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はじめに

このたびは富士ゼロックスのDocuWorks 文書情報エントリーをお買い上げいただき、まことにありがとうござ
います。

DocuWorks 文書情報エントリーは、DocuWorks文書、DocuWorksバインダー、DocuWorks入れ物、PDFファ
イルに属性を付与したり、属性が付与されたファイルを設定したフォルダに振り分けて登録したりするツール
です。また、付与した属性を利用して、登録した文書を検索し、検索した結果をCSVファイルで出力したり、属
性を一括で置換したりできます。

本書は、DocuWorks 文書情報エントリーのセットアップや、使い方について説明しています。
DocuWorks 文書情報エントリーをお使いのときは、本書をお読みください。

なお、本書の内容は、Microsoft® Windows® Operating System、およびDocuWorksについて、知識や操作方法
を習得されているかたを対象として記述しています。
Microsoft Windows Operating System、およびDocuWorksについては、それぞれ付属のマニュアルを参照してく
ださい。
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マニュアル体系

DocuWorks 文書情報エントリーには、次のマニュアルがあります。
マニュアルは、DocuWorks文書またはHTMLの形式で提供しています。

DocuWorks 文書情報エントリーのマニュアル

マニュアル名 説明 形式

DocuWorks 文書情報エントリー 2
ユーザーガイド（本書）

DocuWorks 文書情報エントリーのセットアップ
や、使い方について説明しています。

DocuWorks
文書

DocuWorks 文書情報エントリー 2
リリースノート

DocuWorks 文書情報エントリーのご使用に関する
補足情報、および制限事項を説明しています。

リリースノートを表示するには、タスクバー左端
の Windows アイコンをクリックし、［Fuji Xerox］
＞［DocuWorks 文書情報エントリー］＞［はじめ
にお読みください（DocuWorks 文書情報エント
リー 2）］を選択します。

HTML
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本書の使い方

本書は、DocuWorks 文書情報エントリーのセットアップや、使い方について説明しています。

本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

1 お使いになる前に
この章では、DocuWorks 文書情報エントリーの動作環境、インストール、アンインストールにつ

いて説明します。

2 プラグインの設定
この章では、操作するユーザーの設定、ファイルに付与する属性、登録先の設定について説明し

ます。

属性の設定では、ファイルに属性を付与するときに入力する属性ごとの値や、入力の必須/任意な

どを設定できます。

登録先の設定では、属性を付与したファイルを振り分けて保存するフォルダを設定できます。

3 属性の付与とファイルの振り分け
この章では、属性を付与したり、属性を付与したファイルを振り分けて登録したりする方法につ

いて説明します。

4 属性の検索
この章では、付与した属性を利用して、登録した文書を検索する方法について説明します。検索

結果は、CSVファイルで出力もできます。

5 属性の一括置換
この章では、付与した属性を一括で置換する方法について説明します。

置換処理の結果は、CSVファイルで出力されます。

6 Appendix
この章では、DocuWorks 文書情報エントリーを使用したときによくある質問、設定や運用の注意

点などについて記載しています。
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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。

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

• パーソナルコンピューターを「PC」と表記しています。

• 光学文字認識（Optical Character Recognition）を「OCR」と表記しています。

• マウスの右ボタンをクリックすることを「右クリック」と表記しています。

• 右クリックして表示されるメニューを「ショートカットメニュー」と表記しています。

• 本書では、次のOSとDocuWorksの画面で操作を説明しています。

•OS：Windows 10
•DocuWorks：DocuWorks 9

• ご使用の環境によって、マニュアルに記載されている画面と実際の画面とが異なることがあり

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、［Windows システム

ツール］＞［コントロールパネル］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　概要」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：『DocuWorks 文書情報エントリー 2 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。

「 」のあとに参照先を記述しています。
例： ログイン方法 「1.1 ログインとログアウト」（P.10）

注記

補足

参照
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1 お使いになる前に

この章では、DocuWorks 文書情報エントリーの動作環境、インストール、アン

インストールについて説明します。
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1   お使いになる前に

1.1 概要

DocuWorks 文書情報エントリーは、DocuWorksに追加するプラグインです。
DocuWorks 文書情報エントリーをインストールすると、次の2つのプラグインが追加できます。

• 文書情報エントリー（属性の編集）

DocuWorks文書、DocuWorksバインダー、DocuWorks入れ物、およびPDFファイルに属性を付与します。

属性を付与したファイルを、設定したフォルダに振り分けて登録します。

• 文書情報エントリー（属性の検索）

登録したファイルを、文書種類や属性名で検索します。

検索結果は、CSVファイルで出力したり、属性を一括で置換したりできます。
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1.2 動作環境

DocuWorks 文書情報エントリーを使用するPCに必要な動作環境は、次のとおりです。

注記 • クラウド環境には対応していません。

• 仮想環境には対応していません。

• 新の対応OSについては、弊社公式サイトを参照してください。

補足 • Microsoft .NET Framework 4.5.2以降がインストールされていない場合、DocuWorks 文書情
報エントリーをインストールするときに、Microsoft .NET Framework 4.6.2が自動でインス
トールされます。Microsoft .NET Framework 4.6.2のインストールには、4.5GB以上の空き容
量が必要です。

• Microsoft Visual C++ 2015ランタイムライブラリがインストールされていない場合、
DocuWorks 文書情報エントリーをインストールするときに、自動でインストールされます。
インストールには、それぞれ50 MB以上の空き容量が必要です。

• 富士ゼロックスダイレクトへのユーザー登録時に、次の項目を入力してください。
- 電子メールアドレス
- 名前（フリガナ）
- 住所
- 電話番号
法人ユーザー様の場合、次の項目も入力してください。

- 法人名
- 部署名

項目 内容

対応 OS ・ Windows 10（32ビット）日本語版

・ Windows 10（64ビット） 日本語版

・ Windows 8.1 Update（32ビット）日本語版

・ Windows 8.1 Update（64ビット）日本語版

CPU 1 GHz 以上のプロセッサー

ハードディスク容量 80 MB 以上の空き容量
ただし、インストール時は 300 MB 以上の空き容量が必要

メモリー容量 1 GB 以上（64 ビット OS の場合は 2 GB 以上）

ディスプレイ 1,024×768 ピクセル以上、フルカラー以上

必要なソフトウェア ・ 体験版・ライセンス認証版：DocuWorks 9.0.2以降

サブスクリプション版：DocuWorks 9.0.7以降

・ Microsoft .NET Framework 4.5.2以降

・ Microsoft Visual C++® 2015ランタイムライブラリ

その他 ライセンス認証時に、インターネットおよび電子メールを使用できる
環境が必要です。また、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。
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1   お使いになる前に

1.3 対応するファイルフォーマット

DocuWorks 文書情報エントリーで対応しているファイルフォーマットは、次のとおりです。
「（）」内は、そのファイルフォーマットの拡張子です。
• DocuWorks文書（.xdw）

• DocuWorksバインダー（.xbd）
• DocuWorks入れ物（.xct）
• PDFファイル（.pdf）

注記 • セキュリティーを設定したファイルには対応していません。 
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1.4 インストールする

DocuWorks 文書情報エントリーをインストールする手順について説明します。
体験版・ライセンス認証版をご利用の場合は、インストールが完了したあと、「1.5  ライセンスを認証する（ラ
イセンス認証版のみ）」（P.17）を参照し、ライセンス認証を実施してください。

インストールを行う前に、富士ゼロックスダイレクトからダウンロードしたファイルを解凍しておいてくださ
い。

操作方法

1 DocuWorks 文書情報エントリーをインストールするPCに、Administrator権限を持つユーザー

でログオンします。

2 DocuWorks Desk、DocuWorks Viewerなど、DocuWorks関連アプリケーションをすべて終了

します。

3 「｛DocuWorks 文書情報エントリーを解凍したフォルダ｝¥Setup.exe」をダブルクリックします。
インストーラーが起動します。

補足 • ［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、［はい］をクリックします。
• DocuWorks 文書情報エントリー 1.x.x がインストールされている場合は、ライセンス認証の

