
Roxio ヘルプ センター 

   

Creator 2012 へようこそ：操作を簡単に 

Roxio Creator 2012 は、多彩で便利なアプリケーション、ツール、プロジェクトを集めたもの
で、あなたの創造性を刺激し、デジタル ライフを整理するとともに、色あせない思い出を作
り、友人や世界の人々と共有するお手伝いをします。 

 
Creator 2012 は、操作が簡単でわかりやすい仕組みになっています。問題や不明な点があ
る場合は、Roxio は 24 時間いつでも皆さんの疑問に答えます。 

内蔵ヘルプ オプション 

このヘルプ センターは Roxio ソフトウェアに関する情報を得るための最適なソースです。ま
ず、左側でヘルプ トピックを選択します。 

 

オンライン ヘルプ オプション 

カスタマー サポート 

Roxio のカスタマー サポートのエキスパートが電子メールやライブ チャット、電話でお客さま
の技術的な質問にお答えします。  

ディスカッション グループ 

ディスカッションに参加しませんか？Roxio のユーザー コミュニティでは、アイディアを交換し
たり、アドバイスを受けたりできます。 

ソフトウェア更新 

登録ユーザーは Roxio サポートウェブサイトから無料で製品アップデートをダウンロードで
きます。 

 

Roxio オンライン サポート センターにアクセス  

インタラクティブな知識ベースやアップグレード センターの利用、および製品情報の取得にはイン
ターネット接続が必要です。このヘルプ ファイルで説明されている機能の中には、本製品のバー
ジョンによっては利用できない機能もあります。 
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作業を開始する前に 
のメイン アプリケーション ウィンドウには内蔵プロジェクトのセット、すべてのコンポーネントへのリンク、

タスク アシスタント、Roxio のオンライン サービスにアクセスできるウェブ ブラウザーなど様々な機能
が用意されています。 

以下のリンクをクリックして開始します。 

 Roxio ホームを使いこなす 

 Roxio ホームプロジェクトについて 

 一度に複数の Roxio ホームプロジェクトで作業 

 Roxio ホームプロジェクトを保存 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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システム要件 
最低システム要件： 

推奨 

サポートされているオプション デバイス/ソフトウェア： 

Blu-ray オーサリングと再生 

サポートされている入力フォーマット: 

 MicrosoftR Windows 7 Home Premium、Windows Vista Home Basic（最新 

Service Pack 付属）、Windows XP （最新 Service Pack 付属） 

 2.0 GHz プロセッサ、および 512 MB RAM (Windows XP)、2.0 GHz プロセッサ、およ

び 1 GB RAM (Windows 7、および Vista） 

 最低でも 16 ビットのカラー設定付 1024x768 DirectX 9 互換のグラフィックス カード、24-
bit または 32-bit の true color をおすすめします。 

 Windows 互換のサウンド カード 

 DVD からのソフトウェアのインストール用に DVD-ROM ドライブ 

 Windows Media Player 10 

 Microsoft Internet Explorer 7 以上 

 DirectX 9.0c 以上 

 登録、製品アップデートなど一部の機能でインターネット接続が必要です。インターネット料金
はすべてエンド ユーザーの負担となります。 

 Intel Core2 2.8 GHz 以降のプロセッサー、AMD Phenom X4 以降 

 2 GB RAM 

 DVD レコーダー 

 空き領域が 10 GB 以上のハードディスク 

 Apple iPod 

 Apple iPhone 

 iTunes 8.0 以降 

 Windows メディア ポータブル デバイス 

 Sony PSP 

 3GP 携帯電話 

 TiVo® Series2™、Series3™、TiVo® HD DVR、またはその他 TiVoToGo 互換の 

DVR 。インストールされた TiVo デスクトップのホーム ネットワークに接続していること。

DirectTV 提供の TiVo DVR では機能しません。詳細については、www.tivo.com をご覧く
ださい。 

 ビデオ再生用：Avivo サポート付の AMD グラフィック プロセッサ、または PureVideo サポ

ート付の nVidia グラフィック プロセッサ 

 ビデオ キャプチャ：OHCI 準拠の IEEE 1394 FireWire カード、USB 2.0 ポート（DV カメ
ラを使用する場合）、またはアナログ ビデオ キャプチャ デバイス 

 Blu-ray のオーサリングと再生には、www.roxio.comで購入できるプラグインが別に必要で
す。 

 ビデオ：AVI、DV、HDV、DV-AVI、MPEG-1/2/4、MPEG2-HD、DVD-Video、

IFO/VOB、XviD、DVR-MS、TiVo、ASF、MOV、WMV、QuickTime、3GP、MPEG2 
Transport Stream、AVC(H.264)、AVCHD 
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サポートされている出力フォーマット: 

書き込み可能フォーマット： 

注意： 暗号化、またはコピー保護されたディスク、メディアはコピーできません。 

 オーディオ：オーディオ CD、MP3、WAV、WMA、Dolby Digital AC3、AAC、Ogg 
Vorbis、FLAC、M4A、MP4、再生リスト（WPL、ASX、M3U、PLS、XSPF）  

 イメージ：JPG、PNG、TIFF、BMP、GIF 

 ビデオ：AVI、DV-AVI、HDV、MPEG-1/2/4、MPEG2-HD、WMV、WMV HD、AVC 
(H.264)、MP4、3GP  

 オーディオ：MP3、WAV、WMA、Dolby Digital AC3、Ogg Vorbis、FLAC、MPEG-1/2、

M4A、AAC、再生リスト (M3U、PLS、XSPF、WPL)  

 イメージ：JPG、PNG、TIFF、BMP、GIF 

 ビデオ ディスク フォーマット：DVD、ビデオ CD（VCD）、スーパー ビデオ CD（SVCD）、ミニ 

DVD 

 一般によく使われる書き込み可能フォーマットはすべてサポート：CD-R/RW、DVD+R/RW、

DVD-R/RW、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RAM、BD-R/RE、BD-R/RE DL  

 一般によく使われるディスク イメージ フォーマットはサポート：ISO、C2D、BIN/CUE、GI の
読み取り、ISO と GI の書き込み 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  

 

© Rovi Corporation or its subsidiaries. All rights reserved. 



ヘルプを取得 
疑問や問題がある場合、回答が見つかる場所が複数用意されています。最も充実した情報を掲載して
いるのがこのヘルプ ファイルです。ヘルプには目次と広範囲な索引があります。また、検索 タブがある
ので、選択した単語を含むトピックのリストを表示できます。 

オンライン ヘルプを開くには、次の手順に従ってください。 

その他の参考資料 

 ヘルプ メニューから ヘルプ を選択する。 

 コンピューターの画面でこのアプリケーションがアクティブの時に F1 キーを押す。 

 詳しいポップアップ ヘルプ — ほとんどすべての機能の上にマウス カーソルを置くと、機能を
説明する小さなテキスト ウィンドウが開きます。  

 ヘルプ ボタン — これらのボタンをクリックすると、ヘルプのトピックが開いて使用する機能に
関する詳細な説明が表示されます。 

 オンライン テクニカル サポート — インターネットに接続している場合には、ヘルプ メニューで

このオプションを選択すると、Roxio のテクニカル サポートのサイトにアクセスすることができ
ます。このサイトでは、よくある質問に対する回答、追加の製品情報、テクニカル サポートをご
提供しています。 

 コンポーネント — 一部のプロジェクトは、Roxio ホーム 内から起動されるコンポーネントによ
って実行されます。ほとんどの場合、これらのコンポーネントには作成するプロジェクトに関す
る追加情報を提供する独自のヘルプが用意されています。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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コンピューターからソフトウェアを削除 
Windows のコントロール パネルを使用して Roxio ソフトウェアを削除するには、次の手順に従ってく
ださい。 

コンピューターからプログラムを削除する方法についての詳細は、Windows のマニュアルを参照して
ください。 

 Windows Vista、または Windows 7 では、プログラム カテゴリの プログラムのアンインス
トール リンクを選択します（コントロール パネルがクラシック表示に設定されている場合、プロ
グラムと機能 を選択します）。 

 Windows XP では、プログラムの追加と削除 を選択します。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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Roxio ホームを使用する 
以下のトピックでは、Roxio ホームを詳細に説明します。Roxio ホームには、内蔵プロジェクトのセッ

ト、よく使う Creator コンポーネントへのリンク、タスク アシスタント、Roxio のオンライン サービスに
アクセスできるウェブ ブラウザーなど様々な機能が用意されています。 

 Roxio ホームを使いこなす 

 Roxio ホームプロジェクトについて 

 一度に複数の Roxio ホームプロジェクトで作業 

 プロジェクト パネルの使用 

 Roxio ホーム基本設定 

 二層（デュアル レイヤーおよびダブル レイヤー）DVD ディスクの使用 

 トラブルシューティングのアドバイスとエラー メッセージ 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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Roxio ホームを使いこなす 
Roxio ホームウィンドウは以下の 4 つの主要領域に分割されます。 

メニュー バー 
  

プロジェクト カテゴリ 
  

アプリケーションを開くたびに、プロジェクト カテゴリを開始ページとして設定するには、以下の図に
示すように ピンのアイコンをクリックします。（アイコンにカーソルを重ねると、右側にテキストが表
示されます） 

開始ページ アイコン 
  

 メニュー バー － 以下の 3 つのメニューからほとんどの主要プログラムのオペレーションにア

クセスできます。ファイル、ツール、および ヘルプ の 3 つのメニューからアクセスできます。ほ
とんどのメニュー項目にはキーボード ショートカットが指定されています。詳細については、メ
ニュー バーについて を参照してください。 

プロジェクト カテゴリ — アプリケーション ウィンドウの左側にあるプロジェクト カテゴリのリスト
です。カテゴリ名またはそのアイコンをクリックすると、そのカテゴリで使用できるすべてのプロ
ジェクトが表示されます。プロジェクト名をクリックして開始します。詳細については、新しい 

Roxio ホームプロジェクトを開始 を参照してください。 

プロジェクト ウィンドウ — アプリケーション ウィンドウで最も大きな部分です。状況に応じて、
内蔵プロジェクト、コンポーネントへのリンク、タスク アシスタント、ウェブ ブラウザー、進捗イン
ジケーターなどを表示します。 
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プロジェクト ウィンドウ 
  

コントロール パネルの例 

コントロール パネル — コントロール パネルはアプリケーション ウィンドウの一番下に表示さ
れます。表示される内容はプロジェクトによって異なります。ソースやドライブを選択する際のコ
ントロール、プロジェクトを開始するボタン、ディスク、ドライブ、ポータブル デバイスに関する役
立つ情報など様々な機能にここでアクセスできます。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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メニュー バーについて 
メニュー バーはアプリケーション ウィンドウの一番上にあり、ファイル、ツール、および ヘルプ の 3 つ
のメニューからアクセスできます。 

メニュー バー 

ファイル メニュー 

ツール メニュー 

ヘルプ メニュー 

注意：  ここで説明する一部のメニュー項目は、このバージョンのプログラムでは使用できない
場合があります。 

 新規プロジェクト — 選択した新規プロジェクトを開始します。 

 保存済みプロジェクトを開く — 保存したプロジェクトを開きます。複数のプロジェクトを一度に
開くことができますが、開くプロジェクトは異なるタイプのプロジェクトでなければなりません。 

 保存 — 現在のプロジェクトを保存します。プロジェクトを保存できない場合、このメニュー項目

は使用できません。詳細については、Roxio ホームプロジェクトを保存 を参照してください。 

 名前を付けて保存 — 新しい名前で現在のプロジェクトを保存するダイアログが表示されま
す。元のプロジェクトを変更せずに既存のプロジェクトのバリエーションを作成したい場合に、

[名前を付けて保存] を使用します。プロジェクトを保存できない場合、このメニュー項目は使
用できません。 

 最近保存した 5 項目のプロジェクト リスト。リストからプロジェクトを選択して開きます。 

 終了 — Roxio ホームを閉じます。保存されていないプロジェクトを保存できる場合、保存する
ように求められます 

 ドライブ トレイの取り出し/閉じる — ドライブ トレイを開くまたは閉じます。メニューにはシステ
ムに接続されている各ドライブが表示されます（この機能はすべてのドライブで機能するとは
限りません）。 

 利用可能なツールのリスト。一部のツールは直接、Roxio ホームから使用できます。その他
のツールは別のウィンドウから起動します。 

 基本設定 — Roxio ホームをカスタマイズする基本設定ウィンドウが開きます。詳細について

は、Roxio ホーム基本設定 を参照してください。 

 ヘルプ — ヘルプ ファイルを開きます。ヘルプ ファイルはメイン アプリケーションとコンピュー
ターにインストールされているすべてのプロジェクト モジュールの使用方法について説明しま
す。 

 オンライン テクニカル サポート —このメニュー項目を選択すると、Sonic のテクニカル サポ
ートを提供するサイトにアクセスすることができます。このサイトでは、よくある質問に対する回
答、製品に関する追加情報、テクニカル サポートをご利用いただけます。（インターネット接続
が必要です）。 

 アップデートを確認 — このメニュー項目を使用すると、ソフトウェアパッチや新しいバージョン
を確認することができます。（インターネット接続が必要です）。 

 Roxio にフィードバックを送る — Sonic の製品をより良いものにするため、ご意見やご要望
をお寄せください。（インターネット接続が必要です）。 

 このソフトウェアについて — このメニュー項目を選択すると、メイン アプリケーションおよびイ
ンストールした各コンポーネントのバージョン番号やその他の情報を表示するウィンドウを開く
ことができます。 
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Roxio ホームプロジェクトについて 
プロジェクト リストでプロジェクト名をクリックすると、次の 3 つの事項が展開します。 

ほとんどの内蔵プロジェクトは以下の 3 段階の基本プロセスに従って進みます。 

詳細は以下のリンクを選択してください。 

 ソフトウェア スイートのコンポーネントの一つが開きます。このコンポーネントを使用して、プロ
ジェクトを完了します。 

 タスク アシスタントが開きます。タスク アシスタントを使用して、プロジェクトを完了します。 

 Roxio ホームで構築したプロジェクトの場合、プロジェクトの実行に必要なツールと説明がプ
ロジェクト ウィンドウに表示されます。 

a プロジェクト リストからプロジェクトを選択します。 

b プロジェクト ウィンドウの指示に従います。 

c 実行ボタンをクリックします。 

 新しい Roxio ホームプロジェクトを開始 

 Roxio ホームプロジェクトをキャンセル 

 Roxio ホームプロジェクトを保存 

 保存済みの Roxio ホームプロジェクトを開く 

 一度に複数の Roxio ホームプロジェクトで作業 

 進捗状況を追跡 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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新しい Roxio ホームプロジェクトを開始 
以下のいずれかの方法を使用して、Roxio ホームから新規プロジェクトを開始することができます。 

または 

以下も参照してください：  

 ファイル > 新規プロジェクト を選択して、サブメニューからプロジェクトを選択します。 

 プロジェクト カテゴリをクリックします。プロジェクトのリストが表示されます。プロジェクト名をク
リックして、そのタイプの新規プロジェクトを開始します。 

 Roxio ホーム プロジェクトをキャンセル 

 Roxio ホームプロジェクトを保存 

 保存済みの Roxio ホームプロジェクトを開く 

 一度に複数の Roxio ホームプロジェクトで作業 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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Roxio ホームプロジェクトをキャンセル 
プロジェクトをキャンセルしたり、もう一度やり直したい場合があります。実行ボタンをクリックする前にプ
ロジェクトをキャンセルするには、以下のいずれかを実行します。 

実行ボタンをクリックした後でプロジェクトをキャンセルするには、進捗状況インジケーター内の キャン
セル をクリックします。 

注意： ライトワンス ディスクへの書込みを開始した後でプロジェクトをキャンセルすると、使用
できないディスクが作成されます。書き換え可能ディスクへの書込みを開始した後でプロジェク
トをキャンセルする場合、ディスクを消去しなければ再度使用できません。 

以下も参照してください：  

 ファイル > 新規プロジェクトを選択します。現在のプロジェクトを保存するかどうかを確認する
メッセージが表示されたら、いいえ ボタンをクリックします。 

 プロジェクト リストから新規プロジェクトを選択します。現在のプロジェクトを保存するかどうか
を確認するメッセージが表示されたら、いいえ ボタンをクリックします。 

 新しい Roxio ホームプロジェクトを開始 

 Roxio ホームプロジェクトを保存 

 保存済みの Roxio ホームプロジェクトを開く 

 一度に複数の Roxio ホームプロジェクトで作業 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  

 

© Rovi Corporation or its subsidiaries. All rights reserved. 

