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3

はじめに

このたびは、DocuWorks トレイ 2 をご利用いただき、まことにありがとうございます。

DocuWorks トレイ 2 は、オフィスの同僚や上司のトレイに紙文書を入れて仕事を進める方法を、DocuWorks 
を使って電子的に実現するためのオプションソフトウェアです。

本書は、DocuWorks トレイ 2のインストール手順について説明します。DocuWorks トレイ 2をインストール
する前に必ずお読みください。

DocuWorks トレイ 2 の概要、基本的な操作については、『ユーザーガイド』をお読みください。
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 トレイ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、PDF、CHM、HTMLの形式で提供しています。

マニュアル名 説明 提供形態

セットアップガイド
（本書）

●内容
DocuWorks トレイの動作環境やインストール手順につい
て説明します。

●表示方法
DocuWorks のディスクイメージ（ISO ファイル）から表
示できます。

PDF 

ユーザーガイド ●内容
DocuWorks トレイをはじめてお使いになるかたのために、
基本的な操作を説明します。

●表示方法
DocuWorks のディスクイメージ（ISO ファイル）から表
示できます。

DocuWorks トレイをインストールしたあとは、Windows 
の［スタート］メニューから［すべてのプログラム］＞

［Fuji Xerox］＞［DocuWorks］＞［DocuWorks トレイ］
＞［DocuWorks トレイ ユーザーガイド］を選択します。

PDF

ヘルプ ●内容
DocuWorks トレイの各機能の操作方法を知りたいときに
参照します。また、DocuWorks トレイの操作中に、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。

●表示方法
Windows の［スタート］メニューから［すべてのプログ
ラム］＞［Fuji Xerox］＞［DocuWorks］＞［DocuWorks 
トレイ］＞［DocuWorks トレイ ヘルプ］を選択します。

CHM 

ヘルプ
（Working Folder 連携）

●内容
DocuWorks トレイ Working Folder 連携の機能や操作方法
を知りたいときに参照します。

●表示方法
タスクトレイのトレイ管理アイコンを右クリックし、［オ
プション］＞［Working Folder の設定］をクリックして、

［Working Folder の設定］ダイアログボックスの［ヘル
プ］をクリックします。

CHM

リリースノート ●内容
DocuWorks トレイの動作環境や、注意･制限事項につい
て説明します。

●表示方法
Windows の［スタート］メニューから［すべてのプログ
ラム］＞［Fuji Xerox］＞［DocuWorks］＞［DocuWorks 
トレイ］＞［はじめにお読みください (DocuWorks トレ
イ )］を選択します。

HTML 
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本書の使い方

本書は、DocuWorks トレイ 2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 トレイ 2をインストールする前に、必要な環境について説明します。

2 インストールする
DocuWorks トレイ 2のインストール手順について説明します。

3 修復インストールする
DocuWorks トレイ 2のプログラムが破損したり削除されたりしたときに実行する、修復インス

トールについて説明します。

4 アンインストールする
DocuWorks トレイ 2をアンインストールする手順について説明します。DocuWorks本体をアン

インストールするときの注意事項についても説明します。
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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 7 の画面や操作を例に記述しています。Windows 7 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。

• 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 Desk］ウィンドウ」を「Desk ウィンドウ」と

表記している場合があります。

• 「DocuWorks 文書｣と「DocuWorks バインダー｣を総称して、「DocuWorks ファイル｣と表記

します。

• パーソナルコンピューターを「PC」と表記します。

• 「Microsoft Windows Operating System」 を「Windows」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。

＞ 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　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 トレイ 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。

参照先を記述しています。

注記

補足

参照



1 インストールする前に

DocuWorks トレイ 2をインストールする前に、必要な環境について説明します。
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1.1 インストールの前に確認すること

DocuWorks トレイをインストールする前に、必要な環境について確認してください。

インストールに必要な環境

DocuWorks トレイ 2をインストールするには、次の環境が必要です。

*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 インストール先にない場合は、DocuWorks トレイのインストーラーが、.NET Framework を
インストールします。

