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はじめに

このたびは、DocuWorksをご利用いただき、まことにありがとうございます。

DocuWorksは、オフィスのさまざまな場面で作成されたデータを、統一して扱うことができるドキュメントハ
ンドリングソフトウェアです。
DocuWorksを使用すると、パーソナルコンピューター（以降、PCと表記）のアプリケーションで作成したド
キュメントや、スキャナーなどから取り込んだデータを、DocuWorksフォーマットのデータとして扱えます。
また、それらのデータをメールで送信したり、プリンターで印刷したりできます。

本書は、DocuWorks 9のインストール手順について説明します。DocuWorksをインストールする前に必ずお読
みください。
DocuWorksの操作方法、機能の詳細については、『ヘルプ』を参照してください。

本書の内容は、Microsoft Windows の基本的な操作方法を習得していることを前提に記述しています。

富士ゼロックスでは、ホームページからDocuWorksに関する情報を提供しています。
どうぞご利用ください。
https://www.fujixerox.co.jp/product/software/docuworks/
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マニュアル体系

DocuWorksの機能や操作を説明しているマニュアルは、次のとおりです。
マニュアルは、DocuWorks文書、PDFファイル、CHM、HTMLの形式で提供しています。

DocuWorks のマニュアル

マニュアル名 説明 形式

セットアップガイド（本書） DocuWorks の動作環境やインストール手順につ
いて説明します。

セットアップガイドの表示方法は、ダウンロー
ドしたインストールファイル（ZIP 形式）を解凍
し、「SetupGuide_ja.pdf」をダブルクリックしま
す。または DocuWorks のディスクイメージ

（ISO ファイル）から表示できます。

PDF ファイル

ヘルプ DocuWorks の全体や各機能の詳細について説明
しています。DocuWorks について、全体を知り
たいとき、各操作や機能について詳しく知りた
いときに参照します。また、DocuWorks を操作
中に、ダイアログボックスの設定方法を知りた
いときに参照します。
主に、次のことを説明します。
・ 概要、新機能の紹介

・ ウィンドウ操作環境の設定方法と使い方

・ すべての操作

・ メニューとダイアログボックスの機能

・ 仕様、互換性、注意・制限事項

ヘルプの表示方法は、DocuWorks Desk および
DocuWorks Viewer ウィンドウの［ヘルプ］メ
ニューから、［DocuWorks ヘルプ］を選択しま
す。

CHM

リリースノート DocuWorks をお使いになる前に、読んでいただ
きたい事項を記載しています。
DocuWorks の動作環境や、注意･制限事項につ
いて説明しています。

リリースノートの表示方法は、、Windows の［ス
タート］メニューから［すべてのプログラム］
＞［Fuji Xerox］＞［DocuWorks］＞［はじめに
お読みください］＞［はじめにお読みください

（DocuWorks）］を選択します。

HTML

スタートガイド DocuWorks の基本的な使い方について説明して
います。

スタートガイドの表示方法は、DocuWorks Desk
および DocuWorks Viewer ウィンドウの［ヘル
プ］メニューから、［スタートガイド］を選択し
ます。

DocuWorks
文書
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本書の使い方

本書は、DocuWorksの動作環境やインストール手順について説明します。

本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

1 インストールする前に
DocuWorksをインストールする前に、必要な環境やインストールするときの設定について説明し

ます。

2 インストールする
DocuWorksの各ソフトウェアのインストール手順について説明します。

3 ユーザー個別設定を実行する
はじめてDocuWorksを使用するときに必要な、ユーザー個別設定について説明します。

4 ライセンスを認証する
DocuWorks のライセンスを認証する方法、体験版を商品版に移行する方法、ライセンス認証を解

除する方法を説明します。

5 アンインストールする
DocuWorksの各ソフトウェアをアンインストールする手順について説明します。
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本書の表記

• 本書では、次の記号を使用しています。

• 本書は、Windows 10の画面や操作を例に記述しています。Windows 10以外のオペレーティン

グシステムをお使いのかたは、環境にあわせて読み替えてください。

• Microsoft Windows Operating Systemを「Windows」と表記しています。

• メニュー項目やダイアログボックスの項目を選ぶ操作を「選択する」と表現しています。ダイ

アログボックスのボタンにポインターを合わせて、マウスの左ボタンを押す操作を「クリック

する」と表現しています。

• ｢DocuWorks Desk｣を｢Desk｣、｢DocuWorks Viewer｣を｢Viewer｣と表記している場合がありま

す。

• 「［DocuWorks Desk］ウィンドウ」を「Deskウィンドウ」、「［DocuWorks Viewer］ウィンド

ウ」を「Viewerウィンドウ」 と表記している場合があります。

• 「DocuWorks 文書｣、「DocuWorks バインダー｣、および「DocuWorks 入れ物｣を総称して、

「DocuWorksファイル｣と表記します。

• 「Microsoft .NET Framework」を「.NET Framework」と表記します。

［　　］ 画面に表示されるメニュー、ボタン、タブ、項目を表します。
例：［適用］タブをクリックします。

｛　　｝ ユーザー名やサーバー名など、操作時に変わる値を表します。
例：［｛ユーザー名｝］をクリックします。

＞ メニューやツリー構造の階層を表します。
例：タスクバー左端の Windows アイコンをクリックし、［Fuji Xerox］＞

［DocuWorks］を選択します。

「　　」 マニュアル内の参照箇所を表します。
また、メッセージや強調する用語を表します。
例：「1　お使いになる前に」を参照してください。
　　「名前が指定されていません。」と表示されます。

『　　』 本書以外のマニュアルなどを表します。
例：『リリースノート』

注意事項を記述しています。

機能や操作に関する補足説明を記述しています。

参照先を記述しています。

注記

補足

参照
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1 インストールする前に

DocuWorksをインストールする前に、必要な環境やインストールするときの設

定について説明します。
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1   インストールする前に

1.1 インストールの前に確認すること

インストールをする前に、動作環境を確認してください。

動作環境

DocuWorks 9をお使いになるためには、次の動作環境が必要です。

*1： 新の対応OSについては、弊社公式サイトをご覧ください。

*2： 各OSの推奨値に準拠します。

*3： .NET Framework 3.5 Service Pack 1がインストールされていない場合は、これに加えてさら

に500 MB以上の空き容量が必要です。また、.NET Framework 4がインストールされていな

い場合は、これに加えてさらに4.5 GB以上の空き容量が必要です。

*4： ユーザー登録時は次の項目の入力が必要です。

Eメールアドレス、お名前（フリガナ）、ご住所、電話番号。

法人ユーザー様はこれらに加えて、法人名、部署名。

ユーザーの権限

DocuWorksのインストールを実行するには、Administratorsグループのユーザーである必要があります。インス

トールするユーザーが、Administratorsに所属しているかどうかを確認してください。

項目 説明

対応 OS *1 Windows 10（32 ビット）
Windows 10（64 ビット）
Windows 8.1 Update（32 ビット）
Windows 8.1 Update（64 ビット）

