
Video Copy & Convert について 
Video Copy & Convert には、DVD をコピーとビデオを変換の 2 種類の操作モードがあります。 

Video Copy & Convert は、ユーザーが対象マテリアルの著作権を所有している場合、または著作
権の所有者から複製の承諾を得ている場合にかぎり、そのマテリアルを複製できるよう設計されていま
す。著作権を持っていない場合や、著作権所有者からコピーする許可を得ていない場合は、著作権法
に違反する可能性があるため、損害に対する支払いまたはその他の救済の対象となる可能性があり
ます。施行できる権利についてよく分らない場合は、法律顧問に問い合せてください。 

 DVD をコピー モードでは、DVD ディスク、ディスク イメージ ファイル、あるいは DVD-Video 
フォルダーをコピーできます。コンテンツをディスクに書き込んだり、ハード ディスク上にディス

ク イメージ ファイルや DVD-Video フォルダーを作成することもできます。 

 ビデオを変換モードで、ムービーやウェブ ビデオを選択したデバイス、またはDVD ディスクで
再生できるように再フォーマットすることができます。 

 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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DVD-Video のコピーについて 
DVD をコピー モードでは、DVD ディスク、ディスク イメージ ファイル、あるいは DVD-Video フォル
ダーをコピーできます。コンテンツをディスクに書き込んだり、ハード ディスク上にディスク イメージ ファ

イルや DVD-Video フォルダーを作成したりできます。 

コピーできるディスクおよびファイルの種類については、コピー元として使用できるソースを参照してくだ
さい。 

1 台のドライブを使用するディスクのコピーについて 
ディスクのコピーには 1 台のレコーダを使用することも、複数のレコーダを使用することもできます。レ

コーダが 1 台しかない場合、ディスクのコンテンツはまずハード ディスク上の一時的な場所にコピーさ
れ、その後で新しいディスクにコピーされます。 

注意： ハード ディスクには、コピー元のディスクの内容を一時的に保存するために、そのデー
タ サイズを上回る空き容量が必要です。 

以下も参照してください：  

 コピー元として使用できるソース 

 Video Copy & Convert ウィンドウについて 

 DVD ディスク、ディスク イメージ ファイル、DVD-Video フォルダーをコピーする 

 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。  
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コピー元として使用できるソース 
以下のソースから DVD-Video をコピーできます。 

注意： Video Copy & Convert では、有効な DVD-Video ソース コンテンツを含むフ
ォルダーしかコピーできません。  

DVD-Video フォルダーのソースには、以下のものがあります。 

注意： DVD-Video ソース ファイルのサイズが 4.7 GB を超える場合は、標準の書き込み可

能 DVD ディスク（4.7 GB）に収まるようにファイルが圧縮されます。Video Copy & 
Convert でサポートされている DVD 2 層ドライブを使用すると、圧縮しなくてもコピーできま
す。 

以下も参照してください：  

 DVD ディスク：コピー保護されていない DVD しかコピーできません。一部の DVD ドライブ

では、特定の種類の DVD ディスクしかコピーできません。たとえば、DVD-R ドライブで 

DVD+R ディスクをコピーすることはできません。 

 ディスク イメージ ファイル：ディスク イメージ ファイルには、DVD-Video コンテンツやその他

の種類のディスク コンテンツ（オーディオ CD またはビデオ CD コンテンツなど）が含まれてい

ることがあります。有効なディスク イメージ ファイルは、.iso、.c2d（Roxio 専用フォーマッ

ト）、および .cue (BIN/CUE) です。 

 DVD-Video フォルダー：DVD-Video フォルダーとは、有効な DVD-Video ソース コンテ
ンツを含むディスクまたはハード ディスク上のフォルダーのことです。このフォルダーを書き込

み可能 DVD ディスクに書き込むと、DVD プレーヤーでそれを表示できます。 

 有効な DVDVideo ソース コンテンツが入っている「VIDEO_TS」フォルダーを含むディ
スク。コピー保護されていないディスクでなければなりません。 

 有効な DVD-Video ソース コンテンツが入っているディスク イメージ ファイル。有効なデ

ィスク イメージ ファイルは、.iso、.c2d（Roxio 専用フォーマット）、および .cue 
(BIN/CUE) です。 

 有効な DVD-Video ソース コンテンツを含む、ハード ディスク上の「VIDEO_TS」フォル
ダー。 

 Video Copy & Convert ウィンドウについて 

 DVD ディスク、ディスク イメージ ファイル、DVD-Video フォルダーをコピーする 

 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。  
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Video Copy & Convert ウィンドウについて 
Video Copy & Convert には、DVD コピーとビデオを変換の 2 種類の操作モードがあります。この

トピックでは、DVD をコピー モードについて説明します。 

DVD をコピー モード 

 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. 

