
Media Manager について 
フォト、ビデオ クリップ、音楽トラック、Roxio プロジェクトなどのメディア ファイルは多種多様なソース
から作成されており、コンピューター上での保存場所もそれぞれ異なります。また、ネットワーク ドライブ
やリムーバブル記憶デバイス、あるいは携帯電話などの互換性のあるワイヤレス デバイスに保存され
ている場合もあります。 

Media Manager はあらゆるデータを整理します。次の操作を行います： 

フォト、ビデオ クリップ、音楽トラック、 Roxio プロジェクトを参照および整理する。 詳細につい
ては、メディア ファイルの整理の概要 を参照してください。 

メディア ファイルのプレビュー、名前の変更、削除を行ったり、キーワードやレートを割り当てた
りする。 詳細については、メディア ファイルの管理の概要 を参照してください。 

ファイル名、キーワード、コメント、またはファイルの種類に基づいて検索し、メディア ファイル
をすばやく簡単に見つける。 

フォトに小さな修正を加えたり、ビデオからイメージやオーディオを抽出したり、スライドショーや

パノラマを作成したりする。また、メディア ファイルを別の Roxio コンポーネントで開き、プロジ
ェクトにそのファイルを追加したり、さらに細かい変更を加えたりできます。 詳細については、メ
ディア ファイルの操作の概要 を参照してください。 

メディア ファイルを友人や家族と共有する。  

 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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Media Manager ウィンドウについて 
Media Manager ウィンドウには、メディア ファイルを整理するための便利なインターフェイスがありま
す。 

次の図に、すべてのビューに共通しているウィンドウの各部位を示します。  
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ついては、www.roxio.com をご覧ください。  
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サポートされているファイル フォーマット 
Media Manager では、Roxio コンポーネントで使用できるフォト、ビデオ、オーディオのすべてのファ

イル フォーマットがサポートされています。Media Manager には、サポートされているフォーマットの
ファイルだけが表示されます。 

以下も参照してください：  

 Media Manager について 

 Media Manager ウィンドウについて 

 新規メディア ファイルを監視する 

 メディア ファイルをキャプチャする 
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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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新規メディア ファイルを監視する 
Media Manager でコンピューターを自動的に監視することにより、新しいメディア ファイルを見つける

ことができます。監視するフォルダー、または Windows 7 ライブラリは選択可能で、ユーザーは監視
操作を好きな時に停止または開始できます。 

監視フォルダーの設定ダイアログ ボックスを表示するには： 

監視フォルダーの設定 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：  

 ツール > 監視フォルダーを選択 を選択します。 

 Media Manager について 

 Media Manager ウィンドウについて 
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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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監視対象としてフォルダーを選択 
監視するフォルダーを選択して新しいメディア ファイルを見つけるには： 

以下も参照してください：  

1 監視フォルダーの設定ダイアログ ボックスで、フォルダーを追加ボタンをクリックして、新しいメディ
ア ファイルを見つけるための監視用フォルダーを選択します。  

2 監視するフォルダーを参照して、OK をクリックしてリストにフォルダーを追加します。 

3 フォルダーを削除 ボタンをクリックして、選択したフォルダー、または Windows 7 ライブラリを削
除します。または、すべてクリア ボタンをクリックして、監視フォルダーの全リストを消去します。 

 監視を停止 

 監視を開始 

 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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監視を停止 
コンピューター上のメディア ファイルの監視を停止するには： 

以下も参照してください：  

 監視フォルダーの設定ダイアログ ボックスで フォルダーの監視を開始の横にあるチェックマークを
外します。 

 監視対象としてフォルダーを選択 

 監視を開始 
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ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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監視を開始 
コンピューター上のメディア ファイルの監視を開始するには： 

以下も参照してください：  

 監視フォルダーの設定ダイアログ ボックスで フォルダーの監視を開始の横にあるチェックマークに
チェックを入れます。 

 監視対象としてフォルダーを選択 

 監視を停止 
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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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メディア ファイルをキャプチャする 
お使いのコンピューターにデジタル カメラ、ビデオ カメラ、スキャナー、またはその他のデバイスが接続

されている場合は、Media Import でビデオやフォト ファイルをキャプチャできます。（Media Import 
の使い方の詳細については、Media Import ヘルプ センターを参照してください。） 

Media Import は、Media Manager から起動できます。Media Import の起動方法は、コンピュ
ーターにインポートするメディアの種類によって異なります。 

フォトをインポートするには、次のいずれかの手順で操作します。 

ビデオをインポートするには、次のいずれかの手順で操作します。 

オーディオをインポートするには、次のいずれかの手順で操作します。 

以下も参照してください：  

 タスク バーのデジタル メディアを取得をクリックし、フォトをインポートを選択します。 

 ファイル > フォトをインポートをクリックします。 

 タスク バーのデジタル メディアを取得をクリックし、ビデオをインポートを選択します。 

 ファイル > ビデオをインポートをクリックします。 

 オーディオ CD からリッピングする。 

 Creator オーディオ プロジェクトで使用する。 

 オーディオ ファイルが入ったフォルダーを Media Manager の監視対象に設定する。 

 Windows エクスプローラーから Media Manager アルバムにファイルをドラッグ アンド ドロ
ップする。 

 Media Manager について 

 Media Manager ウィンドウについて 

 アルバムにメディア ファイルを追加する 

 メディア ファイルのプロパティを表示する 

 新規メディア ファイルを監視する 
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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. 

Media Manager



アルバムにメディア ファイルを追加する 
アルバムにメディア ファイルを追加するには、複数の方法があります。 

アルバム ボタンを使用して既存のアルバムにメディア ファイルを追加するには： 

アルバム ボタンを使用して新しいアルバムにメディア ファイルを追加するには： 

新しいアルバムの名前を入力するためのダイアログ ボックスが表示されます。 

ビューを分割を使用してアルバムにメディア ファイルを追加するには： 

ウィンドウの下部に新しいペインが開きます。 

Windows エクスプローラーを使用してアルバムにメディア ファイルを追加するには： 

ヒント：一度に複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したままメディア ファイルまたはフォル
ダーを選択します。 

ファイルがアルバムに追加されます。 

以下も参照してください：  

1 アルバムに追加するメディア ファイルを選択します。 

2 タスク バーのアルバムをクリックし、選択項目をアルバムに追加を選択します。 

3 ファイルを追加するアルバムを参照し、OK をクリックします。 

1 アルバムに追加するメディア ファイルを選択します。 

2 タスク バーのアルバムをクリックし、選択項目を新規アルバムに追加を選択します。 

3 新しいアルバムの名前を入力し、はいをクリックします。 

1 タスク バーのビューを分割をクリックします。 

2 ウィンドウの下部で、マイ メディア タブをクリックし、ファイルを追加するアルバムを参照します。 

3 ウィンドウの上部で、アルバムに追加するファイルを参照して選択します。  

4 ファイルを右下のペインにドラッグして、アルバムに追加します。 

5 手順 3 と 手順 4 を繰り返し、アルバムにファイルを追加します。 

1 マイ メディア ビューが開いていない場合は、参照領域でマイ メディア タブをクリックします。 

2 参照領域で、メディア ファイルを追加するアルバムを選択します。 

3 Windows エクスプローラーを開き、 Windows エクスプローラーと Media Manager ウィンドウの両方が
見えるように両ウィンドウを配置します。 

4 Windows エクスプローラーで、アルバムに追加するメディア ファイルを選択します。 

5 ファイルおよびフォルダーを Media Manager のアルバムにドラッグ アンド ドロップします。 

 マイ メディアを操作する 

 マイ メディアを参照する 

 メディア ファイルを別のアルバムに移動またはコピーする 

 メディア ファイルの名前を変更する 

 メディア ファイルを削除する 

 アルバムのサムネイルを設定する 

 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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アルバムにメディア ファイルを追加する 
アルバムにメディア ファイルを追加するには、複数の方法があります。 

アルバム ボタンを使用して既存のアルバムにメディア ファイルを追加するには： 

アルバム ボタンを使用して新しいアルバムにメディア ファイルを追加するには： 

新しいアルバムの名前を入力するためのダイアログ ボックスが表示されます。 

ビューを分割を使用してアルバムにメディア ファイルを追加するには： 

ウィンドウの下部に新しいペインが開きます。 

Windows エクスプローラーを使用してアルバムにメディア ファイルを追加するには： 

ヒント：一度に複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したままメディア ファイルまたはフォル
ダーを選択します。 

ファイルがアルバムに追加されます。 

以下も参照してください：  

1 アルバムに追加するメディア ファイルを選択します。 

2 タスク バーのアルバムをクリックし、選択項目をアルバムに追加を選択します。 

3 ファイルを追加するアルバムを参照し、OK をクリックします。 

1 アルバムに追加するメディア ファイルを選択します。 

2 タスク バーのアルバムをクリックし、選択項目を新規アルバムに追加を選択します。 

3 新しいアルバムの名前を入力し、はいをクリックします。 

1 タスク バーのビューを分割をクリックします。 

2 ウィンドウの下部で、マイ メディア タブをクリックし、ファイルを追加するアルバムを参照します。 

3 ウィンドウの上部で、アルバムに追加するファイルを参照して選択します。  

4 ファイルを右下のペインにドラッグして、アルバムに追加します。 

5 手順 3 と 手順 4 を繰り返し、アルバムにファイルを追加します。 

1 マイ メディア ビューが開いていない場合は、参照領域でマイ メディア タブをクリックします。 

2 参照領域で、メディア ファイルを追加するアルバムを選択します。 

3 Windows エクスプローラーを開き、 Windows エクスプローラーと Media Manager ウィンドウの両方が
見えるように両ウィンドウを配置します。 

4 Windows エクスプローラーで、アルバムに追加するメディア ファイルを選択します。 

5 ファイルおよびフォルダーを Media Manager のアルバムにドラッグ アンド ドロップします。 

 マイ メディアを操作する 

 マイ メディアを参照する 

 メディア ファイルを別のアルバムに移動またはコピーする 

 メディア ファイルの名前を変更する 

 メディア ファイルを削除する 

 アルバムのサムネイルを設定する 

 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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メディア ファイルの整理の概要 
Media Manager の各ビューを使用すると、コンピューターおよび接続されているデバイス上のメディ
ア ファイルに簡単にアクセスしたり、ファイルを整理したりできます。 

このビューではスマート ビュー、再生リスト、アルバムが表示されます。 

スマート ビューは、メディアの種類、キーワード、および日付などの一般的な特性に基づいて 

Media Manager によって自動的に作成され、管理されるメディア ファイルのグループですから、
メディア ファイルを簡単に検索できます。 

再生リストとは、ユーザーが独自に作成、管理するオーディオ ファイルのグループのことです。再
生リストを使用して、鑑賞するファイル、ディスクに書き込むファイル、またはオーディオ デバイスに
同期化するファイルをグループ化できます。 

アルバムとは、ユーザーが独自に作成、管理するメディア ファイルのグループのことです。アルバ
ムを使うと、メディア ファイルを休暇、イベント、または特別な行事ごとにまとめることができます。 

フォトやビデオをフォルダーに整理してある場合は、 Media Manager によって各フォルダーのア

ルバムが自動的に作成されます。フォトやビデオをこれらのフォルダーの 1 つに追加すると、

Media Manager によって自動的にアルバムに追加されます。 

マイ メディアを使用する方法については、マイ メディアを操作するを参照してください。 

ファイルは簡単にアクセスできるようにフォルダー構造に整理されています。フォルダー ビューに

は、ハードディスクおよび CD や DVD ディスクなどのリムーバブル記憶メディアなど、コンピュータ

ーの記憶デバイス上の Windows フォルダーに保存されているメディア ファイルが表示されま

す。 Windows 7 では、フォルダー ビューにはライブラリも表示されます。 

フォルダー ビューの外観と使い方は Windows エクスプローラーとよく似ていますが、このビュー

には Roxio 製品でサポートされているメディア ファイルだけが表示されます。 

詳細については、フォルダーを操作するを参照してください。 

Media Manager を使って、携帯電話などの互換性のあるワイヤレス デバイスにあるデジタル メ
ディアを表示できます。マイ デバイスでは、検出されたデバイスがすべて表示されるため、それら
のデバイス上のメディア ファイルを参照できます。 