解除とアンインストールの確認画面が表示されます。［はい］をクリックしてください。
• 次のソフトウェアがインストールされていない場合、DocuWorks 文書情報エントリーをイン

ストールするときに、それぞれ自動でインストールされます。

- Microsoft .NET Framework 4.5.2以降
- Microsoft Visual C++ 2015ランタイムライブラリ

• サブスクリプション版でサイレントインストールする場合は、画面は表示されません。初期
値でインストールされます。

4 ［次へ］をクリックします。
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1   お使いになる前に

5 使用許諾契約の条項を確認し、［使用許諾契約の条項に同意します］を選択して［次へ］をクリッ

クします。

6 インストール先のフォルダを確認し、［次へ］をクリックします。

補足 • インストール先フォルダを変更する場合は、［変更］をクリックし、インストール先フォルダ
を選択してください。
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7 ［インストール］をクリックします。

インストールが開始されます。

インストールが終了すると、インストールを完了する画面が表示されます。

8 ［完了］をクリックします。

DocuWorks 文書情報エントリーのインストールは完了です。
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1   お使いになる前に

9 次のどちらかを選択し、［次へ］をクリックします。（体験版・ライセンス認証版のみ）
•［体験版として使用する］

DocuWorks 文書情報エントリーは、体験版としてインストールされます。

•［シリアル番号を入力して、製品版として使用する］

ライセンス認証を行います。

インターネット経由で認証する場合は、「インターネット経由でライセンスを認証する」（P.18）を参

照してください。

ファイルを使用して認証する場合は、「ファイルを使用してライセンスを認証する」（P.22）を参照し

てください。

補足 • DocuWorks 文書情報エントリーのプログラムが破損したり削除されたりしたときは、次の方
法で修復してください。
1.Administratorsグループに属するユーザーでログオンします。
2.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、［プログラムのアンインストール］をクリックします。
3.プログラム名の一覧から［Fuji Xerox DocuWorks 文書情報エントリー 2］を選択し、［修

復］をクリックします。
修復が実施されます。
修復が終了しても、完了の画面は表示されません。
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1.5 ライセンスを認証する（ライセンス認
証版のみ）

DocuWorks 文書情報エントリーは、ライセンス認証が必要なソフトウェアです。
DocuWorks 文書情報エントリーを使用する前に、シリアル番号を入力してライセンス認証を実施してくださ
い。
ライセンス認証を実施しない場合、体験版としてDocuWorks 文書情報エントリーを60日間使用できます。

ライセンス認証には、次の方法があります。
•「インターネット経由でライセンスを認証する」（P.18）

インターネットを使用してライセンス認証を実施します。通常は、この方法でライセンス認証を実施します。

DocuWorks 文書情報エントリーをインストールしたPCを、インターネットに接続します。

補足 • httpsプロトコル（SSL）でライセンス認証サーバーと通信できることが必要です。
• プロキシサーバーを使用する場合は、Internet Explorer®のオプションでプロキシサーバーを設定します。

•「ファイルを使用してライセンスを認証する」（P.22）
インターネットを使用してライセンス認証が実施できない場合は、ファイルを使用してライセンス認証を実

施します。

「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、折り返し送付される

メールのURLから「ライセンスファイル」をダウンロードして、ライセンス認証を実施します。

このあとLicense Activator（ライセンス管理画面）を起動して、シリアル番号を入力し、ライセンス認証を実施
します。

License Activatorを起動・終了する

License Activatorを起動する

操作方法

1 DocuWorks 文書情報エントリーがインストールされているPCに、Administrator権限を持つ

ユーザーでログオンします。
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1   お使いになる前に

2 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

（DocuWorks 文書情報エントリー 2）］（ ）を選択します。

補足 • ［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、［はい］をクリックします。

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。

インターネット経由でライセンスを認証する

操作方法

1 「License Activatorを起動する」（P.17）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。
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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）］が選択されていることを確認し、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。

(2)［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。

(3)［次へ］をクリックします。

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、手動でも入力できます。

(3)［次へ］をクリックします。

(3)

(2)
(1)

(3)

(2)
(1)
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1   お使いになる前に

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。

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。

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)
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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。

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。
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1   お使いになる前に

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.18）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。

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.24）

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.22）

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.27）

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.26）
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(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)

(2)

(3)
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1   お使いになる前に

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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1   お使いになる前に

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.17）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。

(1)

(2)
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1   お使いになる前に

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。

(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)
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1.6 ライセンス認証を解除する（ライセン
ス認証版のみ）

DocuWorks 文書情報エントリーをほかのPCに移行する場合や、DocuWorks 文書情報エントリーの利用をやめ

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、またはファイ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 文書情報エントリー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.17）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。
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1   お使いになる前に

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。

(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認証を解除する

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.33）

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.32）
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1   お使いになる前に

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.17）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。

(1)

(3)

(2)

https://direct.fujixerox.co.jp/ap1/license/bulk_activation/upload?proc=deactivation
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1   お使いになる前に

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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1   お使いになる前に

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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1.7 ライセンスをほかのPCに移行する（ラ
イセンス認証版のみ）

DocuWorks 文書情報エントリー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（ライセンス認証版のみ）」（P.29）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 ライセンスを移行するPCに、DocuWorks 文書情報エントリーをインストールします。

3 「ライセンスを認証する（ライセンス認証版のみ）」（P.17）を実行し、ライセンスを有効にします。
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1   お使いになる前に

1.8 アンインストールする

操作方法

1 DocuWorks 文書情報エントリーをインストールするPCに、Administrator権限を持つユーザー

でログオンします。

2 DocuWorks 文書情報エントリー、DocuWorks Desk、DocuWorks Viewerなど、DocuWorks関
連アプリケーションをすべて終了します。

3 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、［プログラムのアンインストール］をクリックします。

4 ［Fuji Xerox DocuWorks 文書情報エントリー 2］を選択し、［アンインストール］をクリックし

ます。

確認のメッセージが表示されます。

5 ［はい］をクリックします。
アンインストールが開始されます。

補足 • ［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、［はい］をクリックします。
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1.9 アップデートする（ライセンス認証版
のみ）

DocuWorks 文書情報エントリーがインストールされている環境にアップデートインストーラーを使用し、
DocuWorks 文書情報エントリーをアップデートします。

アップデート対象

アップデート対象のバージョンについては、『DocuWorks 文書情報エントリー 2 リリースノート』を参照して
ください。

アップデート手順

アップデートを行う前に、富士ゼロックスダイレクトからダウンロードしたファイルを解凍しておいてくださ
い。

操作方法

1 DocuWorks 文書情報エントリーをアップデートするPCに、Administrator権限を持つユーザー

でログオンします。

2 DocuWorks 文書情報エントリー、DocuWorks Desk、DocuWorks Viewerなど、DocuWorks関
連アプリケーションをすべて終了します。

3 「｛DocuWorks 文書情報エントリーを解凍したフォルダ｝¥Setup.exe」をダブルクリックします。
アップデートインストーラーが起動します。

補足 • ［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、［はい］をクリックします。

4 ［次へ］をクリックします。
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1   お使いになる前に

5 使用許諾契約の条項を確認し、［使用許諾契約の条項に同意します］を選択して［次へ］をクリッ

クします。

6 ［インストール］をクリックします。

アップデートが開始されます。

アップデートが終了すると、アップデートを完了する画面が表示されます。
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7 ［完了］をクリックします。