Video Copy & Convert



DVD ディスク、ディスク イメージ ファイル、DVD-Video フォ
ルダーをコピーする 
1 台または 2 台のドライブを使って、ディスク、ディスク イメージ ファイル、または DVD Video フォル
ダーをコピーするには、次の手順で操作します。 

ディスク、ディスク イメージ ファイル、DVD-Video フォルダーをコピーするには： 

コピー元領域のドロップダウン リストから、コピー元ディスクが挿入されているドライブを選択し
ます（デフォルトで選択されている場合があります）。 

ディスク イメージ ファイルおよび DVD-Video フォルダーの詳細については、コピー元として
使用できるソース を参照してください。 

詳細については、オプション ダイアログ ボックスが開いている間に F1 を押してください。 

以下も参照してください：  

1 DVD をコピー モードに設定されていない場合は、Video Copy & Convert で DVD をコピー 
をクリックします。 

2 次の方法でコピー元を選択します。 

 ディスクをコピーする場合は、コピーするディスクをコピー元ドライブに挿入します。 

 ディスクイメージファイル、または DVD-Video フォルダーをコピーする場合、コピー元領

域のドロップダウン リストからディスク イメージ/DVD-Video フォルダーを参照を選択
します。メディア セレクタが開きます。コピーしたいファイルを検索します。 

3 オプション：コピー設定を設定、または確認する場合は、オプション をクリックします。 

4 終了領域のドロップダウン リストから、以下のいずれかを選択します。 

 コピー先ディスクが挿入されているドライブ（レコーダが 1 台しかない場合は、デフォルト
でドライブが選択されています） 

 ディスク イメージ 

 DVD-Video フォルダー  

5 作成するコピー数を入力します。 

6 プロジェクトを仕上げるには、以下のいずれかを実行します。 

 今すぐコピーを開始するには、実行ボタンをクリックします。 

 コピー開始の時間をスケジュール設定するには、スケジュール プロジェクト ボタンをクリッ
クします。 

 コピー元として使用できるソース 

 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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ビデオの変換について 
Video Copy & Convert では、ムービーやウェブ ビデオを再フォーマット、およびコンパイルし、コン

ピューター、テレビ、iPad®、ビデオ iPod®、PSP™、ビデオ付携帯電話など各種デバイスで再生しま
す。 

選択した出力フォーマットに応じて、ムービーの最初や最後の部分をトリミングしたり、メニューを追加し
たり、背景のスタイルを選択したりして、プロが作成したようなビデオ コンピレーションに仕上げるオプシ
ョンも備わっています。 

以下も参照してください：  

 Video Copy & Convert ウィンドウ 

 ビデオ コンピレーションを作成する 

 コンピレーションを保存する 

 カスタム出力プロファイルを作成する 

 プロジェクト スケジューラーを使用する 

 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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Video Copy & Convert ウィンドウ 
ビデオ変換モードにより、複数のソースのムービーを選択したデバイスで再生できるようにまとめること
ができます。 

ビデオを変換モード 

注意： シングル コピー モードの Video Copy & Convert のバージョンでは、モード選択ボタ
ンは表示されません。 

以下も参照してください：  

 Video Copy & Convert ウィンドウ 

 コンピレーションを保存する 

 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 コンピレーションを作成する 
ビデオ コンピレーションを作成する基本的手順は以下のとおりです。 

 ムービーを追加および編集する 

 ムービー、またはウェブ ビデオをトリミングする 

 出力フォーマットおよび出力先を選択する 

 DVD メニュー スタイルを選択またはカスタマイズする 

 コンピレーションを仕上げる 

 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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ムービーを追加および編集する 
ムービーを追加および編集するには： 

注意： シングル コピー モードの Video Copy & Convert のバージョンでは、モード選択
ボタンは表示されません。 

  

ムービーを追加すると、各ムービーを示すサムネイルがプロジェクト ウィンドウの左側に表示されま
す。 

注意： ビデオ変換モードで選択できるのは、個々のムービー タイトルだけです。オリジナル

のメニューやナビゲーションを含めた DVD 全体を選択することはできません。  

1 ビデオを変換 ボタンを選択します。 

2 ムービー、またはウェブ ビデオ をクリックして、ソース素材を選択します。 

3 上へボタンまたは下へボタンをクリックして、コンピレーション内のムービーの順序を変更します。コ
ンピレーションのムービーの名前を変更するには、項目をダブルクリックし、新しい名前を入力しま

す。 ムービーを 90°回転させるには、回転 ボタンのいずれかをクリックします。ソース リストからム
ービーを削除する場合は、削除ボタンをクリックします。 
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注意： 言語オプションは、DVD-Video ソースのムービーでのみ使用できます。 
 
複数の言語を指定できるのは、DVD-Video 出力の場合だけです。出力フォーマットにビ

デオ ファイルを選択する場合は、1 つの言語を選択する必要があります。 

次へ：ムービー、またはウェブ ビデオをトリミングする 

4 オプション：ムービーの開始、または終了ポイントをトリミングするには、ムービーをトリミングボタンを
クリックします。ムービーのトリミングの詳細については、ムービー、またはウェブ ビデオをトリミング
する 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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ムービー、またはウェブ ビデオをトリミングする 
ムービー、またはウェブ ビデオを変換する前に、開始ポイントと終了ポイントを調整することができます。
元のムービー、またはウェブ ビデオ ファイルには影響はありません。また、ムービーやビデオの開始ポイ
ント、または終了ポイント内にあるコマーシャルなどの部分をトリミングすることもできます。 