詳細については、メディア ファイルをワイヤレス デバイスと共有するを参照してください。 

マイ メディア 

フォルダー 

マイ デバイス 
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マイ メディアを操作する 
マイ メディア ビューではスマート ビューとアルバムが表示されます。 

スマート ビューは、メディアの種類、日付、またはキーワードなどの一般的な特性に基づいて Media 
Manager によって自動的に作成され、管理されるメディア ファイルのグループのことです。また、検索
クエリからスマート ビューを作成したり、既存のスマート ビューから別のスマート ビューを作成したりで
きます。  

アルバムとは、ユーザーが独自に作成、管理するメディア ファイルのグループのことです。アルバムを
使うと、メディア ファイルを休暇、イベント、または特別な行事ごとにまとめることができます。フォトやビ

デオをフォルダーに整理してある場合は、 Media Manager によって各フォルダーのアルバムが自動

的に作成されます。フォトやビデオをこれらのフォルダーの 1 つに追加すると、Media Manager によ
って自動的にアルバムに追加されます。 

単一のメディア ファイルを複数のスマート ビューとアルバムに含めることができます。メディア ファイル

を 1 つのアルバムまたはスマート ビューから別のアルバムまたはスマート ビューに移動しても、ディス
ク上のファイルの物理的場所は影響を受けません。メディア ファイルをスマート ビューまたはアルバム
から削除しても、メディア ファイルがディスクから物理的に削除されることはありません。 

メディア ファイルをいずれかのスマート ビューから削除すると、そのファイルが所属する他のスマート 

ビューからもそのファイルが削除されます（Windows システムからファイルが削除されるわけではあり
ません）。 

スマート ビューでファイル名を変更すると、そのファイルが所属する他のスマート ビューでもそのファイ

ルの名前が変更されます。同時に、Windows ファイル システム上でのファイル名も変更されます。  

スマート ビューは削除することも移動することもできません。また、名前も変更できません。 

注意： Media Manager では、Windows エクスプローラー内で名前変更、移動、または削

除されたファイルを見つけることはできません。また、記憶デバイスを切断したり、CD/DVD デ
ィスクなどのを取り出したりすると、そのデバイス上のファイルを見つけることはできなくなりま
す。 
 
見つからないファイルを検索する方法については、見つからないメディア ファイルを検索するを
参照してください。 

以下も参照してください：  

 メディア ファイルの整理の概要 

 マイ メディアを参照する 

 新しいアルバムを作成する 

 アルバムの名前を変更する 

 アルバムを削除する 

 アルバムにメディア ファイルを追加する 

 メディア ファイルを別のアルバムに移動またはコピーする 

 アルバムのサムネイルを設定する 

 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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マイ メディアを参照する 
マイ メディア ビューでは、次のグループを参照できます。 

すべてのメディア 
このスマート ビューでは、Media Manager で検出されたすべてのメディア ファイルが表示されます。
所属するビューが分からないファイルを検索する場合や、メディア ファイルをすべて参照したい場合
は、このビューを使用します。 

すべてのフォト 
このスマート ビューでは、フォトを参照できます。フォトはさらに日付、キーワード、およびレート別にグ
ループ化されます。また、最近インポートまたは使用したフォトや、バックアップしていないフォトを確認
することもできます。 

すべてのビデオ 
このスマート ビューでは、ビデオ ファイルを参照できます。TV 番組を視聴したり、最近使用またはイン
ポートしたビデオ ファイルを表示したり、フォーマット別にビデオを整理したりできます。さらに、保護さ

れていないビューには、デジタル著作権管理（DRM）の制約のないビデオ ファイルも表示されます。  

すべての音楽 
このスマート ビューでは、オーディオ ファイルをすばやく簡単に参照できます。キーワード、レート、バッ
クアップ ステータスなどのすべてのメディアの種類に共通なビューだけでなく、発売年、アルバム、アー
ティスト、ジャンルなどの音楽固有のビューも含まれます。さらに、保護されていないオーディオには、デ

ジタル著作権管理（DRM）の制約のない音楽ファイルも表示されます。  

すべてのプロジェクト 
このスマート ビューでは、Roxio プロジェクトを参照できます。プロジェクトは、さらに各プロジェクトの作

成に使用した Roxio コンポーネントに基づいてグループ化されます。このスマート ビューには、最近使
用またはインポートしたプロジェクト ファイルのビューが含まれます。 

マイ ビュー 
このスマート ビューには、カスタム スマート ビュー（たとえば、検索クエリから作成されたスマート ビュ
ー）が含まれます。たとえば、「誕生日」というキーワードが割り当てられた複数のフォトを「誕生日の写
真」という名前のカスタム スマート ビューとして保存できます。 

マイ再生リスト 
このスマート ビューでは、作成した再生リストを保存できます。 

マイ同期デバイス 
このスマート ビューには、コンピューターと同期化したあらゆるポータブル デバイス(携帯電話など)が
含まれます。  

マイ アルバム 
このグループには、Media Manager によって自動的に作成されたアルバム（Windows のフォルダ
ーに基づく）の他にユーザーが作成したアルバムも保存されます。 

検索結果 
このグループ化はプログラム ツール バーにある検索ツールで実行したキーワード検索の結果を保存
します。 

以下も参照してください：  

 メディア ファイルの整理の概要 

 マイ メディアを操作する 

 新しいアルバムを作成する 

 アルバムの名前を変更する 

Media Manager



 アルバムを削除する 

 アルバムにメディア ファイルを追加する 

 メディア ファイルを別のアルバムに移動またはコピーする 

 アルバムのサムネイルを設定する 

 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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新しいアルバムを作成する 
新しいアルバムは、以下のいずれかの方法で作成できます。 

検索結果に基づく新しいアルバムを作成することもできます。 

新しい空のアルバムを作成するには： 

マイ アルバムに新しいアルバムが作成されます。このアルバムには、デフォルトで「新規アルバ
ム」という名前が付いています。 

アルバムボタンを使用して、選択したファイルを含む新しいアルバムを作成するには： 

新しいアルバムの名前を入力するためのダイアログ ボックスが表示されます。 

新しいアルバムが作成され、その中に選択したファイルが追加されます。 

Windows エクスプローラーからファイルをドラッグして新しいアルバムを作成するには： 

新しいアルバムの名前を入力するためのダイアログ ボックスが表示されます。 

新しいアルバムが作成され、その中に選択したファイルが追加されます。 

以下も参照してください：  

 新しい空のアルバムを作成する。 

 [新規アルバムを作成] ボタンを使用して、ファイルの選択、アルバムの作成、新しいアルバム
へのファイルの追加といった作業を一括して行う。  

 Windows エクスプローラーから新しいアルバムにファイルをドラッグ アンド ドロップする。 

1 タスク バーのアルバムをクリックし、新規アルバムを作成を選択します。 

2 アルバムに付ける新しい名前を入力し、Enter キーを押します。（アルバムが選択されていない
場合、新規アルバム項目を右クリックし、名前を変更 を選択します。アルバムに付ける新しい名前

を入力し、Enter キーを押します） 

1 新しいアルバムに含めるファイルを選択します。 

2 タスク バーのアルバムをクリックし、選択項目を新規アルバムに追加を選択します。 

3 アルバムの名前を入力し、はいをクリックします。 

1 Windows エクスプローラーで、新しいアルバムに含めるファイルを参照して選択します。 

2 ウィンドウの下部にある参照領域で、マイ メディアをクリックします。 

3 マイ アルバムを選択します。 

4 ファイルをマイ アルバム にドラッグします。 

5 アルバムの名前を入力し、はいをクリックします。 

 マイ メディアを操作する 

 マイ メディアを参照する 

 アルバムの名前を変更する 

 アルバムを削除する 

 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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アルバムの名前を変更する 
アルバムの名前を変更するには： 

以下も参照してください：  

1 マイ メディア ビューが開いていない場合は、参照領域でマイ メディア タブをクリックします。 

2 参照領域で、名前を変更するアルバムを選択します。 

3 参照領域で、アルバムの名前を変更をクリックします。 

4 アルバムに付ける新しい名前を入力し、Enter キーを押します。 

 マイ メディアを操作する 

 マイ メディアを参照する 

 新しいアルバムを作成する 

 アルバムを削除する 

 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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アルバムを削除する 
アルバムとその中に含まれているすべてのアルバムを削除するには、以下の手順で操作します。アル
バムを削除するとき、アルバム内のメディア ファイルを永久に削除するかどうかを指定できます。永久

に削除するように指定すると、ファイルは Windows エクスプローラーから削除されると同時に、そのフ
ァイルが含まれているすべてのスマート ビューとアルバムからも削除されます。 

アルバムを削除するには： 

アルバムの削除を確認するためのメッセージが表示されます。  

アルバムのみを削除し、メディア ファイルはシステム上に残しておく場合は、このチェックボックスを
オフにします。メディア ファイルは別のフォルダー、スマート ビュー、またはアルバムにそのまま残
ります。 

注意： 削除したファイルをゴミ箱に移動するように Windows システムで設定されている
場合は、このオプションをオンにすると、選択したファイルがゴミ箱に移動します。 

以下も参照してください：  

1 マイ メディア ビューが開いていない場合は、参照領域でマイ メディアをクリックします。 

2 参照領域で、削除するアルバムを選択します。 

3 参照領域で、選択したアルバムを削除をクリックします。 

4 オプション：選択したアルバムによって参照されているファイルを永久に削除する場合は、選択した
アルバム内のメディア ファイルを永久に削除するチェック ボックスをオンにします。 

5 はいをクリックします。  

 マイ メディアを操作する 

 マイ メディアを参照する 

 新しいアルバムを作成する 

 アルバムの名前を変更する 

 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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アルバムにメディア ファイルを追加する 
アルバムにメディア ファイルを追加するには、複数の方法があります。 

アルバム ボタンを使用して既存のアルバムにメディア ファイルを追加するには： 

アルバム ボタンを使用して新しいアルバムにメディア ファイルを追加するには： 

新しいアルバムの名前を入力するためのダイアログ ボックスが表示されます。 

ビューを分割を使用してアルバムにメディア ファイルを追加するには： 

ウィンドウの下部に新しいペインが開きます。 

Windows エクスプローラーを使用してアルバムにメディア ファイルを追加するには： 

ヒント：一度に複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したままメディア ファイルまたはフォル
ダーを選択します。 

ファイルがアルバムに追加されます。 

以下も参照してください：  

1 アルバムに追加するメディア ファイルを選択します。 

2 タスク バーのアルバムをクリックし、選択項目をアルバムに追加を選択します。 

3 ファイルを追加するアルバムを参照し、OK をクリックします。 

1 アルバムに追加するメディア ファイルを選択します。 

2 タスク バーのアルバムをクリックし、選択項目を新規アルバムに追加を選択します。 

3 新しいアルバムの名前を入力し、はいをクリックします。 

1 タスク バーのビューを分割をクリックします。 

2 ウィンドウの下部で、マイ メディア タブをクリックし、ファイルを追加するアルバムを参照します。 

3 ウィンドウの上部で、アルバムに追加するファイルを参照して選択します。  

4 ファイルを右下のペインにドラッグして、アルバムに追加します。 

5 手順 3 と 手順 4 を繰り返し、アルバムにファイルを追加します。 

1 マイ メディア ビューが開いていない場合は、参照領域でマイ メディア タブをクリックします。 

2 参照領域で、メディア ファイルを追加するアルバムを選択します。 

3 Windows エクスプローラーを開き、 Windows エクスプローラーと Media Manager ウィンドウの両方が
見えるように両ウィンドウを配置します。 

4 Windows エクスプローラーで、アルバムに追加するメディア ファイルを選択します。 

5 ファイルおよびフォルダーを Media Manager のアルバムにドラッグ アンド ドロップします。 

 マイ メディアを操作する 

 マイ メディアを参照する 

 メディア ファイルを別のアルバムに移動またはコピーする 

 メディア ファイルの名前を変更する 

 メディア ファイルを削除する 

 アルバムのサムネイルを設定する 

 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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メディア ファイルを別のアルバムに移動またはコピーする 
メディア ファイルをアルバム間で移動またはコピーするには、以下の手順で操作します。アルバム全体
またはその一部を、他のアルバムにコピーまたは移動できます。 