DocuWorks 文書情報エントリー 2 を製品版として使用している場合は、アップデートの作業は完了です。

体験版を使用している場合は、手順8に進みます。

8 次のどちらかを選択し、［次へ］をクリックします。

補足 • サブスクリプション版では、この手順は行いません。

•［体験版として使用する］

DocuWorks 文書情報エントリーは、体験版としてインストールされます。

•［シリアル番号を入力して、製品版として使用する］

ライセンス認証を行います。

インターネット経由で認証する場合は、「インターネット経由でライセンスを認証する」（P.18）を参

照してください。

ファイルを使用して認証する場合は、「ファイルを使用してライセンスを認証する」（P.22）を参照し

てください。

バージョンの確認

DocuWorks 文書情報エントリーの［ヘルプ］メニューから［バージョン情報］を選択し、アップデート後の
バージョンが表示されていることを確認してください。



2 プラグインの設定

この章では、操作するユーザーの設定、ファイルに付与する属性、登録先の設定

について説明します。

属性の設定では、ファイルに属性を付与するときに入力する属性ごとの値や、入

力の必須/任意などを設定できます。

登録先の設定では、属性を付与したファイルを振り分けて保存するフォルダを設

定できます。



2.1  プラグインアイコンを追加する

43

2.1 プラグインアイコンを追加する

DocuWorks 文書情報エントリーのインストールが完了したら、プラグインアイコンをツールバーに追加しま
す。

操作方法

1 DocuWorks Deskを起動します。

2 ［ツール］＞［ツールの設定］を選択します。

3 ［コマンド］タブで［ツール］を選択し、［文書情報エントリー（属性の編集）］をツールバーにド

ラッグ&ドロップします。

補足 • 初めてプラグインアイコンを追加した場合、ユーザー設定ファイルが新規作成され、メッセー
ジが表示されます。［OK］をクリックしてください。

• お仕事バーにドラッグ＆ドロップすると、お仕事バーにも追加できます。
• 同じプラグインアイコンを複数追加した場合、［ボタン毎の設定］は、アイコンごとに設定で

きます。
ボタン毎の設定は、「2.2  環境設定」（P.45）を参照してください。

［環境設定］画面が表示されます。

4 ［環境設定］画面でプラグインの設定を行い、［OK］をクリックします。

参照 • 環境設定の設定 「2.2  環境設定」（P.45）

［文書情報エントリー（属性の編集）］がツールバーに追加されます。

5 ［文書情報エントリー（属性の検索）］をツールバーにドラッグ＆ドロップします。

［文書情報エントリー（属性の検索）］がツールバーに追加されます。

補足 • ［文書情報エントリー（属性の検索）］を複数追加した場合、プラグインアイコンごとに
検索条件を保存できます。検索条件の設定方法については、「4.1  対象ファイルを検索する」

（P.69）の手順1～8を参照してください。
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2   プラグインの設定

6 ［閉じる］をクリックします。

補足 • プラグインアイコンを削除する場合は、削除するアイコンを右クリックし、表示されたメ
ニューから［削除］を選択してください。
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2.2 環境設定

操作するユーザーの情報、画像情報の表示/非表示、DocuWorks 文書情報エントリーのログファイル（CSV形
式）の出力先の設定をします。

操作方法

1 DocuWorks Deskのツールバーの ［文書情報エントリー（属性の編集）］を右クリックし、

ショートカットメニューから［プロパティ］を選択します。

2 ［基本］タブで、［入力者情報］を［Windows のログインユーザー名を使用する］と［次のユー

ザー名を使用する］から選択します。
［次のユーザー名を使用する］を選択した場合は、使用するユーザー名をテキストボックスに入力してくだ

さい。

補足 • ［入力者情報］で設定したユーザー名は、操作画面の［入力者情報］の［ユーザー名］や、
DocuWorks 文書情報エントリーのログファイルに表示されます。

3 ［入力者情報をファイルに保存する］を設定します。
［入力者情報をファイルに保存する］にチェックを入れると、文書の登録または一時保存を行ったときに、

［入力者情報］で設定したユーザー名が属性名としてファイルに付与されます。

また、文書登録時にCSVファイルを出力する設定の場合、CSVファイルにもユーザー名が出力されます。

4 ［画像情報を表示する］を設定します。
［画像情報を表示する］のチェックを外すと、操作画面の画像情報が非表示になります。

5 ［ボタン毎の設定］の［文書種類の初期値］で、［文書種類］を設定します。

補足 • DocuWorks 文書情報エントリー 2.0以降で作成した［文書情報エントリー（属性の編集）］プ
ラグインアイコンにだけ設定できます。

• DocuWorks 文書情報エントリー 1.x.xで作成したプラグインアイコンでは無効になります。
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6 ［登録先の設定］で［フォルダに登録］と［トレイに登録］から選択します。
［フォルダに登録］を選択した場合は、［参照］をクリックし、振り分けられたファイルの登録先となる 上

位の階層のフォルダを設定してください。

補足 • 登録先となる 上位の階層のフォルダの初期値は、DocuWorks Deskの「ユーザーフォルダ」
です。「ユーザーフォルダ」については、『DocuWorksヘルプ』を参照してください。

［トレイに登録］は、DocuWorksトレイ 2.1以降がインストールされている場合にだけ選択できます。［トレ

イに登録］を選択した場合は、登録するトレイを選択してください。

補足 • ［トレイに登録］を選択した場合は、登録先にフォルダを作成してファイルを保存したり、登
録時にCSVを出力したりできません。

7 ［詳細設定］タブをクリックします。

8 ［ログファイルの設定］で［参照］をクリックし、ログファイル出力先のフォルダを設定します。

補足 • ログファイル出力先フォルダの初期値は、「C:¥Users¥｛Windowsのログインユーザー名｝¥
AppData¥Roaming¥Fuji Xerox¥DocuWorks Document Information Entry¥Logs」です。

9 ［表示設定を有効にする］を設定します。
［表示設定を有効にする］にチェックを入れると、操作画面の属性情報の入力欄右に文書表示の位置、表示

倍率、ページ数を保存するためのボタンを表示します。

参照 • 文書種類の設定について 「2.3  文書種類の設定」（P.47）

10 ［OK］をクリックします。
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2.3 文書種類の設定

文書種類では、新規作成、名前の変更、属性の編集や削除が行えます。
操作画面の［属性情報］に表示される［文書種類］を選択すると、文書種類に定義されている属性が表示されます。
文書種類の初期値として「領収書」、「請求書」、「見積書」、「納品書」、「注文書」が設定されています。

注記 • 設定できる文書種類は10種類までです。

補足 • 文書種類の設定は、インポート／エクスポートできます。
詳細は、「文書種類をインポート・エクスポートする」（P.54）を参照してください。

文書種類を新規作成する

操作方法

1 DocuWorks Deskのツールバーの ［文書情報エントリー（属性の編集）］を右クリックし、

ショートカットメニューから［プロパティ］を選択します。

2 ［詳細設定］タブをクリックします。
［一覧］に、設定されている文書種類が表示されます。

補足 • ［一覧］に表示されている文書種類は、操作画面の［文書種類］の表示順になります。

［一覧］の文書種類を選択して 、 をクリックすると、表示順を変更できます。

3 ［新規作成］をクリックします。
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4 ［文書種類］の名前を入力し、［OK］をクリックします。

補足 • 大20文字まで入力できます。

5 ［ユーザー定義］タブで、文書種類に定義する属性を設定します。

項目 説明

属性名 属性の名称を入力します。入力できる文字数は 255 文字までです。

種類 属性の種類を［テキスト］、［数値］、［日付］、［リスト（テキスト）］、［固定リスト
（テキスト）］、［有無］から選択します。
・［リスト（テキスト）］、［固定リスト（テキスト）］を選択した場合は、操作画面の