Roxio ホーム



Roxio ホームプロジェクトを保存 
さまざまなタイプのプロジェクトを保存できます。アプリケーションは、実際にはプロジェクトのすべての
ファイルのコピーを保存するわけではなく、ファイルのリストとコンピューター上の場所を保存します。こ
れによって、今後、プロジェクトを簡単に再作成できるようになります。 

Roxio ホームに内蔵されているプロジェクトを保存するには、次の手順に従ってください。 

注意： 保存したプロジェクトを開く際、プロジェクトのいずれかのファイルが見つからない場合
はメッセージが表示されます。プロジェクトを保存した後でファイルが移動または削除されると、
この状況が発生します。欠落したファイルを復元するには、新しい場所から再度ファイルを追
加します。 

以下も参照してください：  

 ファイル > 保存、または ファイル > 名前を付けて保存を選択します。（メニュー エントリがア
クティブでない場合は、保存できないタイプのプロジェクトであることを示します） 

 新しい Roxio ホームプロジェクトを開始 

 Roxio ホームプロジェクトをキャンセル 

 保存済みの Roxio ホームプロジェクトを開く 

 一度に複数の Roxio ホームプロジェクトで作業 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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保存済みの Roxio ホームプロジェクトを開く 
デフォルトで、Roxio ホームに内蔵されているプロジェクトは、ファイル名に拡張子「.rox」が付いて ド

キュメント（Windows Vista）または マイ ドキュメント（Windows XP、および Windows 7）フォルダ

ーにある Roxio プロジェクト フォルダーに保存されます。 

保存済みプロジェクトを開くには、次の手順に従ってください。 

または 

または 

保存したプロジェクトを開く際、プロジェクトのいずれかのファイルが見つからない場合はメッセージが表
示されます。プロジェクトを保存した後でファイルが移動または削除されると、この状況が発生します。
見つからないファイルを復元するには、新しい場所からプロジェクト ウィンドウにファイルを追加します。 

注意： Roxio ホームは、Roxio ホーム内に保存されているプロジェクトのみ開くことができま

す。Roxio のスタンドアローン コンポーネントを使ってプロジェクトを保存した場合は、同じコン
ポーネントを使用して開いてください。 

以下も参照してください：  

 ファイル > 保存済みプロジェクトを開く を選択します。ウィンドウを使用してファイルを指定し
ます。ファイルを選択して、開く をクリックします。 

 ファイルメニューで、最近保存したプロジェクトのリストからプロジェクトを選択します。 

 Windows エクスプローラーを使用して、保存したプロジェクト ファイルを指定します。ファイル
名をダブルクリックすると、プロジェクトが開きます。 

 新しい Roxio ホームプロジェクトを開始 

 Roxio ホームプロジェクトをキャンセル 

 Roxio ホームプロジェクトを保存 

 一度に複数の Roxio ホームプロジェクトで作業 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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一度に複数の Roxio ホームプロジェクトで作業 
一度に複数の Roxio ホームプロジェクトを設定およびレコーディングできますが、以下の制限がありま
す。 

一度に複数の Roxio ホームプロジェクトで作業するには、次の手順に従ってください。 

2 番目のプロジェクトがプロジェクト ウィンドウに開きますが、1 番目のプロジェクトでのすべての
作業は保持されます。 

ヒント：ユーザーの簡易切り替えはサポートされます。つまり、同時に複数のユーザーがプロジ
ェクトを完了できます。ただし、プログラムの進捗状況インジケーターは、現在のユーザーのプ
ロジェクトの進捗状況のみを表示します。 

 同じタイプのプロジェクトを同時に 2 つ開くことはできません。 

 一部のバージョンでは、一度に開くことができる Roxio ホームプロジェクト数に制限がありま
す。この制限を超えるとメッセージが表示されます。 

1 初のプロジェクトを開きます。詳細については、新しい Roxio ホームプロジェクトを開始 を参照
してください。 

2 1 番目のプロジェクトで希望の作業を行います。 

3 プロジェクト リストから 2 番目のプロジェクトを選択します。 

4 2 番目のプロジェクトで希望の作業を行います。 

5 1 番目のプロジェクトに戻るには、該当するプロジェクト カテゴリをクリックして、次に 1 番目のプロ
ジェクトに一致するプロジェクト タイプの名前をクリックします。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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進捗状況を追跡 
実行ボタンをクリックしてプロジェクトを開始すると、進捗状況インジケーターが表示され、プロジェクトの状態に関する情
報を表示します。  

プロジェクト ウィンドウの中央にあるインジケーターにはキャンセル ボタンがあり、進行中のプロジェクトを途中でキャン

セルすることができます。アクティブなプロジェクトごとに Roxio ホームウィンドウの下部にタブが作成されます。タブをク

リックして、対応するプロジェクトを表示します。詳細については、Roxio ホームプロジェクトをキャンセル を参照してくだ
さい。 

プロジェクト進捗状況インジケーター 
  

ヒント：プロジェクトが実行中でも自由に他の場所にジャンプできます。Roxio ホームウィンドウの下にある二次
インジケーターを監視して、進捗を常に追跡します。 

以下も参照してください：  

新しい Roxio ホームプロジェクトを開始 

Roxio ホームプロジェクトをキャンセル 

Roxio ホームプロジェクトを保存 

保存済みの Roxio ホームプロジェクトを開く 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあります。オンライン ヘ
ルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法については、www.roxio.com をご覧くだ
さい。  
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プロジェクト パネルの使用 
一部の Roxio ホームプロジェクトにはメイン プロジェクト ウィンドウを補足する伸縮自在なパネルが含
まれています。パネル名はプロジェクトごとに異なります。以下にパネルの例を示します。 

パネル プロジェクト 

注意： この機能については、プロジェクト パネルを含むプロジェクトを説明するヘルプ トピック
でより詳細に説明します。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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Roxio ホーム基本設定 
ツール > 基本設定を選択して、基本設定ウィンドウを開きます。ここには、Roxio ホームに内蔵されて
いるプロジェクトをカスタマイズする設定があります。 

既定値に戻すボタンを使用して、基本設定をデフォルト値に戻すことができます。 

注意： Roxio ホームのバージョンによっては、使用できない基本設定もあります。 

 ユーザー エクスペリエンス向上プログラムに参加する：お客さまの貴重なご意見をいただき、

今後の Roxio 製品の開発に役立てていきたいと思います。向上プログラムに参加いただく場
合はこのオプションを選択してください。 

 Roxio の関連商品や特典情報を表示：Roxio からの製品情報を表示する場合はオプション
を選択します。 

 オンライン カテゴリを有効にする:情報満載のチュートリアルのライブラリを含むラーニング セ
ンターは、このチェックボックスでオンとオフを切り替えられます。 

 アプリケーション起動時にアップデートをチェックする：Roxio では、パフォーマンスの向上やト
ラブル修正を目的として、定期的にソフトウェアのアップデートを配布します。このチェックボッ
クスを選択すると、アプリケーションを起動するたびにアップデートを確認します。 

 アプリケーションを終了する場合、プロジェクトの保存確認のメッセージを表示する：Roxio ホ
ームに内蔵されているプロジェクトはほとんど保存できます。このチェックボックスを選択する
と、アプリケーションを閉じる前に保存されていないプロジェクトを通知するメッセージが表示さ
れます。 

 アニメーションを有効にする：このオプションを選択して、複数のプログラムの機能の間でより
なめらかなトランジションを表示します。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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二層（デュアル レイヤーおよびダブル レイヤー）DVD ディス
クの使用 
互換性のある DVD レコーダーで使用する場合、ダブル レイヤー（DVD+R DL）およびデュアル レイ

ヤー（DVD-R DL）の両ディスクがサポートされます。 

両フォーマットのディスクには、2 つの反射面があり、ひとつの面の下にもう 1 面が配置されています。

DVD プレーヤのレーザーは、ディスクの中央から端に向かって 1 面を読み取り、次にもう 1 面に再
度焦点を合わせて中央に向かって読み取ります。両面ディスクと異なり、レコーディングや再生中にディ
スクを裏返す必要はありません。レーザーが再度焦点を合わせる時に再生が短時間休止しますが、通
常は気づかない程度です。 

DL ディスクを使用する時のヒントは以下のとおりです。 

注意： 広範囲なディスク ドライブとの互換性を保証するために、DVD+R DL(ダブルレイヤ

ー）ディスクに書き込むデータは最小限に抑える必要があります。追記可能な DVD+R DL
(ダブルレイヤー）ディスクの最初のセッションを書き込む時に、最高 1 GB の領域が失われま
す。 

 ダブル レイヤーおよびデュアル レイヤー ディスクは、DVD 9 ディスクと呼ばれる場合があり
ます。 

 ディスクのコピーを作成する時には同じフォーマットのディスクの使用を推奨しています。 

 DVD-R DL ディスクおよび互換性のあるドライブでは、レイヤージャンプ レコーディングがサ

ポートされます。レイヤージャンプ レコーディング（LJR）によって、複数のレコーディング セッシ
ョンでデータを追加できます。データはディスクの両レイヤーに均等に配置されます。 

 DVD+RW DL ドライブで DVD+R メディアを使用する場合、追記可能なダブル レイヤー デ
ィスクの使用についての重要な情報を含むメッセージが表示されます。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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Roxio ホームの音楽とオーディオ内蔵プロジェクト 
オーディオ プロジェクトは、音楽 – オーディオ カテゴリにグループ化されています。 

新しい音楽 – オーディオ プロジェクトを開くには、次の手順に従ってください。 

プロジェクト リストが表示されます。 

1 音楽 – オーディオ プロジェクト カテゴリを選択します。 

2 プロジェクト名をクリックして新規プロジェクトを開始します。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オーディオ CD を書き込む 
オーディオ CD を書き込むプロジェクトを使用して、CD の曲やコンピューターに保存されているファイ

ルの曲をレコーディングします。オーディオ CD を書き込むプロジェクトはカーオーディオやホーム CD 
プレーヤー、ほとんどのコンピューター、互換性のある民生用ディスク プレーヤーで再生可能な標準オ

ーディオ CD を作成します。 

以下のリンクをクリックして開始します。 

 オーディオ CD を書き込むプロジェクトを開始 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オーディオ CD を書き込むプロジェクトを開始 
新しいオーディオ CD を書き込むプロジェクトを開始するには次の手順に従ってください。 

プロジェクト リストが表示されます。 

プロジェクト ウィンドウでオーディオ CD を書き込むプロジェクトが開きます。 

オーディオ CD を書き込むプロジェクト ウィンドウ 
  

保存済みのオーディオ CD を書き込むプロジェクトを開くには次の手順に従ってください。 

または 

注意：  このソフトウェアの以前のバージョンで作成されたオーディオ CD を書き込むプロジェ

クトのファイルには、「.roxio」というファイル拡張子が付いています。これらのファイルも開くこ
とができます。 

以下のいずれかのリンクをクリックして次に進みます。 

1 音楽 – オーディオ プロジェクト カテゴリを選択します。 

2 オーディオ CD を書き込む プロジェクト名をクリックします。 

ファイル > 保存済みプロジェクトを開く を選択し、開きたいプロジェクト ファイルを指定しま

す。デフォルトでは、保存したプロジェクト ファイルのファイル名には拡張子「.rox」が付き ドキ

ュメント フォルダー（Windows XP、または Windows 7 では マイ ドキュメント）に保存され
ます。最近使用したプロジェクトは ファイル メニューにも一覧表示されます。 

オーディオ CD を書き込むプロジェクト ファイルをダブルクリックします。プロジェクト ウィンドウ
にプロジェクトが表示されます。 

コンピューターに保存されている曲を追加 

CD から曲を追加 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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コンピューターに保存されている曲を追加 
コンピューターに保存されている曲は、以下の方法でオーディオ CD を書き込むプロジェクトに追加で
きます。 

貼り付けボタン 
? 

以下のいずれかのリンクをクリックして次に進みます。 

 貼り付け ボタンをクリックして、コンピューター上のファイル、フォルダー、または再生リストを指
定します。 

オーディオ CD を書き込むプロジェクト ウィンドウにディレクトリ ウィンドウから音楽ファイルを
ドラッグ アンド ドロップします。プロジェクト ウィンドウに再生リスト ファイルをドラッグ アンド ド
ロップすると、再生リストの各曲がプロジェクトに追加されます。 

クイック検索パネルを使用して、ハード ディスクをスキャンしたり、音楽を分類したり、ファイル
を追加することができます。 

クイック検索を使用 

CD から曲を追加 

プロジェクトを仕上げる 

オーディオ CD：サポートされているオーディオ フォーマット 

 ページのトップへ  

メモ： お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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クイック検索を使用 
クイック検索パネルは、ハードディスクのオーディオ ファイルをスキャンし、カテゴリーに分類し、プロジェクトに追
加する場合の最も簡単な方法です。 

スキャンの設定を指定または変更するには、次の手順に従ってください。 

設定ボタンは左下隅に表示されています。 
? 

ハードディスクのサイズによって異なりますが、初回のスキャンに数分かかる場合があります。 

ヒント： ハードディスクで音楽をスキャンする時に、短い音楽ファイルをスキップするオプションが提供され

ています。オプション > クィック検索 をクリックし、音楽をスキャン オプションを希望する秒数に設定しま
す。 

クイック検索パネルでファイルを分類するには、次の手順に従ってください。 

システム上のすべての有効な音楽ファイルが表示されたら、クィック検索ドロップダウン メニューからカテゴリーを
選択してファイルを分類できます。ディスク上の曲を表示するには、ディスク ドライブにディスクを挿入して、ドロッ
プダウン メニューから ドライブ上 を選択します。 

クィック検索ドロップダウン メニューをクリックして、ファイルを分類します。この例では、アーティスト別カテゴリが
選択されています。 

? 

ファイルをプロジェクト ウィンドウに追加するには、次の手順に従ってください。 

選択したファイルがプロジェクト ウィンドウに移動します。 

以下のいずれかのリンクをクリックして次に進みます。 

1 パネルの下部にある設定 ボタンをクリックします。監視フォルダーの設定ダイアログ ボックスが開きます。 

2 ダイアログ ボックスのコントロールを使用して、監視するフォルダーを選択します。  

3 OK ボタンをクリックします。選択したフォルダーでは、定期的にオーディオ ファイルがスキャンされます。各
スキャンの結果は、クイック検索パネルに表示されます。  

1 クイック検索パネルから追加したいファイル、フォルダー、またはプレイリストを選択して、パネルの下にある
追加 ボタンをクリックします。 

CD から曲を追加 

プロジェクトを仕上げる 

 ページのトップへ  

メモ： お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあります。オン
ライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法については、
www.roxio.com をご覧ください。  
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CD から曲を追加 

貼り付けボタンは左側にあります。 
  

選択したファイルがプロジェクト ウィンドウに移動します。 

注意： オーディオ CD から曲を選択すると、コンピューターのハードディスクに一時的に保存さ

れます。オーディオ CD 上のすべての曲を選択するには、ハードディスクに最大 700 MB の
空き領域が必要です。 

以下のいずれかのリンクをクリックして次に進みます。 

1 オーディオ CD を書き込むプロジェクトを開き、オーディオ CD をレコーダー ドライブに挿入しま
す。 

2 貼り付け ボタンをクリックします。 

3 [ウィンドウを開く] を使用して、追加したい曲を指定します。 

4 曲を選択して、開くボタンをクリックします。 

5 別の CD から曲を追加するには、最初の CD を取り出して、次の CD を挿入します。このディスク
から曲を追加する場合には、上記の手順を繰り返します。 

コンピューターに保存されている曲を追加 

プロジェクトを仕上げる 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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プロジェクトを仕上げる 
プロジェクトのすべての曲をプロジェクト ウィンドウに移動したら、曲の順序を並べ替えてディスクにレコ
ーディングします。  

以下の手順でプロジェクトを仕上げます。 

注意： 削除 ボタンをクリックすると、強調表示された曲がリストから削除されますが、ハー
ドディスクからファイルが削除されるわけではありません。 

進捗状況インジケーターが表示され、ディスクのレコーディングが行われます。  

注意： プロジェクトに他の CD から直接コピーした曲が含まれているる場合、プロジェクト
を保存したり、再生リストとしてファイル セットを保存することはできません。 

以下も参照してください：  

1 曲を選択して上へ移動 または 下へ移動 矢印キー をクリックし、プロジェクト ウィンドウ

の曲の順序を並べ替えます。 

2 レコーダー ドライブにブランク CD または書き換え可能 CD を挿入します。 

3 選択されていない場合、保存先ドロップダウン メニューからレコーダー ドライブを選択します。 

4 ウィンドウの下部にあるプロジェクトのサイズ インジケーターをチェックして、プロジェクトの曲がディ
スクに収まることを確認します。曲が収まらない場合は、一つ、または複数の曲のタイトルを選択
し、削除 ボタンをクリックします。 

5 実行ボタン をクリックします。 

6 ディスクの書き込みが終わったら、完了 ボタンをクリックしてプロジェクト ウィンドウに戻ります。 

7 このプロジェクトを保存して今後同じファイル セットを簡単に選択できるようにするには、ファイル > 
保存ボタンをクリックします。 

8 このプロジェクトを再生リストとして保存するには、プロジェクト ウィンドウの上部にある再生リストと
して保存ボタンをクリックします。ファイルの名前と保存先を選択し、保存 ボタンをクリックします。こ