アルバムにメディア ファイルをコピーまたは移動しても、実際にコンピューター システム上に新しくファ
イルのコピーが作成されるわけではありません。また、コンピューター システム上のファイルの場所も
変更されません。単に、新しいアルバムでそのファイルが参照されるだけです。 

メディア ファイルをアルバム間で移動またはコピーするには： 

ヒント：一度に複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したまま各ファイルを選択し
ます。  

メディア ファイルをクリップボードに移動するには、右クリックし、表示されるポップアップ メニュー
から切り取りを選択します。 

以下も参照してください：  

1 マイ メディア ビューが開いていない場合は、参照領域でマイ メディアをクリックします。 

2 参照領域で、移動またはコピーするアルバムやメディア ファイルが含まれているアルバムをクリッ
クします。 

3 移動またはコピーするメディア ファイルまたはアルバムを選択します。 

4 メディア ファイルをクリップボードにコピーするには、右クリックし、表示されるポップアップ メニュー
からコピーを選択します。 

5 参照領域で、メディア ファイルの移動先またはコピー先となるアルバムを選択します。 

6 アルバム内を右クリックし、貼り付けを選択します。 

 マイ メディアを操作する 

 マイ メディアを参照する 

 アルバムにメディア ファイルを追加する 

 メディア ファイルの名前を変更する 

 メディア ファイルを削除する 

 アルバムのサムネイルを設定する 

 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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アルバムのサムネイルを設定する 
フォトまたはビデオ ファイルのサムネイルをアルバムのサムネイルとして使用するには、以下の手順で
操作します。 

アルバムのサムネイルとして使用するフォトまたはビデオ ファイルを選択するには： 

以下も参照してください：  

1 マイ メディア ビューが開いていない場合は、参照領域でマイ メディア タブをクリックします。 

2 参照領域で、サムネイルとして使用するフォトまたはビデオ ファイルが含まれているアルバムをク
リックします。 

3 フォトまたはビデオ ファイルを右クリックし、アルバム サムネイルとして設定を選択します。 

 マイ メディアを操作する 

 マイ メディアを参照する 

 アルバムにメディア ファイルを追加する 

 メディア ファイルの名前を変更する 

 メディア ファイルを削除する 

 メディア ファイルを別のアルバムに移動またはコピーする 

 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。  

 

© Rovi Corporation or its subsidiaries. All rights reserved. 

Media Manager



再生リストを操作する 
Media Manager を使って再生リストを作成し、管理することができます。 

新しい再生リストを作成するには： 

ウィンドウの右上にあるコンテンツ領域に、新しい再生リストのコンテンツが表示されます。 

再生リストにオーディオ ファイルを追加するには： 

注意： 再生リスト内のファイルの配置を変える場合は、希望の位置にファイルをドラッグするだ
けで移動できます。 

再生リストを削除するには： 

確認のためのメッセージが表示されます。 

1 ウィンドウの上部にある参照領域で、マイ メディアをクリックしてマイ メディア ビューを表示します。 

2 参照領域で、マイ再生リストをクリックします。 

3 新しい再生リストを作成をクリックします。 

4 新しい再生リストの名前を入力します。  

1 ウィンドウの上部にある参照領域で、マイ メディア タブをクリックしてマイ メディア ビューを表示し
ます。 

2 オーディオ スマート ビュー、または Windows エクスプローラーからオーディオ ファイルを Media 
Manager の参照領域にある再生リスト アイコンにドラッグします。 

1 参照領域で、削除する再生リストを参照します。 

2 選択した再生リストを削除をクリックします。 

3 はいをクリックします。 

 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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フォルダーを操作する 
Media Manager のフォルダービューは Windows エクスプローラーと似ていますが、このビューに

は Roxio 製品でサポートされているメディア ファイルだけが表示されます。  

フォルダー ビューでは、コンピューター上のフォルダーの内容を参照したり、ドラッグ アンド ドロップ操
作によってメディア ファイルをフォルダー間で移動したりできます。また、フォルダーを作成または削除
したり、フォルダー内のファイルを削除したりできます。さらに、フォルダー名やファイル名の変更もでき
ます。  

以下も参照してください：  

 メディア ファイルの整理の概要 

 新規フォルダーを作成する 

 フォルダーを開く 

 フォルダーの名前を変更する 

 フォルダーを削除する 

 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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新規フォルダーを作成する 
新規フォルダーを作成するには： 

たとえば、マイ ピクチャ フォルダーの中に新規フォルダーを作成する場合は、マイ ピクチャ フォル
ダーをクリックします。 

新規フォルダーが作成されます。このフォルダーには、デフォルトで「新しいフォルダー」という名前
が付いています。 

以下も参照してください：  

1 フォルダー ビューを開いていない場合は、参照領域でフォルダー タブをクリックします。 

2 参照領域で、新規フォルダーを作成するフォルダーを参照します。 

3 参照領域で、新規フォルダーを作成をクリックします。 

4 フォルダーに付ける新しい名前を入力し、Enter キーを押します。 

 フォルダーを操作する 

 フォルダーを開く 

 フォルダーの名前を変更する 

 フォルダーを削除する 

 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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フォルダーを開く 
フォルダーを開くには： 

画面の右側にフォルダーの内容が表示されます。 

以下も参照してください：  

1 フォルダー ビューを開いていない場合は、参照領域でフォルダー タブをクリックします。 

2 参照領域で、開くフォルダーをクリックします。 

 フォルダーを操作する 

 新規フォルダーを作成する 

 フォルダーの名前を変更する 

 フォルダーを削除する 

 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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フォルダーの名前を変更する 
フォルダーの名前を変更するには： 

フォルダー名が選択されます。 

以下も参照してください：  

1 フォルダー ビューを開いていない場合は、参照領域でフォルダー タブをクリックします。 

2 参照領域で、名前を変更するフォルダーを選択します。 

3 選択したフォルダーの名前を変更をクリックします。 

4 フォルダーに付ける新しい名前を入力し、Enter キーを押します。 

 フォルダーを操作する 

 新規フォルダーを作成する 

 フォルダーを開く 

 フォルダーを削除する 

 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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フォルダーを削除する 

警告 Media Manager ではフォト、ビデオ、オーディオ、および Roxio プロジェクト ファイル
しか表示されないため、フォルダー内には非表示になっている他の種類のファイルが存在する
可能性があります。フォルダーを削除する前に Windows エクスプローラーを使用して、残し

ておくべきファイルがフォルダー内に含まれていないことを確認してください。 

フォルダーを削除するには： 

注意： 選択したフォルダー内にサブフォルダーがある場合は、そのサブフォルダーも削除
されます。 

削除したファイルやフォルダーがゴミ箱に移動されるように Windows システムで設定されている
場合は、そのフォルダーがゴミ箱に入れられます。 

以下も参照してください：  

1 フォルダー ビューを開いていない場合は、参照領域でフォルダー タブをクリックします。 

2 参照領域で、削除するフォルダーを選択します。 

3 選択したフォルダーを削除をクリックします。 

4 フォルダーの削除を確認するメッセージが表示されたら、はいをクリックします。 

 フォルダーを操作する 

 新規フォルダーを作成する 

 フォルダーを開く 

 フォルダーの名前を変更する 

 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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メディア ファイルの管理の概要 
Media Manager を使用すれば、メディア ファイルを簡単に整理できます。ファイル名を変更したり、ア
ルバムやスマート ビューからファイルを削除したり、アルバムやスマート ビューのファイルを更新また
はソートしたり、アルバムのファイルをコピー、移動、または削除したりできます。また、メディア ファイル
を簡単に検索できるように、ファイルにキーワードやコメントを割り当てることもできます。 

メディア ファイルは、プレビュー ウィンドウに表示するか、またはフルスクリーン表示の QuickShow 
形式で再生できます。  

メディア ファイルを管理する方法については、以下の各項を参照してください。 

 メディア ファイルをプレビューする 

 メディア ファイルの名前を変更する 

 メディア ファイルを削除する 

 マイ メディアでサムネイルを更新する 

 メディア ファイルのプロパティを表示する 

 フォトの作成日時を変更する 

 見つからないメディア ファイルを検索する 

 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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メディア ファイルを選択する 
メディア ファイルを選択するには： 

ヒント：一度に複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したまま各ファイルをクリック
します。 

以下も参照してください：  

1 次のいずれかのビューを使用しているメディア ファイルを参照します。 

 マイ メディア タブをクリックしてスマート ビューとアルバムを参照します。スマート ビュー

は、メディアの種類や日付などの一般的な特性に基づいて Media Manager によって自
動的に作成され、管理されるメディア ファイルのグループのことです。アルバムとは、ユー
ザーが独自に作成、管理するメディア ファイルのグループのことです。 

 フォルダー タブをクリックして、コンピューター上の Windows フォルダー内にあるファイ
ルを参照します。 

 マイ デバイス タブをクリックして、携帯電話およびコンピューターで検出された他の互換
性のあるデバイス上のファイルを参照します。 

2 目的のファイルをクリックします。 

 メディア ファイルをプレビューする 

 メディア ファイルの名前を変更する 

 メディア ファイルを削除する 

 マイ メディアでサムネイルを更新する 

 メディア ファイルのプロパティを表示する 

 フォトの作成日時を変更する 

 見つからないメディア ファイルを検索する 

 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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メディア ファイルをプレビューする 
Media Manager を使用すると、メディア ファイルをプレビュー ウィンドウに表示できます。また、フォト 

ファイルを QuickShow として表示することも可能です。メディア ファイルをプレビューする方法につい

ては、メディア ファイルをプレビュー ウィンドウに表示するを参照してください。QuickShow を表示す

る方法については、メディア ファイルを QuickShow で表示するを参照してください。 

以下も参照してください：  

 メディア ファイルの管理の概要 

 メディア ファイルの名前を変更する 

 メディア ファイルを削除する 

 マイ メディアでサムネイルを更新する 

 メディア ファイルのプロパティを表示する 

 フォトの作成日時を変更する 

 見つからないメディア ファイルを検索する 

 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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メディア ファイルをプレビュー ウィンドウに表示する 
フォトを表示したり、サウンド トラックやビデオを再生したりするには、以下の手順で操作します。メディ
ア ファイルは、検索結果領域はもちろん、どのビューにもプレビュー表示できます。 

フォトをプレビューする場合は、前へおよび次へボタンを使用して表示するファイルを切り替えます。  

注意： プレビューウィンドウでは、フォト、ビデオ、およびオーディオ ファイルを簡単に補正また
はエンハンスできます。詳細については、プレビュー ウィンドウのヘルプをクリックしてくださ
い。 

ビデオ ファイルをプレビューする際には、その場所で表示することも、または大きなプレビュー ウィンド
ウを開くこともできます。 

フォトをプレビューするには： 

ビデオをプレビューするには、次のいずれかの手順で操作します： 

ビデオのプレビュー ウィンドウが開きます。このウィンドウで、再生のコントロールを使用して、ある
いはスライダーを使用して再生カーソルを移動すれば、ビデオ ファイル内の目的の位置を探すこと
ができます。 

[イメージを抽出] ボタンを使用して、イメージを抽出することも可能です。詳細については、ビデオ 
ファイルからイメージとオーディオを抽出するを参照してください。 

オーディオ ファイルをプレビューするには、次のいずれかの手順で操作します： 

プレビュー ウィンドウでは、再生のコントロール（先頭に移動、早戻し、再生/一時停止、早送り、末
尾に移動）を使用できます。また、スライダーを使用して再生カーソルを移動すれば、オーディオ フ
ァイル内の目的の位置を探すことができます。 

以下も参照してください：  

 フォト ファイルを選択し、オプション バーの選択した項目をプレビューをクリックします。 

 ビデオをその場所でプレビューする場合は、再生ボタンをクリックします。 

 大きなウィンドウでビデオをプレビューするには、ビデオ ファイルを選択し、選択した項目をプ
レビュー をクリックします。  

 オーディオをその場でプレビューする場合は、オーディオのサムネイルで 再生 ボタンをクリッ
クします。 

 プレビュー ウィンドウでオーディオを再生するには、オーディオ ファイルを選択し、選択した項
目をプレビュー をクリックします。  

 メディア ファイルをプレビューする 

 メディア ファイルを QuickShow で表示する 

 他の Roxio コンポーネントを開く 

 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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メディア ファイルを QuickShow で表示する 
QuickShow では、選択したメディア ファイルすべてが、順番どおりに画面全体を使って表示されま