CPU *2 1 GHz 以上の 32 ビット（x86）プロセッサー、または 64 ビット
（x64）プロセッサー

ハードディスク容量 *2 インストール時は 1.5 GB 以上の空き容量が必要 *3

実際の操作には、加えて 200 MB 以上の空き容量を推奨

メモリー容量 *2 32 ビット OS の場合、1 GB 以上
64 ビット OS の場合、2 GB 以上

ディスプレイ *2 1,280×768 ピクセル以上、フルカラー

Web ブラウザー Internet Explorer 11

対応スキャナー TWAIN32 規格

その他 インストールファイルやディスクイメージのダウンロード、ライセ
ンスの認証には、富士ゼロックスダイレクトへのユーザー登録 *4 が
必要です。
また、ライセンス認証時に、インターネットを使用できる環境が必
要です。
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富士ゼロックスダイレクトでユーザーを登録する

インストーラーのダウンロード、ライセンスの認証には、富士ゼロックスダイレクトへのユーザー登録が必要

です。登録していない場合は、 初に登録します。

操作方法
1 Webブラウザーで次のURLにアクセスし、ユーザー登録をします。

https://direct.fujixerox.com/ap2/register/ols/
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1   インストールする前に

1.2 インストーラーをダウンロードする

次の2種類のインストーラーを、富士ゼロックスダイレクトで提供しています。

• インストールファイル

• ディスクイメージ（ISOファイル）

どちらかのインストーラーをダウンロードして、インストールしてください。

インストールファイルをダウンロードする

操作方法
1 Webブラウザーで次の富士ゼロックスダイレクトのページにアクセスし、「DocuWorks 9 体験

版・ライセンス認証版/サブスクリプション」のファイルをダウンロードします。

富士ゼロックスダイレクト DocuWorksサポート ダウンロードページ
https://direct.fujixerox.co.jp/ap1/dc/docuworks/ja/dl/dw9.jsp

補足 • 富士ゼロックスダイレクトへのログインが必要です。

2 ダウンロードしたファイルを解凍します。

ディスクイメージをダウンロードする

ディスクイメージは、ISOファイルとして富士ゼロックスダイレクトで提供しています。

次の手順でISOファイルをダウンロードし、インストールしてください。

操作方法
1 Webブラウザーで次の富士ゼロックスダイレクトのページにアクセスし、「DocuWorks 9 体験

版・ライセンス認証版/サブスクリプション」のISOファイルをダウンロードします。
https://direct.fujixerox.co.jp/ap1/dc/docuworks/ja/dl/dwiso.jsp

補足 • 富士ゼロックスダイレクトへのログインが必要です。

ディスクイメージをマウントする

ディスクイメージを使用するには、マウントする必要があります。

補足 • ディスクイメージはマウントするほかに、DVDメディアに書き込んでインストールすることもできます。
ISOファイルをDVDメディアに書き込む方法については、お使いのOSのマニュアルを参照してください。
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操作方法
1 ダウンロードしたISOファイルをマウントします。

たとえば、Microsoft Windows 10の場合、ISOファイルを右クリックし、「マウント」を選択し

ます。

仮想ドライブが表示されます。

2 仮想ドライブの「autorun」フォルダーを開き、「autorun.exe」をダブルクリックします。

メニュー画面が表示されます。

補足 • 仮想ドライブを閉じるには、仮想ドライブを右クリックし、［取り出し］を選択します。

参照 • 「メニュー画面」（P.13）

メニュー画面

ISOファイルをマウントし、仮想ドライブの「autorun」フォルダー内にある「autorun.exe」をダブルクリック

すると、次の画面が表示されます。

補足 • DVDメディアに書き込んだ場合は、ディスクドライブにセットします。
メニュー画面が表示されない場合は、DVDメディアの「autorun」フォルダー内にある、「autorun.exe」
を実行します。

• セットアップガイド

ボタンをクリックすると、『DocuWorksセットアップガイド（本書）』が表示されます。



14

1   インストールする前に

• DocuWorks 9のインストール

ボタンをクリックすると、Visual C++ Runtime がインストールされ、続けて DocuWorks 9 がイ

ンストールされます。DocuWorks 9 のインストールが完了すると、必要に応じてソフトウェア

がインストールされます。

参照 「2.1  DocuWorks 9をインストールする」（P.20）

• DocuWorks トレイ 2
ボタンをクリックすると、DocuWorks トレイ 2がインストールされます。

• DocuWorks 連携フォルダ for スキャン翻訳サービス

ボタンをクリックすると、DocuWorks 連携フォルダ for スキャン翻訳サービスがインストールさ

れます。

• DocuWorks Viewer Light 9
ボタンをクリックすると、DocuWorks Viewer Light 9 がインストールされます。

参照 • 「2.2  DocuWorks Viewer Light 9をインストールする」（P.26）

• DVD-ROM参照

ボタンをクリックすると、インストールメディアに格納されているファイルが表示されます。

• 終了

ボタンをクリックすると、メニュー画面が閉じます。



1.3  インストールの概要

15

1.3 インストールの概要

DocuWorks 9を使用するには、お使いのコンピューターにDocuWorks 9をインストールし、そのあと使用する

ユーザーごとに、「ユーザー個別設定」を行う必要があります。

インストールすると、必要なファイルが、お使いのコンピューターにコピーされます。ユーザーの個別設定を

すると、ユーザーごとに、DocuWorksを使用するための環境が構築されます。

新規インストールとアップグレードインストール

DocuWorks 9のインストールには、以下の方法があります。

• 新規インストール

DocuWorksがインストールされていないコンピューターに、DocuWorks 9新規購入/アップグレー

ド用パッケージを新しくインストールします。

• アップグレードインストール

DocuWorksがインストールされているコンピューターに、DocuWorks 9新規購入/アップグレード

用パッケージをインストールします。

DocuWorks 7.xまたはDocuWorks 8.xがインストールされている場合は、DocuWorks 7.xまたは

DocuWorks 8.xが自動アンインストールされて、DocuWorks 9がインストールされます。

DocuWorks 7.x以前がインストールされている場合は、DocuWorks 7.x以前は自動アンインストー

ルされません。あらかじめ手動でアンインストールを実施してください。

また、DocuWorks 7.xまたはDocuWorks 8.xのシリアル番号があれば、DocuWorks 9のアップグ

レード用シリアル番号を使用してインストールをすることができます。
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1   インストールする前に