れによって、.m3u 再生リスト ファイルとしてファイル セットが保存されます。 

9 ドライブからディスクを取り出して安全な場所に保管します。 

 オーディオ CD を書き込むプロジェクトを開始 

 コンピューターに保存されている曲を追加 

 CD から曲を追加 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オーディオ CD：サポートされているオーディオ フォーマット 
オーディオ CD を書き込むプロジェクトは広範囲なオーディオ ファイルおよび再生リストのフォーマット
をサポートしています。サポートされるオーディオ ファイルおよび再生リストのフォーマットは、各新規プ
ロジェクトのプロジェクト ウィンドウに一覧表示されています。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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再生リストの使用 
ほとんどの音楽プレーヤーが再生リストの作成に対応しています。再生リストとは視聴するデジタル音
楽のタイトルと場所が記載されたファイルです。再生リストを選択すると、音楽プレーヤは曲を検索して
順番に再生します。 

オーディオのレコーディング プロジェクトを素早くはじめたい場合も再生リストを使用します。以下の作
業を実行できます。 

注意： オーディオ CD を書き込むプロジェクトは複数の再生リスト フォーマットをサポートして
います。フォーマットのリストは各新規プロジェクトのプロジェクト ウィンドウに記載されていま

す。再生リストとして保存 ボタンを使用して作成された再生リストは .m3u ファイルとして保存
されます。 

 再生リストとして保存 ボタンを使用して、オーディオ プロジェクトのファイルのリストを再生リス
トとして保存します。  

 Windows ディレクトリからプロジェクト ウィンドウに再生リストを直接ドラッグ アンド ドロップす
るか、ファイルを追加 ボタンを使用して、プロジェクトに追加します。 

 クイック検索ウィンドウからプロジェクト ウィンドウに直接、再生リストをドラッグ アンド ドロップ
します。 

 オーディオ プロジェクト ウィンドウの上へ移動 と下へ移動矢印ボタン を使用して、

プレイリスト内の曲を並べ替えてディスクに書き込みます。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オーディオ CD に関するヒントとコツ 
このトピックでは、オーディオ レコーディング プロジェクトを最大限に活用するためのアドバイスを紹介
します。 

曲の情報を表示 
インターネットに接続している場合、オーディオ CD をドライブに挿入すると必ず、Rovi ミュージック サ
ービス データベースを利用してアーティスト、タイトル、曲名、その他の曲情報を検索します。 

音楽ファイルの名前を変更 

オーディオ CD を書き込むプロジェクトで音楽ファイル名を変更するには、次の手順に従ってください。 

オンライン ミュージック ストアから購入した曲をレコーディング 
プロテクトされた WMA オーディオ フォーマットを使用するオンライン ミュージック ストアから購入した

曲は、Windows Media Player 10 以降がコンピューターにインストールされていれば、書き込むこと
ができます。プロジェクトにコピーできないファイルが含まれている場合は、メッセージが表示されます。 

オンラインで購入したファイルを使用してオーディオ プロジェクトを作成する時には以下のガイドライン
に注意してください。 

1 プロジェクト ウィンドウで曲名をクリックします。 

2 キーボードで F2 キーを押します。 

3 CD プロパティを編集ダイアログボックスで曲の新しい名前を入力します。 

4 OK ボタンをクリックします。 

 ファイルをコピーするライセンスがコンピューターにある場合には、プロテクトされた WMA ファ
イルをレコーディングできます。通常、オーディオ ファイルをダウンロードすると同時にライセン
スがダウンロードされます。 

 各音楽サービスによって課せられているコピー制限は、プロジェクト ランチャにまで及びます。

たとえば、音楽サービスが 5 回までプレイリストの書き込みを認めている場合、オーディオ 

CD を書き込むプロジェクトによる再生リストの書き込みは 5 回までに制限されます。使用制

限については、音楽サービスの Web サイトでご確認ください。 

 アップルの iTunes ミュージック ストアで販売されている著作権保護されたオーディオ ファイ
ルは書き込むことができません。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オーディオ CD 書き込むオプション 

注意： 一部のオプションは、ドライブまたはオペレーティング システムによっては使用できません。 

オプション ボタンをクリックして、オプション ウィンドウを開きます。このウィンドウにはプロジェクトのカスタマイズ
に使用できる設定が表示されます。 

ミュージック全般 

クイック検索 

このオプションを選択すると、Windows の起動時のサウンドなど短いオーディオ ファイルをスキャン対象か
ら除外することで、次回のスキャン処理にかかる時間を短縮できます。これは再生リストには影響しません。 

オーディオ EQ 

高度 

デフォルトで、ドライブとメディアの組み合わせで使用可能な最高速度を使用して、書き込みを実行します。書
き込み中にエラーが発生した場合には、レコーダーの最高速度を下げて再度実行してください。 

 ディスクが追記可能ではないことを通知する：一度オーディオ ディスクに書き込むと、同じディスクにファ
イルを追加することはできません。このチェックボックスを選択すると、追加できないことを警告するメッセ
ージが表示されます。 

 指定した秒数より短いファイルを表示しない：このチェックボックスを選択すると、スキャンの対象を指定し

た秒数よりも長いオーディオ ファイルに限定します。指定できる秒数は 1 秒から 180 秒です。 

 一定レベルにトラックを正規化：このオプションは、オーディオ プロジェクトの曲のボリュームを一定レベ
ルに設定します。チェックボックスを選択し、スライダーを左右に移動して、レベルを設定します。たとえば 

90% に設定すると、現在のプロジェクトのすべてのトラックのボリュームが最大ボリュームの 90% に
設定されます。正規化機能はデフォルトでオフに設定されています。 

 プリエンファシシスを使用してバックのノイズを低減する：このチェックボックスを選択すると、オーディオ 
プレーヤで使用可能なノイズ削減機能が有効になります。 

 システムの自動再生を無効にする：Windows の自動再生機能が操作の妨げとなる場合があります。こ
のオプションを選択すると、このアプリケーションを使用する時に自動再生が無効になります。 

 書き込み後、警告音で知らせる：このオプションを選択すると、ディスクの書き込み完了後、ベル音で知ら
せます。 

 書き込みメモリ キャッシュ：デフォルトは 4.7 MB です。ほとんどの場合、この設定を変更する必要はあ
りません。キャッシュを増やすとバッファー アンダーランの問題を回避することができますが、有効なの

は 512 MB 以上の RAM を搭載しているコンピューターに限ります。  

 ドライブ速度を選択：ご使用になるシステムによって異なりますが、ひとつまたは複数のドロップダウン リ
ストで、書込み速度を手動で設定できます。使用可能な速度の設定は、レコーダー ドライブによって報告
される情報に基づいて決定されます。 

 CD Text に 2 バイト文字を使用する:2 バイト言語の文字とヨーロッパ言語の文字は CD Text で混

ぜて使用できません。中国語、日本語、韓国語、またはその他の 2 バイト文字を使用する場合は、この
オプションを選択します。ヨーロッパ言語の文字を使用する場合は、このオプションの選択を解除してくだ
さい。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあります。オンラ
イン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法については、
www.roxio.com をご覧ください。  
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MP3 ディスクを作成 
オーディオ CD を作成するフォーマットでは、サイズの大きな非圧縮ファイルが生成されます。その結

果、一般的なオーディオ CD では 10曲 から 20 曲しか収録できません。 

MP3 ディスクの場合、MP3 ディスクにコピーされた圧縮済みのオーディオ ファイルは圧縮されたまま

なので、数百もの曲をおさめることができます。MP3 ディスクは、コンピューター、音楽プレーヤ、互換
性のある民生用ディスク プレーヤで再生できます。ご使用の機器のユーザーガイドを参照して、機器
がサポートするディスクおよびファイル フォーマットについて確認してください。 

MP3 ディスクをコンピューターに挿入すると、ディスクは自動的に再生を開始します。MP3 CD を書き
込むプロジェクトで予め設定した順に曲が再生されます。 

MP3 ディスクには MP3 や WMA など一般的なフォーマットで保存されたファイルを書き込むことがで

きます。MP3 CD を書き込むプロジェクトでは、DVD や Blu-ray Disc から音楽ファイルを書き込む
こともできます。 

注意： ほとんどの場合、MP3 ディスクはコンピューター上のファイルで作成されます。音楽 - 
オーディオ プロジェクト リストでリッピング プロジェクトが使用可能な場合は、ファイルをオーデ

ィオ CD から直接、MP3 CD を書き込むプロジェクトに追加できます。詳細については、オー

ディオ CD からファイルを直接追加 を参照してください。 

以下も参照してください：  

 コンピューターのファイルから MP3 ディスクを作成 

 MP3 ディスクのヒントとテクニック 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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コンピューターのファイルから MP3 ディスクを作成 
ファイルから MP3 ディスクを作成するには、次の手順に従ってください。 

プロジェクト リストが表示されます。 

プロジェクト ウィンドウで MP3 CD を書き込むプロジェクトが開きます。 

MP3 CD を書き込むプロジェクト ウィンドウ 
  

注意： 削除 ボタンをクリックすると、強調表示された曲がリストから削除されますが、ハー
ドディスクからファイルが削除されるわけではありません。 

1 音楽 – オーディオ プロジェクト カテゴリを選択します。 

2 MP3 CD を書き込むプロジェクト名をクリックします。 

3 追加 ボタンをクリックして、ファイルまたはフォルダーをプロジェクトに追加します。互換性のある音

楽ファイルをクィック検索パネル、または Windows ディレクトリからプロジェクト ウィンドウにドラッ
グすることによって、追加することもできます。 

4 曲を選択して上へ移動 または 下へ移動 矢印キー をクリックし、プロジェクト ウィンドウ

の曲の順序を並べ替えます。 

5 ブランク、または書き換え可能なディスクがレコーダー ドライブに挿入されていることを確認しま
す。 

6 プロジェクト ウィンドウの下部にあるメディア情報の表示をチェックして、プロジェクトの曲がディスク
に収まることを確認します。曲が収まらない場合は、一つ、または複数の曲のタイトルをクリックし、

削除ボタン  をクリックします。 

7 ディスクのレコーディングを開始する場合は、実行ボタン  をクリックします。 

8 進捗状況インジケーターが表示され、ディスクのレコーディングが行われます。 

9 ディスクの書き込みが終わったら、完了 ボタンをクリックしてプロジェクト ウィンドウに戻ります。 

10 このプロジェクトを保存して今後同じファイル セットを簡単に選択できるようにするには、ファイル メ
ニューから 保存ボタンをクリックします。 

11 プレイリストとしてこのプロジェクトを保存するには、再生リストとして保存 ボタンをクリックします。フ

ァイルの名前と保存先を選択し、保存 ボタンをクリックします。これによって、M3U 再生リスト ファ
イルとしてファイル セットが保存されます。 

 ページのトップへ  
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メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オーディオ CD からファイルを直接追加 

注意： この機能、および以下に説明するリッピング オプション ダイアログは、本ソフトウェアの
一部のバージョンでは使用できません。 

音楽 — オーディオ プロジェクト リストでリッピング プロジェクトが使用可能な場合、ファイルをオーディ

オ CD から直接、MP3 CD を書き込むプロジェクトに追加できます。オーディオ CD から追加されたフ
ァイルは、リッピング オプション ダイアログで選択されているオーディオ フォーマットおよび品質レベル

に変換されます。変換が完了したファイルは MP3 CD を書き込むプロジェクト リストに表示されます。 

ファイルをオーディオ CD から MP3 CD を書き込むプロジェクトに直接追加す
る際の注意事項: 

 オーディオ CD のファイルの変換が終了したら、オーディオ CD を取り出し、別の CD のファ
イルを追加できます。 

 MP3 CD を書き込むプロジェクトで作業中、オーディオ CD から変換されたファイルは一時的
にハードディスクに保存されます。プロジェクトが完了したら、これらの一時ファイルは削除され
ます。 

 MP3 CD を書き込むプロジェクトにオーディオ CD から直接変換されたファイルが含まれる場
合、このプロジェクトは保存できません。  

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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MP3 ディスクのヒントとテクニック 
 MP3 ディスクを再生した際、一部の曲がスキップされる場合、ご使用のプレーヤがディスクの

音楽フォーマットと互換性がない可能性があります。たとえば、システムによっては MP3 ファ

イルは再生できても、WAV ファイルは再生できない場合があります。詳細は、機器に添付さ
れているマニュアルをご覧ください。 

 MP3 DVD や BD より MP3 CD を再生できるオーディオ デバイスの方が多いです。 

 コピー保護された WMA ファイルを含む MP3 ディスク の作成は可能ですが、これらのファイ
ルは作成されたコンピューター上でしか再生できません。 

 MP3 ディスクをライトワンス ディスクにレコーディングした場合、データを追加できません。書

き換え可能なディスクに書き込んだ MP3 ディスクは、一度消去しなければデータを追加でき
ません。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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MP3 CD 書き込みオプション 

注意： 一部のオプションは、ドライブまたはオペレーティング システムによっては使用できませ
ん。 

オプション ボタンをクリックして、オプション ウィンドウを開きます。このウィンドウにはプロジェクトのカス
タマイズに使用できる設定が表示されます。 

ミュージック全般 

クイック検索 

このオプションを選択すると、Windows の起動時のサウンドなど短いオーディオ ファイルをスキャ
ン対象から除外することで、次回のスキャン処理にかかる時間を短縮できます。これは再生リスト
には影響しません。 

高度 

デフォルトで、ドライブとメディアの組み合わせで使用可能な最高速度を使用して、書き込みを実行
します。書き込み中にエラーが発生した場合には、レコーダーの最高速度を下げて再度実行してく
ださい。 

 ディスクが追記可能ではないことを通知する：一度オーディオ ディスクに書き込むと、同じディ
スクにファイルを追加することはできません。このチェックボックスを選択すると、追加できない
ことを警告するメッセージが表示されます。 

 書き込み後、自動的にディスクを取り出し：自動的にディスクを取り出すことにより、プロジェク
トが完了した事がわかるので便利です。 

 指定した秒数より短いファイルを表示しない：このチェックボックスを選択すると、スキャンの対

象を指定した秒数よりも長いオーディオ ファイルに限定します。指定できる秒数は 1 秒から 

180 秒です。 

 システムの自動再生を無効にする：Windows の自動再生機能が操作の妨げとなる場合があ
ります。このオプションを選択すると、このアプリケーションを使用する時に自動再生が無効に
なります。 

 書き込み後、警告音で知らせる：このオプションを選択すると、ディスクの書き込み完了後、ベ
ル音で知らせます。 

 書き込みメモリ キャッシュ：デフォルトは 4.7 MB です。ほとんどの場合、この設定を変更する
必要はありません。キャッシュを増やすとバッファー アンダーランの問題を回避することができ

ますが、有効なのは 512 MB 以上の RAM を搭載しているコンピューターに限ります。  

 ドライブ速度を選択：ご使用になるシステムによって異なりますが、ひとつまたは複数のドロッ
プダウン リストで、書込み速度を手動で設定できます。使用可能な速度の設定は、レコーダー
ドライブによって報告される情報に基づいて決定されます。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オーディオ CD を MP3、WMA およびその他のフォーマットに
変換 
CD をリッピング プロジェクトを使用して、オーディオ CD の曲を MP3、WMA、およびその他のフォー
マットに変換します。 

オーディオ CD のオーディオ ファイルは、音質が優れている代わりにファイル サイズが大きくなりま
す。これらのファイル サイズを小さくするには、一般的なファイル フォーマットのいずれかに変換する方
法があります。これらのフォーマットのファイルは、互換性のあるコンピューターや音楽プレーヤ、一部
の民生用ディスク プレーヤで再生できます。  

CD をリッピング プロジェクトを使用して、オーディオ CD トラックを WAV ファイルに変換することもで

きます。WAV は長年にわたって、Windows の標準サウンド フォーマットとして使用されてきました。

現在 WAV フォーマットは Windows システムの警告音や各種の効果音として一般的に使用されてお
り、高品質の非圧縮のデジタル レコーディングを作成するためにも使用されています。 

オーディオ CD トラックをリッピングするには、次の手順に従ってください。 

プロジェクト リストが表示されます。 

プロジェクト ウィンドウで CD をリッピング プロジェクトが開きます。 

リッピング プロジェクト ウィンドウ 
  

オーディオ CD に収録されている各曲がプロジェクト ウィンドウに表示され、曲の横に小さなチェッ
クボックスが配置されます。デフォルトでは、すべてのチェックボックスが選択されています。 

すべての曲を 1 度に選択するには、すべてを選択 ボタンをクリックします。すべてのチェックボック

スの選択を 1 度に解除するには、すべて選択解除 ボタンをクリックします。 

1 音楽 – オーディオ プロジェクト カテゴリを選択します。 

2 リッピング プロジェクト名をクリックします。 

3 レコーダー ドライブにオーディオ CD を挿入します。必要があれば、ソース ドロップダウン メニュー
からドライブを選択してください。 

4 チェックボックスを使用して変換する曲を選択します。チェックマークが曲の横に表示されていない
場合、その曲は変換されません。 

5 コピー先 ドロップダウン メニューを使用して、新しいファイルを保存する場所を選択します。 

6 ファイル変換プロセスは [リッピング プロジェクト] オプション ダイアログの設定でコントロールでき
ます。ここではファイル フォーマットやファイルの品質の設定を行います。設定を確認する場合は、