［入力欄］の値をプルダウンメニューから選択できるようになります。また、［リ

スト（テキスト）］を選択した場合は、［入力欄］の値をプルダウンメニューで選

択したあと、変更できます。

・［有無］を選択した場合は、操作画面の［入力欄］の値として、［有］または［無］

をプルダウンメニューから選択できるようになります。

注記 • PDFファイルの場合、選択した属性の種類に関わらず、値はテキスト形式にな

ります。［有無］を選択したとき、［有］は［true］、［無］は［false］の値になります。

値 値の初期値をテキストボックスに入力します。
・［種類］で［テキスト］を選択した場合は、 大255文字までで入力します。

・［種類］で［数値］を選択した場合は、-2147483648～2147483647の間で入力し

ます。

・［種類］で［日付］を選択した場合は、日付を1970/01/01から2036/02/06の間で入

力します。

・［種類］で、［リスト（テキスト）］または［固定リスト（テキスト）］を選択した

場合は、選択肢と選択肢は半角のカンマで区切り、1つの選択肢につき 大20文
字までで入力します。

選択肢は［リスト（テキスト）］の場合、 大19種類、［固定リスト（テキスト）］

の場合、 大20種類まで入力できます。



2.3  文書種類の設定

49

6 ［追加］をクリックします。
［一覧］に設定した属性が追加されます。

7 属性を複数設定する場合は、手順5から手順6を繰り返します。

補足 • ［一覧］に表示されている属性は、操作画面の［属性情報］の表示順になります。

［一覧］の属性を選択して 、 をクリックすると、表示順を変更できます。

8 ［登録先設定］タブをクリックします。

9 振り分けられたファイルの登録先を設定します。

必須入力 操作画面の［登録］操作時に、属性の値を必須入力とするかどうかを選択します。
［はい］を選択した場合、操作画面の［属性名］に「*」が表示されます。

編集禁止 操作画面で、属性の編集を禁止するかどうかを選択します。［はい］を選択した場
合、［値］に入力した初期値から変更できなくなります。

注記 • ［編集禁止］を［はい］に設定していると、操作画面で属性を編集できません。

ですので、このときに［必須入力］が［はい］に設定されていると、［値］に

初期値を設定しているか、あらかじめ属性が付与されていないと、登録できな

くなります。

項目 説明

フォルダ名 操作画面で［登録］操作を行うと、ファイルはこの［フォルダ名］
で設定した階層のフォルダに振り分けて登録されます。
フォルダの階層を設定するには、［詳細設定］をクリックします。
フォルダを作成する階層にチェックを入れ、プルダウンメニュー
からフォルダの名前として、文書種類、または必須入力とした属
性名を選択します。属性名を選択した場合、その値がフォルダの
名前になります。

項目 説明
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10 ［OK］をクリックします。

11 ［環境設定］画面の［OK］をクリックします。

ファイル名 操作画面で［登録］操作を行うと、ファイルはこの［ファイル名］
で設定した名前で登録されます。
ファイル名を設定するには、［詳細設定］をクリックします。
ファイル名とするルールにチェックを入れ、プルダウンメニュー
からファイルの名前として、元のファイル名、文書種類、または
必須入力とした属性名を選択します。属性名を選択した場合、そ
の値がファイルの名前になります。
また、「ルール」間に区切り文字を使用する場合は、プルダウンメ
ニューから［（なし）］、［ -（ハイフン）］、［ _（アンダーバー）］を
選択してください。

登録時に CSV を出力する チェックを入れると、［登録］操作時にファイルに付与されている
属性の情報を、CSV ファイルに出力します。
1 ファイルにつき、同じ名前の CSV ファイルが同じ場所に 1 ファ
イル作成されます。

日付の書式 日付型の属性の情報を CSV ファイルに出力するときに使用する書
式を、プルダウンメニューから選択します。

タイムゾーンを適用し
ない時刻にする

チェックを入れると、タイムゾーンを適用しない時刻で日時が出
力されます。

文字コード CSV ファイルに出力するときの文字コードを［UTF-8］、または
［Shift-JIS］から選択します。

ヘッダー行を出力する CSV ファイルを出力するときに、ヘッダー情報を出力するかしな
いかを設定します。

項目 説明
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文書種類の名称を変更する

操作方法

1 DocuWorks Deskのツールバーの ［文書情報エントリー（属性の編集）］を右クリックし、

ショートカットメニューから［プロパティ］を選択します。

2 ［詳細設定］タブをクリックします。

3 名称を変更する文書種類を選択し、［名前の変更］をクリックします。

4 ［文書種類］の名前を入力し、［OK］をクリックします。

補足 • 大20文字まで入力できます。

5 ［OK］をクリックします。
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文書種類のプロパティを編集する

文書種類に定義されている属性を編集します。

操作方法

1 DocuWorks Deskのツールバーの ［文書情報エントリー（属性の編集）］を右クリックし、

ショートカットメニューから［プロパティ］を選択します。

2 ［詳細設定］タブをクリックします。

3 編集する属性が定義されている文書種類を選択し、［プロパティ］をクリックします。

4 ［ユーザー定義］タブで、設定されている属性を編集します。
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属性の編集

(1)［一覧］から編集する属性を選択します。

(2) 属性を変更します。

「文書種類を新規作成する」（P.47）の手順5を参照して、属性を変更してください。

(3)［変更］をクリックします。

注記 • 属性の設定を変更したあとは、必ず［変更］をクリックしてください。

［変更］をクリックせずに［OK］をクリックしても、変更した設定内容は反映され

ません。

属性の追加

(1) 属性を設定します。

「文書種類を新規作成する」（P.47）の手順5を参照して、属性を設定してください。

補足 • 初に「属性名」を入力してください。

(2)［追加］をクリックします。

属性の削除

(1)［一覧］から削除する属性を選択します。

(2)［削除］をクリックします。

5 ［登録先設定］タブをクリックします。

6 振り分けられたファイルの登録先を変更します。
「文書種類を新規作成する」（P.47）の手順9を参照して、登録先を変更してください。

7 ［OK］をクリックします。

8 ［環境設定］画面の［OK］をクリックします。



54

2   プラグインの設定

文書種類をインポート・エクスポートする

操作方法

1 DocuWorks Deskのツールバーの ［文書情報エントリー（属性の編集）］を右クリックし、

ショートカットメニューから［プロパティ］を選択します。

2 ［詳細設定］タブをクリックします。

インポート

(1)［インポート］をクリックし、［はい］をクリックします。

(2) インポートするファイルを指定して［開く］をクリックし、［OK］をクリックします。

エクスポート

(1)［エクスポート］をクリックします。

(2) 保存先を指定して［保存］をクリックし、［OK］をクリックします。

補足 • ファイルの拡張子は「.ATMP」です。

3 ［環境設定］画面の［OK］をクリックします。
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文書種類の削除

操作方法

1 DocuWorks Deskのツールバーの ［文書情報エントリー（属性の編集）］を右クリックし、

ショートカットメニューから［プロパティ］を選択します。

2 ［詳細設定］タブをクリックします。

3 削除する文書種類を選択し、［削除］をクリックします。
確認のメッセージが表示されます。

4 ［はい］をクリックします。
文書種類が削除されます。

5 ［OK］をクリックします。
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2.4 設定をインポート・エクスポートする

DocuWorks 文書情報エントリーの設定（文書種類と属性名）のインポート/エクスポートが行えます。
DocuWorks 文書情報エントリーの設定情報は、DocuWorks 文書情報エントリーのプラグインアイコンが配置
されているツールバー、またはお仕事バーに含まれています。