DocuWorks 9インストールの流れ

DocuWorksのインストールの流れは、次のとおりです。

*1： 認証方法でサブスクリプションを選択した場合、この画面は表示されません。

*2： あとで体験版から商品版に移行することができます。「4  ライセンスを認証する」（P.39）を

参照して、ライセンスの認証を行ってください。

カスタム
すべての項目を順次選択します
・ インストール先のフォルダー
・ DocuWorks Viewer Controlの使用
・ DoduWorks Deskへのショートカット

標準
すべての項目が初期値で設定されます

インストールファイルをダウンロードし、解凍す
る、またはディスクイメージをダウンロードし、

マウントする

「Setup.exe」、または仮想ドライブの「autorun」
フォルダー内にある「autorun.exe」を

ダブルクリックする

セットアップタイプを選択する

DocuWorksのインストール完了

インストール言語を選択する

DocuWorks 9のインストールを選択する

体験版/商品版を選択する*1

商品版
体験版*2

体験版としてインストールされます

ライセンスを認証する
シリアル番号、富士ゼロックスダイレクト

のユーザー IDおよびパスワードを
入力します

富士ゼロックスダイレクトでユーザーを登録する

認証方法を選択する

起動中のアプリケーションを終了する
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ユーザーの個別設定の流れ

はじめてDocuWorksをお使いになるときには、ユーザーの個別設定を行う必要があります。

ユーザーの個別設定の流れは、次のとおりです。

*1： アップグレードインストールの場合に設定します。

インストールのカスタマイズ

管理者が複数台のコンピューターにDocuWorksをインストールする場合などに、インストールをカスタマイズ

できます。

「ご近所Desk」機能を無効にする

DocuWorks 9の「ご近所Desk」機能をインストールしない場合は、次の方法でインストールをカ

スタマイズできます。

操作方法
1 次のどちらかの操作をします。

インストールファイルの場合

(1) 解凍したインストールファイルのフォルダー（インストールプログラム「Setup.exe」と同

じフォルダー）内に、「dw.ini」という名前のテキストファイルを作成します。

ディスクイメージの場合

(1) 仮想ドライブ内の「dw」フォルダーをコンピューターのハードディスクにコピーします。

(2) ハードディスクにコピーした「dw」フォルダーを開きます。

(3) 「dw」フォルダー内に、「dw.ini」という名前のテキストファイルを作成します。

補足 • 「Tools」フォルダー内に、「dw.ini」のテンプレートがあります。

2 「dw.ini」ファイルに次の内容を入力します。

［OptionFile］
NeighborhoodDesks=N

3 「dw.ini」ファイルを保存します。

ハードディスクにコピーした「dw」フォルダー内の「Setup.exe」ファイルをダブルクリックす

ると、「dw.ini」ファイルの内容に従ってインストールが実行されます。

［OptionFile］のほかにも「dw.ini」ファイルで設定できる項目があります。詳しくは、DocuWorks
をインストールしたあと、ヘルプの［カスタマイズ設定］ > ［DocuWorksインストールのカスタ

マイズ］ を参照してください。

設定方法を選択する

カスタム設定
すべての項目を順次選択します
・ Deskフォルダーの場所
・ 一時ファイル用フォルダーの場所
・ 以前のDeskツールバーの継続*1
・ 以前のアノテーションツールの継続*1
・ OCRの選択
・ Officeアプリケーションの選択
・ ショートカットメニューの選択
・ 操作ログの記録
・ クラウドサービスとの連携

標準設定
すべての項目が初期値で設定されます
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サイレントインストールについて

DocuWorksのインストーラーには、ダイアログボックスを表示しない「サイレントインストール」

の機能がありますが、ライセンス認証が必要なDocuWorksでは、サイレントインストールを使用

しても、シリアル番号の入力とライセンス認証のダイアログボックスが必ず表示されます。その

ためライセンス認証が必要なDocuWorksでは、サイレントインストールの使用をお勧めしませ

ん。

補足 • 「dw.ini」ファイルに認証情報を記入することで、ライセンス認証が必要なDocuWorksでもサ
イレントインストールすることができます。



2 インストールする

DocuWorksの各ソフトウェアのインストール手順について説明します。
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2.1 DocuWorks 9をインストールする

DocuWorks 9を新規インストール、およびアップグレードインストールする手順を説明します。

インストールしたあと、「3.1  ユーザー個別設定を実行する」（P.31）を参照して、ユーザーの個別設定を行います。

注記 • 解凍したインストールファイルのフォルダー、またはインストーラーが格納されているフォルダーのフル

パスに、実行しているOSと異なる言語の文字が含まれていると、エラーメッセージが表示され、インス

トールできない場合があります。

• DocuWorks 9を商品版としてインストールするには、次の情報が必要です。

-商品パッケージ内のライセンス証書に記載してあるシリアル番号

-富士ゼロックスダイレクトに登録したユーザー ID（メールアドレス）とパスワード

操作方法
1 起動中のアプリケーションをすべて終了します。

2 次のどちらかの操作をします。

インストールファイルの場合

(1) 解凍したインストールファイルの「Setup.exe」をダブルクリックします。

(2) インストールする言語を選択し、［OK］をクリックします。

補足 • ［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されたら、［はい］をクリックします。

Microsoft Visual C++ Runtimeがインストールされます。

ディスクイメージの場合

(1) 仮想ドライブの「autorun」フォルダー内にある「autorun.exe」をダブルクリックします。

言語選択画面が表示されます。

(2) インストールする言語を選択し、［OK］をクリックします。

(3) ［DocuWorks 9のインストール］の左のボタンをクリックします。

3 コンピューターにDocuWorks 7.x/8.xがインストールされている場合、DocuWorks 7.x/8.xをア

ンインストールするかを確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］をクリックすると、DocuWorks 7.x/8.xがアンインストールされたあと、手順4のダイアロ

グボックスが表示されます。

［いいえ］をクリックすると、インストールは中止されます。

補足 • DocuWorks 7.x以前がインストールされている場合は、エラーメッセージが表示されインス
トールが中断されます。あらかじめDocuWorks 7.x以前をアンインストールしておいてくだ
さい。
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4 ［次へ］をクリックします。