オプション ボタンをクリックします。MP3 の品質設定に関する詳細は、一定ビット レート/可変ビッ
ト レートを参照してください。 

7 実行ボタン  をクリックして、オーディオ ファイルの変換を開始します。 
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注意： LAME エンコーダーはオーディオ CD を変換するために使用されるエンコーダーのひ

とつです。このオープン ソース エンコーダーの詳細については、lame.sourceforge.net を参
照してください。 

以下も参照してください：  

8 進捗状況インジケーターが表示されます。ファイルの変換が完了したら、完了 ボタンをクリックしま
す。 

リッピング オプション 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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一定ビット レート/可変ビット レート 
ほとんどのオーディオ エンコーダーは、一般的に人間の耳では聞き取ることができない音を削除するこ
とによって、高レベルの圧縮を行います。ファイルを圧縮すればするほど、エンコーダーはより多くのオ
ーディオ データを削除します。一定のレベルを超えると、誰にでも品質の低下が分かるようになりま
す。 

作成するオーディオ ファイルのオーディオの品質は、種類 と 品質 ドロップダウン リスト（リッピング オ
プション ダイアログ）で設定します。詳細については、リッピング オプション を参照してください。 

[種類] と [品質] ドロップダウン リストを使用して、オーディオ ファイルのビット レートを設定します。 
  

ファイルのタイプに応じて、次の 2 種類のフォーマットの品質レベルから選択できます。一定ビット レー

ト (MP3) と可変ビット レート (MP3 VBR) です。ビットレートとは、エンコーダーからのデータフローを 

1 秒あたりのキロビット (Kbps) で表したものです。一般的にビットレートが高くなると、圧縮は低くなっ
て品質は高くなり、ファイルのサイズが大きくなります。 
  

以下の表に可変ビット レートと一定ビット レートの相違点を示します。 
  

  
一定ビット レート 

(MP3)  
可変ビット レート(MP3 
VBR) 

基本  ビット レートは、レコ
ーディングの開始か
ら終わりまで変わら
ない。 

 ビットレートはレコー
ディングの複雑な個
所で自動的に高く調
整される（圧縮が低く
なる）。ビット レート
は複雑でない個所で
は低く調整される（圧
縮が高くなる）。 

利点  ファイルのサイズを
簡単に予測できる。 

 一定ビット レートでレ
コーディングされたフ
ァイルの方がより多く
の機器およびメディ
ア プレーヤーで再生
できる。 

 レコーディング品質
は常時一定してい
る。 

 一般的にファイルの
サイズは一定ビット 
レートと比較すると小
さい。 

欠点  複雑な箇所になると
レコーディング品質
が劣化する。 

 一般的にファイルの
サイズが可変ビット 
レートと比較すると大

 ファイルのサイズを
予測することが難し
く、複雑なレコーディ
ングではサイズが大
きくなる。 

 可変ビット レートでレ
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きい。 コーディングされたフ
ァイルを再生できる
機器やメディア プレ
ーヤーは限られてい
る。 

使用可能な MP3 オプ
ション。可変ビット レー
トの Kbps の値は概
算です（その他のフォ
ーマットのオプションは
これとは異なります）。 

 320 Kbps 
 256 Kbps 
 192 Kbps 
 128 Kbps 
 96 Kbps 

 320 Kbps 
 256 Kbps 
 192 Kbps 
 128 Kbps 
 96 Kbps 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オーディオの品質およびファイル サイズ 
以下の表に MP3 ファイルで使用可能な一定ビット レート (CBR) 設定を説明します（キロビット/秒）。
表に示すように、品質設定はディスクまたはハードディスクにレコーディングできるオーディオの容量に
影響します。 
  

以下も参照してください：  

MP3 品質 
（数値が大きいほど品質
は高い） 

1 GB あたりに書き込むことが 
できるオーディオの時間 

96 Kbps 24.8 

128 Kbps 18.6 

192 Kbps（CD 品質） 12.4 

256 Kbps 9.3 

320 Kbps 7.5 

 オーディオ CD を MP3、WMA およびその他のフォーマットに変換 

 リッピング オプション 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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リッピング オプション 

注意： 一部のオプションは、ドライブまたはオペレーティング システムによっては使用できませ
ん。 

オプション ボタンをクリックして、オプション ダイアログを開きます。このウィンドウにはプロジェクトのカ
スタマイズに使用できる設定が表示されます。 

リッピング設定 

 種類：種類ドロップダウン メニューの設定では、リッピング プロジェクトによって作成されるファ

イルのタイプをコントロールします。VBR は可変ビット レート（Variable Bit Rate）の略です。

 品質：このドロップダウン メニューで使用できる設定は、種類メニューで選択するファイルのタ
イプによって変わります。品質ドロップダウン メニューの設定は、リッピング プロジェクトによっ
て作成されるファイルの品質とサイズをコントロールします。  

 パス名にアーティストとアルバムを追加：このオプションは、CD タイトルやアーティストを参照
するフォルダーにファイルを保存することによって、リッピング プロジェクトで作成されたファイ
ルを整理するのに役に立ちます。 

 書き込み後、自動的にディスクを取り出し：自動的にディスクを取り出すことにより、プロジェク
トが完了した事がわかるので便利です。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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CD のプロパティおよび CD Text を使用 
オーディオ CD を書き込むプロジェクトでは、ディスクの CD Text を入力、プリギャップを追加、UPC 
および ISRC 識別子を入力することができます。CD Text およびオーディオのプロパティの詳細は

CD Text について と CD のプロパティについてを参照してください。 

CD プロパティを編集 
CD プロパティを編集する方法は複数ありますが、ここでは簡単な方法を説明します。 

このダイアログボックスを使用してアルバムおよびトラック情報を追加してプリギャップを設定しま
す。 

  

トラック タブが選択された状態で、CD プロパティを編集ウィンドウが開きます。 

オーディオのプロパティおよび CD Text を入力するためのヒント 

1 新規または保存されたオーディオ CD を書き込むプロジェクトを開きます。 

2 レコーディングしたい曲をプロジェクト ウィンドウに移動して、いずれかの曲を選択します。 

3 情報ボタン  をクリックします。 

4 CD プロパティを編集ウィンドウが開きます。トラック および アルバム という名前のタブがありま
す。アルバム タブを使用して、アルバム全体に共通するプロパティを入力します。トラック タブを使
用して、トラックごとに異なるプロパティを入力します。 

5 アルバム タブを選択します。 

6 アルバム全体に共通するプロパティを入力します。このタブを使用すると、アルバムのすべてのトラ

ックの演奏者、作曲者、UPC 設定を短時間で入力できます。 

7 OK ボタンをクリックします。 

8 プロジェクト ウィンドウで最初のトラックをダブルクリックします。 

9 トラック名などこのトラック固有のプロパティを入力します。 

10 OK ボタンをクリックします。 

11 各トラックに手順 8 から 10 を繰り返します。 

12 CD のプロパティの設定と CD Text の入力が完了したら、実行ボタン  をクリックしてプロジェ

クトをレコーディングするか、ファイル > 保存 ボタンをクリックしてプロジェクトを保存します。 

タイトル トラックをプロジェクト ウィンドウで直接編集できます。トラック名を 2 度シングル クリ
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以下も参照してください：  

ックして、新しいトラック名を入力して、Enter キーを押します。 

複数のトラックのオーディオのプロパティを 1 度に入力できます。プロジェクト ウィンドウで複

数のトラックを選択して 情報 ボタンをクリックします。CD プロパティを編集ウィンドウで行った
変更は、選択したすべてのトラックに反映されます。 

複数のトラックを選択した状態で、CD プロパティを編集ウィンドウを開くと、一部の設定に 複
数の値 というメッセージが表示される場合があります。これは、選択されたトラックの中の少な

くとも 2 つのトラックに同じ設定で異なる値が指定されていることを意味します。たとえば、ひと

つのトラックのプリギャップが 2 秒に設定されており、別のトラックのプリギャップが 0 に設定
されている場合などです。選択したすべてのトラックに新しい設定を入力したい場合に限り、複
数の値 エントリをクリックします。 

CD Text について 

CD のプロパティについて 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
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CD Text について 
Windows Media Player などのプログラムを使用してコンピューターで市販の音楽ディスクを再生す
ると、通常、ディスク名、演奏者、およびすべての曲名が表示されます。ほとんどの場合、このテキスト
はディスク自体に含まれていません。音楽プレーヤが大規模なオンライン音楽データベースからダウン
ロードした情報です。 

では、インターネットに接続していない場合はどうなるでしょうか。ディスクをデータベースで見つけられ
ない場合や、メディア プレーヤがディスク上の曲を認識しない場合はどうなるのでしょうか。この場合

は、曲のタイトルではなく、「トラック 1」、「トラック 2」という形式で表示されます。演奏者の名前の欄は

「不明なアーティスト」または「オーディオ CD」と表示されます。 

常に正しく表示されるように、書き込むディスク上に曲の情報を直接保存することができます。このテキ

ストは特殊な場所に保存され、「CD Text」と呼ばれます。一部のディスク ドライブや CD プレーヤで

は、曲の再生中に CD Text を表示します。 

ディスクにはヨーロッパ言語で 5,000 文字、2 バイト テキストで 2,500 文字の CD Text を含むこと
ができます 

このダイアログボックスを使用してアルバムおよびトラック情報を追加してプリギャップを設定します。 

以下も参照してください：  

 CD のプロパティおよび CD Text を使用 

 CD のプロパティについて 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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CD のプロパティについて 
CD プロパティを編集ウィンドウを使用して、プリギャップを設定したり、ISRC および UPC 情報を入力
できます。 

プリギャップとは？プリギャップとは、通常ディスクの曲と曲の間に挿入されている無音部分です。市販

のオーディオ CD では 2 秒間のプリギャップが曲の間に挿入されています。一般的な音楽ディスクを

バックアップする場合は、2 秒間のプリギャップが適していますが、ライブ コンサートを書き込む場合に
は、プリギャップをゼロに設定してもいいかもしれません。 

ISRC とは？ ISRC は International Standard Recording Code の略称です。ISRC では 12 
桁のコードを使用して個別のオーディオ トラックを識別し、著作権使用料が適正に支払われることを支
援しています。 

UPC とは？ UPC は Universal Product Code の略称です。この固有の番号は、一般的に製品の

バーコードに近い用途があります。その一例としては、商業用オーディオ CD の販売の追跡が挙げら
れます。 

以下も参照してください：  

 CD のプロパティおよび CD Text を使用 

 CD Text について 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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Roxio ホームのデータとコピー内蔵プロジェクト 
データ保護/コピー プロジェクトは、データ – コピー カテゴリにグループ化されています。 

新しいデータ保護/コピー プロジェクトを開くには、次の手順に従ってください。 

プロジェクト リストが表示されます。 

1 データ – コピー プロジェクト カテゴリを選択します。 

2 プロジェクト名をクリックして新規プロジェクトを開始します。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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データ ディスクを作成する 
データ ディスクとは、コンピューターのハードディスク上にあるファイルやアプリケーションなどの電子デ

ータを保存するために使用されるディスクのことです。オーディオ CD と異なり、データ ディスクはコン
ピューターで使用することを主な目的としてファイルを保存するために使用されます。 

ほとんどのデータ ディスクには、ディスクが一杯になるまで何度でも情報を追加（追記）できます。書き
換え可能ディスクを使用する場合、新しいファイルを追記する、または最初にディスクを消去してから新
しいファイルを追加するという選択肢があります。 

データ ディスクを作成するには、次の手順に従ってください。 

プロジェクト リストが表示されます。 

プロジェクト ウィンドウにデータ ディスクを書き込むプロジェクトが開きます。 

データ ディスクを書き込むプロジェクト ウィンドウ 

注意： 保存したデータ ディスクを書き込むプロジェクトを開くには、ファイル > 保存済みプ
ロジェクトを開く を選択して、開きたいプロジェクト ファイルを指定します。デフォルトでは、

保存したプロジェクトは ドキュメント\Roxio Projects フォルダー、または マイ ドキュメン

ト\Roxio Projects フォルダーに [.rox] の拡張子付きで保管されています。 

詳細については、データ ディスクを書き込むプロジェクトでファイルを整理する を参照してくださ
い。 

1 データ – コピー プロジェクト カテゴリを選択します。 

2 データ ディスクを書き込む プロジェクト名をクリックします。 

3 保存先の選択 ドロップダウン メニューからレコーダー ドライブを選択します。 

4 選択したレコーダー ドライブにブランク ディスクまたは追記可能なディスクを挿入します。ファイル
が保存された追記可能なディスクを使用している場合は、ファイルは自動的にロードされます。詳
細については、データが既に含まれているディスクを使用する を参照してください。 

5 ディスクに名前を付けたい場合は、ディスクに名前を付ける テキスト ボックスに名前を入力してく
ださい。 

6 プロジェクト ウィンドウで新しいファイルを追加する前に、ファイルをどのように整理するかを考えて
ください。ディスクに新規フォルダーを直接作成することもできます。フォルダーに名前を付け、ファ
イルを直接フォルダーに移動させることができます。ファイルを追加する前にこれらのフォルダーを
作成すると、ディスクでファイルをより簡単に整理することができます。 

7 以下のいずれかまたは複数の方法を使用してファイルを追加します。 

追加 ボタンをクリックしてコピーしたいファイルまたはフォルダーを指定します。ファイル、
またはフォルダーを選択し、開く をクリックします。 

Windows エクスプローラーからプロジェクト ウィンドウに直接ファイルおよびフォルダー
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進捗状況インジケーターがプロジェクトの完了を通知します。 

注意： ディスクのラベル作成ソフトウェアがコンピューターで検出されない場合は、ディスク 
ラベルを作成 ボタンは表示されません。 

データ ディスクを作成する場合は、以下の重要事項に注意してください。 

複数枚のディスクに分割して書き込むデータ ディスク プロジェクトを作成する際に便利な情報を以
下に紹介します。 

以下も参照してください：  

をドラッグします。 

クイック スキャン パネルを開きます。追加したいファイル カテゴリを選択します。最終変更
日カレンダー、またはソースドロップダウン リストでスキャンを絞り込むこともできます。ス
キャン ボタンをクリックします。スキャンの条件に一致するすべてのファイルがプロジェクト
に追加されます。 

8 このプロジェクトを保存して今後同じリストを簡単に選択できるようにするには、ファイル> 保存 ボ
タンをクリックします。 

9 作成したいコピーの枚数を指定します。ディスクの書き込みドライブが複数ある場合は、同時に複
数のディスクを書き込むことができます。 

10 実行 ボタン  をクリックしてディスクへのデータのレコーディングを開始します。 

11 ディスクのラベルを作成したい場合には、ディスク ラベルを作成 ボタンをクリックします。 

12 完了 ボタンをクリックしてプロジェクト ウィンドウに戻ります。ドライブからディスクを取り出して安全
な場所に保管します。 

ライトワンス DVD メディアに追記できるのは、データ - コピー オプション パネルで適切な互

換性の設定が選択されている場合だけです（これは DVD-R DL ディスクには適用されませ
ん。このディスクはレコーディング後に必ずクローズドになるからです）。 

データ ディスクを書き込むプロジェクトを使用して、すでにデータが含まれている追記可能なデ
ィスクにデータを追加できます。詳細については、データが既に含まれているディスクを使用す
る を参照してください。 

ライトワンス DVD ディスクへの書込みを開始した後でプロジェクトをキャンセルすると、使用で
きないディスクが作成されます。書き換え可能ディスクへの書込みを開始した後でプロジェクト
をキャンセルする場合、ディスクを消去しなければ再度使用できません。 

大容量のプロジェクトは複数のディスクに分割できますが、個別のファイルは 1 枚のディスク
に収まるようにする必要があります。 

各プロジェクトでは、同じ容量とフォーマットのディスクを使用してください。 

マルチディスク プロジェクトで使用されるディスクは、書き込みが終了するとクローズドに
なります。ライトワンスのディスクを使用した場合、追加データを追加できません。 

各ディスクにはディスクのコンテンツをリストする HTML ファイルが配置されます。 

データが既に含まれているディスクを使用する 

データ ディスクを書き込むプロジェクトでファイルを整理する 

データ ディスクを書き込むプロジェクトにデータを追加/削除する 

クイック スキャン パネルを使用する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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データが既に含まれているディスクを使用する 
データ ディスクを書き込むプロジェクトを使用して、すでにデータが含まれている追記可能なディスクに
ファイルを追加できます。この操作を実行するには、ディスクに保存されているファイルをデータ ディス
クを書き込むプロジェクトにロードしてください。 

まずファイルをロードしておかないと、ディスクを消去、または置き換えない限り、プロジェクトを完了す
ることができません。どの方法を選択するかは使用するディスクのタイプによって異なります。オプショ
ンを説明するメッセージが作業を行う時に画面に表示されます。 

