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注意: 評価版と製品版は、同じインストーラーを使用しています。登録したライセ

ンスの種類によって切り替わります。評価版をインストール済みの場合、

ライセンスを入れ替えることで製品版をご利用いただけます。 
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はじめに 

ActivePDF 製品の評価版をご利用いただきにありがとうございます。この文書は、ActivePDF Meridian 
2010 の動作環境およびインストール方法について説明したマニュアルです。Microsoft® Windows®

 におけ

るソフトウェアインストールに関しての一般的な知識がある方を対象としています。 

1. 動作環境 

サポートするオペレーティングシステム  

• Microsoft® Windows Server® 2003 

• Microsoft® Windows Server® 2008 

• Microsoft® Windows Server® 2012 

最小ハードウェア要件 

• CPU： Pentium III 600-MHz またはそれ以上 

• メモリ： 128 MB 以上 

• ハードディスク空き容量： 75 MB 以上 

必須環境 

• Microsoft .NET 3.5 Framework 以上 (システム上に存在しない場合、自動的にインストールさ

れます。) 

その他 

• Citrix 環境、リモート デスクトップ サービス、ターミナル サービス環境での動作はサポートして

いません。 

• Firewall の設定が追加で必要な場合があります。 

2. 製品のインストール 

注意: インストールはシステムの管理者権限を持つユーザーで実行する必要があります。 

1. インストーラーをダブルクリックしてインストールを開始します。 

2. インストーラーを起動すると、まずシリアル番号を入力するダイアログが表示されます。ActivePDF 社よ

り届いた評価版シリアル番号を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。 
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3. 評価版のシリアル番号のインストールが完了した旨のメッセージが表示されます。[Done] ボタンをクリッ

クします。 

 

4. [Welcome] ダイアログが表示されます。[Next] ボタンをクリックします。 

 

5. 次に [ソフトウェア使用許諾契約書] 画面が表示されます。本契約内容に同意した上で [Next] ボタンを

クリックしてください。 

 

6. ユーザー情報を入力して [Next] ボタンをクリックします。 
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7. インストール フォルダーを指定して、[Next] ボタンをクリックします。デフォルトでは “C:¥Program 
Files¥activePDF¥Meridian” にインストールされます。 

 

8. ショートカット フォルダーの作成先を指定し、[Next] ボタンをクリックします。 

 

9. ここまでで設定したインストール情報が表示されます。問題なければ [Next] ボタンをクリックします。 
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10. インストールするヘルプドキュメントを選択します。[Next] ボタンをクリックすると製品のインストールが開

始されます。 

 

11. 製品のインストール前に、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能パッケージがインストールされ

ます。このパッケージは ActivePDF 製品のバージョン 2009 以降の実行に必要なライブラリです。 

12. Microsoft .NET 3.5 Framework がシステム上に存在しない場合、インストールが行われます。 

13. 製品のインストールが開始され、進捗状況が表示されます。 

14. 次に規定のプリンターを作成する画面が表示されます。[Yes] を選択すると規定の共有プリンターを作

成できます。どちらかを選択し、[Next] をクリックします。 

 

注意: 規定のプリンターがすでに存在する場合は、初期設定にリセットされます。これらの設定

は、activePDF ユーザーインターフェイスを使用して変更することができます。 
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15. これで、製品のインストールおよび登録が完了しました。 

 

3. 製品のアンインストール 

本製品のアンインストールを行う場合は、スタート メニューより [すべてのプログラム] – [activePDF] – 
[Meridian] – [Uninstall Meridian] を実行してください。起動したアンインストール ウィザードの [Next] ボタ

ンをクリックすると、アンインストールが開始されます。 

[Uninstall Meridian] ではライセンス マネージャーはアンインストールされません。アンインストールする場合

は、スタート メニューより [activePDF License Manager] – [Uninstall] を実行してください。 

【 重 要 】 
製品を別のマシンへ移行する場合や、OS の再インストール、ハードディスクの交換を行う場合は、初めに登

録した製品ライセンスを解除してください。 

4. ActivePDF Meridian 2010 関連ドキュメント 

ActivePDF Meridian 2010 Administrator’s Guide (英語) 

http://www.activepdf.com/AltDownloads/Documentation/MR2010_ADMIN/webframe.html 

ActivePDF Meridian ナレッジベース (英語) 

https://support.activepdf.com/index.php?/Knowledgebase/List/Index/4/meridian 

ActivePDF License Manager 2013 リファレンス (英語) 

http://documentation.activepdf.com/License_Manager/Default.htm 

ActivePDF License Manager 2013 FAQ (英語) 

https://support.activepdf.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/521/1/ 

 

 

http://www.activepdf.com/AltDownloads/Documentation/MR2010_ADMIN/webframe.html
https://support.activepdf.com/index.php?/Knowledgebase/List/Index/4/meridian
http://documentation.activepdf.com/License_Manager/Default.htm
https://support.activepdf.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/521/1/
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5. テクニカル サポート 

ActivePDF 製品のテクニカル サポートを利用いただくには、有効なメンテナンス & サポート プランが必要

となります。有効な場合は、本製品のテクニカル サポートの内容をご確認の上、弊社 Web サイトの専用

フォームよりお問い合わせください。 

 製品のテクニカル サポートについて 

http://www.xlsoft.com/jp/products/activepdf/support.html 

 お問い合わせフォーム 

https://www.xlsoft.com/jp/services/xlsoft_form.html 

 
テクニカル サポートを利用するには、製品を登録する必要があります。下記の Web サイトより、登録を行っ

てください。 

https://www.xlsoft.com/jp/products/register/index.html 

 

今後とも弊社製品をご愛顧お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先: 

エクセルソフト株式会社 

〒108-0073  東京都港区三田 3-9-9  森伝ビル 6F 

Tel: 03-5440-7875   Fax: 03-5440-7876 
営業部: xlsoftkk@xlsoft.com 

© 1998-2015 XLsoft Corporation. 掲載記事の無断転載を禁じます。 
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