［使用許諾契約］ダイアログボックスが表示されます。

5 内容を確認してから［使用許諾契約の条項に同意します］を選択し、［次へ］をクリックします。

6 認証方法を選択し、［次へ］をクリックします。

初期設定は［シリアル番号］です。

• シリアル番号

シリアル番号で認証を行います。

• サブスクリプション

富士ゼロックスダイレクトのアカウントでログインして認証を行います。サブスクリプショ

ンは一部地域でのみご利用いただけます。
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7 セットアップタイプを選択し、［次へ］をクリックします。

初期設定は、［標準］です。

• 標準

デフォルト設定でインストールします。手順11に進みます。

• カスタム

デフォルト設定を変更してインストールします。手順8に進みます。

8 インストール先のフォルダーを選択し、［次へ］をクリックします。

注記 • 次の場所には、インストールしないでください。正常に動作しません。

- ネットワークフォルダー

- 「C:¥」などのドライブ直下

- CD-R/RW、MO、メモリーカードなどのリムーバブルメディア

補足 • 新規インストールの初期設定は、32 bit OSの場合「C:¥Program Files¥Fuji Xerox¥
DocuWorks」です。
アップグレードインストールの場合の初期設定は、旧バージョンのDocuWorksがインストー
ルされているフォルダーです。
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9 DocuWorks Viewer Controlを使用するかどうかを選択し、［次へ］をクリックします。

［使用する］を選択すると、Internet Explorer上で表示したDocuWorksファイルに、アノテーショ

ンの貼り付けや属性変更などの編集を行ったり、保存したりできます。

10 デスクトップにDeskへのショートカットを作成するかどうかを選択し、［次へ］をクリックしま

す。

11 設定内容を確認し、［インストール］をクリックします。
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12 ［完了］をクリックします。

DocuWorksの動作に必要なソフトウェアのインストールが開始されます。

13 次のどちらかを選択し、［次へ］をクリックします。

•［体験版をインストールします］

DocuWorksは体験版としてインストールされます。手順15に進みます。

•［シリアル番号を入力して製品版をインストールします。］

シリアル番号は、商品パッケージ内のライセンス証書に記載してある番号です。

シリアル番号のチェックが行われます。手順14に進みます。

注記 • ［キャンセル］をクリックした場合は、ライセンス認証を中止するかどうかを確認

するダイアログボックスが表示されます。［いいえ］をクリックすると手順13のダ

イアログボックスに戻ります。［はい］をクリックすると手順15に進み、DocuWorks
は体験版としてインストールされます。

補足 • DocuWorks 7.x/8.xがインストールされていない環境に、DocuWorks 9のアップグレード用シ
リアル番号を入力した場合は、このあとアップグレード対象製品のシリアル番号を入力する
ウィンドウが表示されます。DocuWorks 7.x/8.xのシリアル番号を入力し、［次へ］をクリッ
クします。

14 ［ユーザー ID（メールアドレス）］と［パスワード］を入力し、［OK］をクリックします。

•［ユーザー ID（メールアドレス）］には、富士ゼロックスダイレクトに登録したユーザー ID
（メールアドレス）を入力します。「@」の右側を含むメールアドレスの全体を入力してくだ

さい。
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•［パスワード］には、富士ゼロックスダイレクトに登録したパスワードを入力します。

注記 • DocuWorks 7以前で登録されていた従来のユーザー ID（10桁の数字）を入力する

と、ダイアログボックスが表示されます。［OK］をクリックし、富士ゼロックスダ

イレクトに登録したユーザー ID（メールアドレス）を入力し直してください。

ライセンスの認証が行われます。ライセンスの認証に成功したというダイアログボックスが表示

されたら、［OK］をクリックします。

注記 • ライセンスの認証を行うには、インターネットに接続されている必要があります。

ライセンスの認証に失敗した場合は、DocuWorksの起動時に「体験版」と表示さ

れます。体験版を商品版として使用するには、「4  ライセンスを認証する」（P.39）
を参照してライセンスの認証を行ってください。

• 手順14のダイアログボックスで［キャンセル］をクリックした場合は、ライセンス

認証を中止するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。［いいえ］

をクリックすると手順14のダイアログボックスに戻ります。［はい］をクリックす

るとDocuWorksは「シリアル番号を登録した体験版」としてインストールされま

す。

• 手順14のダイアログボックスで誤ったユーザー IDとパスワードを5回入力すると、

パスワードがロックされます。パスワードを忘れた場合は、Webブラウザーで次の

URLにアクセスし、富士ゼロックスダイレクトでパスワードをリセットしてくださ

い。
https://direct.fujixerox.co.jp/ap1/resetpassword/apply_form

15 DocuWorksの動作に必要なソフトウェアをインストールします。

• コンピューターの再起動を促す画面が表示された場合

コンピューターを再起動して、インストールを実行したユーザーでログインします。手順1
～4を再度実行し、「DocuWorks 9のセットアップウィザードへようこそ」画面で［キャン

セル］をクリックします。「DocuWorks 9セットアップを中断しました」画面で［完了］を

クリックすると、次のソフトウェアのインストールがはじまります。

• コンピューターの再起動を促す画面が表示されなかった場合

自動的に次のソフトウェアのインストールがはじまります。

注記 • コンピューターの再起動を促す画面は、インストールで上書きできないファイルが

あった場合に表示されます。再起動することでインストールが完了します。

DocuWorksのインストールはこれで終了です。「3.1 ユーザー個別設定を実行する」（P.31）に進

んでください。
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2.2 DocuWorks Viewer Light 9をインス
トールする

DocuWorks Viewer Lightは、無償のDocuWorksファイル閲覧ソフトウェアです。DocuWorksをインストールし

ていないPCで、DocuWorksファイルを表示できます。

補足 • DocuWorksをインストールしたPCには、DocuWorks Viewer Lightをインストールする必要はありません。
• ディスクイメージからインストールできます。

DocuWorks Viewer Lightでは、DocuWorksファイルの表示、印刷、文字列の検索やコピー、リンクアノテーショ

ンによるジャンプ、オリジナルデータの取り出し、およびWebブラウザーにDocuWorksファイルを表示できま

す。DocuWorksファイルの編集はできません。

注記 • DocuWorks Viewer Light for Web 5.xがインストールされている場合は、そのDocuWorks Viewer Light
for Webをアンインストールせずに、DocuWorks Viewer Light 9を上書きでインストールしてください。

補足 • DocuWorks Viewer Light for Webは、旧バージョンで提供していたソフトウェアです。現在のバージョン
では、DocuWorks Viewer Light for Webの機能はDocuWorks Viewer Lightに統合されました。

