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本章では、『Information server +Plus』を利用する上で、
必要となるプログラムの種類やそれらのインストールのしかた
について説明します。
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これまで『Information server +Plus』の様々な機能や使いかたについて説明し
てきました。
さらに『Information server +Plus』の機能を十分に使いこなすためには、その
機能を補助するプログラムが必要となります。同梱の「セットアップディスク」CD
には、『Information server +Plus』を補助するプログラムがいくつか入っています。
これらのプログラムは、“ユーティリティプログラム”と“ドライバー”に分類されます。

＜ユーティリティプログラム＞
『Information server +Plus』には、次の4種類のユーティリティプログラムがあ
ります。

●『Is+Plusインフォモニター』
新着文書をユーザーに通知してくれるユーティリティプログラムです。設定によっ
て、新着だけでなく、送信やプリントの結果状況も通知することができます。

『Is+Plus インフォモニター』の詳しい使いかたについては、『Information server 
+Plusリファレンスマニュアル』の「新着文書の通知設定をする（インフォモニター）」
を参照してください。【020】

●『Is+Plusダウンロードユーティリティ』
受信した文書を自動的にダウンロードするユーティリティプログラムです。文書
の種類やダウンロードする場所、ファイル形式を指定することができます。また、
いつダウンロードするかという時間設定も行うことができます。

『Is+Plus ダウンロードユーティリティ』の詳しい使いかたについては、
『Information server +Plusリファレンスマニュアル』の「自動ダウンロードの設
定をする（ダウンロードユーティリティ）」を参照してください。【021】

1 どんなプログラムを
“インストール” するの？
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●『Is+Plusカバーページエディター』
ファクスを送信するときに文書の先頭に付ける送付案内書を作成・編集するユー
ティリティプログラムです。送信する相手先の情報（会社名、所属部署名、名
前など）は自動的に挿入されますので、各送信相手ごとに送付案内書を作成す
る必要がありません。

『Is+Plus カバーページエディター』の詳しい使いかたについては、『Information 
server +Plusリファレンスマニュアル』の「カバーページを作成する（カバーペー
ジエディター）」を参照してください。【022】

●『Muratec Is+Plus TWAIN コネクター』
『Information server +Plus』のスキャナ機能で取り込んだ画像を画像編集ア
プリケーションソフトで読み込むためのユーティリティプログラムです。

『Muratec Is+Plus TWAIN コネクター』の詳しい使いかたについては、
『Information server +Plusリファレンスマニュアル』の「TWAINドライバーで
文書を取り込む」を参照してください。【023】

＜ドライバー＞
『Information server +Plus』には、次の3種類のドライバーソフトがあります。

●『Muratec Is+Plus V2300/2800』
各種アプリケーションソフトで作成した文書を『Information server +Plus』
でプリントするときに必要となるドライバーです。

●『Muratec Is+Plus Fax』
各種アプリケーションソフトで作成した文書を『Information server +Plus』
で直接ファクス送信するときに必要となるドライバーです。

●『Muratec Is+Plus TIFF Maker』
各種アプリケーションソフトで作成した文書を画像ファイル（TIFFファイル）に
変換するドライバーです。
変換された画像ファイルは添付ファイルとして送信することができます。

どんなプログラムを “インストール” するの？
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どんなプログラムを “インストール” するの？

＜電子マニュアル＞
『Information server +Plus』の「セットアップディスク」CDには、これらのプ
ログラムだけでなく、『Information server +Plusリファレンスマニュアル』とい
う “電子マニュアル” が入っています。この “電子マニュアル” はHTMLという言
語で作られたマニュアルで、『Information server +Plus』と同じように “ブラウザ”
というプログラムを使って閲覧します。
この『Information server +Plusリファレンスマニュアル』では、『Information 
server +Plus』の各機能について本書よりもさらに詳しい使いかたを説明していま
す。また、設定のしかたについても説明しています。
『Information server +Plusリファレンスマニュアル』の詳細については、本書「第
５章『Information server +Plus』の使いかたを詳しく調べるには」を参照して
ください。

ユーティリティプログラム
ある目的を実行するために設計された単機能なプログラムです。このプログラム
は不足している機能を補足することで、そのアプリケーションソフトやシステムの
操作性を向上させることが目的です。
ドライバー
プリンタやスキャナなどの周辺機器とアプリケーションソフトとの橋渡しを行うプ
ログラムです。たとえば、ワープロで作成した文書をプリントしようとしたとき、
使用するコンピュータに対応するプリンタドライバーを設定していないと、文字化
けを起こしたり、レイアウトが崩れたりして正しいプリント結果が得られません。
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2 インストールをはじめよう

それでは、さっそくこれらのプログラムをインストールしましょう。
『Information server +Plus』のパッケージに同梱されている「セットアップディ
スク」CDをご用意ください。
インストールは次のような手順で行います。