す。この表示時間を変更するには、ツール > オプションをクリックして、QuickShow の設定を変更し

ます。QuickShow の各オプションを設定する方法については、オプション ダイアログ ボックスのヘル
プボタンをクリックしてください。 

コレクションにオーディオやビデオ ファイルが含まれている場合は、各ファイルが順番に再生されます。 

QuickShow を表示するには： 

QuickShow ウィンドウがフルスクリーンモードで開き、メディア ファイルが順番に再生されます。 

QuickShow ツールバーが表示されます。  

以下も参照してください：  

1 参照領域で、QuickShow として表示する項目が含まれているビューを選択します。 

2 QuickShow として表示するメディア ファイルを選択します。 

3 タスク バーの QuickShow をクリックします。 

4 QuickShow でフォトを回転させるには、次の手順で操作します。 

a マウスを移動またはクリックします。 

b 左に 90 度回転 または 右に 90 度回転 をクリックします。 

 メディア ファイルをプレビューする 

 メディア ファイルをプレビュー ウィンドウに表示する 

 QuickShow を使用してスライドショーを作成する 

 他の Roxio コンポーネントを開く 

 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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メディア ファイルの名前を変更する 
メディア ファイルの名前は個別に変更することもできますし、またファイルのグループをまとめて変更す
ることもできます。  

デジタル カメラの画像には通常、dsc101.jpg、dsc102.jpg といった名前が付きます。それらの画像

に 001-SummerBBQ_2010.jpg、002-SummerBBQ_2010.jpg といったもっと意味のある名
前を付けたいと思うことがあるでしょう。 

メディア ファイルの名前を変更するには： 

メディア ファイルのグループの名前を変更するには： 

名前変更ツール ダイアログ ボックスが表示されます。ダイアログ ボックスで、ファイル名の 3 つ
の部分を指定できます。  

テキストのみ、またはテキストを変更を選択した場合は、使用するテキストを入力します。自動カウ
ントを選択した場合は、開始番号と使用する桁数を指定します。置換を選択した場合は、置換する
テキストと新しいテキストを指定します。 

ヒント：期待する結果が得られなかった場合は、リセットをクリックして元の名前に戻します。 

以下も参照してください：  

1 名前を変更するファイルを右クリックし、表示されるポップアップ メニューから名前を変更を選択し
ます。  

2 ファイルに付ける新しい名前を入力し、Enter キーを押します。  

1 名前を変更するファイルを参照して選択します。 

2 選択したファイルの 1 つを右クリックし、表示されるポップアップ メニューから名前変更ツールを選
択します。 

3 開始、中央、終了の各ボックスで、名前のコンポーネントを選択します。  

4 変更の結果を表示するには、プレビューをクリックします。 

5 結果を確認したら、OK をクリックし、変更を適用します。 

 アルバムにメディア ファイルを追加する 

 メディア ファイルを別のアルバムに移動またはコピーする 

 メディア ファイルを削除する 

 フォトの作成日時を変更する 

 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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メディア ファイルを削除する 
Media Manager では、アルバム、スマート ビュー、またはフォルダーからファイルを削除できます。  

マイ メディア ビューのスマート ビューからファイルを削除すると、そのファイルはすべてのスマート ビュ
ーとアルバムから削除されます。マイ メディア ビューのアルバムからファイルを削除すると、そのファイ

ルは現在のアルバムのみから削除されます。どちらの場合も、そのファイルを Windows から削除す

るかどうかを確認するメッセージが表示されます。ファイルを Windows から削除するように選択する
と、そのファイルはスマート ビューおよびアルバムから削除されます。削除したファイルがゴミ箱に移動

するように Windows で設定されている場合は、そのファイルはゴミ箱に入っています。 

フォルダー ビューでファイルを削除すると、そのファイルは Windows ファイル システムから削除され

ます。削除したファイルがゴミ箱に移動するように Windows システムで設定されている場合は、その
ファイルがゴミ箱に移動します。 

ファイルを削除するには、次のいずれかの手順で操作します。 

アルバムまたはスマート ビューからファイルを削除するには： 

確認のためのメッセージが表示されます。  

ファイルを永久に削除するには： 

確認のためのメッセージが表示されます。 

以下も参照してください：  

1 マイ メディア タブをクリックします。 

2 参照領域で、ファイルを削除するアルバムまたはスマート ビューを選択します。 

3 削除するメディア ファイルを選択します。 

4 選択したファイルを右クリックし、表示されるポップアップ メニューから削除を選択します。 

5 オプション：選択したメディア ファイルを Windows から削除する場合は、選択したメディア ファイ
ルを永久に削除するチェック ボックスをオンにします。 

6 はいをクリックします。 

1 フォルダー タブをクリックします。 

2 参照領域で、ファイルを削除するフォルダーを選択します。 

3 削除するファイルを選択します。 

4 選択したファイルを右クリックし、表示されるポップアップ メニューから削除を選択します。 

5 はいをクリックします。 

 アルバムにメディア ファイルを追加する 

 メディア ファイルの名前を変更する 

 メディア ファイルを別のアルバムに移動またはコピーする 

 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。  

 

© Rovi Corporation or its subsidiaries. All rights reserved. 

Media Manager



メディア ファイルをソートおよびグループ化する 
コンテンツ領域でメディア ファイルのソートおよびグループ化ができます。たとえば、作成日別にファイ
ルをソートして、最も最近のファイルを先頭に、そして最も古いファイルを末尾に表示できます。また、フ
ァイルをグループ化すると、それぞれのファイル作成日のグループ ヘッダーが表示され、その後に続い
てその日に作成された各ファイルが表示されます。 

また、たとえば各日付内で名前別にファイルをソートしたい場合には、セカンダリ ソートの実行が可能
です。 

詳細については、以下の項目を参照してください。 

 単一のプロパティに基づいてソートおよびグループ化する 

 セカンダリ ソートを実行する 

 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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単一のプロパティに基づいてソートおよびグループ化する 
メディア ファイルをソートするには、以下の手順で操作します。作成日、変更日、名前、ファイルのサイ
ズ、ファイルの種類、レートによってソートできます。また、ファイルを希望の位置にドラッグして手動でソ
ートすることもできます。  

メディア ファイルをソートするには： 

メディア ファイルが新しい順番で表示されます。 

ヒント：昇順または降順に並べ替えるには、ソート基準をクリックし、サブメニューから昇順
または降順を選択します。 

メディア ファイルをグループ化するには： 

以下も参照してください：  

 オプション バーのソート基準をクリックし、サブメニューからソートの基準となるプロパティを選択し
ます。 

 表示 > グループで表示をクリックします。 

 セカンダリ ソートを実行する 

 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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セカンダリ ソートを実行する 
作成日など単一のプロパティに基づいてメディア ファイルをグループ化した後、各グループ内でファイ
ルをソートしたい場合があります。  

グループ内でファイルをソートするには： 

以下も参照してください：  

 オプション バーの グループ をクリックし、ソートの基準となるプロパティを選択します(たとえば、グ

ループ > 名前)。 

 単一のプロパティに基づいてソートおよびグループ化する 

 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。  

 

© Rovi Corporation or its subsidiaries. All rights reserved.

メディア セレクター



マイ メディアでサムネイルを更新する 
メディア ファイルを変更しても、マイ メディア ビュー内のサムネイルは更新されないことがあります。サ
ムネイルを更新するには、以下の手順で操作します。 

メディア ファイルのサムネイルを更新するには： 

ヒント：複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したまま各ファイルを選択します。 

サムネイルおよびファイルのプロパティが更新され、ファイルがコレクションに追加された後でオリ
ジナルのファイルに加えられた変更が、コレクション内のファイルに反映されます。 

以下も参照してください：  

1 マイ メディア ビューで、更新するメディア ファイルを選択します（詳細については、メディア ファイル
を選択するを参照）。  

2 選択したメディア ファイルを右クリックし、表示されるポップアップ メニューから最新の情報に更新
を選択します。 

 アルバムにメディア ファイルを追加する 

 メディア ファイルの名前を変更する 

 メディア ファイルを別のアルバムに移動またはコピーする 

 メディア ファイルを削除する 

 メディア ファイルのプロパティを表示する 

 フォトの作成日時を変更する 

 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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メディア ファイルのプロパティを表示する 
ファイルのプロパティを表示すると、ファイルの場所やサイズ、作成日、変更日、ファイルに関連付けら
れているキーワード、コメント、およびサウンドなどの情報のほか、ビデオやオーディオのストリーミング 
レートなどの詳細情報を確認できます。 

ファイルのプロパティを表示するには： 

プロパティダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスではファイルのプロパティ
を確認できますが、編集することはできません。 

以下も参照してください：  

 ファイルを右クリックし、表示されるポップアップ メニューからプロパティを選択します。 

 アルバムにメディア ファイルを追加する 

 メディア ファイルの名前を変更する 

 メディア ファイルを別のアルバムに移動またはコピーする 

 メディア ファイルを削除する 

 マイ メディアでサムネイルを更新する 

 フォトの作成日時を変更する 

 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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フォトの作成日時を変更する 
フォトの作成日時が正しくない場合があります。これはたとえば撮影前にデジタル カメラに日時を設定

し忘れたような場合に起こります。Media Manager では複数のフォトの作成日時をまとめて修正でき
ます。 

日時を変更するには、いくつかの方法があります。 

フォトの作成日を変更するには： 

ヒント：オリジナルの日時に戻すには、リセットをクリックします。 

以下も参照してください：  

 同じ日付および時刻をすべてのフォトに割り当てる(たとえば、すべてのファイルを 01.07.08
午前9:00 に設定する) 

 指定した日数と時間で日付と時刻をシフトする(たとえば、3 日と 8 時間で日付と時刻をシフト

した場合、7月3日午前1:00 の日付は 7月6日午前9:00 に日付が変更される) 

 最も早い日付および時刻を設定する。他のファイルはそのファイルとの日付または時刻の差
異が保持されたまま変更される。  

1 日付または時刻を更新するフォトを選択します。 

2 選択したフォトの 1 つを右クリックし、表示されるポップアップ メニューから日付/時刻更新ツール
を選択します。 

3 すべてのファイルを同じ日付と時刻に変更するには、次の手順で操作します。 

a 日付 & 時刻を設定を選択します。 

b 日付ボックスに新しい値を入力するか、または矢印をクリックしてカレンダから日付を選択しま
す。 

c 時刻ボックスに新しい値を入力するか、または時、分、秒を選択し、矢印を使用してそれらを増
減します。 

4 日付と時刻をシフトするには、次の手順で操作します。 

a 日付 & 時刻をシフトを選択します。 

b より最近の日付または時刻にシフトするには進むをクリックし、前の日付または時刻にシフトす
るには戻るをクリックします。 

c 日付ボックスに、日付をシフトする日数を指定します。 

d 時刻ボックスに、時刻をシフトする時間を指定します。 

5 最も早いファイルに新しい日付と時刻を指定して日付と時刻を調整するには、次の手順で操作しま
す。 

a 最初の日付を設定し、時刻の差異を保持しますを選択します。 

b 日付ボックスに、最も早いファイルに対する新しい値を入力するか、または矢印をクリックして
カレンダから日付を選択します。 

c 時刻ボックスに、最も早いファイルに対する新しい値を入力するか、または時、分、秒を選択
し、矢印を使用してそれらを増減します。 

6 変更の結果を表示するには、プレビューをクリックします。 

7 新しい日時を確認したら、OK をクリックします。 

 メディア ファイルを選択する 

 メディア ファイルをプレビューする 

 メディア ファイルの名前を変更する 

 メディア ファイルを削除する 

 マイ メディアでサムネイルを更新する 
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 メディア ファイルのプロパティを表示する 

 見つからないメディア ファイルを検索する 

 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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キーワードを割り当てる 
キーワードとは、メディア ファイルやファイル グループに関連付ける語句のことです。キーワードを割り