*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 トレイ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グループに所属しているかどうかを確認してください。

アップグレードインストール

DocuWorks ドキュメントトレイ オプション 1.x がすでにインストールされている場合は、自動的に
DocuWorks トレイ 2 が上書きインストールされます。
アップグレード用シリアル番号を入力して、インストールしてください。

富士ゼロックスダイレクトへのユーザー登録

インストールファイルのダウンロードには、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。Web ブラウザーで次のURLにアクセスし、ユーザー登録をしてくださ
い。
https://direct.fujixerox.com/ap2/register/ols/

オペレーティングシステム
（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 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 *2

メモリー 1 GB RAM 以上 *2

ディスプレイ 1024x768 ピクセル以上

インストールに必要な空き
ディスク容量

インストール時は 200 MB 以上の空き容量が必要 *2

実際の操作には、加えて 200 MB 以上の空き容量を推奨

必要なソフトウェア DocuWorks 8.0.9 以降、または 9.0.1 以降
Microsoft .NET Framework 3.5*3

その他 ディスクイメージのダウンロード、シリアル番号の入手には、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。
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1   インストールする前に

インストーラーをダウンロードする

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。

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、ダウンロードから

［ディスクイメージ（ISOファイル）ダウンロード］をクリックします。

2 ダウンロードのページから「DocuWorks 9 / トレイ 2 ボリュームライセンス版」をダウンロー

ドします。

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。

• 富士ゼロックスダイレクトで、ボリュームライセンス版のシリアル番号を取得した場合、ダウン
ロードできます。

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。

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。
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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。



2 インストールする

DocuWorks トレイ 2のインストール手順について説明します。



2.1  DocuWorks トレイ 2 をインストールする
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2.1 DocuWorks トレイ 2 をインストールす
る

注記 • 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。

1 Administratorsグループに所属するユーザーでログオンします。

2 起動中のアプリケーションをすべて終了します。

3 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。

4 インストールする言語を選択します。

5 ［DocuWorks トレイ 2］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場合は、［はい］をクリックします。
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2   インストールする

6 ［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。

7 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。

8 DocuWorks トレイのシリアル番号を入力し、［次へ］をクリックします。

補足

• シリアル番号は、商品パッケージ内のライセンス証書に含まれるシリアル番号発行キーを利用し
て、富士ゼロックスダイレクトで取得した番号です。

• アップグレードインストールする場合は、アップグレード用のシリアル番号を入力してください。



2.1  DocuWorks トレイ 2 をインストールする
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9 ［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。

10 ［完了］をクリックします。

11 Microsoft.NET Framework を設置するかどうかのメッセージが表示されたら、［はい］をクリッ

クします。
インストールが完了します。

注記

• ［いいえ］をクリックすると、.NET Frameworkの設置は行われません。Working Folder
連携機能を使用する場合は、［はい］をクリックしてください。詳細については、「2.2  
.NET Frameworkについて」（P.16）を参照してください。

• 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。

補足

• お使いのコンピューターに、.NET Framework 2.0～3.5が設置（インストールまたは有効化）され
ている場合は、.NET Frameworkの設置は行われません。

12 DocuWorks Deskを起動します。

「2.4  DocuWorks トレイプラグインツールバー」（P.18）で説明するツールバーが、Deskウィン

ドウに追加されているかを確認します。
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2   インストールする

2.2 .NET Frameworkについて

DocuWorks トレイでWorking Folder連携機能を使用するには、.NET Framework が必要です。DocuWorks トレ
イのインストール時に.NET Frameworkをインストールしなかった場合、またはインストール後に誤って削除
してしまった場合は、あとで個別に設置またはインストールを行うことで、Working Folder連携機能を使用で
きます。



2.3  サイレントインストールについて
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2.3 サイレントインストールについて

「2.1  DocuWorks トレイ 2 をインストールする」（P.13）では対話的なインストール方法を説明していますが、
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も利用できます。
サイレントインストールは、次の手順で実行します。