注意： このプログラムの一部のバージョンには、追記可能なディスクを自動的にロードするた
めのオプションが含まれています。 

以下も参照してください：  

 データ ディスクを作成する 

 データ ディスクを書き込むプロジェクトでファイルを整理する 

 データ ディスクを書き込むプロジェクトにデータを追加/削除する 

 クイック スキャン パネルを使用する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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データ ディスクを書き込むプロジェクトでファイルを整理する 
ファイルやフォルダーをデータ ディスクにコピーして、自由にディレクトリ構造を作成することができま
す。ディスクに個々のファイルをディレクトリ構造なしでそのまま追加することも、フォルダー全体を追加
してフォルダー内のディレクトリ構造を維持することもできます。または、まったく新しいディレクトリ構造
をディスクに作成して、新しいディレクトリにファイルやフォルダーを追加することも可能です。 

プロジェクトのツールバーでは、以下のようなディスクのディレクトリの整理を支援するためのボタンが
提供されています。 
  

さらに、データ ディスクを書き込むプロジェクト ウィンドウにはレコーディングに含まれる各ファイルに関
する以下の情報が表示されます。表示される情報は、名前、サイズ、種類、変更日、および ソース パ
ス です。ファイル情報をすべて表示するためには、プロジェクト ウィンドウを拡大したり、各情報の列の
幅を調整しなければならない場合もあります。 

以下も参照してください：  

ボタン 説明 

 

前のファイル ディレクトリに戻る 

 

ひとつ上のファイル ディレクトリに移動する 

 

ディスク上に新しいフォルダーを作成する 

 

選択されているファイルやフォルダーを削除する 

 データ ディスクを作成する 

 データが既に含まれているディスクを使用する 

 データ ディスクを書き込むプロジェクトにデータを追加/削除する 

 クイック スキャン パネルを使用する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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データ ディスクを書き込むプロジェクトにデータを追加/削除
する 
ファイルは、ディスクが一杯になるまで何度でも追加（追記）できます。いわゆる「ファイルの削除」も実
行できます。この場合の「ファイルの削除」とは、削除ボタン をクリックすると、選択されているが実際に
はまだ書き込まれていないファイルの名前がリストから削除されることを指します。また、このボタンを
使用して、すでにレコーディングが完了しているファイルをコンピューターに認識されないようにすること
もできます。  

データ ディスクを書き込むプロジェクトにデータを追加するには、次の手順に従ってください。 

データ ディスクを作成する で説明されている手順に従って作業を実行します。  

データ ディスクを書き込むプロジェクトからデータを削除するには、次の手順に従ってください。 

ダイアログボックスに選択した項目を削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 

注意： 削除 ボタンをクリックしても、ハードディスクからファイルが削除されるわけではありませ
ん。 

削除ボタンについて 
データ ディスクを書き込むプロジェクトの作成を開始すると、追加するファイル名がプロジェクト ウィンド

ウに表示されます。実行ボタン  をクリックしなければ、ファイルはディスクにコピーされません。 

ファイルを追加したが、レコーディングの処理を始める前に削除したくなった場合は、削除 ボタンを使用
して、プロジェクト ウィンドウからファイル名を削除できます。削除したファイルはディスク上に書き込ま
れないため、ディスク領域を使用しません。 

削除 ボタンは、ライトワンスのデータ ディスクにすでにレコーディングされているファイルを非表示にす
るためにも使用できます。この場合、ファイルは実際に消去されるわけではなく、コンピューターに認識
されない、またはコンピューターで読み取ることができなくなるだけです。このため、これらの非表示にし
たファイルによって使用されているディスク領域を新たなレコーディングのために修復することはできま
せん。 

以下の点に注意が必要です。 

ファイルやフォルダーの名前を変更する 
データ ディスクを書き込むプロジェクトに追加するファイルやフォルダーの名前は、プロジェクト ウィンド
ウで変更できます。ファイルの名前を変更することで、同じ名前のファイルを書き込む際に、既存のファ
イルを誤って上書きするなどの問題を回避できます。 

ファイル選択ウィンドウでファイル名やフォルダー名を変更するには、次の手順に従ってください。 

1 プロジェクト ウィンドウでファイル名をクリックして選択します。 

2 削除ボタン  をクリックします。 

3 はいをクリックします。 

4 実行ボタンをクリックします。 

 ファイルを追加、あるいは削除すると、アプリケーション ウィンドウの左下にプロジェクト サイズ
が表示されます。 

 削除 ボタンで書き換え可能ディスクからファイルをすべて削除する作業は、ディスクの消去と
は違います。書き換え可能ディスクを消去すると、ディスク上のほぼすべての領域が解放さ
れ、新しいデータの書き込みに利用できるようになります。 

 削除 ボタンをクリックしても、ハードディスクからファイルが削除されるわけではありません。 

1 ファイルまたはフォルダーの名前をクリックして選択します。 

2 キーボードで F2 キーを押します。 

3 新しい名前を入力してキーボードで Enter を押します。 
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ファイル名は、実行ボタンをクリックしてディスクへのレコーディングが完了するまで変更されませ
ん。ファイル名を変更してもハードディスク上のファイルに影響はありません。 

以下も参照してください：  

 データ ディスクを作成する 

 データが既に含まれているディスクを使用する 

 データ ディスクを書き込むプロジェクトでファイルを整理する 

 クイック スキャン パネルを使用する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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クイック スキャン パネルを使用する 
クイック スキャン パネルはデータ ディスクを書き込むプロジェクトに簡単にファイルを追加する方法の一つ
です。選択したファイルのタイプをスキャンするのに使用します。検出されたすべてのファイルはプロジェク
トに自動的に追加されます。 

クイック スキャン パネルでは以下のカテゴリを選択できます。電子メール、財政、音楽、フォト、生産性、ビ

デオ、および 録画 TV の中から選択します。各カテゴリに入っているファイルの種類を表示するには、カテ
ゴリ名の上でカーソルを動かしてください。 

ソース ドロップダウン メニューを使用 
ソース ドロップダウン メニューでスキャンの絞込みを行います。デフォルトの場所 を選択して、各タイプの
ファイルが保存されている標準の場所のみをスキャンします。特定のフォルダーやドライブを選択する場合
は 参照 を選択します。 

最終変更日カレンダーを使用する 
最終変更日 カレンダーを使用して、特定の日付以降変更されたファイルにスキャンを制限します。デフォ
ルトで、日付は最後にスキャンを実行した日に設定されます。 

最終変更日カレンダーを設定するには、次の手順に従ってください。 

スキャン ボタンをクリックすると、その日付以降に変更されたファイルのみがデータ ディスク プロジェク
トに追加されます。 

日付ボックスの矢印をクリックして、最終変更日カレンダーを表示します。 

以下も参照してください：  

1 最終変更日 チェックボックスを選択します。 

2 日付ボックスの矢印をクリックしてカレンダーを表示します。カレンダーのコントロールを使用して日付
を選択します。 

データ ディスクを作成する 

データが既に含まれているディスクを使用する 

データ ディスクを書き込むプロジェクトでファイルを整理する 

データ ディスクを書き込むプロジェクトにデータを追加/削除する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法について
は、www.roxio.com をご覧ください。  
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データ ディスクの書き込みオプション 

注意： 一部のオプションは、ドライブまたはオペレーティング システムによっては使用できませ
ん。 

オプション ボタンをクリックして、オプション ウィンドウを開きます。このウィンドウにはプロジェクトのカス
タマイズに使用できる設定が表示されます。 

全般 

トラックアットワンス (TAO)、オープン — トラックは個々に書き込まれます。ディスクが一杯で
ない限り、レコーディングの後もデータをディスクに追加できます。 

トラックアットワンス (TAO)、クローズド — トラックは個々に書き込まれます。ただし、レコー
ディングを実行した後はディスクにデータを追加できません。 

ディスクアットワンス (DAO)、クローズド — ディスク全体が 1 回のセッションで書き込まれま
す。ただし、レコーディングを実行した後はディスクにデータを追加できません。 

このオプションの選択肢は モード 1 と モード 2 XA です。モード 1 は、CD Extra または 

Video CD などの高度なフォーマットのディスクを除く、ほとんどすべての環境で使用されま

す。モード 2 のディスクを作成しない場合は、この設定は変更しないでください。  

デフォルトの設定は ISO+Joliet です。Windows で再生するディスクを作成する場合は、
この設定を変更する必要はありません。  

ファイル システムに関する注意事項：  

注意： ライトワンス DVD 互換性の設定は、DVD-R DL ディスクには適用されません。これら
のディスクは常にレコーディング後にクローズドになります。 

 CD 書き込みオプション — 以下のレコーディング タイプから選択します（一部のオプション
は、ディスク レコーダーによってはサポートされていない場合もあります）。 

 種類： 

 モード： 

 ファイルシステム： 

 Microsoft Joliet は、Windows 95 以降で使用されているファイル システムで、最大 

102 文字のファイル名を使用できます。  

 可能な限り多くのコンピューターで読み取ることができるディスクを作成するには、

ISO+Joliet を選択してください。  

 ファイル システムのタイプに関して十分な知識をお持ちの場合、ISO レベル 2 をご使用
ください。  

 DVD のファイル システムは ISO+Joliet+UDF に事前に設定されています。この設定
は変更できません。 

 ライトワンス DVD 互換性 － ライトワンス DVD にデータをレコーディングする前に、レコーデ
ィング セッションの終了時に、ディスクを「オープン（追記可能）」または「クローズド（追記不
可）」のいずれにするかを決めておく必要があります。  

 ディスクをオープンのままにするには、以下のオプションを選択します：「続けて書き込みで

きるように DVD を開いたままにする」1 枚のディスクに何回も書き込めるようになります
が、ドライブによってはディスクを読み取ることができない場合があります。大容量ディスク
に小さいファイルを多数書き込む場合や、ディスクを共有する必要がない場合は、このオ
プションを選択してください。 

 レコーディングの終了時にディスクをクローズにするには、以下のオプションを選択しま

す：「DVD を閉じる」この場合、ディスクへの書き込みは 1 度しかできませんが、多数の

ドライブと互換性のあるディスクを作成できます。1 度の書き込みセッションでディスク一
杯にデータが書き込まれる場合や、複数のコンピューターでディスクを共有する必要があ
る場合には、このオプションを使用してください。 
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書き込みオプション — データ ディスクを書き込むたびにエラー修正、またはデータ検証を実行するか
どうかをコントロールする設定です。エラー修正と検証作業はプロジェクトの終了処理時に実行されま
すが、ファイルが正しくコピーされたことを確認することができます。 

詳細 

発行者 — このテキスト ボックスに作成者名/会社名を入力します（オプション）。 

データ作成者 — このテキスト ボックスに担当者名/会社名を入力します（オプション）。 

アプリケーション ID — このテキスト ボックスにアプリケーション ID を入力します（オプション）。 

ファイルの日時 — Windows ではファイルが作成および修正された日付と時間が記録されます。
このオプションを設定することによって、最初にファイルが作成された日時、またはファイルがレコ
ーディングされた日時のいずれかを付けて、ファイルを書き込むことができます。 

このチェックボックスを選択すると、毎回、ファイルをロードするか否か確認するメッセージが表示さ
れます。 

既存のファイルを最初に消去せずに書き換え可能ディスクに新しいファイルを追加したい場合、デ
ィスクのロードが必要です。ファイルが既に記録されている追記可能なライトワンス ディスクにファ
イルを追加するには、ディスクのロードが常に必要とされます。 

 ボリューム記述子： 

 マスタリング オプション： 

 自動的に追記可能ディスクをロードする — このオプションが選択されると、データ ディスク プ
ロジェクトの書き込み先のドライブで追記可能なディスクが検出された時に必ずメッセージ ボッ
クスが表示されます。  

 システムの自動再生を無効にする — Windows の自動再生機能には、イライラさせられるこ
ともあります。このオプションを選択すると、このアプリケーションを使用する時に自動再生が
無効になります。 

 書き込み後、警告音で知らせる — このオプションを選択すると、ディスクの書き込み完了後、
ベル音で知らせます。 

 書き込みメモリ キャッシュ — デフォルト値は 4.7 MBほとんどの場合、この設定を変更する
必要はありません。キャッシュを増やすとバッファー アンダーランの問題を回避することができ

ますが、有効なのは 512 MB 以上の RAM を搭載しているコンピューターに限ります。  

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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データ ディスクを書き込むプロジェクトをディスク イメージ フ
ァイルとして保存 
データ ディスクを書き込むプロジェクトは、ハードディスクにディスク イメージ ファイルとして保存するこ
とができます。このディスク イメージ ファイルを使用してすべてのオリジナル ファイルを含むディスクを
作成できます。 

データ ディスクを書き込むプロジェクトをディスク イメージ ファイルとして保存するには、次の手順に従
ってください。 

[名前を付けて保存] ウィンドウが表示されます。 

ウィンドウが閉じます。 

進捗状況インジケーターがプロジェクトの完了を通知します。  

以下も参照してください：  

1 新規、あるいは保存したデータ ディスクを書き込むプロジェクトを開きます。 

2 希望に合わせて、ファイルを追加、または削除します。 

3 保存先ドロップダウン リストからディスク イメージを作成 を選択します。 

4 イメージ ファイルの保存先を選択して、わかりやすいファイル名を指定します。ファイルの種類 ドロ
ップダウン リストからファイル タイプを選択します。データ ディスクを書き込むプロジェクトは、

Global-Image (*.gi)、および ISO イメージ（*.iso）フォーマットでディスク イメージ ファイルを
作成します。 

5 保存 ボタンをクリックします。 

6 実行ボタン  をクリックします。 

7 完了 ボタンをクリックしてプロジェクト ウィンドウに戻ります。  

 データ ディスク イメージのヒント 

 データ ディスク イメージ ファイルについて 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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データ ディスク イメージのヒント 

以下も参照してください：  

 「データ ディスクを書き込むプロジェクトをイメージ ファイルとして保存」のヘルプ トピックで説
明した手順を使用して、起動ディスク イメージを作成することはできません。また、これらの手
順を使用して、ディスクから直接ディスク イメージ ファイルを作成することもできません。 

 データ ディスクを書き込むプロジェクトに追加できるデータ量に制約はありません。つまり、デ
ィスクに収録することが可能なデータよりも多くのデータを含むデータ イメージ ファイルを作成
する可能性もあります。この問題を回避するために、一時的に保存先の選択リストからディス
ク ドライブを選択します。次にブランク ディスクをドライブに挿入します。空き領域インジケータ
ーを使用して、プロジェクトのサイズを監視することができます。 

 イメージ ファイルのデフォルトの名前には、作成日付と時間が含まれます。ディスク フォーマッ
トを追加することを推奨します。 

 データ ディスクを書き込むプロジェクトをディスク イメージ ファイルとして保存 

 データ ディスク イメージ ファイルについて 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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データ ディスク イメージ ファイルについて 
データ ディスクを書き込むプロジェクトのファイルはディスク イメージ ファイルと言われる一つのファイ
ルに変換することができます。このディスク イメージ ファイルを使用してディスクにオリジナルのファイ
ル セットを再作成することができます。ディスク イメージ ファイルには複数のタイプまたはフォーマット

があります。データ ディスクを書き込むプロジェクトは、ISO イメージ（*.iso）フォーマットでディスク イ
メージ ファイルを作成します。  

ディスク イメージ ファイルのタイプ 
ディスク イメージ ファイルには複数のタイプまたはフォーマットがあります。データ ディスクを書き込む

プロジェクトは、Global-Image (*.gi)、および ISO イメージ（*.iso）フォーマットでディスク イメージ 

ファイルを作成します。Global-Image ファイルには、ディスク上のデータ ファイルだけでなく、データ 
ファイルの正確な配置、フォルダー構造、読み取りおよび書き込みのプロパティなどの情報が含まれま
す。  

一部のマスタリング製品では、独自の Global-Image フォーマットを読み込めない場合があります。
ディスク イメージ ファイルからディスクを作成する必要があるが、必要なソフトウェアがコンピューター

にインストールされていない場合、問題が発生する可能性があります。このため、ISO イメージ 

(*.iso) フォーマットでディスク イメージ ファイルを作成するオプションもあります。 

また、使用する予定のディスク フォーマットに一致するファイル タイプを必ず選択する必要があります。

たとえば、ISO イメージを作成して最終的に DVD ディスクに書き込みたい場合には、ファイル タイプ

として「DVD ISOイメージ (*.iso)」を選択します。  

以下も参照してください：  

 データ ディスクを書き込むプロジェクトをディスク イメージ ファイルとして保存 

 データ ディスク イメージのヒント 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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起動 CD または DVD を作成 
データ ディスクを書き込むプロジェクトを使用して、起動フロッピーディスクまたはハードディスク上のデ

ィスク イメージ ファイルから起動 CD または DVD を作成することができます。オペレーティング シス

テムに障害が発生した時に、起動 CD または DVD を使用してコンピューターを起動することができま

す。メンテナンスを実行したり、DOS でオペレーションを修復する時にも使用できます。 

起動可能ディスクは、最新コンピューターに添付されているリカバリ ディスクでは使用できない柔軟性
やカスタマイズの機能を上級ユーザーに提供することができます。 

注意： Windows XP で最高の結果を得るためには、Windows オペレーティング システム

によって作成された起動フロッピーディスクを使用します。Windows のヘルプおよびサポート 
センターでは、起動フロッピーディスクの作成方法が説明されています。サードパーティのソフ