DocuWorks Viewer Light 9のインストール手順

操作方法
1 起動中のアプリケーションをすべて終了します。

2 仮想ドライブの「autorun」フォルダーの「autorun.exe」をダブルクリックします。

言語選択画面が表示されます。

3 インストールする言語を選択し、［OK］をクリックします。

4 ［DocuWorks Viewer Light 9］の左のボタンをクリックします。

補足 • ［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されたら、［はい］をクリックします。
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5 ［次へ］をクリックします。

［使用許諾契約］ダイアログボックスが表示されます。

6 内容を確認してから［使用許諾契約の条項に同意します］を選択し、［次へ］をクリックします。

7 セットアップタイプを選択し、［次へ］をクリックします。

初期設定は、［標準］です。

• 標準

デフォルト設定でインストールします。手順10に進みます。

• カスタム

デフォルト設定を変更してインストールします。手順8に進みます。
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8 インストール先のフォルダーを選択し、［次へ］をクリックします。

補足 • DocuWorks 9がすでにインストールされている場合、DocuWorks 9と同じ場所にインストー
ルすることをお勧めします。

9 DocuWorks文書を表示するブラウザーを選択し、［次へ］をクリックします。

10 設定内容を確認し、［インストール］をクリックします。
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11 ［完了］をクリックします。

注記 • コンピューターの再起動を促す画面が表示された場合は、必ず再起動して、インス

トールを実行したユーザーでログインしてください。コンピューターの再起動を促

す画面は、インストールで上書きできないファイルがあった場合に表示されます。

再起動することでインストールが完了します。



3 ユーザー個別設定を実

行する

はじめてDocuWorksを使用するときに必要な、ユーザー個別設定について説明

します。
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3.1 ユーザー個別設定を実行する

はじめてDocuWorksを使用するときは、Deskフォルダーの場所、一時ファイル用フォルダーの場所、使用する

OCRの種類などを、ユーザー（Windowsアカウント）ごとに個別に設定する必要があります。ユーザー個別設

定が完了すると、DocuWorksを使用できます。あとからでも、ユーザー個別設定の設定内容を変更できます。

補足 • インストールのあと、はじめてDocuWorksを起動すると、自動的にユーザー個別設定ツールが実行され、
手順2の画面が表示されます。

操作方法
1 タスクバー左端のWindowsアイコンをクリックし、

［Fuji Xerox］→［DocuWorks ユーザー個別設定ツール］を選択します。

2 ［次へ］をクリックします。

3 標準設定、カスタム設定のどちらかを選択し、［次へ］をクリックします。

初期設定は、［標準設定］です。

• 標準設定

デフォルト設定でユーザー個別設定を設定します。手順13に進みます。

• カスタム設定

デフォルト設定を変更してユーザー個別設定を設定します。手順4に進みます。



32

3   ユーザー個別設定を実行する

4 Deskフォルダーを作成する場所を選択し、［次へ］をクリックします。

Deskで使用するユーザーフォルダーなどが作成されるフォルダーです。ユーザーデータが保存さ

れるので、十分な空き容量が必要です。

初期設定は、「（Personalフォルダー）¥Fuji Xerox¥DocuWorks¥DWFolders」です。

補足 • デフォルトの（Personalフォルダー）の場所は、次のとおりです。

- C:¥Users¥ユーザー名¥Documents
• アップグレードインストールしたあと、はじめて個別設定を行うときの初期設定は、旧バー

ジョンのDocuWorksが使用していた「Deskフォルダー」の場所です。

5 一時ファイル用フォルダーを作成する場所を選択し、［次へ］をクリックします。

DocuWorksが動作するときに、プログラムが一時的に使用するフォルダーです。

初期設定は、「（ローカルApplication Dataフォルダー）¥Fuji Xerox¥DocuWorks¥DWTemp｣です。

注記 • 一時ファイルを次の場所に作成しないでください。正常に動作しません。

- 「C:¥」などのドライブ直下

- CD-R/RW、MO、メモリーカードなどのリムーバブルメディア

• ネットワークフォルダーを指定する場合、複数のユーザーで、同じフォルダーの共

有はできません。

補足 • デフォルトの（ローカルApplication Dataフォルダー）の場所は、次のとおりです。

- C:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local
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6 アップグレードインストールの場合、DocuWorks Deskの設定を継続して使用するかどうかを設

定します。アップグレード前に追加変更したツールバーの設定を、引き続き使用する場合は、［継

続して使用する］にチェックマークを付けたままにします。*1

このバージョンの標準のツールバーに置き換える場合は、チェックマークを外します。

［次へ］をクリックします。

初期設定は、どちらにもチェックマークが付いています。

*1 DocuWorks 9の新規タブをお仕事バーに追加する場合は、［DocuWorks 9の新規タブをお仕事

バーに登録する］にチェックマークを付けたままにします。

新規タブをお仕事バーに追加しない場合は、チェックマークを外します。

7 アップグレードインストールの場合、アノテーションの設定を継続して使用するかどうかを設定

します。アップグレード前に追加変更したアノテーションツール、または定形/作成ツールを引き

続き使用する場合は、［継続して使用する］にチェックマークを付けたままにします。

このバージョンの標準のプラグインに置き換える場合は、チェックマークを外します。

［次へ］をクリックします。

初期設定は、チェックマークが付いています。
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8 DocuWorks で使用するOCRを選択し、［次へ］をクリックします。

［内蔵OCR］は、DocuWorks内蔵のOCRを使用します。通常はこちらを選択します。

［WinReader PRO］は、メディアドライブ株式会社が提供する、WinReader PRO（別売ソフト

ウェア）のOCRを使用します。

補足 • WinReader PROのOCRを使用するには、WinReader PRO（別売ソフトウェア）のインス
トールが必要です。

9 DocuWorks Creator for Microsoft Officeを有効にするOfficeアプリケーションを選択し、［次へ］

をクリックします。

DocuWorks Creator for Microsoft Officeを有効にすると、選択したOfficeアプリケーションのツー

ルバーに［DocuWorks文書を作成する］ボタンが追加されます。

初期設定は、すべてにチェックマークが付いています。
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10 作成するショートカットを選択し、［次へ］をクリックします。