注記 • サイレントインストールは、ディスクイメージでインストールする場合に行えます。

1 仮想ドライブの内の「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 手順1でコピーしたフォルダー内の「Setup.ini」ファイルを、テキストエディターで開きます。

3 ［DWTO］セクションにある「CMD」の行を、次のように変更します。

CMD=/clone_wait /S /V"REBOOT=ReallySuppress /qn ISX_SERIALNUM=XXXX-XXXX-XXXX-
XXXX-XXXX-XXXX"

補足

• 「XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX」は、DocuWorks トレイのシリアル番号を表します。4桁
ごとにハイフンで区切ります。

4 .NET Framework をインストールしない場合は、次のセクションを削除します。

[DotNet Setup]
[DotNet Setup 64]
[DotNetLang0 Setup]
[DotNetLang0 Setup 64]

補足

• .NET Frameworkの設置を行わずにDocuWorks トレイをインストールした場合、Working Folder連
携機能は使用できません。

5 変更した「Setup.ini」ファイルを保存します。

6 手順1でコピーしたフォルダー内の「Setup.exe」を、次のようにコマンドラインまたはバッチ

ファイルなどで実行します。

Setup.exe /s
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2   インストールする

2.4 DocuWorks トレイプラグインツール
バー

DocuWorks トレイをインストールすると、Deskウィンドウに「DocuWorks トレイプラグインツールバー」が
追加されます。

DocuWorks トレイプラグインツールバーについては、「2.5  スタートメニューに追加される項目」（P.19）で説
明する『ユーザーガイド』または『ヘルプ』を参照してください。

DocuWorks トレイプラグインツールバー
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2.5 スタートメニューに追加される項目

DocuWorks トレイをインストールすると、Windowsのスタートメニューの［Fuji Xerox］に次の項目が追加さ
れます。

•［DocuWorks トレイ］

選択すると、DocuWorks トレイが実行されます。

補足

• 初期設定では、DocuWorks Deskを実行すると、DocuWorks トレイも実行されます。

•［DocuWorks トレイ ヘルプ］

選択すると、『ヘルプ』が表示されます。

•［DocuWorks トレイ ユーザーガイド］

選択すると、『ユーザーガイド』が表示されます。

•［新規トレイの作成］

選択すると、［新規トレイの作成］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスについて

は、［ヘルプ］をクリックして表示されるトピックを参照してください。

•［トレイの表示設定］

選択すると、［トレイの表示設定］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスについて

は、［ヘルプ］をクリックして表示されるトピックを参照してください。

•［はじめにお読みください(DocuWorks トレイ)］
選択すると、『リリースノート』が表示されます。



3 修復インストールする

DocuWorks トレイ 2のプログラムが破損したり削除されたりしたときに実行す

る、修復インストールについて説明します。
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3.1 DocuWorks トレイ 2を修復インストー
ルする

1 Administratorsグループに所属するユーザーでログオンします。

2 DocuWorks トレイのトレイ管理アイコンがWindowsのタスクトレイに表示されている場合は、

トレイ管理アイコンを右クリックし、ポップアップメニューの［終了］を選択します。

3 DocuWorks トレイ 文書追跡サービスを利用している場合は、Windowsのタスクトレイに表示

されている認証管理モジュールアイコンを右クリックし、ポップアップメニューの［終了］を選

択します。

4 その他の起動中のプログラムをすべて終了します。

5 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［プログラムと機能］をクリックします。

6 プログラム名の一覧から［Fuji Xerox DocuWorks トレイ 2］を選択し、［変更］をクリックし

ます。

7 ［次へ］をクリックします。
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3   修復インストールする

8 ［修復］を選択し、［次へ］をクリックします。

9 画面の指示に従って、インストールします。



4 アンインストールする

DocuWorks トレイ 2をアンインストールする手順について説明します。

DocuWorks本体をアンインストールするときの注意事項についても説明します。

補足

• DocuWorks トレイをアンインストールしても、トレイの文書保存フォルダーおよび文書保存フォル
ダー内の文書は削除されません。

• DocuWorks トレイをアンインストールしても、.NET Frameworkはアンインストールされません。
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4   アンインストールする