当てておくと、Media Manager でファイルを簡単に検索できます。コレクション内のファイルに関連付
けるキーワード（たとえば「休暇」や「親戚の集まり」など）のリストを作成し、該当するすべてのメディア 
ファイルにキーワードを割り当てます。 

キーワードを使用する 
メディア ファイルやコレクションにキーワードを割り当てたり、キーワードを追加または削除するには、
以下の手順で操作します。 

新しいキーワードを追加するには： 

注意： キーワードを追加するには、マイ メディア ビューを使います。 

キーワード リストに新しいテキスト入力ボックスが表示されます。 

ファイルにキーワードを割り当てるには： 

ヒント：一度に複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したまま各ファイルを選択し
ます。  

キーワードの割り当てと管理領域が表示されます。 

ファイルからキーワードを削除するには： 

キーワードの割り当てと管理領域が表示されます。 

キーワードを編集するには： 

すでに割り当てられているキーワードを編集する場合は、変更を確認するためのメッセージが表示
されます。はいをクリックすると、編集したキーワードが割り当てられているすべての項目に変更が
反映されます。 

キーワードを削除するには： 

注意： キーワードを削除するには、マイ メディア ビューを使います。 

1 オプション バーのキーワードをクリックします。 

2 キーワードの割り当てと管理領域で、新しいキーワードを追加をクリックします。 

3 キーワードの名前を入力し、Enter キーを押します。 

1 マイ メディア ビューで、キーワードを関連付けるファイルを選択します。 

2 オプション バーのキーワードをクリックします。 

3 選択したメディア ファイルに割り当てるキーワードのチェック ボックスをオンにします。 

1 マイ メディア ビューで、キーワードを削除したいファイルを選択します。 

2 オプション バーのキーワードをクリックします。 

3 選択したメディア ファイルから削除するキーワードのチェック ボックスをオフにします。 

1 オプション バーのキーワードをクリックします。 

2 キーワードの割り当てと管理領域で、編集するキーワードを選択します。 

3 名前の変更をクリックします。 

4 新しい名前を入力し、Enter キーを押します。 

1 オプション バーのキーワードをクリックします。 

2 キーワードの割り当てと管理領域で、削除するキーワードを選択します。 
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キーワードの削除を確認するためのメッセージが表示されます。そのキーワードが他のファイルに
割り当てられている場合は、警告が表示されます。  

キーワードが削除されます。メディア ファイルへの割り当ても解除されます。 

3 削除をクリックします。 

4 はいをクリックします。 

 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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メディア ファイルにコメントを追加する 
メディア ファイルにコメントを追加するには：  

1 コメントを追加するファイルを選択します。 

2 オプション バーのコメントをクリックします。 

3 コメントを表示および編集領域で、コメントを入力します。  

4 完了したら、コメントをクリックしてコメントを表示および編集領域を隠します。 

 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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ファイルにレートを設定する 
QuickShow の表示中やマイ メディア ビューで、メディア ファイルに最高 5 つ星のレートを設定でき
ます。レートを設定すると、メディア ファイルの参照時にレートに基づいてファイルをソートできます。 

マイ メディア ビューでファイルにレートを設定するには： 

QuickShow の表示中にファイルにレートを設定するには： 

1 レートを割り当てるファイルを選択します。 

2 オプション バーのレートをクリックし、ファイルに割り当てるレートを選択します。 

1 マウスを移動またはクリックして、QuickShow オプション バーを表示します。 

2 レートをクリックし、ファイルに割り当てるレートを選択します。 

 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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フォトにサウンドを関連付ける 
フォト ファイルにサウンドを関連付けるには： 

注意： サウンドは、一度に 1 つのフォト ファイルにしか関連付けられません。 

1 マイ メディア ビューで、サウンドを関連付けるフォト ファイルを選択します。 

2 オプション バーのサウンドをクリックします。 

3 選択をクリックします。 

4 使用するオーディオ ファイルを参照して選択し、開く をクリックします。 

5 サウンドの関連付けペインを閉じるには、オプション バーの サウンド 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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オーディオ タグ エディターを使用してオーディオ タグを編集
する  
オーディオ タグ エディターを使用して、次の情報をオーディオ ファイルに関連付けることができます。 

この情報は手動で入力、あるいは識別機能を使ってオンライン音楽データベースで検索することもでき
ます。  

オーディオ タグ エディターにアクセスするには、複数の方法があります。 

トラック情報を識別機能を使って自動的に更新するには： 

選択したトラックに一致するエントリが、オンライン データベースで検索されます。検索結果は、ス
テータス領域に一覧表示されます。ステータスの説明については、オーディオ タグを編集ダイアロ
グ ボックスの ヘルプ をクリックしてください。 

ヒント： 新規タグはすべてのトラックに適用できるわけではありませんが、一部のトラックに
は適用できます。 これらの操作を行うには、オーディオ タグ エディター ウィンドウの左側
で、新規 タグを使用するトラックだけを選択し、識別をクリックします。  
 
識別されたトラックの一部にオリジナルのタグを使うには、トラックを選択して、リセット をク
リックするか、または 新規タグを適用する をオフにします。 

 タイトル 

 アーティスト 

 アルバム 

 アルバム アーティスト 

 ジャンル 

 トラック番号 

 年 

 BPM（ビート数/分） 

 Roxio ホームの音楽 - オーディオ プロジェクト タブで 曲情報を編集 を選択します。メディア セレ
クター ダイアログを使って編集する曲を選択します。 

 Roxio ソフトウェア スイートの多くのアプリケーションにあるオーディオ タグを編集 ボタン、または
アイコンをクリックします。 

 オーディオ ファイルを右クリックします。多くのアプリケーションに表示されるショートカット メニュー
には、オーディオ タグを編集 のエントリーが含まれています。 

1 複数のトラックのタグを編集している場合は、変更するトラックを選択します。 

2 Sound Editor では、複数のトラックを含むオーディオ クリップのタグを編集する場合、および 1 
つのトラックの情報だけを追加または編集する場合は、タイトル ドロップダウン リストでそのトラック
名を選択します。それ以外の場合は、選択したすべてのファイルを一緒に編集できます。 

3 トラック情報をオンライン データベースで検索するには、識別 をクリックします。  

4 一致するエントリが複数見つかった場合は、複数の一致項目リンクをクリックし、使用する情報を選
択します。 

5 オンライン音楽サービスで見つかった情報を使用するには、新規タグを適用する チェック ボックス
をオンにします。 

6 オーディオ タグを編集ダイアログ ボックスを起動したアプリケーションに応じて、次のオプションを
使用できます。 

 オーディオ ファイルの内部にタグを埋め込むか、または置き換える（フォーマットでサポートさ
れている場合）：オーディオ ファイルと一緒にトラック情報を保存します。このオプションを選択
しなかった場合、オーディオ タグ情報はこのプロジェクト内のトラックにのみ関連付けられま
す。（このオプションは、メタデータをサポートするファイル フォーマットに対してのみ使用できま
す。） 

オーディオ タグ エディター



トラック情報を手動で編集するには： 

7 ダイアログ ボックスを閉じるには、完了をクリックします。 

1 トラック リストで、情報を追加または編集するトラックを選択します。 

2 Sound Editor では、複数のトラックを含むオーディオ クリップのタグを編集する場合、および 1 
つのトラックの情報だけを追加または編集する場合は、タイトル ドロップダウン リストでそのトラック
名を選択します。それ以外の場合は、選択したすべてのファイルを一緒に編集できます。 

3 変更するテキストを選択し、新しいテキストを入力します。 

4 オーディオ タグを編集ダイアログ ボックスを起動したアプリケーションに応じて、次のオプションを
使用できます。 

 オーディオ ファイルの内部にタグを埋め込むか、または置き換える（フォーマットでサポートさ
れている場合）：オーディオ ファイルと一緒にトラック情報を保存します。このオプションを選択
しなかった場合、オーディオ タグ情報はこのプロジェクト内のトラックにのみ関連付けられま
す。（このオプションは、メタデータをサポートするファイル フォーマットに対してのみ使用できま
す。） 

5 ダイアログ ボックスを閉じるには、完了をクリックします。 

 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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見つからないメディア ファイルを検索する 
メディア ファイルが見つからない理由 
ファイルが足りないのは次のような場合です。 

上記のいずれかの理由によってファイルが使用できなくなっても、コレクションはそのファイルを参照し
ようとしますが、一部のタスクが実行不可能になります。たとえば、ファイルをプレビューしたり、ディスク
に書き込んだりできなくなります。  

ファイルにアクセスしようとすると、必要なファイルが見つかりませんダイアログ ボックスが表示されま
す。このダイアログ ボックスには、見つからないファイルの名前が示され、そのファイルを探すかどうか
を尋ねるメッセージが表示されます。 

見つからないメディア ファイルを探す 
見つからないメディア ファイルを検索するには、以下の手順で操作します。 

見つからないメディア ファイルを検索するには： 

見つからないメディア ファイルがすべてディスクまたはフォルダー内にある場合は、必要なファイル
が見つかりませんダイアログ ボックスが閉じます。 

見つからないメディア ファイルを Media Manager が見つけた場合は、[見つからないファイル] 
リストから削除されます。この手順を繰り返し、残りのファイルをすべて見つけてください。 

スキップをクリックすると、ファイル グループを 1 つずつスキップできます。たとえば、ある CD 上
で見つからないファイルをすべてスキップし、次の見つからないファイルのグループへ進みます。 

足りないファイル ダイアログ ボックスが閉じ、ダイアログ ボックスが表示される前に行っていた作
業を続けられます。ただし、見つからないメディア ファイルをそのタスクで使用することはできませ
ん。たとえば、ファイルをディスクに書き込んでいる場合、見つからなかったメディア ファイルは書き
込まれません。 

以下も参照してください：  

 Windows エクスプローラーでファイルを移動、削除、または名前変更した場合 

 ファイルが CD などのリムーバブル メディアにあり、そのメディアが取り出されている場合 

 ファイルがネットワーク上のドライブにあり、使用しているコンピューターがそのネットワークに
接続されていない場合 

1 オプション：見つからないメディア ファイルのリストを表示するには、必要なファイルが見つかりませ
んダイアログ ボックスでファイルを表示をクリックします。リストを表示しない場合は、ファイルを隠
すをクリックします。 

2 メディア ファイルを検索するには、次のいずれかの操作を行います。 

 見つからないメディア ファイルがディスク上にある場合、ディスク ドライブにディスクを挿入
し、再試行 をクリックします。 

 表示されているすべてのファイルが同じ名前のまま別のフォルダーに移動されている場合

は、参照をクリックし、ファイルが保存されているフォルダーを見つけてから、OK をクリッ
クします。 

 見つからないメディア ファイルが名前が変更されている場合、または個々のファイルが

別々の移動されている場合は、必要なファイルリストでファイルを 1 つ選択し、ファイルを
検索をクリックして、そのファイルの保存場所を探します。複数のファイルがある場合は、
各ファイルについて同じ操作を繰り返します。 

3 見つからないファイルを検索せずに、足りないファイル ダイアログ ボックスが表示される前に行っ
ていたタスクへ戻るには、残りをスキップをクリックします。 

 メディア ファイルをプレビューする 

 メディア ファイルの管理の概要 

 新規メディア ファイルを監視する 

 ページのトップへ  

Media ManagerMedia Manager



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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簡易検索を実行する 
すべてのメディア ファイルの中から、ファイル名、キーワード、またはコメントに特定の語句が含まれて

いるファイルを探し出す場合は、検索ボックスを使用します。簡易検索を行う場合、Media Manager 
では、すべてのスマート ビューおよびアルバム内のすべての種類のメディア ファイルが検索範囲にな
ります。 

たとえば、「誕生日」という語を検索すると、検索結果には次のようなメディア ファイルが含まれます。 

簡易検索を実行するには： 

 キーワード：「誕生日」、「母の誕生日」、「祖父の誕生日」 

 コメント：「誕生日ケーキを切る」、「誕生日パーティに驚く祖父」 

 ファイル名：誕生日050511.jpg、お誕生日おめでとう.wav、誕生日050625.mpg 

1 マイ メディア タブをクリックします。 

2 オプション バーの検索テキスト ボックスに検索する語句を入力し、Enter キーを押します。 

 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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高度な検索条件を使用して検索する 
マイ メディア ビューでは、キーワード、ファイルの種類、作成日、変更日、およびメディアに固有の条件
を指定して高度な検索を実行できます。 