［「送る」メニュー］を選択すると、Windowsのエクスプローラーで右クリックしたときに表示さ

れる［送る］の項目に、DocuWorks Printerが追加されます。

［クイック起動ツールバー］を選択すると、Windowsのタスクバーに表示されるクイック起動の項

目に、［DocuWorks Deskの起動］が追加されます。

初期設定は、すべてにチェックマークが付いています。

11 DocuWorksの操作ログを記録するかどうかを選択し、［次へ］をクリックします。

［アプリケーションの操作ログを記録する］を選択すると、［Desk］フォルダの配下に［Log］フォ

ルダを自動的に生成し、DocuWorksの操作ログを記録します。

初期設定は、チェックマークが付いています。
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12 クラウドサービスと連携するかどうかを選択し、［次へ］をクリックします。

クラウドサービスと連携する場合はチェックマークを付け、連携先の選択や詳細を設定します。

初期設定は、チェックマークが付いていません。

13 設定内容を確認し、［次へ］をクリックします。

14 ［閉じる］をクリックします。
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3.2 ユーザー個別設定を変更する

DocuWorksを使用していると、ハードディスク容量不足などでDeskフォルダーを別のフォルダーに変更したい

場合があります。このような場合は、DocuWorksユーザー個別設定ツールを使用します。

操作方法
1 タスクバー左端のWindowsアイコンをクリックし、

［Fuji Xerox］→［DocuWorks ユーザー個別設定ツール］を選択します。

2 ［設定の変更］を選択し、［次へ］をクリックします。

3 「3.1  ユーザー個別設定を実行する」（P.31）の手順4～12を実行し、設定を変更します。

補足 • Deskフォルダーの場所を変更すると、リンクフォルダーの設定、アノテーションツールファ
イル、電子印鑑ケースデータファイルなどは、新しいDeskフォルダーに引き継がれます。

4 設定内容を確認し、［次へ］をクリックします。
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3   ユーザー個別設定を実行する

5 ［閉じる］をクリックします。



4 ライセンスを認証する

DocuWorks のライセンスを認証する方法、体験版を商品版に移行する方法、ラ

イセンス認証を解除する方法を説明します。
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4   ライセンスを認証する

4.1 ライセンスを認証する

DocuWorksを商品版として使用いただくには、ライセンスの認証を行い、ライセンスを有効化する必要があり

ます。

ライセンスを認証するには、シリアル番号が必要です。シリアル番号は、商品パッケージ内のライセンス証書

に記載されています。シリアル番号をお持ちでない場合は、「体験版から商品版に移行する」（P.59）を参照し

てライセンスを購入してください。

License Activatorを起動・終了する

DocuWorksのライセンス認証は、ライセンス認証ツール「License Activator」を使用します。

License Activatorを起動する

操作方法
1 タスクバー左端のWindowsアイコンをクリックし、［Fuji Xerox］＞［ライセンス管理画面］を

選択します。

License Activator画面が表示されます。

License Activatorを終了する

操作方法
1 License Activator画面の［終了］をクリックします。

License Activatorの終了を確認する画面が表示されます。

2 ［はい］をクリックします。
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インターネット経由でライセンスを認証する

PCがインターネットに接続されていて、富士ゼロックスのライセンス認証サーバーとhttpsプロトコル（SSL）
で通信できる場合は、インターネット経由でライセンス認証できます。

操作方法
1 「License Activatorを起動する」（P.40）の手順を実行し、License Activatorを起動します。

2 ［ライセンス登録］をクリックします。

3 次の手順を実行します。

シリアル番号を手動で入力する場合

(1) ［シリアル番号（テキスト入力）］を選択します。

(2) シリアル番号を入力します。

シリアル番号は、商品パッケージ内のライセンス証書に記載されています。

(3) ［追加］をクリックします。

入力したシリアル番号が、一覧に追加されます。

(4) ［次へ］をクリックします。

(1) (3)

(4)

(2)
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4   ライセンスを認証する

シリアル番号をファイルから入力する場合
シリアル番号は、テキストファイルに保存したうえでLicense Activatorに読み込むことができま

す。複数のシリアル番号をファイルに記載するときは、次のように4 桁ごとにハイフン（-）で区

切り、番号ごとに改行します。

1111-2222-3333-4444-5555-6666
2222-3333-4444-5555-6666-7777

(1) ［シリアル番号（ファイルインポート）］を選択します。

(2) ［参照］クリックしてファイルを選択します。

補足 • シリアル番号が記載されたファイルへのフルパスは、手動で入力することもできます。

(3) ［次へ］をクリックします。

4 次の手順を実行します。

(1) ［インターネットを使ってライセンス認証を行う(推奨)］を選択します。

(2) ［次へ］をクリックします。

(1) (2)

(3)

(1)

(2)
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5 次の手順を実行します。

(1) 富士ゼロックスダイレクトで登録したメールアドレスとパスワードを指定します。

(2) メールで情報配信を受け取る場合は、［本商品に関連する情報のメール配信を希望する。］に

チェックマークを付けます。

補足 • 情報配信を希望しない場合は、チェックマークを外してください。

(3) ［次へ］をクリックします。

インターネットによるライセンス認証が実行されます。

6 ライセンス認証処理が終了したら、［完了］をクリックします。

(1)

(3)

(2)
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4   ライセンスを認証する

7 登録済みのライセンスを確認し、［終了］をクリックします。

ファイルを使用してライセンスを認証する

ライセンスファイルでライセンスを認証する流れ

ライセンス認証情報ファイルを

アップロードする

出力したライセンス認証情報ファイルを「富士ゼロックスダイレ
クト」にアップロードします。

参照 • 「ライセンス認証情報ファイルをアップロードす
る」（P.46）

ライセンスファイルを使用して

ライセンスを認証する

ライセンス認証情報ファイルを

出力する

License Activatorから、「ライセンス認証情報ファイル」を出力
します。

参照 • 「ライセンス認証情報ファイルを出力する」
（P.45）

ダウンロードしたライセンスファイルを、License Activatorにイ
ンポートし、ライセンスを認証します。

参照 • 「ライセンスファイルを使用してライセンスを認
証する」（P.49）

ライセンスファイルをダウン

ロードする

「富士ゼロックスダイレクト」から送付されたメールのURLにア
クセスし、ライセンスファイルをダウンロード
します。

参照 • 「ライセンスファイルをダウンロードする」
（P.48）
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ライセンス認証情報ファイルを出力する

操作方法
1 「インターネット経由でライセンスを認証する」（P.41）の手順1～ 3を実行し、シリアル番号を入

力します。

2 次の手順を実行します。

(1) ［ファイルを使ってライセンス認証を行う］を選択します。

(2) ［次へ］をクリックします。

3 次の手順を実行します。

(1) 富士ゼロックスダイレクトで登録したメールアドレスとパスワードを入力します。

(2) メールで情報配信を受け取る場合は、［本商品に関連する情報のメール配信を希望する。］に

チェックマークを付けます。

補足 • 情報配信を希望しない場合は、チェックマークを外してください。

(3) ［次へ］をクリックします。

(1)