注記 • DocuWorks 文書情報エントリーの設定だけではなく、プラグインアイコンが配置されているツールバーま

たはお仕事バーの設定も、インポート/エクスポートされます。

設定をインポートする

DocuWorks 文書情報エントリーの設定をファイルからインポートします。

注記 • 設定をインポートすると、選択したツールバーまたはお仕事バーの設定内容がすべて上書きされます。イン

ポートする前の設定を残す場合は、先に設定をエクスポートしてください。エクスポートは、「設定をエク

スポートする」（P.58）を参照してください。

補足 • 操作の途中でDocuWorks Deskを終了する必要があります。

操作方法

1 DocuWorks Deskの［ファイル］メニュー＞［設定の共有］＞［DocuWorks設定のインポート］

を選択します。
［ファイルを開く］画面が表示されます。

2 インポートする設定ファイル（拡張子.xcm）を選択し、［開く］をクリックします。
DocuWorks Deskを終了する必要があるというメッセージが表示されます。

3 DocuWorks Deskを終了します。

4 メッセージの［再試行］をクリックします。
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5 インポートするツールバーまたはお仕事バーにチェックを入れます。

6 現在のツールバーの設定情報を削除してからツールバーをインポートする場合は、［詳細設定］を

クリックします。
現在のツールバーの設定情報を削除せずに、ツールバーをインポート（新規に追加）する場合は、手順8に
進んでください。

7 ［Deskツールバーの設定情報を削除する］にチェックを入れ、［OK］をクリックします。

注記 • ［Desk ツールバーの設定情報を削除する］にチェックを入れた場合、現在のツール

バーはすべて削除されます。

補足 • ［Desk ツールバーの設定情報を削除する］にチェックを入れない場合、インポートしたツー
ルバーは新規に追加されます。同名のツールバーがある場合でも上書きはされず、新規に追
加となります。

8 ［DocuWorks設定のインポート］画面の［インポート］をクリックします。
設定のインポートを確認するメッセージが表示されます。

9 ［OK］をクリックします。
DocuWorks 文書情報エントリーの設定を含む、ツールバーまたはお仕事バーの設定がインポートされ、完

了メッセージが表示されます。

10 ［OK］をクリックします。

11 DocuWorks Deskを起動します。

12 DocuWorks Deskのツールバーの ［文書情報エントリー（属性の編集）］を右クリックし、

ショートカットメニューから［プロパティ］を選択します。
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13 ［基本］タブの［文書種類の初期値］と［登録先の設定］の設定が初期化されていないかを確認し

ます。
初期化された場合は、再度設定してください。

詳細は、「2.2  環境設定」（P.45）を参照してください。

設定をエクスポートする

DocuWorks 文書情報エントリーの設定をファイルにエクスポートします。

操作方法

1 DocuWorks Deskの［ファイル］メニュー＞［設定の共有］＞［DocuWorks設定のエクスポー

ト］を選択します。

2 DocuWorks 文書情報エントリーのプラグインアイコンが配置されているツールバー、またはお

仕事バーにチェックを入れ、［エクスポート］をクリックします。

補足 • DocuWorks 文書情報エントリーのプラグインアイコンが、ツールバーとお仕事バーの両方に
配置されている場合は、どちらか一方にチェックを入れてください（設定情報はユーザーご
とに作成されますので、両方にチェックを入れても同じ設定情報がエクスポートされます）。

［名前を付けて保存］画面が表示されます。

3 保存先フォルダを指定し、ファイル名を入力して、［保存］をクリックします。

補足 • ファイルの拡張子は「.xcm」です。

DocuWorks 文書情報エントリーの設定を含む、ツールバーまたはお仕事バーの設定がファイルにエクス

ポートされ、完了メッセージが表示されます。

4 ［OK］をクリックします。



3 属性の付与とファイル

の振り分け

この章では、属性を付与したり、属性を付与したファイルを振り分けて登録した

りする方法について説明します。
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3.1 操作画面

DocuWorks Deskで属性を付与するファイルを選択し、ツールバーの ［文書情報エントリー（属性の編集）］
をクリックすると、操作画面が表示されます。

補足 • 複数のファイルを選択して、ツールバーの ［文書情報エントリー（属性の編集）］をクリックすると、
1ファイルずつ順番に属性を付与し、振り分けて登録できます。

操作画面は、文書表示、属性情報、画像情報、入力者情報、登録先情報で構成されています。

文書表示

選択したファイルが表示されます。
「部分イメージコピー」、「スクロールモード」、「テキスト選択モード」などの機能が使用できます。

補足 • 対応していないファイルフォーマットのファイルは表示されません。対応しているファイル
フォーマットについては、「1.3  対応するファイルフォーマット」（P.12）を参照してください。

• DocuWorksバインダーを選択した場合は、バインダーの索引ツールバーが表示され、バインダー
内の文書名がリストで表示されます。リストから文書を選択すると、その文書の先頭ページが表
示されます。

• DocuWorks入れ物を選択した場合は、含まれている文書の内容を表示できません。
• 文書表示右端の境界線（スプリットバー）を左右にドラッグすると、文書表示の表示領域を変更

できます。
• アイコンでの操作のほかに、右クリックして表示されるショートカットメニューから操作を行う

ことができます。操作方法については、『DocuWorksヘルプ』を参照してください。

アイコン 説明

（部分イメージコピー）

選択した範囲で OCR 処理を行います。文字を抽出
し、クリップボードにコピーできます。

（スクロールモード）

マウス操作のモードを、スクロールモードに変更
します。
ドラッグ操作でページをスクロールできます。

文書表示

属性情報

画像情報

入力者情報

登録先情報
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属性情報

選択したファイルに付与する属性が表示されます。

補足 • ［環境設定］画面で設定されていない文書種類、属性名、種類、および入力値を編集できます。
• 属性は20個まで表示できます。文書に付与されている属性が20個を超える場合は、操作画面に表示されませ

んが、文書に付与されたままです。
• 文書に［環境設定］画面で設定されていない文書種類や属性が付与されている場合は、付与されている文書

種類や属性が表示されます。
• 文書に属性だけが付与されている場合は、付与されている属性だけが表示されます。
• 文書に［環境設定］画面で設定されている文書種類が付与されている場合は、付与されている文書種類、属

性と、［環境設定］画面で設定されている属性が表示されます。
• 文書に付与されている文書種類、属性が優先して表示されます。
• ［環境設定］画面の［表示設定を有効にする］にチェックを入れた場合、［表示設定］が表示されます。

（テキスト選択モード）

マウス操作のモードを、テキスト選択モードに変
更します。
カーソルが｢＋ A ｣の形になり、テキストを選択で
きます。

（ 初のページ / 前のページ / 次のページ / 後

のページ / ページ指定）

文書のページをめくったり、ページを指定したり
できます。

（縮小 / ページ幅を基準 / 拡大）

ページの表示倍率を変更できます。

補足 • マウスにホイール機能がある場合、〈Ctrl〉
キーを押しながらホイールを回すこと
で、DocuWorks 文書の場合は、10 ～
1600%、PDFファイルの場合は、10～
1000%の範囲で拡大/縮小できます。

（アノテーションの表示 / 非表示切り替え）

アノテーションの表示 / 非表示を切り替えること
ができます。

補足 • PDF ファイルの場合、このアイコンは表
示されません。

（厚み表示 / 厚み非表示切り替え）

文書の表示形式を、厚み表示にするかしないかを
切り替えることができます。

補足 • PDF ファイルの場合、このアイコンは表
示されません。

項目 説明

文書種類 文書種類をプルダウンメニューから選択します。
選択した文書種類に定義されている属性が表示されます。

（入力欄に貼り付け） クリックすると、コピーしたテキストを欄に貼り付けることがで
きます。

アイコン 説明
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画像情報

選択したファイルの解像度など、画像に関する情報が表示されます。
ページが複数あるファイルの場合は、1ページ目の画像情報が表示されます。また、［環境設定］で［画像情報
を表示する］のチェックを外していたり、情報が取得できなかったりした場合は、値は表示されません。