トウェアを使用して作成された起動フロッピーディスクは、サポートされません。Windows 
Vista、および Windows 7 はフロッピーディスクから起動できません。 

起動 CD または DVD を作成するには、次の手順に従ってください。 

プロジェクト リストが表示されます。 

プロジェクト ウィンドウにデータ ディスクを書き込むプロジェクトが開きます。 

データ ディスクを書き込むプロジェクト ウィンドウ 
  

起動可能に設定するボタンはこの図の右下角にあります。 
  

起動可能ディスク ダイアログ ボックスが表示されます。 

1 データ – コピー プロジェクト カテゴリを選択します。 

2 データ ディスクを書き込む プロジェクト名をクリックします。 

3 複数のレコーダー ドライブがある場合は、コントロール パネルの保存先の選択ドロップダウン メニ
ューを使用してドライブを選択します。 

4 選択したドライブにブランク ディスクを挿入します。 

5 起動可能に設定する ボタンをクリックします。 

6 フロッピーディスクから起動 CD または DVD を作成するには、コンピューターにフロッピーディス
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以下も参照してください：  

ク ドライブが必要です。次の手順に従ってください。 

a 起動フロッピーディスクをフロッピーディスク ドライブに挿入します。 

b ドライブ A: に挿入されている起動フロッピーディスク を選択します。 

c OK ボタンをクリックします。 

d ディスク イメージ ファイルが起動フロッピーディスクから作成されて、ファイル選択ウィンドウに
追加されます。 

7 ハードディスク上のディスク イメージから起動 CD または DVD を作成するには、次の手順に従っ
てください。 

a ハードドライブの起動可能イメージ を選択します。 

b 参照 ボタンをクリックし、イメージを選択ダイアログボックスでディスク イメージ ファイルを指定
します。ディスク イメージ ファイルを選択し、開く ボタンをクリックします。 

c OK をクリックして、ファイル選択ウィンドウに選択したファイルを追加します。 

8 追加ファイルをプロジェクトに追加することも可能です。 

9 必要な場合には、プロジェクト ウィンドウの一番上にある ディスクに名前を付ける テキスト ボック
スにディスク名を入力します。 

10 実行 ボタン  をクリックしてディスクへのデータのレコーディングを開始します。 

起動 CD または DVD 作成のヒント 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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起動 CD または DVD 作成のヒント 
起動 CD または DVD を作成する場合は、以下の項目を考慮してください。 

以下も参照してください：  

 起動 CD または DVD を作成する場合、ディスクを使用する前に起動フロッピーをテストしてく
ださい。 

 1.44 MB または 2.88 MB の起動フロッピーディスクをサポートします。 

 ほとんどの新しいコンピューターは、ディスク ドライブが内蔵されており、起動 CD または 

DVD をサポートしていますが、古いモデルのコンピューターの多くはサポートしていません。 

 BIOS 設定を変更して CD または DVD ドライブから起動するようにコンピューターを設定す
る必要がある場合があります。詳細は、ご使用のコンピューターの操作マニュアルを参照して
ください。 

 ブランク ディスクを使用しなければ起動 CD または DVD は作成できません。 

 ユーザーが選択するディスク イメージ ファイルのサイズに基づいてエミュレーションのフォーマ
ットが選択されます。 

 ディスク イメージ ファイルが 1.44 MB 以下の場合、1.44 MB のフロッピーディスクであ

るとコンピューターが認識する起動 CD または DVD を作成します。この起動 CD または 

DVD を使用してコンピューターを起動すると、自動的にこのディスクにドライブ レター A: 
が割り当てられます。 

 ディスク イメージ ファイルが 1.44 MB から 2.88 MB の場合、2.88 MB のフロッピー

ディスクであるとコンピューターが認識する起動 CD または DVD を作成します。この起

動 CD または DVD を使用してコンピューターを起動すると、自動的にこのディスクにドラ

イブ レター A: が割り当てられます。 

 イメージが 2.88 MB を超える場合、ハードディスクのパーティションであるとコンピュータ

ーが認識する起動 CD または DVD を作成します。この起動 CD または DVD を使用し

てコンピューターを起動すると、自動的にこのディスクにドライブ レター C: が割り当てら
れます。 

 ディスク パーティションのイメージを使用して起動 CD または DVD を作成する場合、1 枚の
ディスクにディスク イメージが収まるように注意してください。 

 フロッピーディスクから起動 CD または DVD を作成する場合、そのフロッピーディスクのディ

スク イメージは、「fboot.img」というファイル名でハードディスクに一時的に保存されます。こ

のディスク イメージを使用して、追加の起動 CD または DVD を作成することができます。フ

ロッピーディスクから起動 CD または DVD を作成するたびに、このファイルは上書されること
に注意してください。 

 Blu-ray ディスクは起動ディスクにすることはできません。 

 Windows Vista、および Windows 7 はフロッピーディスクから起動できません。 

 起動 CD または DVD を作成 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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ディスクをコピー 
ディスクをコピー プロジェクトを使用して、以下のタスクを実行します。 

1 台のディスク レコーダーを使用する場合、[ディスクをコピー] はマスター ディスクをコピーして、デー
タをハードディスク上に一時的に保存します。ブランク ディスクまたは書き換え可能ディスクを挿入する
ように求めるメッセージが表示されます。ディスクを挿入すると、ハードディスクからディスクにデータが
コピーされます。ディスクのコピーに成功するには、この一時 ファイルを保存するために十分な空き領
域がハードディスク上に必要です。 

複数のディスク レコーダーがある場合には、ひとつのドライブに挿入されているマスター ディスクから
別のドライブに挿入されているブランク ディスクまたは書き換え可能ディスクに直接コピーすることがで
きます。 

以下も参照してください：  

 コピー保護されていないオーディオ ディスクおよびビデオ ディスクをコピーします。 

 データおよびアプリケーション ファイルを含むディスクをコピーします。 

 ディスクをコピーする方法（1 台のドライブを使用する場合） 

 ディスクをコピーする方法（2 台のドライブを使用する場合） 

 コピー可能な CD のタイプ 

 コピー可能な DVD のタイプ 

 コピー可能な Blu-ray ディスクのタイプ 

 CD フォーマット間のコピー 

 DVD フォーマット間のコピー 

 Blu-ray ディスク フォーマット間のコピー 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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ディスクをコピーする方法（1 台のドライブを使用する場合） 
1 台のディスク ドライブを使用する場合、[ディスクをコピー] はマスター ディスクをコピーして、データ
をハードディスク上に一時的に保存します。ブランク ディスクまたは書き換え可能ディスクを挿入するよ
うに求めるメッセージが表示されます。ディスクを挿入すると、ハードディスクからディスクにデータがコ
ピーされます。ディスクのコピーに成功するには、この一時 ファイルを保存するために十分な空き領域
がハードディスク上に必要です。 

1 台のドライブを使用してディスクをコピーするには、次の手順に従ってください。 

プロジェクト リストが表示されます。 

ディスク イメージ ファイルがマスター ディスクから作成されて、ハードディスクに一時的に保存され
ます。 

マスター ディスクのコピーが作成されます。 

以下も参照してください：  

1 データ – コピー プロジェクト カテゴリを選択します。 

2 ディスクをコピー のプロジェクト名をクリックします。 

3 マスター ディスクをレコーダー ドライブに挿入します。使用するドライブは、コピー元、または コピ
ー先 ドロップダウン リストのいずれかで自動的に選択されます。 

4 実行ボタンをクリックします。 

5 一時ファイルが作成されたら、レコーダー ドライブからマスター ディスクを取り出してブランク ディ
スクまたは書き換え可能ディスクを挿入します。 

6 もう一枚同じコピーを作成する場合は、もう一枚作成 ボタンをクリックします。完了 ボタンをクリック
すると、プロジェクト ウィンドウに戻ります。 

7 ドライブからディスクを取り出して安全な場所に保管します。コピーを作成するために使用された一
時ディスク イメージ ファイルは自動的に削除されます。 

 ディスクをコピーする方法（2 台のドライブを使用する場合） 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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ディスクをコピーする方法（2 台のドライブを使用する場合） 
ディスク ドライブが複数ある場合には、以下の選択肢があります。 

または 

注意： コピー オプション パネルで 高品質用にハード ドライブを設定 オプションが選択されて
いる場合、ディスク間で直接コピーを作成することはできません。 

2 台のドライブを使用してディスクをコピーするには、次の手順に従ってください。 

プロジェクト リストが表示されます。 

ディスク間で直接コピーをする場合、コピー先のドライブとソース ドライブは異なるドライブでなけれ
ばなりません。また、高品質用にハード ドライブを設定 オプションの選択は解除しておく必要があ
ります。 

マスター ディスクのコピーが作成されます。  

以下も参照してください：  

 ひとつのドライブに挿入されているマスター ディスクからもうひとつのドライブに挿入されてい
るブランク ディスクまたは書き換え可能ディスクに直接コピーすることができます。 

 ディスクに書き込む前にハードディスクの一時的に保存する場所にプロジェクトをステージでき
ます。プロジェクトをステージすると処理時間が長くなりますが、一部のドライブで発生する書
込みの障害の可能性を低くすることができます。 

1 データ – コピー プロジェクト カテゴリを選択します。 

2 ディスクをコピー のプロジェクト名をクリックします。 

3 マスター ディスクをドライブの 1 台に挿入して、プロジェクト ウィンドウに表示されている コピー元 
ドロップダウン メニューでそのドライブをソース ドライブとして選択します。ソース ドライブはディス
クをレコーディングする機能を持っている必要はありません。 

4 プロジェクト ウィンドウに表示されている コピー先 ドロップダウン メニューからコピー先のドライブ
を選択します。一覧表示されるのは、レコーダー ドライブだけです。 

5 実行ボタンをクリックします。 

6 もう一枚同じコピーを作成する場合は、もう一枚作成 ボタンをクリックします。完了 ボタンをクリック
すると、プロジェクト ウィンドウに戻ります。 

7 ドライブからディスクを取り出して安全な場所に保管します。コピーの作成用に使用した一時ディス
ク イメージ ファイルは自動的に削除されます。 

 ディスクをコピーする方法（1 台のドライブを使用する場合） 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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コピー可能な CD のタイプ 
ディスクをコピー プロジェクトを使用すれば、暗号化されていない CD をほとんどすべてコピーできま
す。最高の結果を得るために以下のガイドラインに従ってください。 

以下の表に技術的な詳細を提供します。 
  

 ソース ディスクと同じサイズ、同じフォーマットのターゲット ディスクを選択します。 

 ディスクの速度がレコーダー ドライブと互換性があることを確認します。 

ディスクの種類 説明 

データ CD-ROM データ モード 1、ディスクアットワンス（データやソフトウェア

の販売に使用する市販の CD-ROM のフォーマット）。 

Kodak Photo 
CD 
  

データ マルチセッション。モード 2 XA、Mixed form。トラ

ックアットワンス。（Kodak フォト フィニッシャーで使用され
るフォーマット）。 

データ モード 1 
マルチセッション、
クローズド 

データ マルチセッション。モード 1、最後のセッションは追
記可能ではない。トラックアットワンス。ひとつまたは複数

のセッションを含むことができ、各セクションにはモード 1 
のデータ トラックが含まれる。 

データ モード 1 
マルチセッション、
オープン 

上記と同じだが、最後のセッションは追記可能。 

データ モード 2 
マルチセッション、
クローズド 

データ マルチセッション。モード 2、最後のセッションは追
記可能ではない。トラックアットワンス。ひとつまたは複数

のセッションを含むことができ、各セクションにはモード 2 
のデータ トラックが含まれる。 

データ モード 2 
マルチセッション、
オープン 

上記と同じだが、最後のセッションは追記可能。 

データ モード 2、
ディスクアットワン
ス 

普通のスタンプされた CD-ROM と同じだが、モード 2 で
マスターリングされる。 

クラシック オーデ
ィオ ディスク 

オーディオの Disc-at-Once Silver で、ほとんどの市販

の音楽ディスクまたは Closed Gold と同様。 

オーディオ ディス
ク、ノット クローズ
ド 

オーディオ ゴールド ディスク、ノット クローズド（トラックアッ
トワンス または セッションアットワンス）。 

CD Extra または 

Enhanced CD 
第一のオーディオ セッションには音楽のトラックが配置さ

れ、第二のセッションにはデータ モード 2 XA トラックが配
置されたディスク。 

オーディオ トラッ
クアットワンス、ノ
ット クローズド 

クローズされていないセッションのオーディオ トラックアット

ワンス トラック。これは進行中のオーディオ ディスクで CD 
レコーダーで再生できるが民生用の CD プレーヤでは再
生できない。 

クラシック ミックス ひとつまたは複数のオーディオ トラックが続くデータ トラッ
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以下も参照してください：  

モード クを含むデータ セッション。これは最も一般的なミックスモ
ードのタイプである。オーディオ プレーヤはデータ トラック
を再生しない、または場合によっては大きなノイズを発生す

る。コンピューターの CD-ROM ドライブは CD-ROM ディ
スクとしてディスクを認識する。 

ミックスモード、ト
ラックアットワンス 

上記と同じだが、トラックアットワンス。 

データ CD-ROM データ モード 1、ディスクアットワンス（データやソフトウェア

の販売に使用する市販の CD-ROM のフォーマット）。 

Video CD XA セッションにひとつまたは複数のモード 2 データ トラッ

クが含まれる標準的な XA ディスクだが、追加の論理的情

報が含まれる。SVCD (Super Video CD) フォーマット
で作成されたディスクはコピーできない。 

 CD フォーマット間のコピー 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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コピー可能な DVD のタイプ 
ディスクをコピー プロジェクトを使用して、暗号化されていない DVD をコピーできます。最高の結果を
得るために以下のガイドラインに従ってください。 

以下の表に技術的な詳細を提供します。 
  

以下も参照してください：  

 ディスクの速度とディスク フォーマットがレコーダー ドライブと互換性があることを確認してくだ
さい。 

 民生用ディスク プレーヤで DVD を再生しようと考えている場合には、ディスクのフォーマット
と速度がプレーヤと互換性があることを確認してください。さまざまなメーカー製のディスクを試
してプレーヤに最適なディスクを判断してください。 

ディスクの種類 説明 

データ DVD UDF、ISO、Joliet の各ファイル システムを含む、マスタ

ーリングされたデータ DVD。 

DVD-Video（シ
ングルレイヤー） 

プロテクトされていない DVD-Video ディスクで、4.3 GB 
以下。 

DVD-Video（ダ
ブルレイヤーまた
はデュアルレイヤ
ー） 

プロテクトされていない DVD-Video ディスクで、8.5 GB 
以下。 

レイヤージャンプ 
レコーディングを

使用した DVD-R 
デュアルレイヤー 

レイヤージャンプ レコーディング (LJR) によって、複数の
レコーディング セッションでデータを追加できます。データ
はディスクの両レイヤーに均等に配置されます。 

 DVD フォーマット間のコピー 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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コピー可能な Blu-ray ディスクのタイプ 
ディスクをコピー プロジェクトを使用すれば、暗号化されていない BD はほとんどコピーできます。最高
の結果を得るために以下のガイドラインに従ってください。 

注意： 本製品の一部のバージョンは、BD-R ディスクを BD-RE ディスク、または BD-RE デ
ィスクを BD-R ディスクにコピーすることはできません。最高の結果を得るには、常に同じフォ

ーマットの Blu-ray ディスクを使用してコピーを作成してください。 

以下も参照してください：  

 ディスクの速度とディスク フォーマットがレコーダー ドライブと互換性があることを確認してくだ
さい。 

 民生用ディスク プレーヤでディスクを再生しようと考えている場合には、ディスクのフォーマット
と速度がプレーヤと互換性があることを確認してください。さまざまなメーカー製のディスクを試
してプレーヤに最適なディスクを判断してください。 

 ディスクをコピーする方法（1 台のドライブを使用する場合） 

 ディスクをコピーする方法（2 台のドライブを使用する場合） 

 コピー可能な CD のタイプ 

 コピー可能な DVD のタイプ 

 CD フォーマット間のコピー 

 DVD フォーマット間のコピー 

 Blu-ray ディスク フォーマット間のコピー 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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CD フォーマット間のコピー 
CD ディスクは以下の 2 種類のフォーマットに分類できます。ライトワンス CD-R ディスクと書き換え可