セットアップディスクをセットする

インストール先を選択する

インストールするプログラムを選択する

プログラムフォルダを選択する

ショートカットを作成する

インストールを開始する

※ 説明の便宜上、各ステップにタイトルをつけて分けていますが、実際には連続し
てインストールを実行します。

・ ユーティリティプログラムあるいはドライバーは使用するコンピュータごとにイン
ストールしてください。
・ インストールを実行する前に、ウィルスチェックなどの常駐プログラムを終了して
おいてください。正常にインストールできない場合があります。
・ WindowsNT 4.0、Windows2000、WindowsXPにユーティリティプログラム
あるいは、プリンタドライバーをインストールする場合、管理者権限を持つユー
ザーアカウントでログオンし、インストールを行ってください。
・ このインストールの説明で使用する画面はWindowsXPのものです。ご使用の
オペレーティングシステムによって表示される画面は若干変わります。
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1 セットアップディスクをセットする

1.  コンピュータを起動します。
2.  CD-ROMドライブに「セットアップディスク」CDをセットします。
3.  ［スタート］ボタンから「ファイル名を指定して実行（R）」を選びます。
 「ファイル名を指定して実行」ダイアログが表示されます。

4.  「名前（O）」に「（ドライブ名）：¥Setup.exe」と入力し、［OK］ボタン
をクリックします。

 「セットアップウィザード」が表示されます。

［参照（B）］ボタンをクリックして「Setup.exe」の場所を指定することもできます。
（ドライブ名）は、「セットアップディスク」CDを入れたCD-ROMドライブのドラ
イブ名を示します。

インストールをはじめよう
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インストールをはじめよう

2 インストール先を選択する

このステップでは、プログラムをインストールする場所を指定します。

1.  「セットアップウィザード」で［次へ（N）＞］ボタンをクリックします。
 「使用許諾契約」が表示されます。

2.  「使用許諾契約」の内容をよく読み、同意する場合は［はい（Y）］ボタン
をクリックします。

 「インストール先の選択」ダイアログが表示されます。
  初期設定では「C:¥Program Files¥Muratec¥Is+Plus」が指定されてい

ます。

3.  インストール先を変更しない場合は、［次へ（N）＞］ボタンをクリックします。
 「コンポーネントの選択」ダイアログが表示されます。
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インストールする場所を変更する場合

他のフォルダを指定する場合は、あらかじめプログラムをインストールする
フォルダを作成しておく必要があります。

①「インストール先の選択」の［参照（R）］ボタンをクリックします。
　「ディレクトリの選択」ダイアログが表示されます。

② ツリー表示されているディレクトリから、インストールするディレクトリの
フォルダを選んで［OK］ボタンをクリックします。
　 「ディレクトリの選択」ダイアログは閉じ、「インストール先の選択」ダイ
アログの「インストール先のフォルダ」は指定したディレクトリにあるフォ
ルダに変更されています。

インストールをはじめよう
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3 インストールするプログラムを選択する

このステップでは、ご使用のコンピュータにインストールするプログラムあるいは電
子マニュアルを選択します。

1.  「コンポーネントの選択」ダイアログで、インストールするプログラムを選び
ます。

  初期設定では、すべてのプログラムがチェックされています。この状態では、
すべてのプログラムがインストールされます。

  インストールしない場合は、該当するプログラムのチェックボックスをクリッ
クしてチェックをはずします。

2.  インストールするプログラムが決まったら、［次へ（N）＞］ボタンをクリッ
クします。

 「プログラムフォルダの選択」ダイアログが表示されます。

インストールをはじめよう
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4 プログラムフォルダを選択する

このステップでは、「スタート」メニューからプログラムを実行する場合、インストー
ルするプログラムを登録するプログラムフォルダを指定します。

1.  「プログラムフォルダの選択」ダイアログで、インストールするプログラムを
登録するプログラムフォルダを選択します。

 初期設定では、「Is+Plus」に設定されています。

2.  変更しない場合は、［次へ（N）＞］ボタンをクリックします。
  別のフォルダ名を指定する場合は、「プログラムフォルダ（P）：」にフォル

ダ名を入力します。すでに登録されているプログラムフォルダを使用する場
合は、「既存のフォルダ（X）：」リストからフォルダを選択します。

 「ショートカットの作成」ダイアログが表示されます。

インストールをはじめよう
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5 ショートカットを作成する

このステップでは、デスクトップに作成するプログラムのショートカットを選びます。

1.  「ショートカットの作成」ダイアログで、作成するプログラムのショートカッ
トを選びます。

  初期設定では、すべてのショートカットがチェックされていますので、すべて
のショートカットが作成されます。

  ショートカットを作成しない場合は、該当するプログラムのチェックボックス
をクリックしてチェックをはずしてください。

2.  作成するプログラムのショートカットが決まったら、［次へ（N）＞］ボタン
をクリックします。

 「スタートアップへの登録」ダイアログが表示されます。

インストールをはじめよう
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3.  スタートアップに登録するプログラムを選びます。
  スタートアップに登録すると、コンピューターの起動時にプログラムが自動