(2)

(1)

(3)

(2)
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4   ライセンスを認証する

4 次の手順を実行します。

(1) ［参照］をクリックして、ライセンス認証情報ファイルの出力先とファイル名を指定し、保

存します。

補足 • 初期値は、出力先はデスクトップ、ファイル名は「activationinfor.dat」です。

(2) ［次へ］をクリックします。

処理結果確認画面が表示されます。

5 処理の結果を確認して、［完了］をクリックします。

ライセンス認証情報ファイルが、指定した出力先に、指定したファイル名で出力されます。

ライセンス認証情報ファイルをアップロードする

ライセンス認証情報ファイルを、富士ゼロックスダイレクトにアップロードします。

操作方法
1 Web ブラウザーで、次の「富士ゼロックスダイレクト」のファイルアップロードの認証ページの

URLにアクセスします。
https://direct.fujixerox.co.jp/ap1/license/bulk_activation/upload?proc=activation

「富士ゼロックスダイレクト」のログイン画面が表示されます。

2 ［ユーザー ID（メールアドレス）］と［パスワード］を入力し、［ログイン］ボタンをクリックします。

ファイルアップロードのページが表示されます。

(1)

(2)

https://direct.fujixerox.co.jp/ap1/license/bulk_activation/upload?proc=activation
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3 ［認証］タブが選択されていることを確認し、［参照］ボタンをクリックします。

4 出力したライセンス認証情報ファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックします。

補足 • ライセンス認証情報ファイルを直接ドラッグ＆ドロップしてアップロードすることもでき
ます。

5 ファイル欄に選択したファイルが表示されていることを確認し、［送信］ボタンをクリックします。

［ファイルの処理を受け付けました。］というメッセージが表示されます。
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4   ライセンスを認証する

ライセンスファイルをダウンロードする

ライセンス認証処理の完了を知らせるメールを受信したら、「富士ゼロックスダイレクト」からラ

イセンスファイルをダウンロードします。

操作方法
1 「富士ゼロックスダイレクト」から送信された、ライセンス認証処理の完了を知らせるメールを受

信します。

2 メールに記載されている［処理結果一覧］画面の URL をクリックし、Web ブラウザーで富士ゼ

ロックスダイレクトの［処理結果一覧］画面を表示します。

3 メールに記載されている受付番号の［結果］欄が「OK」であることを確認し、［ダウンロード］

をクリックします。

ライセンスファイルがダウンロードされます。
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ライセンスファイルを使用してライセンスを認証する

富士ゼロックスダイレクトからダウンロードしたライセンスファイルをLicense Activatorで読み込

んで、ライセンス認証を行います。

操作方法
1 「License Activatorを起動する」（P.40）を実行し、License Activatorを起動します。

2 ［高度な機能］をクリックします。

3 次の手順を実行します。

(1) ［ライセンスファイルインポート］をクリックします。

(2) ［次へ］をクリックします。

4 次の手順を実行します。

(1) ［参照］をクリックして、富士ゼロックスダイレクトからダウンロードしたライセンスファ

イルを指定します。

(1)

(2)
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4   ライセンスを認証する

(2) ［次へ］をクリックします。

ライセンスが認証されます。

(1)

(2)



4.2  ライセンス認証を解除する

51

4.2 ライセンス認証を解除する

DocuWorksをほかのPCに移行する場合や、DocuWorksの利用をやめる場合は、ライセンス認証を解除する必要

があります。

インターネット、または電子メールを使用して解除できます。

補足 • ライセンス認証されているDocuWorksをアンインストールすると、ライセンス認証は自動的に解除されま
す。

インターネット経由でライセンス認証を解除する

インターネット経由でライセンス認証を解除します。

次の手順を実行すると、License Activatorからシリアル番号情報が削除されます。

操作方法
1 「License Activatorを起動する」（P.40）を実行し、License Activatorを起動します。

2 ［ライセンス削除］をクリックします。

3 次の手順を実行します。

(1) ライセンス認証を解除する対象を選択します。
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4   ライセンスを認証する

(2) ［次へ］をクリックします。

4 次の手順を実行します。

(1) ［インターネットを使ってライセンス認証の解除を行う(推奨)］を選択します。

(2) ［次へ］をクリックします。

ソフトウェアのライセンス認証の解除が開始されます。

(1)

(2)

(1)

(2)
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5 処理結果を確認して、［完了］をクリックします。

ファイルを使用してライセンスを解除する

ライセンス認証解除ファイルを使用してライセンスを削除する手順について説明します。

次の手順を実行すると、License Activatorからシリアル番号情報が削除されます。

ファイルでラインセンスを削除する流れ

ライセンス認証解除ファイルを

アップロードする

出力したライセンス認証解除ファイルを、「富士ゼロックスダ
イレクト」にアップロードします。

参照 • 「ライセンス認証解除ファイルをアップロード
する」（P.55）

ライセンス認証解除ファイルを出

力する

License Activatorから、［ライセンス削除］ボタンを選択して
「ライセンス認証解除ファイル」を出力します。

参照 • 「ライセンス認証解除ファイルを出力する」
（P.54）
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4   ライセンスを認証する

ライセンス認証解除ファイルを出力する

操作方法
1 「License Activatorを起動する」（P.40）を実行し、License Activatorを起動します。

2 ［ライセンス削除］をクリックします。

3 次の手順を実行します。

(1) ライセンス認証を解除するソフトウェアを選択します。

(2) ［次へ］をクリックします。

4 次の手順を実行します。

(1) ［ファイルを使ってライセンス認証の解除を行う］を選択します。

(2) ［参照］をクリックして、ライセンス認証解除ファイルの出力先とファイル名を指定し、保

存します。

補足 • 初期値は、出力先はデスクトップ、ファイル名は「LRT.dat」です。

(1)

(2)
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(3) ［次へ］をクリックします。

処理結果確認画面が表示されます。

5 処理の結果を確認して、［完了］をクリックします。

ライセンス認証解除ファイルが、指定した出力先に、指定したファイル名で出力されます。

ライセンス認証解除ファイルをアップロードする

操作方法
1 Webブラウザーで、次の「富士ゼロックスダイレクト」のファイルアップロードの認証解除ペー

ジのURL にアクセスします。
https://direct.fujixerox.co.jp/ap1/license/bulk_activation/upload?proc=deactivation