能な CD-RW ディスクです。コピーを作成する場合は、同じフォーマットのディスクの使用を推奨してい

ます。ただし、CD-R のコンテンツを CD-RW ディスクにコピーする、または CD-RW のコンテンツを 

CD-R にコピーすることは可能です。 

注意： [ディスクをコピー] プロジェクトを使用して CD ディスクを DVD または BD ディスクに

コピーする、または BD または DVD ディスクを CD ディスクにコピーすることはできません。 

以下も参照してください：  

 ディスクをコピーする方法（1 台のドライブを使用する場合） 

 ディスクをコピーする方法（2 台のドライブを使用する場合） 

 コピー可能な CD のタイプ 

 コピー可能な DVD のタイプ 

 コピー可能な Blu-ray ディスクのタイプ 

 DVD フォーマット間のコピー 

 Blu-ray ディスク フォーマット間のコピー 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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DVD フォーマット間のコピー 
DVD ディスクは多くのフォーマットがあります。コピーを作成する場合は、同じフォーマットのディスクの

使用を推奨しています。ただし、異なる DVD フォーマットのディスクに DVD のコンテンツをコピーでき
る場合があります。以下の表は上級ユーザー向けのガイドラインです。ソース ディスクにマルチボーダ
ーがあるかどうかにかかわらず、またディスクがオープン、クローズのいずれであるにかかわらず、多く
の場合互換性はご使用のドライブの制限によって異なります。コピーしたいディスクのプロパティの詳細
を確認するには、ツール プロジェクト リストのディスク情報プロジェクトを使用します（使用可能な場
合）。  
  

ソース ディスク 
のフォーマット 互換性のあるターゲット ディスク 

DVD-R（シングル

ボーダー/クロー
ズド） 

DVD-R、DVD+R、DVD-RW（クイック消去）、DVD-RW
（完全消去）、DVD+RW、DVD-RAM 

DVD-R（シングル 

ボーダー/オープ
ン） 

DVD-R、DVD+R、DVD-RW（完全消去）、DVD+RW、

DVD-RAM 

DVD-R（マルチ 

ボーダー/クロー
ズド） 

DVD-R、DVD-RW（完全消去）*** 

DVD-R（マルチ 

ボーダー/オープ
ン） 

DVD-R、DVD-RW（完全消去）*** 

DVD+R（シング

ル ボーダー/クロ
ーズド） 

DVD-R、DVD+R、DVD-RW（完全消去）、DVD+RW、

DVD-RAM 

DVD+R（シング

ル ボーダー/オー
プン） 

DVD-R、DVD+R、DVD-RW（完全消去）、DVD+RW、

DVD-RAM 

DVD+R（マルチ 

ボーダー/クロー
ズド） 

DVD+R、DVD+RW** 

DVD+R（マルチ 

ボーダー/オープ
ン） 

DVD+R DVD+RW** 

DVD-RW  
（上書き制限）  

DVD-R、DVD+R、DVD-RW（クイック消去）、DVD-RW
（完全消去）、DVD+RW、DVD-RAM 

DVD-RW  
（シングルボーダ
ー）  

DVD-R、DVD+R、DVD-RW（クイック消去）、DVD-RW
（完全消去）、DVD+RW、DVD-RAM 

DVD-RW  
（マルチボーダー） 

DVD-R、DVD-RW（完全消去） 

DVD+RW DVD-R、DVD+R、DVD-RW（クイック消去）、DVD-RW
（完全消去）、DVD+RW、DVD-RAM 
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* ターゲット ディスクを完全に消去してください。 

** ターゲット ディスクは完全コピーになりません。ボーダー情報は消去されます。 

*** ターゲット ディスクは追加可能ではありません。 

注意： ディスクをコピー プロジェクトを使用して DVD ディスクを CD または BD ディスクにコ

ピーする、または CD または BD ディスクを DVD ディスクにコピーすることはできません。 

DVD-RAM DVD-R***、DVD+R***、DVD-RW（クイック消去）、

DVD-RW（完全消去）、DVD+RW、DVD-RAM 

DVD+R DL（シ

ングルボーダー/
オープン） 

DVD+R DL（ソース ディスクのデータはターゲット ディス
クの最初のレイヤーに収まる必要がある） 

DVD+R DL（シ

ングルボーダー/
クローズド） 

DVD+R DL 

DVD+R DL（マ

ルチボーダー/オ
ープン） 

DVD+R DL 

DVD+R DL（マ

ルチボーダー/ク
ローズド） 

DVD+R DL 

DVD-R DL（レコ
ーダーでインクリ

メンタル/ディスク
アットワンス） 

DVD-R DL 

DVD-R DL
（ROM ドライブで

インクリメンタル/
ディスクアットワン
ス） 

DVD-R DL 

DVD-R DL（レイ
ヤージャンプ レコ
ーディング） 

DVD-R DL 

DVD-VR（ボーダ
ーあたりマルチト
ラック） 

DVD-R 

DVD-VR DL（ボ
ーダーあたりマル
チトラック） 

DVD-R DL 

DVD+VR（ボー
ダーあたりマルチ
トラック） 

DVD+R 

DVD+VR DL 
（ボーダーあたり
マルチトラック） 

DVD-R DL 



以下も参照してください：  

 ディスクをコピーする方法（1 台のドライブを使用する場合） 

 ディスクをコピーする方法（2 台のドライブを使用する場合） 

 コピー可能な CD のタイプ 

 コピー可能な DVD のタイプ 

 コピー可能な Blu-ray ディスクのタイプ 

 CD フォーマット間のコピー 

 Blu-ray ディスク フォーマット間のコピー 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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Blu-ray ディスク フォーマット間のコピー 
Blu-ray ディスクは Blu-ray ディスク 間でしかコピーできません。以下の表は上級ユーザー向けのガ
イドラインです。コピーしたいディスクのプロパティの詳細を確認するには、ツール プロジェクト リストの
ディスク情報プロジェクトを使用します。 
  

* ターゲット ディスクは完全コピーになりません。ボーダー情報は消去されます。 

注意： デュアル レイヤー ディスクのデータ量がシングル レイヤー ディスクの容量を超える場

合、デュアル レイヤー BD ディスクをシングル レイヤー BD にコピーすることはできません。 

注意： 本製品の一部のバージョンは、BD-R ディスクを BD-RE ディスク、または BD-RE デ
ィスクを BD-R ディスクにコピーすることはできません。最高の結果を得るには、常に同じフォ

ーマットの Blu-ray ディスクを使用してコピーを作成してください。 

以下も参照してください：  

ソース ディスク 
のフォーマット 互換性のあるターゲット ディスク 

BD-R（シングル、
またはデュアル レ
イヤー） 

BD-R、BD-RE* 

BD-RE（シング
ル、またはデュア
ル レイヤー） 

BD-R*、BD-RE 

 ディスクをコピーする方法（1 台のドライブを使用する場合） 

 ディスクをコピーする方法（2 台のドライブを使用する場合） 

 コピー可能な CD のタイプ 

 コピー可能な DVD のタイプ 

 コピー可能な Blu-ray ディスクのタイプ 

 CD フォーマット間のコピー 

 DVD フォーマット間のコピー 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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ディスクのコピー オプション 

注意： 一部のオプションは、ドライブまたはオペレーティング システムによっては使用できませ
ん。 

コピー全般 

CD Extra ディスクとは CD Extra はオーディオとデータの両方を含むフォーマットで、最初のセッ
ションでオーディオが保存されます。コンピューターはディスクのデータ部分を読み取ります。オー

ディオ CD プレーヤーはオーディオ トラックを再生しますが、データは認識しません。 

ミックスモード ディスクとは ミックスモードは、CD Extra に似ていますが、データが最初のセッショ

ンで保存されます。旧式のオーディオ CD プレーヤーはこのセッションを再生しようとするため、大
きなノイズが発生し、スピーカーが壊れる場合があります。 

高度 

デフォルトで、ドライブとメディアの組み合わせで使用可能な最高速度を使用して、書き込みを実行
します。書き込み中にエラーが発生した場合には、レコーダーの最高速度を下げて再度実行してく
ださい。 

 コピーしたデータ ディスクを検証（遅くなります） — このチェックボックスを選択すると、ディスク
のコピー時にエラーが発生しなかったことを保証するための確認手順が追加されます。ミック

スモードまたは CD Extra ディスクをコピーする時に、このオプションが選択されているとこれ

らのディスクのデータ部分を検証します。このオプションがオフになっていても、Blu-ray ディ
スクは検証されます。検証はドライブによって実行されますが、ソフトウェアが実行する検証作
業よりも時間がかかる場合があります。 

 高品質用ハードドライブを設定（遅くなります） — このオプションを選択すると、ディスクのコピ
ー プロジェクトをディスクに書き込む前に必ずハードドライブで表示します。プロジェクトを表示
することにより、一部のドライブで発生する書き込みエラーを防ぐことができます。 

 システム自動再生を無効にする — Windows の自動再生機能には、イライラさせられること
もあります。このオプションを選択すると、このアプリケーションを使用する時に自動再生が無
効になります。 

 書き込み後、警告音で知らせる — このオプションを選択すると、ディスクの書き込み完了後、
ベル音で知らせます。 

 書き込みメモリ キャッシュ — デフォルト値は 4.7 MBほとんどの場合、この設定を変更する
必要はありません。キャッシュを増やすとバッファー アンダーランの問題を回避することができ

ますが、有効なのは 512 MB 以上の RAM を搭載しているコンピューターに限ります。  

 ドライブ速度を選択 — ご使用になるシステムによって異なりますが、ひとつまたは複数のドロ
ップダウン リストで、書き込み速度を手動で設定できます。使用可能な速度の設定は、レコー
ダー ドライブによって報告される情報に基づいて決定されます。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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ディスク イメージを書き込む 
ディスク イメージを書き込むプロジェクトは、ハードドライブ上に保存したディスク イメージ ファイルから
ディスクを再作成します。ディスク イメージ ファイルをディスクから作成する方法については、ディスク 
イメージ ファイルを作成を参照してください。ディスク イメージ ファイルとディスク イメージ ファイルのタ
イプに関する詳細は、ディスク イメージ ファイルについてを参照してください。 

以下も参照してください：  

 ディスク イメージを書き込む方法 

 ディスク イメージを書き込む際のヒント 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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ディスク イメージを書き込む方法 
ディスク イメージ ファイルからディスクを書き込むには、次の手順に従ってください。 

プロジェクト リストが表示されます。 

または 

オリジナル ディスクのコピーが作成されます。コピーを複数枚作成する場合は、画面に表示される
指示に従ってプロジェクトを完了してください。 

以下も参照してください：  

1 データ – コピー プロジェクト カテゴリを選択します。 

2 ディスク イメージを書き込む プロジェクト名をクリックします。 

3 プロジェクト ウィンドウで、以下のいずれかの方法を使用して書き込むディスク イメージ ファイルを
選択します。 

 参照 ボタンをクリックして、ハードディスクにあるディスク イメージ ファイルを指定します。 

 参照ボタンの隣にあるテキスト ボックスをクリックします。最近作成されたディスク イメー
ジ ファイルのリストが表示されます。リストの中からディスク イメージ ファイルを選択しま
す。 

4 コピー先 ドロップダウン リストから使用するレコーダー ドライブを選択します。システムに搭載され

ているドライブが 1 台しかない場合には、ドライブ名が自動的に表示されます。 

5 レコーダーにブランク ディスクまたは書き換え可能ディスクを挿入します。 

6 書き込みたいディスク イメージのコピー数を選択します。 

7 実行ボタンをクリックします。 

8 最後のコピーを作成したら、完了 ボタンをクリックします。 

 ディスク イメージを書き込む 

 ディスク イメージを書き込む際のヒント 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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ディスク イメージを書き込む際のヒント 

以下も参照してください：  

 イメージの書き込みプロジェクトで使用するディスクはブランクまたは書き換え可能でなければ
なりません。書き換え可能ディスクに含まれているデータはディスク イメージの書き込みが実
行される前に消去されます。 

 ディスク イメージを書き込む 

 ディスク イメージを書き込む方法 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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ディスク イメージの書き込みオプション 

注意： 一部のオプションは、ドライブまたはオペレーティング システムによっては使用できませ
ん。 

コピー全般 

CD Extra ディスクとは CD Extra はオーディオとデータの両方を含むフォーマットで、最初のセッ
ションでオーディオが保存されます。コンピューターはディスクのデータ部分を読み取ります。オー

ディオ CD プレーヤーはオーディオ トラックを再生しますが、データは認識しません。 

ミックスモード ディスクとは ミックスモードは、CD Extra に似ていますが、データが最初のセッショ

ンで保存されます。旧式のオーディオ CD プレーヤーはこのセッションを再生しようとするため、大
きなノイズが発生し、スピーカーが壊れる場合があります。 

高度 

デフォルトで、ドライブとメディアの組み合わせで使用可能な最高速度を使用して、書き込みを実行
します。書き込み中にエラーが発生した場合には、レコーダーの最高速度を下げて再度実行してく
ださい。 

以下も参照してください：  

 コピーしたデータ ディスクを検証（遅くなります） — このチェックボックスを選択すると、ディスク
のコピー時にエラーが発生しなかったことを保証するための確認手順が追加されます。ミック

スモードまたは CD Extra ディスクをコピーする時に、このオプションが選択されているとこれ

らのディスクのデータ部分を検証します。このオプションがオフになっていても、Blu-ray ディ
スクは検証されます。検証はドライブによって実行されますが、ソフトウェアが実行する検証作
業よりも時間がかかる場合があります。 

 高品質用にハードドライブを設定（遅くなります） — このオプションを選択すると、ディスクのコ
ピー プロジェクトをディスクに書き込む前に必ずハードドライブで表示します。プロジェクトを表
示することにより、一部のドライブで発生する書き込みエラーを防ぐことができます。 

 システムの自動再生を無効にする — Windows の自動再生機能には、イライラさせられるこ
ともあります。このオプションを選択すると、このアプリケーションを使用する時に自動再生が
無効になります。 

 書き込み後、警告音で知らせる — このオプションを選択すると、ディスクの書き込み完了後、
ベル音で知らせます。 

 書き込みメモリ キャッシュ — デフォルト値は 4.7 MBほとんどの場合、この設定を変更する
必要はありません。キャッシュを増やすとバッファー アンダーランの問題を回避することができ

ますが、有効なのは 512 MB 以上の RAM を搭載しているコンピューターに限ります。  

 ドライブ速度を選択 — ご使用になるシステムによって異なりますが、ひとつまたは複数のドロ
ップダウン リストで、書き込み速度を手動で設定できます。使用可能な速度の設定は、レコー
ダー ドライブによって報告される情報に基づいて決定されます。 

 ディスク イメージを書き込む方法 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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ディスク イメージ ファイルを作成 
イメージにディスクをコピー プロジェクトはディスク イメージ ファイルを作成し、ハードドライブに保存し
ます。これらのディスク イメージ ファイルを使用して、ディスク イメージを書き込むプロジェクトで好きな
時にディスクのコピーを作成できます。  

ディスクをディスク イメージ ファイルから作成する方法については、ディスク イメージを書き込む を参
照してください。ディスク イメージ ファイルとディスク イメージ ファイルのタイプに関する詳細は、ディス
ク イメージ ファイルについてを参照してください。 

以下も参照してください：  

 イメージにディスクをコピーする方法 

 イメージにディスクをコピーするヒント 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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イメージにディスクをコピーする方法 
ディスク イメージを作成するには次の手順に従ってください。 

プロジェクト リストが表示されます。 

名前を付けて保存ウィンドウが開きます。 

ディスク イメージ ファイルが作成されると完了パネルが表示されます。 

以下も参照してください：  

1 データ – コピー プロジェクト カテゴリを選択します。 

2 イメージにディスクをコピー プロジェクト名をクリックします。 

3 プロジェクト ウィンドウの コピー元 ドロップダウン リストからドライブを選択します。システムに搭載

されているドライブが 1 台しかない場合には、ドライブ名が自動的に表示されます。 

4 ディスク イメージ ファイルを作成したいディスクをディスク ドライブに挿入します。 

5 [イメージを選択] で参照 ボタンをクリックします。 

6 ディスク イメージ ファイルの保存先を選択して、わかりやすいファイル名を指定します。  

7 ファイルの種類 ドロップダウン リストからファイル タイプを選択します。（ディスク イメージ ファイル
のタイプの詳細は、ディスク イメージ ファイルについて を参照してください）。 

8 名前を付けて保存ウィンドウで 保存 ボタンをクリックして選択を確認します。 

9 オプション：チェックボックスをクリックし、書き込み後、自動的にディスクを取り出しオプションを希
望に合わせて設定します。 

10 実行ボタンをクリックします。 

11 完了 ボタンをクリックします。 

 ディスク イメージ ファイルを作成 

 イメージにディスクをコピーするヒント 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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イメージにディスクをコピーするヒント 

以下も参照してください：  

 デフォルトでは、ディスク イメージ ファイルはドキュメント\Roxio プロジェクト フォルダー

（Windows Vista）、またはマイ ドキュメント\Roxio プロジェクト フォルダー（Windows 
XP、および Windows 7）に保存されるよう設定されています。異なる場所を選択すると、ディ
スク イメージ ファイルを次回作成する時にこの場所が記憶されます。 