属性名

文書に付与されている属性と、［環境設定］画面で設定されている
属性が表示されます。
必須入力とした属性には「*」が表示されます。「*」が表示された
属性は、［入力欄］への値の入力が必須です。

参照 • 属性の設定 「2.3  文書種類の設定」（P.47）

種類 属性の種類が表示されます。

入力欄 設定されている属性の初期値が表示されます。変更する場合は、
値を入力または選択します。
編集禁止とした属性は、値を初期値から変更できません。

注記 • 空欄の場合、その属性は設定されません。

表示設定 文書表示している位置、表示倍率、ページ数を保存するためのボ
タンが表示されます。
ボタンを押すと、属性ごとに文書表示の位置、表示倍率、ページ
数を保存します。次に属性を選択したときに保存した表示設定で
表示します。

［保存］ボタンが表示されている場合は、表示設定が保存されてい
ません。

［上書き］ボタンが表示されている場合は、表示設定が保存されて
います。さらに上書きすることができます。

項目 説明

解像度 解像度が表示されます。

階調 階調が表示されます。

サイズ サイズが表示されます。

色 カラーモードが、［白黒］または［カラー］のどちらかで表示され
ます。

項目 説明
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入力者情報

操作するユーザーの情報が表示されます。

登録先情報

文書種類によって振り分けられるファイルの登録先フォルダとファイル名の情報、ファイルの操作に関するボ
タンが表示されます。

補足 • ［登録］または［一時保存］操作で属性の付与に失敗したときは、次のフォルダで編集途中の文書が確認で
きます。
保存場所：
C:¥Users¥｛Windows のログインユーザー名｝¥AppData¥Roaming¥Fuji Xerox¥DocuWorks Document
Information Entry¥Temp

項目 説明

ユーザー名 設定したユーザー名が表示されます。

項目 説明

ルートフォルダ 振り分けられたファイルの登録先となる、 上位の階層のフォル
ダが表示されます。
このルートフォルダ内に、文書種類ごとに設定されている階層に
従って、フォルダが作成されます。

［登録先の設定］で［トレイに登録］を選択した場合は、表示され
ません。

フォルダ名 文書種類ごとに設定されている、登録先フォルダの階層が表示さ
れます。

［登録先の設定］で［トレイに登録］を選択した場合は、表示され
ません。

トレイ名 登録したトレイ名が表示されます。
［登録先の設定］で［フォルダに登録］を選択した場合は、表示さ
れません。

ファイル名 文書種類ごとに設定されているファイルの名前が表示されます。

補足 • 登録先に同じ名前のファイルがあるときは、DocuWorks
Deskの設定に従った枝番付きのファイル名で登録されま
す。

処理済みファイル数 複数のファイルを選択していた場合に、［処理が完了したファイル
数 / 全ファイル数］で、属性の付与とファイルの振り分けが済んだ
ファイル数が表示されます。

ファイルに属性を付与し、文書種類に関連付けられているフォル
ダに振り分けて登録します。
複数のファイルを選択していた場合、表示していたファイルを終
了し、次のファイルを表示します。

補足 • 対応していないファイルフォーマットのファイルは、登録
できません。

• 文書に付与されている文書種類が、［環境設定］画面の文書
種類に設定されていない場合、ファイル名は変更されませ
ん。また、フォルダに振り分けもされません。

属性の付与やファイルの振り分けを行わずに、操作画面を終了し
ます。
複数のファイルを選択していた場合、表示していたファイルを終
了し、次のファイルを表示します。



64

3   属性の付与とファイルの振り分け

ファイルの振り分けを行わずに、ファイルに属性を付与して現在
のフォルダに上書き保存します。

補足 • 対応していないファイルフォーマットのファイルは、一時
保存できません。

属性の付与やファイルの振り分けを行わずに、操作画面を終了し
ます。

項目 説明
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3.2 属性の付与とファイルの振り分け

ファイルに属性を付与して、文書種類に関連付けられているフォルダに振り分けて登録します。
属性を定義する方法については、「2.3  文書種類の設定」（P.47）を参照してください。

操作方法

1 DocuWorks Deskで属性を付与するファイルを選択し、ツールバーの ［文書情報エントリー

（属性の編集）］をクリックします。

補足 • 複数のファイルを選択して、ツールバーの ［文書情報エントリー（属性の編集）］をクリッ
クすると、1ファイルずつ順番に属性を付与し、振り分け登録できます。

操作画面が表示されます。

2 ［文書種類］をプルダウンメニューから選択します。
選択した文書種類に定義されている属性が表示されます。

補足 • ファイルに元から属性が付与されていて、その属性が選択した文書種類に定義されている場
合、元から付与されている属性の値が［入力欄］に表示されます。

3 属性の値を編集する場合は、手順4に進みます。

編集しない場合は、手順5に進みます。
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4 ［入力欄］の値を必要に応じて編集します。

次の方法で、値を入力できます。

OCR処理したテキストを入力する

イメージのテキストをOCR処理して、［入力欄］に入力できます。

(1) （部分イメージコピー）を選択し、OCR処理する部分をドラッグ＆ドロップします。

ドラッグ＆ドロップで選択した範囲で、OCR処理が行われ、クリップボードにコピーされます。

(2) （入力欄に貼り付け）をクリックします。

値が［入力欄］に入力されます。

補足 • ［入力欄］で右クリックし、ショートカットメニューから［貼り付け］を選択しても値が［入
力欄］に入力されます。

テキストを選択して値を入力する

(1) （テキスト選択モード）を選択し、テキストをドラッグ＆ドロップします。

テキストが選択されます。

(2) 右クリックし、ショートカットメニューから［編集］＞［コピー］を選択します。

(3) （入力欄に貼り付け）をクリックします。

値が［入力欄］に入力されます。

補足 • ［入力欄］で右クリックし、ショートカットメニューから［貼り付け］を選択しても値が［入
力欄］に入力されます。
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5 ［登録］をクリックします。
設定した属性がファイルに付与され、［登録先情報］に設定されているフォルダ階層/フォルダ名で、ファイ

ルが振り分けられて登録されます。

注記 • PDFファイルに属性を付与すると、［Web表示用に 適化］属性は［いいえ］になり

ます。［Web表示用に 適化］属性を［はい］にする場合は、属性が付与されたPDF
ファイルをAdobe Acrobat Reader®で［Web表示用に 適化］属性を［はい］にし

て、保存し直してください。

補足 • 文書に付与されている文書種類が、［環境設定］画面の文書種類に設定されていない場合、ファ
イル名は変更されません。また、フォルダに振り分けもされません。

• 文書種類のプロパティ画面の［登録先設定］タブにある、［登録時にCSVを出力する］にチェッ
クを入れている場合、ファイルに付与されている属性の情報を同じフォルダのCSVファイル
に出力します。

• ［スキップ］をクリックすると、属性の付与やファイルの振り分けを行わずに、操作画面を終
了します。
複数のファイルを選択していた場合、表示していたファイルを終了し、次のファイルを表示
します。

• ［一時保存］をクリックすると、ファイルの振り分けを行わずに、ファイルに属性を付与して
現在のフォルダに上書き保存します。

• ［終了］をクリックすると、属性の付与やファイルの振り分けを行わずに、操作画面を終了し
ます。

• ［入力欄］の値を編集して、［スキップ］や［終了］をクリックした場合、確認のメッセージ
が表示されます。

• 付与した属性は、次の操作で確認できます。

- DocuWorks文書、DocuWorksバインダー、DocuWorks入れ物の場合
DocuWorks Deskのファイルメニューの［表示］＞［インフォビュー］＞［プロパティ］
を選択