高度な検索を実行した後は、検索結果をスマート ビューとして保存できます。 

高度な検索を実行するには： 

高度な検索ダイアログ ボックスが表示されます。 

コメント：コメントのテキストを検索するには、テキストを入力します。 

時期の指定：日付で検索するには、変更日または作成日のどちらを検索するかを選択し、特定の
日付または日付の範囲を指定します。 

サイズを指定してください：ファイルのサイズで検索するには、特定のファイル サイズまたはサイズ
の範囲を指定します。 

結果は検索結果領域に表示されます。 

検索結果は新規アルバムとして保存 または 新規カスタム ビューとして保存 のいずれかをクリック
すると保存できます。 

ヒント：検索キーワードをクリアして、次の検索を実行するには、高度な検索ダイアログ ボ

ックスで [検索条件をクリアする] をクリックし、 に進みます。 

1 オプション バーのその他をクリックします。 

2 次の方法で検索条件を入力します。 

a ファイル名またはアルバム名で検索するには、その名前の一部または全体を入力します。 

b 検索範囲を特定の種類のファイルに絞るには、ファイルの種類を選択します。 

c 特定のアルバムだけを検索するには、アルバムを選択し、その中に含まれているアルバムも
検索するかどうかを指定します。 

3 全般ページで、以下の検索条件を設定します。 

4 キーワードページで、検索するキーワードを選択します。 

5 特別なプロパティページで、検索するファイルの種類に固有の条件を設定します。 

6 検索をクリックします。 

 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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検索結果からカスタム ビューを作成する 
検索に基づいてカスタム ビューを作成するには、以下の手順で操作します。カスタム ビューは動的に
変化します。たとえば、新しいメディア ファイルが検索条件に一致する場合は、そのファイルが自動的
にカスタム ビューに追加されます。  

検索結果からカスタム ビューを作成するには：  

高度な検索ダイアログ ボックスが表示されます。 

最後の検索クエリを新規カスタム ビューとして保存ダイアログ ボックスが開きます。 

1 オプション バーのその他をクリックします。 

2 検索条件を入力します。 

3 検索をクリックします。検索条件に一致するファイルが検索されます。結果は検索結果領域に表示
されます。  

4 新規カスタム ビューとして保存をクリックします。 

5 カスタム ビューに付ける名前を入力し、保存をクリックします。 

 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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検索結果からアルバムを作成する 
検索して見つかったメディア ファイルを含むアルバムを作成するには、以下の手順で操作します。アル
バムは動的に変化しません。つまり、新しいメディア ファイルが検索条件に一致する場合でも、そのフ
ァイルが自動的に追加されることはありません。 

検索結果からアルバムを作成するには：  

高度な検索ダイアログ ボックスが表示されます。 

ダイアログ ボックスが表示されます。 

1 オプション バーのその他をクリックします。 

2 検索条件を入力します。 

3 検索をクリックします。結果は検索結果領域に表示されます。  

4 新規アルバムとして保存をクリックします。 

5 アルバムに付ける名前を入力します。 

6 場所を選択し、保存をクリックします。 

 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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メディア ファイルの操作の概要 
Media Manager を使用すると、他の Roxio コンポーネントを開いてメディア ファイルを操作できま
す。また、フォトの補正、オーディオ ファイルの簡単な編集、パノラマおよびスライドショーの作成、複数
フォトの同時編集、ビデオ ファイルからのイメージおよびオーディオの抽出、ビデオ ファイル内のシーン
検出も行えます。 

メディア ファイルを操作する方法については、以下の各項を参照してください。 

 他の Roxio コンポーネントを開く 

 フォトを組み合わせてパノラマを作成する 

 QuickShow を使用してスライドショーを作成する 

 ビデオ ファイルからイメージとオーディオを抽出する 

 ビデオ ファイル内のシーンを検出する 

 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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他の Roxio コンポーネントを開く 
他の Roxio コンポーネントを開くには： 

以下も参照してください：  

 ツール メニューの起動をクリックし、サブメニューから目的のコンポーネントを選択します。 

 メディア ファイルをプレビューする 

 メディア ファイルをプレビュー ウィンドウに表示する 

 メディア ファイルを QuickShow で表示する 

 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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フォトをプレビューで補正する 
プレビューは、基本的なフォト プレビュー ツールや編集ツールにすばやくアクセスするためのアシスタ
ントです。プレビューを使用すると、以下のタスクを実行できます。 

フォトをプレビューで補正するには： 

プレビュー ウィンドウが開きます。詳細については、ヘルプをクリックしてください。 

 露光レベル、彩度、およびシャープネスを自動的に調整する 

 フォトをトリミングして関心のある領域に焦点を合わせる 

 赤目を除去する 

 明るさとコントラストを調整する 

 色の解像度を調整する 

 フォトを回転する 

 補正するフォトを右クリックし、表示されるポップアップ メニューからプレビューを選択します。 

 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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Quick Sound Editor を使用してオーディオ ファイルを編集
する 
Quick Sound Editor を使用すると、オーディオ ファイルに簡単な修正を加えられます。このウィンド
ウでは、以下の修正を行えます。 

Quick Sound Editor を使用してオーディオ ファイルを編集するには： 

Quick Sound Editor ウィンドウが開きます。詳細については、F1 キーを押してヘルプ ファイル
を開いてください。 

 オーディオ クリップをトリミングする 

 オーディオ クリップの開始部分でサウンドをフェード インし、終了部分でサウンドをフェード アウト
する 

 オーディオ クリップからノイズを除去する 

 低音またはエキサイト オプションを使用してサウンドをエンハンスする 

 イコライザーを使用して異なるサウンド周波数の音量を調節する 

 オーディオ コンポーネントのツール バーにあるオーディオを編集 ボタンをクリックします。 

 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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フォトを組み合わせてパノラマを作成する 
パノラマ アシスタントを使用すると、部分的に重なる複数のフォトを組み合わせてパノラマを作成できま

す。たとえば、シーンをキャプチャするには、風景のフォトをわずかに重なるように 3 枚撮影し、それら

を組み合わせて 1 枚のフォトに仕上げます。  

注意： フォトはすべて同じサイズでなければなりません。 

パノラマを作成するには： 

パノラマ アシスタントが開きます。画面の指示に従って操作してください。 

以下も参照してください：  

1 パノラマ用に組み合わせるフォトを選択します。 

2 タスク バーのプロジェクトをクリックし、パノラマを作成を選択します。 

 メディア ファイルの操作の概要 

 他の Roxio コンポーネントを開く 

 QuickShow を使用してスライドショーを作成する 

 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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QuickShow を使用してスライドショーを作成する 
複数のフォトを組み合わせてスライドショーを作成できます。背景オーディオを追加したり、トランジショ
ンおよび画面の再生時間をカスタマイズしたりできます。  

注意： QuickShow からスライドショーを開き、VideoWave で編集できます。 

QuickShow を使用してスライドショーを作成するには： 

以下も参照してください：  

1 スライドショーに含めるフォトを選択します。 

2 タスク バーの QuickShow をクリックします。 

3 マウスを移動またはクリックして、QuickShow オプション バーを表示します。 

4 QuickShow 設定 をクリックします。 

5 ショートカット メニューからQuickShow 設定 を選択します。 

6 スライドの再生時間ボックスで、各スライドを表示する秒数を設定します。または、スライドの再生
時間を背景オーディオに合わせるためのチェック ボックスをオンにします。 

7 ドロップダウン リスト ボックスで、トランジションの種類を選択します。 

8 QuickShow にズームやモーション効果を追加するには、自動モーション効果をイメージに適用を

選択します。このオプションを選択すると、QuickShow によってフォトが自動的にズーム イン/ズ
ーム アウトしたり、パン表示になったりします。 

9 フォトに関連付けられているサウンドを再生するには、関連付けられているサウンドを再生を選択
します。 

10 背景サウンドを再生するには、次の手順で操作します。 

a 背景サウンドを再生を選択します。 

b 参照をクリックし、背景として使用するオーディオ ファイルを選択して、開くをクリックします。 

c オプション：背景サウンドの再生時間がスライドショーの再生時間より長い場合は、スライドショ
ーの終了部分でサウンドをフェード アウトできます。フェード アウトを適用するには、背景サウ
ンドが長すぎる場合はフェードアウトするをオンにします。 

d オプション：背景サウンドの再生時間がスライドショーの再生時間より短い場合は、スライドショ
ーの再生時間に合わせて背景サウンドを繰り返し再生できます。繰り返し再生するには、背景
サウンドが短すぎる場合はループするをオンにします。 

 メディア ファイルの操作の概要 

 他の Roxio コンポーネントを開く 

 フォトを組み合わせてパノラマを作成する 

 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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CineMagic を使用してムービーを作成する 
CineMagic は、フォトやシーンを選択した後、それらを継ぎ合わせてビデオやフォトから楽しいムービ

ーを作成します。ムービーを製作するために、CineMagic には、最終的なムービーで必要なビデオ映

像の 2 倍のビデオが必要です。たとえば、10 分のムービーを作成する場合、CineMagic が選択で

きるように最低 20 分のビデオが必要です。 

注意 含めたい特定のシーンがある場合は、それらを確実に含めることができます。除外した
いシーンを見分けることもできます。 

ムービーは、以下に示す 3 つの簡単な手順で作成できます。 

CineMagic を開くには： 

1 コンテンツを追加する：ムービーに含めるビデオ、フォト、および背景オーディオを選択します。 

2 ムービーをカスタマイズする：ムービーのスタイルと再生時間を選択します。 

3 ムービーを出力する：ファイルに保存するか、オンラインで共有します。 

 Roxio ホーム のビデオ - ムービー プロジェクト タブで ビデオを編集 - 自動 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。  

 

© Rovi Corporation or its subsidiaries. All rights reserved.

CineMagic



複数のフォトを編集する 
フォト エンハンス アシスタントを使用すると、1 つの簡単な手順で複数のフォトを編集することができま
す。以下の作業を実行できます。 

Roxio ホームからアシスタントを開くには、フォト プロジェクト タブの複数の写真をエンハンス をクリッ
クします。 

 露光レベル、彩度、およびシャープネスを調整する 

 赤目を修正する 

 フォトを回転または反転する 

 フォトのサイズを変更する 

 モノクロやセピアなどの特殊効果を適用する 

 フォトを別のフォーマットに変換する 

 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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ビデオ ファイルからイメージとオーディオを抽出する 
Media Manager では、サポートされているビデオ ファイルからフレームを抽出し、イメージ ファイル

（BMP、JPG、GIF、PNG、または TIF フォーマット）として保存できます。また、ビデオ ファイルからオ

ーディオを抽出し、WAV ファイルとして保存することも可能です。 

ビデオ ファイルからイメージを抽出するには： 

プレビュー ダイアログ ボックスが表示されます。 

名前を付けて保存ダイアログ ボックスが表示されます。 

ビデオ ファイルからオーディオを抽出するには： 

名前を付けて保存ダイアログ ボックスが表示されます。 

以下も参照してください：  

1 ビデオ ファイルを右クリックし、イメージの抽出を選択します。 

2 再生のコントロールを使用して、イメージ ファイルとして保存するイメージを表示します。 

3 イメージの抽出をクリックします。 

4 新しいイメージ ファイルの保存先となるフォルダーを参照し、新しいファイルに付ける名前を入力し
て、ファイル フォーマットを選択します。 

5 保存をクリックします。 

6 プレビューダイアログ ボックスを閉じるには、閉じるをクリックします。 

1 ビデオ ファイルを右クリックし、オーディオを抽出を選択します。 

2 新しいオーディオ ファイルを保存するフォルダーを参照し、新しいファイルに付ける名前を入力しま
す。 

3 保存をクリックします。 

4 オーディオを抽出ダイアログ ボックスを閉じるには、閉じるをクリックします。 

 メディア ファイルの操作の概要 

 他の Roxio コンポーネントを開く 

 ビデオ ファイル内のシーンを検出する 

 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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ビデオ ファイル内のシーンを検出する 
Media Manager では、色や明るさの急激な変化に基づいて、ムービー ファイル内のシーンの切り替
わりを自動検出できます。また、シーンの切り替わりを手動で識別することもできます。個々のシーン