 ディスク イメージ ファイルには次のデフォルト名が付いています。[日付]-[時間].iso.別のフ
ァイル名やファイル タイプを選択することもできます。 

 ディスク イメージ ファイルを作成 

 イメージにディスクをコピーする方法 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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ディスク イメージ ファイルについて 
ディスクに保存されているすべての情報を「ディスク イメージ」と呼ばれるひとつのファイルに変換でき
ます。このイメージ ファイルを使用してオリジナルのディスクを再作成することができます。同じディスク
のコピーを複数作成する必要があるが、作成のたびにソース ドライブから読み取りを実行したくない場

合、またはディスクの読み取りおよび書き込みの両方のために、1 台のレコーダーを使用したい場合に
便利な機能です。 

ディスク イメージ ファイルをハードディスクに保存しておけば、他の目的のためにソース ディスクを使
用できます。ネットワークでディスク イメージ ファイルを送信すれば、他の人もコピーを作成できます。 

デフォルトでは、イメージ ファイルは最も互換性の高いフォーマットで作成され、.iso ファイル名拡張子
で識別できるようになっています。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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Roxio ホームツール 
Roxio ホームには、便利なディスク ツールが豊富に備わっており、ツール メニューからアクセスできま
す。以下のリンクをクリックして詳細を表示します。 

注意： ツールのリストは、アプリケーションのバージョンによって異なる場合があります。 

 ディスク情報を取得 

 ディスクを消去 

 ディスクをファイナライズ 

 ディスク イメージをロードする 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあり
ます。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法に
ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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ディスク情報を取得 
ディスク情報を取得ツールは、ディスク ドライブ、ドライブに挿入されているディスク、ディスクに記録さ
れているデータに関する詳細な情報を収集します。 

ディスク情報ツールを使用してディスクおよびドライブの情報を表示するには、次の手順に従ってくださ
い。 

ドライブに挿入されているディスクが分析されて以下の情報が表示されます。 

オーディオ CD のプリギャップを表示 チェックボックスが選択されている場合、ディスク情報を取得プロ
ジェクト ウィンドウには、オーディオ ディスクのプリギャップが表示されます。チェックボックスはドライブ 
ドロップダウン リストのすぐ下にあります。このオプションを選択すると、ディスク情報の表示に時間が

かかる場合があります（プリギャップはオーディオ CD の各トラック間に挿入されている無音部分のこと
です）。  

1 ツール メニューから ディスク情報を取得 を選択します。 

2 ディスクをディスク ドライブに挿入します。 

3 ドロップダウン リストでドライブを選択します。 

 ドライブのタイプ、ファームウェア情報、およびサポートされるディスク フォーマットを含む、
ドライブのプロパティ。 

 ディスクのタイプ、レコーディングされているトラック（ゾーン）数、使用可能な容量、および
その他の情報を含む、ディスクのプロパティ。 

 トラックのタイプと位置、トラックの長さ、プリギャップ、およびその他の情報を含む、データ
のプロパティ。 
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ディスクを消去 
ディスクを消去ツールを使用して書き換え可能ディスクを消去します。 

書き換え可能ディスクを消去するには、次の手順に従ってください。 

クイック消去と完全消去の相違点 

注意： ディスクが一度消去されると、ディスク上のデータを復旧することはできません。消去す
る前にディスクのコンテンツを確認してください。 

1 ツール メニューから ディスクを消去 を選択します。 

2 メイン プロジェクト ウィンドウの指示に従います。 

 クイック消去 はディスクの TOC（Table of Contents）を消去して、ディスク上のデータに
アクセスできないようにしますが、実際にはデータを消去しません。クイック消去 にかかる

時間は通常 1 分未満です。 

 完全消去 はディスク上のすべてのデータを消去します。ドライブの速度とディスクのタイプ

によって異なりますが、完全消去 は作業に 30 分以上かかる場合があります。 

3 実行ボタンをクリックします。 
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ディスクをファイナライズ 
ディスクをファイナライズツールは、多数のドライブやオーディオ プレーヤーとの互換性を保証するため
にディスクをクローズします。ライトワンス ディスクをクローズすると、新しいデータまたは音楽を追加で
きません。書き換え可能ディスクをクローズすると、ディスクのデータを消去しない限り、新しいデータま
たは音楽を追加できません。 

ディスクをファイナライズするには、次の手順に従ってください。 

注意： オーディオ CD はレコーディング後に自動的に終了処理されます。DVD-RW、

DVD+RW、および DVD-RAM をはじめとするいくつかのディスクの種類は終了処理できま
せん。 

1 ツール メニューから ディスクをファイナライズ を選択します。 

2 ディスクをディスク ドライブに挿入します。 

3 ドロップダウン リストでドライブを選択します。 

4 実行ボタンをクリックします。 
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ディスク イメージをロードする 
Disc Image Loader を使用すると、エミュレート ドライブを作成したり、エミュレート ドライブにディス
ク イメージ ファイルをロードすることができます。エミュレート ドライブは仮想デバイスであり、物理ディ
スク ドライブがディスクを読み取るのと同じ要領でディスク イメージ ファイルを読み取ります。 

ディスク イメージ ファイルをエミュレート ドライブにロードすると、エミュレート ドライブから直接、音楽や
ビデオ、データ ディスク イメージのファイルを再生できます。 

ノートブック コンピューターで CD 音楽を聴いたり、お気に入りの DVD ムービーやゲームを再生する
こともできます。バッテリの電力が尽きない限り、ディスクを交換する必要はありません。また、データ プ

ロジェクトや DVD ビデオ プロジェクトをディスクに書き込む前に、そのプロジェクトをテストできます。 

以下も参照してください：  

 Disc Image Loader ウィンドウについて 

 ディスク イメージとエミュレート ドライブについて 

 ディスク イメージをロードまたはイジェクトする 
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Disc Image Loader ウィンドウについて 
Disc Image Loader ウィンドウのインターフェイスはとても使いやすく設計されています。このウィンド
ウでは、エミュレート ドライブを作成したり、ディスク イメージをロードしたりできます。 

  

以下も参照してください：  

ディスク イメージとエミュレート ドライブについて 

ディスク イメージをロードまたはイジェクトする 
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サポートされているファイル フォーマット 
Disc Image Loader では、さまざまな種類のディスク イメージ ファイルをロードできます。以下の表

は、Disc Image Loader でサポートされているファイルの種類をまとめたものです。 
  

以下も参照してください：  

ファイル フォーマット 拡張子 

ISO ディスク イメージ (.iso) 

Roxio ディスク イメージ (.c2d) 

Roxio Global Image (.gi) 

CIF ファイル (.cif) 

BIN/CUE ディスク イメージ (.cue) 

IMG ディスク イメージ (.img) 
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ディスク イメージとエミュレート ドライブについて 
ディスク イメージとは、フォーマット（オーディオ CD、DVD、データ CD、その他）やコンテンツ（ファイ

ル、トラック、その他）などのディスク構造全体を含むファイルのことです。Roxio ホームのイメージにデ

ィスクをコピー プロジェクトを使用すると、簡単な操作でオーディオ CD、DVD-Video、または CD-
ROM ディスクをイメージ ファイルにすばやく変換できます。データ – コピープロジェクト カテゴリをクリ
ックし、イメージにディスクをコピーする を選択します。 

ディスク イメージ ファイルをエミュレート ドライブにロードする際、エミュレート ドライブは、物理ディスク 
ドライブがディスクを読み取るのと同じ要領でディスク イメージを読み取ります。 

Disc Image Loader では、以下の操作を行えます。 

以下も参照してください：  

1 エミュレート ドライブを作成または削除する 

2 ディスク イメージをロードまたはイジェクトする 

 Disc Image Loader ウィンドウについて 
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エミュレート ドライブを作成または削除する 
Disc Image Loader では、使用可能なシステム リソースに応じて最高 23 個までのエミュレート ドラ
イブを作成できます。ほとんどの場合、新しいエミュレート ドライブを追加または削除するたびにシステ
ムを再起動する必要はありません。 

エミュレート ドライブを作成するには： 

注意： エミュレート ドライブを作成するには、お使いのシステムに対する十分な特権が必
要です。そのため、管理者としてログインするよう指示するメッセージが表示されます。 

エミュレート ドライブを削除するには： 

以下も参照してください：  

1 エミュレート ドライブ リストで、新規をクリックします。 

2 開いたダイアログ ボックスで、新しいドライブを作成する 2 つのオプションのうちのいずれかを選

んで、OK をクリックします。 

1 エミュレート ドライブ リストで、削除するエミュレート ドライブを選択します。 

2 削除をクリックします。 
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ディスク イメージをロードまたはイジェクトする 
ディスク イメージをロードするには： 

選択したディスク イメージがディスク イメージ リストに表示されます。 

エミュレート ドライブ リストが更新され、ロードしたディスク イメージが含まれます。 

注意： ディスク イメージをディスク イメージ リストまたは Windows エクスプローラーから
エミュレート ドライブ リスト内のエミュレート ドライブにドラッグしても、ディスク イメージを
ロードできます。 

注意： システムで自動再生機能が有効になっている場合は、ディスク イメージをエミュレ
ート ドライブにロードしたときに、そのディスク イメージ ファイルの再生が自動的に開始さ

れることがあります。自動再生機能の詳細については、Windows のドキュメントを参照し
てください。 

Roxio ホームにディスク イメージを書き込む プロジェクトが表示されます。ディスクイメージを書き
込む際、このプロジェクトを使用します。 

ディスク イメージをイジェクトするには： 

以下も参照してください：  

1 ディスク イメージ リストで、追加をクリックします。 

2 リストに追加するディスク イメージ ファイルを選択し、開くをクリックします。 

3 エミュレート ドライブ リストで、ディスク イメージのロード先となるエミュレート ドライブを選択しま
す。 

4 ディスク イメージ リストで、ディスク イメージを選択し、ロードをクリックします。 

5 オプション：ディスク イメージ ファイルを書き込むには、ディスク イメージ リストでディスク イメージ
を選択し、書き込みをクリックします。 

6 オプション：リストからディスク イメージを削除するには、ディスク イメージ リストでディスク イメージ
を選択し、削除をクリックします。 

1 エミュレート ドライブ リストで、ディスク イメージをイジェクトするエミュレート ドライブを選択します。 

2 イジュクトをクリックします。 
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Disc Image Loader のオプションを設定する 
Disc Image Loader のオプションで、Disc Image Loader の作業環境をカスタマイズできます。 

Disc Image Loader のオプションを設定するには： 

オプション ダイアログ ボックスが表示されます。 

ディスク イメージ リストからすべてのディスク イメージ エントリが削除されます。 

ディスク イメージ リストに、ディスク イメージ ファイルの一覧が表示されます。 

以下も参照してください：  

1 ツール > オプションを選択します。 

2 “今後表示しない” 警告をリセットするには、“今後表示しない” 警告をリセットするチェックボックス
をオンにします。 

3 エミュレート ドライブに割り当てるドライブ文字を選択します。 

4 コンピューターを再起動するたびにディスク イメージ ファイルをエミュレート ドライブに再ロードする
には、再起動後にディスク イメージ ファイルを再ロードするチェックボックスをオンにします。 

5 ディスク イメージ リストのディスク イメージ リストをクリアするには、クリアをクリックします。 

6 以前、追加したディスク イメージ ファイルのうち、ディスク イメージ リストから削除されているもの
を追加するには、検索をクリックします。 
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ホットキーをアクティブにする 
Disc Image Loader のホットキー機能を使用すると、キーボード コマンドのシーケンスを使用してデ
ィスク イメージ ファイルをエミュレート ドライブにロードできます。この機能は、エミュレート ドライブにロ
ードするディスク イメージ ファイルをすばやく切り替えたい場合に便利です。 

注意： ホットキー機能を使用できるのは、 Disc Image Loader がフルモードで開いていると
きか、そのアイコンがタスクバー内に表示されている場合のみです。 

ホットキー機能をアクティブにするには： 

イメージのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。 

手順 3 で指定したキーストローク シーケンスを押すと、このディスク イメージが選択したドライブに
自動的にロードされます。 

たとえば、ゲームを含むディスク イメージ ファイルに対して Ctrl-R というホットキーを作成し、こ

のディスク イメージ ファイルをエミュレート ドライブ H: に割り当てた場合は、キーボードで Ctrl-
R キーを押すたびに、このゲームが H: ドライブに自動的にロードされます。  

注意： Disc Image Loader は、コピー保護されたディスクの迂回をサポートしていません。 

ディスク イメージ ファイルからホットキーをクリアするには： 

イメージのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。 

以下も参照してください：  

1 ディスク イメージ ファイルをディスク イメージ リストに追加します。 

2 ディスク イメージ リストで、ディスク イメージ ファイルを右クリックし、プロパティを選択します。 

3 ホットキーを入力 ボックスで、任意のキー ストロークの後、Ctrl キー、または Shift キーを押し
ます。 

4 ドライブを選択をクリックし、リストからドライブを選択します。 

5 OK をクリックしてイメージのプロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。 

1 ディスク イメージ ファイルをディスク イメージ リストに追加します。 

2 ディスク イメージ リストで、ディスク イメージ ファイルを右クリックし、プロパティを選択します。 

3 イメージのプロパティ ダイアログ ボックスで、ホットキーを入力ボックスの内容を削除します。 

4 OK をクリックしてイメージのプロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。 
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ユーザー補助 
プログラムの各機能は、マウスを使わずにキーボードからアクセスできます。このアプリケーションで

は、標準の Microsoft ナビゲーション技法とキーボード ショートカットが使用されています。 

このトピックの内容は以下のとおりです。 

 キーボードを使用してナビゲートする 

 キーボード ショートカットを使用する 

 ヘルプ センターのフォント サイズを変更する 
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キーボードを使用してナビゲートする 
一般に、キーボードによる画面のナビゲーションでは、機能間を移動する場合は Tab キーを、機能内

のオプションを選択する場合は矢印キーを、選択を起動する場合は Enter キーを使用します。 

画面上でアクティブになっている領域は、破線の長方形で囲まれます。Tab を押して、この長方形を移
動して次の領域をアクティブにします。 

ヒント：逆方向にタブ移動する場合は、Shift キーを押したまま Tab キーを押します。これに
よって画面のひとつ前の領域に簡単に戻ることができます。 
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キーボード ショートカットを使用する 
標準のショートカット キー（「アクセラレータ キー」または「ホット キー」とも呼ばれる）システムを利用すると、プ
ログラム内の多くの機能にアクセスできます。  

キーボードからプログラムの機能を起動するには、次の手順に従ってください。 

以下の表に標準的な Microsoft Windows のキーボード ショートカットの一部を列挙します。Roxio の各コ
ンポーネントでは、これらのショートカットのほとんどを使用することができます。 

注意： 特定のコンポーネントのキーボード ショートカットについては、そのコンポーネントのヘルプ セ

1 すべての機能、メニュー項目、およびプログラム オプションの横には、括弧で囲まれた下線付きの文字が

表示されています。これはその項目のショートカット キーです。下線が表示されていない場合には、Alt を
押します。 

2 Alt を押したままキーボード上でその文字（アクセスする項目の横に表示されている下線付きの文字）を

押します。たとえば、ほとんどの Windows ベースのアプリケーションでは、新しいファイルを作成する場

合、Alt、F、N を押します。 

目的 使用するキー 

プロジェクトまたは操作をキャンセル Esc 

ヘルプ センターを開く F1 

マウス クリックに相当する操作 Tab と矢印キーを使用して使用したい機能、またはメニ

ュー項目をアクティブにし、Enter を押します。 

マウスの右クリックに相当する操作 Tab と矢印キーを使用して使用したい機能またはメニュ

ー項目をアクティブにし、Shift + F10 を押します。 

スタート メニューを開く Windows のロゴ キー 

Windows エクスプローラーを開く Windows のロゴ キー + E 

選択した項目を削除 削除 

すべての項目を選択 Ctrl + A 

選択した項目をコピー Ctrl + C 

選択した項目を切り取り Ctrl + X 

選択した項目を貼り付け Ctrl + V 

現在のファイルを印刷 Ctrl + P 

新しいファイルを開く Ctrl + N 

現在のファイルを保存 Ctrl + S 

ファイルを開く Ctrl + O 

選択した項目のプロパティを表示 Ctrl + R 

最後に行った操作を元に戻す Ctrl + Z 

最後に行った操作をやり直す Ctrl + Y 

選択範囲を反転 Ctrl + I 

アプリケーションを終了 Alt + F4 

Roxio ホーム



ンターを参照してください。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあります。オン
ライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法については、
www.roxio.com をご覧ください。  
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ヘルプ センターのフォント サイズを変更する 
ヘルプ センターのフォント サイズを変更するには、次の手順に従ってください。 

手順 3 で選択したテキスト サイズのオプションに基づいてテキストが表示されます。 

注意： Windows Vista で表示メニューが表示されない場合、Alt キーを押します。 

1 ヘルプ センターが開いている場合には、右上角の閉じるボタンをクリックするか、Alt + F4 を押
して、ヘルプ センターを閉じます。 

2 Internet Explorer を開きます。 

3 表示 > 文字のサイズを選択し、次のいずれかのオプションを選択します。 

 最大 

 大 

 中 

 小 

 最小 

4 ヘルプ センターを開きます。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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