- PDFファイルの場合
Adobe Acrobat Readerで開き、［ファイル］＞［プロパティ］＞［カスタム］タブを選択

参照 • 登録先フォルダの設定方法 「2.2  環境設定」（P.45）

操作画面が終了します。



4 属性の検索

この章では、付与した属性を利用して、登録した文書を検索する方法について説

明します。

検索結果は、CSVファイルで出力もできます。
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4.1 対象ファイルを検索する

ファイルに付与した属性を利用して、登録した文書を検索します。
属性を付与する方法については、「3.2  属性の付与とファイルの振り分け」（P.65）を参照してください。

操作方法

1 DocuWorks Deskで、ツールバーの ［文書情報エントリー（属性の検索）］をクリックします。
［属性の検索］画面が表示されます。

2 ［基本］タブの［探す場所］の［参照］をクリックして、文書を探す場所を指定します。

3 サブフォルダを検索しない場合は、［サブフォルダも検索］のチェックを外します。

4 ［文書種類］をプルダウンメニューから選択します。
選択した文書種類に定義されている属性が、［属性名］で選択できるようになります。

5 ［すべての条件に一致］、または［いずれかの条件に一致］を選択します。

6 検索する文書の属性を設定します。

項目 説明

属性名 プルダウンメニューから属性名を選択します。

値 選択した属性の種類に応じた項目が表示されます。
・ テキスト、リスト（テキスト）、固定リスト（テキスト）の場合

検索するテキストを入力し、［一致］、または［含む］を設定します。

・ 数値の場合

検索する数値の範囲を入力します。

・ 日付の場合

選択する日付の範囲を入力します。

・ 有無の場合

［有］、または［無］を選択します。
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7 必要に応じて、［詳細設定］タブをクリックし、検索の詳細を設定します。

8 文書種類を検索の条件に含めない場合は、［文書種類］の［条件に文書種類を含めない］にチェッ

クを入れます。

補足 • 文書属性プラグイン for DocuWorksで属性を付与した文書を検索する場合は、チェックを入
れてください。

9 ［検索］をクリックします。
検索結果が表示されます。

検索結果に表示された文書をクリックすると、該当する文書が確認できます。

補足 • ［条件のクリア］をクリックすると、設定した検索条件がクリアされます。
• 検索結果に表示される項目は、次の手順で変更できます。

1.［表示］をクリックして［オプション］をクリックします。
2.［検索結果の表示］タブで、表示する項目にチェックを入れます。
3.［OK］をクリックします。

10 検索結果をCSVファイルで出力する場合は、［CSV出力］をクリックして保存先を指定し、［保存］

をクリックします。

補足 • CSVファイルの文字コードと出力される項目は、次の手順で変更できます。
1. ［表示］をクリックして［オプション］をクリックします。
2. 文字コードを［UTF-8］、または［Shit-JIS］から選択します。
3. ［出力の設定］タブで、出力する項目にチェックを入れます。
4. ［OK］をクリックします。

11 ［閉じる］をクリックします。

補足 • 検索条件が変更されている場合は、検索条件の保存を確認する画面が表示されます。保存す
る場合は、［はい］をクリックします。プラグインアイコンごとに検索条件が保存されます。

• DocuWorks 文書情報エントリー 2.1以降で作成した ［文書情報エントリー（属性の検索）］
プラグインアイコンにだけ設定できます。

• ［探す場所］の設定は保存できません。

項目 説明

対象ファイル 検索の対象にするファイルにチェックを入れます。

区別しない文字の種類
（テキスト検索）

テキスト検索の場合に、区別しない文字の種類にチェックを入れま
す。
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4.2 検索条件ごとにプラグインアイコンを
作成する

ツールバー、お仕事バーに設定した ［文書情報エントリー（属性の検索）］プラグインアイコンごとに、検
索条件を保存できます。
検索条件の設定方法については、「4.1  対象ファイルを検索する」（P.69）の手順1～8を参照してください。

検索条件の保存方法は、次のとおりです。

•［属性の検索］画面の［条件の保存］ボタンをクリックします。

• 検索条件が変更されている場合は、［属性の検索］画面を閉じるときに、検索条件の保存を確認する画面が表

示されます。［はい］をクリックしてください。

補足 • DocuWorks 文書情報エントリー 2.1以降で作成した ［文書情報エントリー（属性の検索）］プラグインア
イコンにだけ設定できます。

• ［探す場所］の設定は保存できません。



5 属性の一括置換

この章では、付与した属性を一括で置換する方法について説明します。

置換処理の結果は、CSVファイルで出力されます。
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5.1 属性を一括で置換する

ファイルに付与した属性を一括で置換します。
属性を付与する方法については、「3.2  属性の付与とファイルの振り分け」（P.65）を参照してください。

操作方法

1 DocuWorks Deskで、ツールバーの ［文書情報エントリー（属性の検索）］をクリックします。
［属性の検索］画面が表示されます。

2 属性を一括で置き換える文書を検索します。

参照 • 登録した文書を検索する方法 「4.1  対象ファイルを検索する」（P.69）

検索結果が表示されます。
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3 ［属性の置換］をクリックします。
［属性の置換］画面が表示されます。

4 置換する［属性名］、［置換前］、および［置換後］の値を設定します。

5 ［次へ］をクリックします。
［置換の確認］画面が表示されます。

6 ［OK］をクリックします。
［属性の置換中］の画面が表示され、置換処理が開始します。

属性の置換処理が完了すると、［置換結果］画面が表示されます。

補足 • ［置換の確認］画面の［キャンセル］をクリックすると、［属性の置換］画面が表示されます。
• ［属性の置換中］画面の［中止］をクリックすると、確認メッセージが表示されます。［はい］

をクリックすると、［置換結果］画面を表示して、CSVファイルを出力します。［いいえ］を
クリックすると、置換処理を再開します。

• 置換処理中は、対象ファイルの属性値を手動で変更しないでください。置換処理中に対象ファ
イルが操作された場合、正しく属性値の置換が行われない、またはファイル操作の内容が反
映されない場合があります。

• 置換処理中に、ウィルス対策ソフト等により対象ファイルへのアクセスが発生すると、置換
処理に失敗し、一時ファイルが残る場合があります。

7 ［閉じる］をクリックします。

補足 • ［参照先を開く］をクリックすると、属性の置換結果を出力したCSVファイルが保存されてい
るフォルダが開きます。



6 Appendix
この章では、DocuWorks 文書情報エントリーを使用したときによくある質問、

設定や運用の注意点などについて記載しています。
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6.1 よくある質問

Q1. 登録先に共有フォルダを指定する場合、Windows の共有フォルダ以外を指定できますか？

A1. DocuWorks 文書情報エントリーで登録先に共有フォルダを指定する場合、Windows の共有フォルダ
だけが指定できます。
弊社 DocuShare や Working Folder へは直接登録できませんので、DocuWorks Desk の連携フォルダ
や DocuWorks トレイを利用して登録先のファイルを格納してください。

Q2. 登録先として NAS（ネットワークハードディスクドライブ）の共有フォルダを利用できますか？

A2. Windows 以外の OS や NAS の共有フォルダを利用される場合は、事前にお使いになる PC で十分な
動作検証を行ってください。

Q3. 複合機上で付与された属性を、DocuWorks 文書情報エントリーで利用できますか？

A3. 弊社製の業務別らくらくスキャンを利用すると、複合機で生成される DocuWorks 文書や PDF ファ
イルに業務種類や文書種類などの属性情報を付与できます。複合機で設定した文書種類と同じ名称
の文書種類を DocuWorks 文書情報エントリーに設定しておくと、文書にいろいろな属性を追加しや
すくなります。
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6.2 文書属性プラグイン for DocuWorksか
らの移行について