は、Media Manager によって別個のムービー ファイルに保存されます。 

ビデオ ファイル内のシーンの切り替わりを検出するには： 

ムービー ファイル内のシーンが検出され、右側のペインに表示されます。  

ヒント：Media Manager の色や明るさの変化を検出する感度を調節するには、感度ボッ
クスで値を変更するか、スライダーをドラッグします。 

以下も参照してください：  

1 ファイルを右クリックし、表示されるポップアップ メニューからシーン検出を選択します。 

2 Media Manager でシーンの切り替わりを自動検出するには、今すぐ自動検出をクリックします。 

3 シーンを手動で識別するには、次の手順で操作します。 

a 再生のコントロールを使ってムービーを進め、シーンの開始位置に合わせます。 

b シーンを追加をクリックします。 

c 追加したいシーンごとに、手順 a と手順 b を繰り返します。 

 メディア ファイルの操作の概要 

 他の Roxio コンポーネントを開く 

 ビデオ ファイルからイメージとオーディオを抽出する 

 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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ビデオ ファイル内のシーンを検出する 
Media Manager では、色や明るさの急激な変化に基づいて、ムービー ファイル内のシーンの切り替
わりを自動検出できます。また、シーンの切り替わりを手動で識別することもできます。個々のシーン

は、Media Manager によって別個のムービー ファイルに保存されます。 

ビデオ ファイル内のシーンの切り替わりを検出するには： 

ムービー ファイル内のシーンが検出され、右側のペインに表示されます。  

ヒント：Media Manager の色や明るさの変化を検出する感度を調節するには、感度ボッ
クスで値を変更するか、スライダーをドラッグします。 

以下も参照してください：  

1 ファイルを右クリックし、表示されるポップアップ メニューからシーン検出を選択します。 

2 Media Manager でシーンの切り替わりを自動検出するには、今すぐ自動検出をクリックします。 

3 シーンを手動で識別するには、次の手順で操作します。 

a 再生のコントロールを使ってムービーを進め、シーンの開始位置に合わせます。 

b シーンを追加をクリックします。 

c 追加したいシーンごとに、手順 a と手順 b を繰り返します。 

 メディア ファイルの操作の概要 

 他の Roxio コンポーネントを開く 

 ビデオ ファイルからイメージとオーディオを抽出する 

 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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メディア ファイルをワイヤレス デバイスと共有する 
Media Manager のマイ デバイスは以下の用途に使用できます。 

以下も参照してください：  

携帯電話および他の互換性のあるワイヤレス デバイスに関連するメディア ファイルを参照 

コンピューターとワイヤレス デバイス間で相互にファイルを転送 

コンピューターとワイヤレス デバイス間でファイルを同期化 

ファイルを転送する 

モバイル デバイスをコンピューターと同期化する 

 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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ファイルを転送する 
コンピューターからワイヤレス デバイス（携帯電話など）にファイルを転送するには： 

ヒント：一度に複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したまま各ファイルを選択し
ます。  

ウィンドウの下部に新しいペインが開き、マイ メディア ビューが表示されます。 

進行状況を示す転送ダイアログ ボックスが表示されます。転送が完了すると、このダイアログ ボッ
クスは自動的に閉じます。  

ヒント：ダイアログ ボックスを非表示にするには、閉じるをクリックします。  

ワイヤレス デバイス（携帯電話など）からコンピューターにファイルを転送するには： 

ウィンドウの下部に新しいペインが開き、マイ メディア ビューが表示されます。 

進行状況を示す転送ダイアログ ボックスが表示されます。転送が完了すると、このダイアログ ボッ
クスは自動的に閉じます。  

以下も参照してください：  

1 転送するメディア ファイルを選択します。 

2 タスク バーのビューを分割をクリックします。 

3 ウィンドウの下部にあるマイ デバイスをクリックしてマイ デバイス ビューを表示します。 

4 ファイル転送先のデバイスを選択します。 

5 ファイルをデバイスに移動するには（コンピューターからファイルを削除する）、下へ移動をクリック
します。ファイルをコピーするには（ファイルをコンピューターに保持する）、下にコピーをクリックしま
す。 

1 マイ デバイス ビューが開いていない場合は、参照領域でマイ デバイスをクリックします。 

2 転送するメディア ファイルを選択します。 

3 タスク バーのビューを分割をクリックします。 

4 ウィンドウの下部で、ファイルをコピーするアルバムまたはフォルダーを参照します。 

5 ファイルをコンピューターに移動するには（デバイスからファイルを削除する）、下へ移動をクリック
します。ファイルをコピーするには（ファイルをデバイスに保持する）、下にコピーをクリックします。 

 モバイル デバイスをコンピューターと同期化する 

 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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モバイル デバイスをコンピューターと同期化する 
同期化機能により、2 つの機能が実行されます： 

同期化機能を使用するには、次の操作を実行する必要があります： 

詳細については、以下の手順を参照してください。 

同期化の設定を行うには（初回時）： 

同期化のオプションを後で変更するには： 

モバイル同期セットアップ アシスタントが開きます。 設定するデバイスを選択し、指示に従ってオプ
ションを変更します。 

モバイル デバイスと同期化する、コンピューター上のファイルを識別するには： 

ヒント：一度に複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したまま各ファイルを選択し
ます。  

同期化プロセスを開始するには： 

Media Manager は、マイ デバイス オプション ダイアログ ボックスで定義されているトランスコー

ド(ファイル変換)オプションを使用して、ファイルの転送を開始します。  

注意： 前回の同期化以降に更新されたファイルが対象になります。 

以下も参照してください：  

 携帯機器上のファイルをコンピューターに自動的にバックアップします 

 PC 上で変更を加えれば、携帯機器の選択されたファイルを自動的に更新します 

1 同期化の設定を行います。これらの設定は次のとおりです： 

 モバイル デバイスに名前を割り当てる 

 バックアップするモバイル デバイス関連のフォルダーを識別する 

 バックアップ ファイルを保存するコンピューターのフォルダーを識別する 

 コンピューターからモバイル デバイスにファイルをコピーする際に使用するトランスコード

(ファイル変換)オプションを定義する 

2 モバイル デバイス上で常に最新の状態に更新したいファイルをコンピューター上で識別する。 

3 同期化プロセスを開始する。 

 モバイル デバイスをコンピューターに接続すると、同期化ウィザードが開きます。指示に従い
ます。 

 ツール > 同期設定を選択します。 

1 ウィンドウの上部で、モバイル デバイスと同期化するメディア ファイルを参照して選択します。 

2 ウィンドウの下部にあるマイ メディアタブをクリックしてマイ メディア ビューを表示します。 

3 マイ同期デバイス スマート ビューの隣にある + をクリックして展開します。 

4 デバイス スマート ビューの隣にある + をクリックして展開します。 

5 メディア ファイルを該当のモバイル デバイス スマート ビューにドラッグします(たとえば、フォト ファ

イルをフォト スマート ビューにドラッグします)。 

 モバイル デバイスをコンピューターに接続したら、モバイル デバイス スマート ビューを右クリ
ックして、ファイルをデバイスに同期化を選択します。 

 ファイルを転送する 

Media ManagerMedia Manager



 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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メディア ファイルを電子メールで送信する 
フォトや他のメディア ファイルを電子メールで送信して、友人や家族と共有できます。 

電子メール アシスタントを使用すると、フォトを電子メールの添付ファイルとして、または HTML 形式の

メッセージ本文内に挿入して（お使いの電子メール プログラム HTML 形式のメッセージをサポートして
いる場合のみ）、フォトを個別に送信できます。 

ファイルを電子メールで送信するには： 

 

ファイルを追加ダイアログ ボックスが表示されます。 

ヒント：一度に複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したまま各ファイルを選択し
ます。 

次のいずれかの変換オプションを選択します。 

1 ツール バーの電子メールをクリックします。 

2 電子メールで送るメディア ファイルを追加するには、次の手順で操作します。 

a ファイルを追加 をクリックします。 

b 追加するファイルを参照して選択します。 

c ファイルを追加 をクリックします。 

3 ファイルの送信に使用する電子メール プログラムを以下のオプションの中から選択します。 

 デフォルト クライアント：デフォルトの電子メール プログラムを使用してファイルを送信します。

このオプションを選択した場合は、電子メールを HTML 形式で送信するかどうかを選択できま

す。HTML 形式で送信すると、フォトは添付ファイルとして扱われる代わりに、メッセージの本
文内に表示されます。 

 その他（Yahoo、WebMail など）：ファイルをハード ドライブに保存し、後で Web メール ア
カウントを使用して電子メールで送信します。 

4 電子メールでフォトを送信する場合は、送信するフォーマットを選択できます。たとえば、特定の画
面サイズに収まるようにフォトを変換したり、ダイヤルアップ接続を使用している受信者に大量のフ
ォトを送信する場合はサイズを小さくしたりします。 

 フォトを JPEG に変換する：フォトを JPEG フォーマットで送信します。変換後のフォトのおお
よそのサイズを選択できます。 

電子メール アシスタント



注意： フォトの変換オプションは、電子メールでフォト ファイルを送信するように選択した
場合にしか使用できません。 
 
この変換は、元のファイルには影響しません。 

品質ボックスで、解像度を選択します。解像度が高いほど画像の品質は良くなりますが、ビデオ フ
ァイルのサイズも大きくなります。 

注意： ビデオの変換オプションは、電子メールでビデオ ファイルを送信するように選択し
た場合にしか使用できません。 
 
この変換は、元のファイルには影響しません。 

デフォルトの電子メール プログラムを選択した場合は、（ 手順  3 ）変換ステータスを示すインジケ
ーターが表示されます。変換が完了すると、電子メール メッセージが表示されます。 

デフォルト以外の電子メール プログラムを選択した場合は、電子メール ファイルの場所を選択が

表示されます。変換したファイルの保存場所を参照し、OK をクリックします。ファイルが変換され、
このフォルダーにコピーされます。電子メール プログラムを使用し、変換したファイルをメッセージ
に添付して送信します。 

 小（640 x 480）：現在の縦横比を維持したまま、サイズが幅 640 ピクセル x 高さ 480 
ピクセル以内になるようにフォトを変換します。 

 中（800 x 600）：サイズが幅 800 ピクセル x 高さ 600 ピクセル以内になるようにフォ
トを変換します。 

 大（1024 x 768）：サイズが幅 1,024 ピクセル x 高さ 768 ピクセル以内になるように
フォトを変換します。 

 元のサイズ：現在のフォトのサイズを維持します。 

 変換しないでファイルをそのまま送信する：ファイル フォーマットとサイズを変更しないでフォト
を送信します。 

5 電子メールでビデオ ファイルを送信する場合は、変換オプションを設定して品質を最適化できま
す。  

6 OK をクリックします。 

7 操作を完了し、送信します。操作方法の詳細については、お使いの電子メール クライアントのマニ
ュアル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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フォトおよびプロジェクトを印刷する 
フォトやプロジェクトを印刷するには： 

印刷ダイアログ ボックスが表示されます。 

 

 

1 ツール バーで、印刷をクリックします。 

2 コンピューターに複数のプリンターが接続されている場合は、ドロップダウン リストでプリンターを選
択します。  

3 オプション：設定を変更をクリックし、用紙の種類などのプリンター設定を変更します。プリンター設
定の詳細については、プリンターに付属のマニュアルを参照してください。 