的に起動するようになります。

  スタートアップに登録しない場合は、該当するプログラムのチェックボックス
をクリックしてチェックをはずしてください。

4.  スタートアップに登録するプログラムが決まったら、［次へ（N）＞］ボタン
をクリックします。

 「ファイルコピーの開始」ダイアログが表示されます。

ショートカット
「スタート」メニューを開かなくても簡単にプログラムを起動できるデスクトップ上
に配置されたアイコンです。たとえば、デスクトップ上の「Is+Plusインフォモニ
ター」というアイコンをダブルクリックすると、『Is+Plusインフォモニター』をす
ぐに起動することができます。

インストールをはじめよう
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6 インストールを開始する

このステップでは、これまで設定してきた内容をもとにインストールを開始します。

1.  「ファイルコピーの開始」ダイアログには、これまで設定してきた内容が表
示されています。

  変更する設定項目がある場合は、［＜戻る（B）］ボタンをクリックして該当
箇所まで戻って変更してください。

2.  ［次へ（N）＞］ボタンをクリックします。
 インストールを開始します。

インストールをはじめよう
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しばらくすると、「Is+Plus 設定」ダイアログが表示されます。

3.  接続するサーバーの IPアドレスを「XXX.XXX.XXX.XXX」（XXXは半
角数字）のような形式で入力します。

接続するサーバーを検索して入力する場合

①「Is+Plus 設定」ダイアログの［検索］ボタンをクリックします。
　 サーバーの検索が開始されます。しばらくすると、「サーバー選択」ダイ
アログが表示されます。

　 このダイアログには、ネットワーク上にある『Information server 
+Plus』を搭載したデジタル複合機の IPアドレスがリスト表示されます。

インストールをはじめようインストールをはじめよう
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②接続するサーバーを選びます。
　「IPアドレス」あるいは「機器名称」をクリックすると、反転表示になります。

③［設定］ボタンをクリックします。
「Is+Plus 選択」ダイアログが閉じ、「Is+Plus 設定」ダイアログには選ん
だサーバーの IPアドレスが表示されています。

4.  ［OK］ボタンをクリックします。
 「Is+Plus 設定」ダイアログが閉じ、インストールを継続します。

5.  インストールが完了すると、完了のウィザードが表示されます。

6.  「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」のラジオボタンをクリックし、
［完了］ボタンをクリックします。

 コンピュータが再起動します。

インストール完了後は、コンピュータを再起動しない限り、インストールしたプロ
グラムを使用することができません。

インストールをはじめようインストールをはじめよう
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7 インストール後の確認をする

お使いのコンピュータが再起動後、プログラムが確実にインストールされているか
どうか確認してみましょう。

再起動直後の画面は次のとおりです。

ショートカット

スタートアップ

＜スタートアップ＞
5 ショートカットを作成する で、スタートアップを登録するとコンピュー
タの再起動後には、このようなウィンドウが自動的に開きます。

＜ショートカット＞
5 ショートカットを作成する で、ショートカットを作成するとコンピュータ
の再起動後には、このようなアイコンがデスクトップに作成されます。

インストールをはじめよう
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インストールをはじめよう

［スタート］ボタンをクリックして「スタート」メニューを表示させてみてください。
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プログラムを削除するには
何らかの理由でプログラムを削除したい場合は、次の操作を行ってください。

この操作を行うと、インストールしたすべてのプログラムが削除されます。
削除するプログラムは選べません。

1.  ［スタート］ボタンから「コントロールパネル（C）」を選びます。
 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

2.  「コントロールパネル」ウィンドウで「プログラムの追加と削除」をクリック
します。

 「プログラムの追加と削除」ダイアログが表示されます。

インストールをはじめよう
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3.  「Is+Plus」の［変更と削除］ボタンをクリックします。
 「Is+Plusクライアント セットアップの保守」が表示されます。

4.   をクリックします。
 「ファイル削除の確認」メッセージが表示されます。

5.  ［OK］ボタンをクリックします。
 プログラムの削除を開始します。

インストールをはじめよう
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6.  「共有ファイルの検出」メッセージが表示された場合は、［はい（Y）］ボタ
ンをクリックします。

  「次回からこのメッセージを表示しない」をチェックすると、以降このメッセー
ジは表示されなくなります。

7.  「Install Shied Wizardの完了」ダイアログが表示されたらプログラムの
削除は完了です。

  インストール後の動作を以下から選びます。
  「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選ぶと、コンピュータをす

ぐに再起動します。
  「いいえ、あとでコンピュータを再起動します。」を選ぶと、コンピュータを

再起動させずにそのまま使用します。

8.  ［完了］ボタンをクリックします。
 手順 7で選んだ動作を実行します。
  デスクトップからはショートカットが削除され、「スタート」メニューからは
「Information server +Plus」が削除されています。

インストールをはじめよう