文書属性プラグイン for DocuWorksからDocuWorks 文書情報エントリー に移行した場合は、次の

とおりに設定し、運用してください。

属性の編集/付与

DocuWorks 文書情報エントリー では、文書種類と属性を定義します。

文書属性プラグイン for DocuWorksの「属性一括登録用CSVファイル」や「プラグイン設定ファ

イル」を参照し、「文書種類」と「属性」を定義してください。

DocuWorks 文書情報エントリーの属性の検索は、文書種類を指定し、その文書種類に紐付いた属

性だけが検索対象になります。

文書属性プラグイン for DocuWorksで付与した属性とDocuWorks 文書情報エントリーで付与し

た属性を同時に検索する場合は、文書種類の設定で検索対象とする属性を定義してください。

参照 • 文書種類と属性定義の登録方法 「2.2  環境設定」（P.45）

属性の検索

DocuWorks 文書情報エントリー では、文書種類を指定して検索できます。

文書属性プラグイン for DocuWorksで属性を付与した文書には、文書種類に関する情報がないた

め、検索の対象にするには、［条件に文書種類を含めない］にチェックを入れます。

例：

DocuWorks 文書情報エントリー で属性を付与した文書と文書属性プラグイン for DocuWorksで
属性を付与した文書を同時に検索する場合

(1)［文書種類］を選択し、［属性］を設定します。

補足 • 選択した文書種類に紐付いた［属性名］だけが検索対象として選択できます。検索したい属
性が含まれていない場合は、文書種類のプロパティを編集して追加してください。
文書種類のプロパティの編集は、「文書種類のプロパティを編集する」（P.52）を参照してく
ださい。

(2)［条件に文書種類を含めない］にチェックを入れます。

(3)［検索］をクリックします。

参照 • 検索の詳細 「4.1  対象ファイルを検索する」（P.69）
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6.3 設定のインポートに関する注意点

DocuWorks 文書情報エントリーでできるインポート・エクスポートには、次の2種類があります。

文書種類のインポート・エクスポート

DocuWorks 文書情報エントリーで定義している文書種類の設定だけをインポート/エクスポート

します。

別の文書種類をインポートすると、文書種類は追加されるため、元の文書種類が消去されること

はありません。

設定のインポート・エクスポート

プラグインアイコンが配置されているツールバー、またはお仕事バーの設定ごとインポート/エク

スポートします。

Aの設定をエクスポートし、Bにインポートすると、Bの元の設定は消去され、Aの設定に置き換

わります。

Aの設定をインポートしたとき、意図せず元のBの設定が消去されるのを防ぐために、Bの［文

書情報エントリー（属性の編集）］と［文書情報エントリー（属性の検索）］プラグインアイコ

ンを削除してから、Aの設定をインポートしてください。

補足 • プラグインアイコンの追加/削除の順序によっては、設定のインポート/エクスポートをしたと
きに、DocuWorks 文書情報エントリーの［環境設定］の［文書種類の初期値］と［登録先の
設定］が初期化される場合があります。
設定をインポートした後は、設定が初期化されていないかどうか確認してください。初期化
された場合は、再度設定してください。
環境設定については、「2.2  環境設定」（P.45）を参照してください。

設定ファイルは、次の例でインポートすることをお勧めします。

インポート例

管理者が複数のユーザーに同じ設定を配布する場合

操作方法

1 管理者の設定をエクスポートします。

参照 • 設定のエクスポート 「2.4  設定をインポート・エクスポートする」（P.56）

A B

Bの元の設定は消去され、Aの設定に置き換わる

Bの元の設定Aの設定 Aの設定
エクスポート インポート
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2 ユーザーの［文書情報エントリー（属性の編集）］と［文書情報エントリー（属性の検索）］プラ

グインアイコンを削除します。

補足 • プラグインアイコンを削除するには、プラグインアイコンを右クリックし、表示されたメ
ニューから［削除］を選択してください。

3 管理者がエクスポートした設定を、ユーザーにインポートします。

参照 • 設定のインポート・エクスポート 「2.4  設定をインポート・エクスポートする」（P.56）

ユーザー Aの環境に、ユーザー Bの文書種類の設定を追加する場合

ユーザー Aの元の設定を消去することなく、ユーザー Bの文書種類の設定を追加できます。

操作方法

1 ユーザー Bの文書種類をエクスポートします。

参照 • 文書種類のエクスポート 「文書種類をインポート・エクスポートする」（P.54）

ユーザー A ユーザー B

管理者
インポート

管理者の設定
ユーザー A

ユーザー B

エクスポート

管理者の設定

管理者の設定

ユーザー B
ユーザーBの文書の種類

エクスポートエクスポート

ユーザー A

ユーザーAの文書の種類
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2 ユーザー Bがエクスポートした設定を、ユーザー Aにインポートします。

参照 • 文書種類のインポート 「文書種類をインポート・エクスポートする」（P.54）

誤って設定のインポートをした場合の復旧方法

操作方法

1 DocuWorks 文書情報エントリーを終了します。

2 次のファイルを削除します。
ファイル名：dwdiini.xml 
保存場所：

C:¥Users¥{ユーザー名}¥AppData¥Roaming¥Fuji Xerox¥DocuWorks Document Information Entry

3 ファイル名を確認して、復旧するファイルを選択します。
設定ファイルをインポートすると、元の設定の情報は、XML形式のファイルで保存されます。

保存されるファイルの名前と保存場所は、次のとおりです。

ファイル名：dwdiini-yyyyMMddHHmmssfff.xml（yyyyMMddHHmmssfffは、年月日時分秒です）

保存場所：

C:¥Users¥{ユーザー名}¥AppData¥Roaming¥Fuji Xerox¥DocuWorks Document Information Entry

4 復旧するファイルの名前を「dwdiini.xml」に変更します。

5 DocuWorks 文書情報エントリーを起動します。

6 必要に応じて、DocuWorks 文書情報エントリーの［プロパティ（環境設定）］で、文書種類や振

り分け先を再設定します。

補足 • インポートしたDocuWorks 文書情報エントリーのプラグインアイコンが不要な場合は、プラ
グインアイコンを削除します。
削除するには、［文書情報エントリー（属性の編集）］と［文書情報エントリー（属性の検索）］
プラグインアイコンを右クリックし、表示されたメニューから［削除］を選択してください。

ユーザーAの
文書種類

インポート
ユーザー A

ユーザーBの
文書種類

ユーザーBの
文書種類
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6.4 DocuWorks トレイとの連携について

DocuWorks 文書情報エントリーは、DocuWorks トレイ 2と連携してファイルの登録先にトレイ

を選択できます。

参照 • ファイルの登録先にトレイを選択する方法 「2  環境設定」（P.45）

DocuWorks トレイ 2と連携して使用する場合、ファイルを登録すると、トレイは次のとおり動作

します。

• 自分のPCで表示しているトレイには、新着マークが表示されず、文書数はリアルタイムでカ

ウントアップされます。ただし、トレイが非表示のときに文書を登録した場合は、新着マーク

は表示されませんが、新着扱いになり、トレイを非表示から表示に切り替えると、新着マーク

が表示されます。

• 他のユーザーのPCで表示しているトレイには、新着マークが表示され、文書数は、DocuWorks
トレイの［自動更新］の［更新間隔］の設定に従ってカウントアップされます。

• ファイルの登録先でフォルダを選択し、そのフォルダがDocuWorks トレイの格納先と同一の

場合は、新着マークが表示され、文書数は、DocuWorks トレイの［自動更新］の［更新間隔］

の設定に従ってカウントアップされます。

• 文書追跡サービスを設定したトレイに登録した場合は、文書追跡サービスにログが残ります。
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