「富士ゼロックスダイレクト」のログイン画面が表示されます。

2 ［ユーザー ID（メールアドレス）］と［パスワード］を入力し、［ログイン］ボタンをクリックします。

ファイルアップロードのページが表示されます。

(3)

(2)

(1)

https://direct.fujixerox.co.jp/ap1/license/bulk_activation/upload?proc=deactivation
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4   ライセンスを認証する

3 ［認証解除］タブが表示されていることを確認し、［参照］ボタンをクリックします。

4 出力したライセンス認証情報ファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックします。

補足 • ライセンス認証情報ファイルを直接ドラッグ＆ドロップすることもできます。
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5 ファイル欄に選択したファイルが表示されていることを確認し、［送信］ボタンをクリックします。

「ファイルの処理を受け付けました。」というメッセージが表示されます。

6 「富士ゼロックスダイレクト」から送信された、ライセンス認証処理の完了を知らせるメールを受

信します。

7 メールに記載されている［処理結果一覧］画面のURL をクリックし、Web ブラウザーで富士ゼ

ロックスダイレクトの［処理結果一覧］画面を表示します。
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4   ライセンスを認証する

8 メールに記載されている受付番号の［結果］欄が「OK」であることを確認します。
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4.3 体験版から商品版に移行する

DocuWorks 体験版には、60日の試用期間があります。試用期間が終了すると、DocuWorks体験版は起動しなく

なります。体験版を商品版に移行すると、試用期間の終了後も使い続けることができます。

体験版を商品版に移行するには、 初にライセンスを購入します。

操作方法
1 次の手順を実行してライセンスを購入します。

試用期限が過ぎる前

(1) DocuWorks DeskまたはDocuWorks Viewerを起動し、［ヘルプ］メニューの［ライセンス

管理］から［ライセンス購入ページ］を選択します。

試用期限が過ぎたあと

(1) ライセンスが認証済みでないため、実行できないことを示すダイアログボックスが表示され

ます。［ライセンス購入ページ］をクリックしてください。

Webブラウザーが起動し、DocuWorksの購入をご案内するページが表示されます。

2 表示されたご案内をお読みになり、DocuWorksのライセンス商品をご購入ください。

富士ゼロックスからDocuWorksのライセンス商品が到着したら、「4.1 ライセンスを認証する」

（P.40）の手順を実行してください。

補足 • DocuWorks のライセンス商品に封入されているライセンス証書は、大切に保管してくださ
い。
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4   ライセンスを認証する

4.4 ライセンスをほかのPCに移行する

DocuWorksのライセンスをほかのPCに移行する手順について説明します。

操作方法
1 「ライセンス認証を解除する」（P.51）を実行し、現在使用しているソフトウェアのライセンスを

無効にします。

2 ライセンスを移動するPCに、DocuWorksをインストールします。

3 「ライセンスを認証する」（P.40）を実行し、ライセンスを有効にします。



5 アンインストールする

DocuWorksの各ソフトウェアをアンインストールする手順について説明します。
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5   アンインストールする

5.1 DocuWorks 連携フォルダ for Working 
Folderをアンインストールする

DocuWorks連携フォルダ for Working Folderのアンインストールは、DocuWorksのアンインストールの前に行っ

てください。

補足 • DocuWorksをアンインストールしても、DocuWorks連携フォルダ for Working Folderはアンインストール
されません。個別にアンインストールします。

操作方法
1 タスクバー左端のWindowsアイコンをクリックし、［Windowsシステムツール］＞［コントロー

ルパネル］を選択し、コントロールパネルの［プログラムのアンインストール］をクリックします。

2 プログラム名の一覧から［Fuji Xerox DocuWorks 連携フォルダ for Working Folder（バージョ

ン番号）］を選択し、［アンインストール］をクリックします。

3 アンインストールを確認するダイアログボックスで、［はい］をクリックします。

補足 • ［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されたら、［はい］をクリックします。

4 画面の指示に従って、アンインストールします。

注記 • コンピューターの再起動を促す画面が表示された場合は、必ず再起動してくださ

い。コンピューターの再起動を促す画面は、アンインストールで削除できないファ

イルがあった場合に表示されます。再起動することでアンインストールが完了しま

す。
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5.2 DocuWorks 9をアンインストールする

補足 • DocuWorksをアンインストールしても、ユーザーの個別設定は自動で削除されません。アンインストール
したあとで、ユーザーごとに削除する必要があります。

• DocuWorksをアンインストールしても、DocuWorks連携フォルダ for Working Folderはアンインストール
されません。個別にアンインストールします。

参照 • ユーザーの個別設定の詳細については、ヘルプの［カスタマイズ設定］ ＞ ［ユーザーの個別設定のカスタ
マイズ］ ＞ ［ユーザーの個別設定をする］ を参照してください。

操作方法
1 タスクバー左端のWindowsアイコンをクリックし、［Windowsシステムツール］＞［コントロー

ルパネル］を選択し、コントロールパネルの［プログラムのアンインストール］をクリックします。

2 プログラム名の一覧から［Fuji Xerox DocuWorks 9］を選択し、［アンインストール］をクリッ

クします。

3 アンインストールを確認するダイアログボックスで、［はい］をクリックします。

補足 • ［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されたら、［はい］をクリックします。

4 プログラム名の一覧から［Fuji Xerox DocuWorks 9 LangPack］を選択し、［アンインストール］

をクリックします。

5 アンインストールを確認するダイアログボックスで、［はい］をクリックします。

6 画面の指示に従って、アンインストールします。

注記 • コンピューターの再起動を促す画面が表示された場合は、必ず再起動してくださ

い。コンピューターの再起動を促す画面は、アンインストールで削除できないファ

イルがあった場合に表示されます。再起動することでアンインストールが完了しま

す。
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5   アンインストールする

5.3 DocuWorks Viewer Light 9をアンイン
ストールする

操作方法
1 タスクバー左端のWindowsアイコンをクリックし、［Windowsシステムツール］＞［コントロー

ルパネル］を選択し、コントロールパネルの［プログラムのアンインストール］をクリックします。

2 プログラム名の一覧から［Fuji Xerox DocuWorks Viewer Light 9］を選択し、［アンインストー

ル］をクリックします。

3 アンインストールを確認するダイアログボックスで、［はい］をクリックします。

補足 • ［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されたら、［はい］をクリックします。

4 画面の指示に従って、アンインストールします。

注記 • コンピューターの再起動を促す画面が表示された場合は、必ず再起動してくださ

い。コンピューターの再起動を促す画面は、アンインストールで削除できないファ

イルがあった場合に表示されます。再起動することでアンインストールが完了しま

す。
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