・部単位印刷設定機能を削除した。
・レイヤに関する機能を改善した。

1.8.10

2006年10月 ・数値入力処理を改善した。
・テキストボックス機能を改善した。
・しおり機能を改善した。

1.8.9

2006年9月 ・インストール時の処理を改善した。
・パスワード入力時の処理を改善した。
・メッセージボックス表示時の動作を改善した。
・しおり機能を改善した。
・ダイアログの動作を改善した。

1.8.8

2006年9月 ・マウスホイールの動作を追加、改善した。
・印刷範囲指定時の処理を改善した。
・画像のスムージング機能を追加した。
・ページ変更時の表示位置保存機能を追加した。

1.8.7

2006年9月 ・印刷に関する機能を改善した。
・レイヤ機能を改善した。
・定規カーソル機能を改善した。

1.8.6

2006年9月 ・実寸印刷機能を改善した。
・アプリケーション終了時の処理を改善した。

1.8.5

2006年9月 ・マウスとキーボード操作によりページ移動する機能を追加した。
・複数ブラウザで起動時の動作を改善した。
・オブジェクト編集時の処理を改善した。
・印刷時の処理を改善した。
・印刷設定の「ファイルに出力機能」を削除した。

1.8.4

2006年8月 ・レイヤ固定化時の動作を改善した。
・ツールバーの自動整列機能を追加した。

1.8.3

2006年7月 ・印刷時の表示を改善した。
・印刷に関する機能を追加、改善した。

1.8.2

2006年3月 ・ページサイズの高さ、幅の取得機能を改善した。

1.8.1

2006年1月 ・標準印刷の機能を改善した。

1.8.0

2005年12月 ・任意のページの印刷にページ印刷機能を追加した。
・各メニューのショートカットキー制御機能を追加した。
・セキュリティ情報の表示制御機能を追加した。
・インターネット上のパスワードつき PDF ファイルを開く機能を追加した。
・縮尺指定印刷の機能を改善した。

1.7.0

2006年4月 ・レイヤ機能を追加した。
・座標変換機能を追加した。
・ファイルをダウンロードする機能を追加した。
・カーソルモードにカスタマイズ用カーソルを追加した。
・実行モード(印刷位置指定)を取得する機能を追加した。
・印刷に関する機能を追加、改善した。
・オブジェクトの一部の操作を抑制する機能を追加した。
・イメージ設定に関する機能を追加した。
・印影設定に関する機能を追加、改善した。
・フォントに関する処理を改善した。
・パスワード入力処理を改善した。
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