4 サイズ ドロップダウン リストで、プロジェクトを印刷する用紙のサイズを選択します。 

5 方向を 縦 または 横 に設定します。 

6 Media Manager を使用している場合は、印刷するフォトを選択し、次の手順で操作します。 

a ウィンドウの右上にあるフォトを追加をクリックします。 

b 追加するフォト ファイルを参照して選択します。 

プリント アシスタント



ヒント：複数のフォトを同時に選択するには、Ctrl キーを押したまま各フォトをクリックしま
す。  

注意： このオプションを使用すると、1 ページに同じフォトを複数回印刷できます。また、1 
枚のフォトを T シャツ転写などの特殊なテンプレートに印刷する場合もこのオプションを使
用します。 

c フォトを追加をクリックします。 

7 1 ページに 1 枚のフォトを印刷するには、次の手順で操作します。 

a レイアウト ボックスで、1 ページに 1 枚のフォトを選択します。 

b フォトのサイズを指定するには、サイズ ボックスでサイズを選択するか、以下のいずれかのオ
プションを選択します。 

 ページに合わせる：選択したサイズのページ上にできる限り大きくフォトを印刷します。お
使いのプリンターが余白を必要とする場合は、フォトの端がトリミングされる可能性があり
ます。 

 印刷可能範囲内に収める：プリンターの印刷可能範囲内にできる限り大きくフォトを印刷し
ます。フォト全体が印刷されます。 

 実寸：フォトの dpi 値に基づいて、フォトの実際のサイズで印刷します。 

 カスタム：幅と高さを指定します。  

c サイズでカスタムを選択する場合は、幅、高さ、単位を入力します。 

d フォトのサイズを変更する場合は、次のいずれかのオプションを選択します。 

 サイズを変更して合わせる：現在の縦横比を維持します。フォトの縦横比が印刷領域の縦
横比と同じでない場合は、印刷領域に空白ができることがあります。このオプションでは、
印刷されるフォトが次のオプションより小さくなることがあります。 

 トリミングしてサイズを合わせる：現在の縦横比が維持されます。フォトの縦横比が印刷領
域の縦横比と同じでない場合は、印刷領域に合わせてフォトがトリミングされます。このオ
プションでは、印刷されるフォトが前のオプションより大きくなることがあります。 

 引き伸ばして合わせる：印刷領域に合わせて縦横比を調整します。 

8 すべてのフォトにレイアウト設定を適用するには、すべてのフォトに適用をオンにします。ページご
とにレイアウト設定をカスタマイズする場合は、このチェック ボックスをオフにします。 

9 ページにフォトを配置するには、ページをプレビュー ウィンドウ内でフォトをドラッグして移動しま
す。 

10 1 ページに複数枚のフォトを印刷するには、次の手順で操作します。 

a レイアウト ボックスで、1 ページに複数枚のフォト を選択します。 

b カテゴリ ボックスで、用紙の種類を指定します。 

c テンプレート ボックスで、使用するテンプレートを指定します。このテンプレートにより、ページ
におけるフォトの配置方法が決まります。 

d 各ページを同じフォトのコピーで埋める場合は、各ページを同じフォトで埋めるを選択します。
フォトが表示される回数は、選択したテンプレートによって異なります。各フォトの最大コピー数
を指定するには、各フォトを繰り返すを選択し、各フォトを表示する回数を指定します。 

e テンプレート内のプレースホルダーに合わせてフォトをトリミングするかどうかを選択します。フ
ォトの縦横比がテンプレートの縦横比と同じでない場合は、印刷領域に合わせてフォトがトリミ
ングされます。トリミングしない場合は、印刷領域に空白ができます。トリミングすると、トリミン
グしない場合よりフォトが大きく印刷されることがあります。 

f 横向きのプレースホルダーに縦向きのフォトを収める場合など、プレースホルダーに合うように
フォトを回転するには、自動回転させてプレースホルダーの向きに合わせる を選択します。 

g オプション：詳細設定オプションをカスタマイズするには、詳細設定オプションをクリックします。
詳細設定オプションについては、マルチ印刷の詳細設定ダイアログ ボックスのヘルプをクリッ
クしてください。 



コンタクト シートは、よく似たフォトを比較する場合などに使用すると、印刷用品を節約できるので
便利です。  

11 フォトのサムネイルを印刷するには、次の手順で操作します。 

a レイアウト ボックスで、コンタクト シートとして を選択します。 

b 行と列に 行 と 列 をそれぞれ入力します。 

c 間隔 ボックスに、サムネイルの間隔を指定します。 

d オプション：サムネイルの間隔の単位を指定します。 

12 複数のページを印刷する場合は、ページごとにプレビューできます。そうするには、異なるページの
タブをクリックします。 

13 印刷 ドロップダウン リストで、印刷するページを指定します。 

14 コピー数を指定するには、部数ボックスで数値を選択します。 

15 プロジェクトを印刷するには、印刷 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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印刷品質を向上させるためのヒント 
フォトの印刷品質を向上させるには、次のヒントを参考にしてください。 

注意： カラー プリンターの機種によっては、専用の用紙を使用しなければならない場合があり
ます。プリンターの製造元による推奨事項をよくお読みください。 

 お使いのプリンターの設定で、高い印刷品質を選択します。印刷設定で高い品質を選択すると、印
刷物の品質は向上しますが、印刷に時間がかかります。 

 イメージをスキャンする場合は、イメージの解像度を可能な限り上げてスキャンします。最高の解
像度を設定する方法については、スキャナーに付属のマニュアルを参照してください。 

 デジタル カメラで最高のフォト品質を選択します。一度に保存できるフォトの枚数は減りますが、フ
ォトの品質を高くすると、よりきれいに印刷できます。 

 プリンターがサポートしていれば、カラー マッチングを使用します。画面の色は常に印刷された色と
一致するわけではありません。カラー マッチング機能を使用すると、印刷される色が画面上の色に
より近づきます。  

 フォト専用紙を使って印刷します。レーザー プリンター用紙では、フォトをきれいに印刷できませ
ん。より鮮やかな色で印刷するためには、カラー印刷またはフォト印刷に適した用紙を使用します。
フォト専用紙は、パソコンショップや一部のカメラショップで購入できます。 

 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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プリント アシスタント



特殊なテンプレートを使って 1 枚のフォトを印刷する 
Roxio には、1 枚のフォトを印刷できる数種類のテンプレートが用意されています（T シャツ転写やポ
ストカードのテンプレートなど）。 

これらの特殊なテンプレートを使うには： 

1 印刷ダイアログで、1 ページに複数枚のフォト を選択します。  

2 適切なカテゴリとテンプレートを選択します。 

 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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プリント アシスタント



メディア ファイルをディスクに書き込む 

注意： 書き込みセットアップ ダイアログ ボックスを使ってファイルを書き込むには、以下の手順
で操作します。このダイアログ ボックスを表示するには、書き込むファイルを選択し、書き込み
をクリックしなければならない場合もあります。 

デフォルト レコーダーの横にはチェックマークが付いています。 

注意： 書き換え不可能ディスクは、1 回しかフォーマットできません。また、書き込んだデー
タの消去もできません。書き換え可能ディスクは、何回でもフォーマットおよび消去できま
す。 

ディスク イメージ ファイルとは、ディスクに書き込まれるデータの完全なコピーのことで、ハード ドラ
イブ上に保存されるという点だけが異なります。ディスク イメージ ファイルを保存すると、オリジナル
のディスクがなくても後でそのディスクの別のコピーを作成できるので便利です。 

注意： ディスク イメージ ファイルを作成する場合は、ハードディスクにイメージ ファイルを
格納できるだけの空き領域があることを確認してください。  

以下のオプションを設定できます。 

1 リストから書き込みデバイスを選択します。複数の書き込みデバイスを選択すると、複数のディスク
コピーを同時に書き込めます。 

2 書き込み可能なディスクをドライブに挿入します。 

3 書き込みデバイスの詳細を表示する場合、またはディスクの取り出し、消去、フォーマットなどの操
作を行う場合は、チェック ボックスの横にある矢印ボタンをクリックして、ドロップダウン メニューから
以下のいずれかのオプションを選択します。 

 ディスクを取り出すには、ディスクの取り出しを選択します。 

 ディスクを消去またはフォーマットするには、消去またはフォーマットを選択します。このオプショ
ンを選択すると、書き換え可能ディスクのコンテンツが消去されるか、またはブランクのディスク
がフォーマットされます。  

4 ディスク イメージ ファイルを作成する場合は、ディスク イメージ ファイルを保存をクリックし、参照を
クリックしてイメージ ファイルの名前と保存場所を指定します。 

5 オプション：書き込みオプションを表示または編集するには、書き込みオプションの左にあるプラス記
号（＋）をクリックします。 

全般 

書き込みセットアップ



 書き込み速度 ディスクに書き込む速度です。使用できる速度
は、レコーダーがサポートしている速度に依存
します。 

 このプロジェクトのコピー数 書き込むコピーの数です。 

 書き込みオプション 書き込む方法です。書き込みのみまたは読み
取り専用などがあります。 

 読み取り専用ディスク ディスクを読み取り専用としてフォーマットする
場合に選択します。読み取り専用としてフォー
マットすると、ディスクにデータを追加できなくな
ります。 

詳細設定 

 デフォルト設定に戻す すべてのオプションを元の設定にリセットしま
す。 

 バッファー アンダーランの防止 レコーダーに搭載されているバッファー アンダ
ーラン防止機能を有効にします。選択したレコ
ーダーにバッファー アンダーラン防止機能が付
いていない場合は、このオプションは無効にな
っています。  

 Raw モード (完全に同じコピー) 標準の書き込み設定では書き込めないシング
ル セッションのデータ ディスクを書き込む場合
に選択します。このオプションを使用するには、
コピー元とコピー先の両方のドライバーがこの
モードをサポートしている必要があります。 

 書き込み後に取り出す このオプションを選択すると、書き込みプロセス
の終了時にディスクを自動的に取り出せます。 

 VariRec レーザー パワー設定 ディスクの書き込み時に使用するレーザー出力
の量を調節します。注意：このオプションでサポ

ートされているのはブランクの CD-R メディア

だけです。書き込み速度には 4 倍速（704 
KB/秒）が使用されます。  

 書き込み密度の設定 このオプションを使用すると、本来ディスクに書
き込める量より多くのデータをディスクに書き込
めます。増やす容量をパーセント値で選択してく
ださい。注意：この機能でサポートされているの

はブランクの CD-R メディアだけです。書き込

み速度には 4 倍速（704 KB/秒）が使用され、
ディスクは読み取り専用になります。 

 別のドライブから読み取るときに読み取り速
度テストを実行 

このオプションを選択すると、コピー元ディスク
の実際の読み取り速度テストを実行してから、
書き込み速度またはキャッシュのオプションを
調整できます。 

 ハードディスクにキャッシュ 書き込む前にデータをキャッシュするタイミング
をドロップダウン リストから選択します。 

 一時的なハード ディスク上の場所 プロジェクトをキャッシュする場所を指定します。 

 書き込みバッファーの最大割り当て バッファーに割り当てる最大注意リ容量を設定
します。 



進行状況情報ダイアログ ボックスが表示され、プロジェクトがディスクに書き込まれる進行状況が示
されます。 

ヒント：書き込みプロセス中にエラーが発生した場合は、エラーのリンクをクリックすると詳細が
表示されます。 

 エラー ログを有効にする このオプションを選択すると、ディスクを書き込
むたびにエラー ログが作成されます。 

 エラー ログ ファイル名 エラー ログ ファイルの保存場所と名前を選択し
ます。 

 "次回からこのメッセージを表示しない" 警告
をリセットする 

"次回からこのメッセージを表示しない" 警告を
リセットするには、このオプションを選択します。
表示しないように設定した警告が表示されるよ
うになります。 

6 ディスクの書き込みを開始するには、OK 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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フォトをデスクトップの壁紙として設定する 
選択したフォトをデスクトップの壁紙として使用するには： 

これで、フォトがデスクトップの壁紙になります。 

1 ファイル > 壁紙として設定を選択します。  

2 フォトの配置方法を以下のオプションの中から選択します。 

 タイル：フォトの現在の縦横比を維持したまま、画面を埋めるようにフォトを繰り返します。 

 中央：フォトの現在の縦横比を維持したまま、画面の中央にフォトを配置します。 

 拡大して表示：画面に合わせてフォトのサイズを変更します。フォトの縦横比は変更される場
合があります。 

3 手順 2 で [中央] を選択した場合、フォトを画面のサイズに合わせるかどうか選択してください。こ
のオプションを選択すると、フォトの長辺のサイズが画面のサイズに合わせて調整されます。  

4 適用 をクリックします。 

5 壁紙として設定ダイアログ ボックスで、OK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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