4.1 DocuWorks トレイ 2 をアンインストー
ルする

1 Administratorsグループに所属するユーザーでログオンします。

2 DocuWorks トレイのトレイ管理アイコンがWindowsのタスクトレイに表示されている場合は、

トレイ管理アイコンを右クリックし、ポップアップメニューの［終了］を選択します。

3 DocuWorks トレイ 文書追跡サービスを利用している場合は、Windowsのタスクトレイに表示

されている認証管理モジュールアイコンを右クリックし、ポップアップメニューの［終了］を選

択します。

4 その他の起動中のプログラムをすべて終了します。

5 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［プログラムと機能］をクリックします。

6 プログラム名の一覧から［Fuji Xerox DocuWorks トレイ 2］を選択し、［アンインストール］

をクリックします。

7 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場合は、［はい］をクリックします。

8 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。



4.2  プラグインツールバーを削除する
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4.2 プラグインツールバーを削除する

DocuWorks トレイをアンインストールすると、DocuWorks トレイプラグインツールバーが無効な状態になり
ます。そのため、以降の手順でDocuWorks トレイプラグインツールバーを削除します。

1 DocuWorks Deskを起動します。

2 DeskウィンドウのDocuWorks トレイ プラグインツールバーを右クリックし、ポップアップメ

ニューの［ツールバーの削除］を選択します。

3 削除を確認するメッセージに対して［はい］をクリックします。
DocuWorks トレイプラグインツールバーが、Deskウィンドウから削除されます。

無効な状態のDocuWorks トレイ プラグインツールバー
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4   アンインストールする

4.3 アンインストールについての注意

DocuWorks トレイがインストールされている場合に、DocuWorks本体をアンインストールするときの注意事
項を説明します。

アンインストールの順序

DocuWorks本体とDocuWorks トレイをアンインストールするときは、次の順序で実行してください。

1 DocuWorks トレイをアンインストールします。

2 DocuWorks本体をアンインストールします。



サポート情報

富士ゼロックス カストマーサポートセンターにて、電話による次のヘルプデスクサポートを提供いたします。

●サポート内容

• マニュアルに記載された範囲のインストール、操作方法、機能についてのお問い合わせへの回答

• 不具合の受付と調査回答 注1

• 対象ソフトウェアと他のソフトウェアとの障害切り分けのアドバイス 注2

• 既知の不具合に対する解決手段の情報提供

注1：不具合の改修を保証するものではありません。

注2：DocuWorks以外のソフトウェアやOS、ハードウェアの問い合わせは含まれません。

●サポート連絡先

富士ゼロックス カストマーサポートセンター

0120-550-629 （フリーダイヤル）

自動音声の案内に従い、「ライセンス証書」に記載されている「サポート用お客様番号(サポートID)」(数字8ケ
タ)を押してください。
受付時間: 月～金 9時～12時、13時～17時30分(祝日、年末年始、その他弊社の休業日を除く)
(勝手ながら、年末年始、その他弊社の休業日は、お問い合わせを受付いたしかねますので、ご了承ください。
)
ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用くださ
い。
お問い合わせやご依頼の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させてい
ただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

お問い合わせの前に次の項目を確認してください。
• サポート用お客様番号(サポートID) (「ライセンス証書に記載」)
• 本ソフトウェアのバージョン

• ご質問の内容

• ご使用の機器構成、OSやソフトウェアのバージョンなど

他社のハードウエアやアプリケーションに関するお問い合わせは、各メーカーの問い合わせ窓口へお問い合わ
せください。
なお、DocuWorksの詳しい情報やFAQ(よくある質問)情報は、富士ゼロックスのホームページから提供してい
ます。どうぞご利用ください。
https://www.fujixerox.co.jp/product/software/docuworks/
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