ムービー、またはウェブ ビデオの開始部分、および/または終了部分をトリミングするには： 

ムービー、またはビデオを追加していない場合は、ムービーを追加および編集する を参照して、ソー
ス リストにコンテンツを追加してください。選択したムービー、またはビデオがトリミング ウィンドウに
表示されます。 

注意： ビデオをトリミングしても、インポートしたソース ファイルには影響ありません。 

開始ポイント、または終了ポイント内のムービー、またはビデオの一部をトリミングするには： 

1 トリミングしたいムービー、またはウェブ ビデオをソース リストから選択し、ムービーをトリミング ボタ
ンをクリックします。  

2 ムービー、またはビデオの開始部分をトリミングするには、開始ポイント マーカーを目的の位置までド
ラッグします。 

3 ムービー、またはビデオの終了部分をトリミングするには、終了ポイント マーカーを目的の位置までド
ラッグします。 

4 再生 をクリックして、トリミングしたムービー、またはビデオをプレビューします。 

5 変更が終わったら、完了 をクリックします。結果に納得できない場合は、リセット ボタンをクリックして
変更箇所を元に戻し、ムービー、またはビデオを元の状態に戻します。 

1 ムービー、またはビデオのトリミングを開始したいポイントまで、再生ヘッド マーカーをドラッグします。 

2 トリミング ポイントをマーク ボタンをクリックします。 

3 ムービー、またはビデオのトリミングを停止したいポイントまで、アウトポイントをマーク をドラッグしま
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この選択項目がトリミングするムービー、またはビデオの素材になります。 

注意： ビデオをトリミングしても、インポートしたソース ファイルには影響ありません。 

次へ：出力フォーマットおよび出力先を選択する 

す。 

4 ムービー、またはビデオの開始点に再生ヘッドを合わせて、再生 をクリックして、トリミングしたムービ
ー、またはビデオをプレビュー表示します。  

5 変更が終わったら、完了 をクリックします。結果に納得できない場合は、リセット ボタンをクリックして
変更箇所を元に戻し、ムービー、またはビデオを元の状態に戻します。 

 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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出力フォーマットおよび出力先を選択する 

注意： アプリケーションを使用してビデオを変換済みの場合は、[カテゴリー] ドロップダウン 
メニューから 最後に使用した日付 を選択し、最近使用した変換形式を素早く選択することが
できます。 

注意： ビデオ品質を向上させると、ファイル サイズも大きくなります。 

注意： 常にハード ディスクにコピーを保存する オプションが選択されている場合はポータブル 

デバイス/メディアを選ぶと、コンピレーションはハード ディスクとポータブル プレーヤーに保存さ
れます。オプションをクリックして、全般タブを開いてこのオプションにアクセスします。 
 
ファイル転送中にプレーヤーやメモリ カードをコンピューターから外すと、コピー プロセスが中断
されます。その場合、もう一度やり直す必要があります。 

次へ： DVD メニュー スタイルを選択またはカスタマイズする 

1 [出力を選択] 領域で [カテゴリー] ドロップダウン メニューをクリックします。 一般的な目的に応じ
て、全般 を選択して出力形式を表示します。 または、ブランドで特定の製造業者のデバイスを表示
し、一覧表示されるリストから選択することもできます。 

2 ムービーの再生に使用したいデバイスのアイコンをクリックします。 

3 スライダーを目的のレベルまで動かして、出力するビデオ品質を設定します。  

4 ファイルの保存先 ドロップダウン リストでコンピレーションの保存方法を選択します。 

 ディスク/ディスク イメージ：コンピレーションをディスク イメージとして保存するか、ディスク
にプロジェクトを書き込む場合は、このオプションを選択します。 

 ファイル/フォルダー：コンピレーションをハードディスク上のファイル、またはフォルダーとし
て保存する場合は、このオプションを選択します。 

 ポータブル デバイス/メディア：コンピレーションをポータブル デバイス、またはメモリー カー
ドに保存する場合は、このオプションを選択します。 

5 オプション：マイ プロファイルを更新 をクリックすると、インターネットに接続し、自動的にデバイスの
最新アップデートをダウンロードします。 

6 オプション：変換設定を確認、または変更する場合は、オプション をクリックします。 

7 オプション：ビデオ変換を開始する前にビデオ品質を確認する場合は、プレビュー をクリックします。 

8 オプション：プロジェクトのオーディオおよびビデオ品質をカスタマイズする場合は、カスタム をクリック
します。 
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DVD メニュー スタイルを選択またはカスタマイズする 
Video Copy & Convert にはプロがデザインした DVD メニュー スタイルが付属しており、プロジェ
クトに適用することができます。各スタイルには、美しい背景イメージ、タイトル、ボタンが含まれていま
す。これらのスタイルは修正したり、そのまま使用することもできます。また、オリジナルのスタイルの作
成も可能です。 

注意： DVD にメニューを作成しない場合は、DVD プレーヤーにディスクを挿入するとムービ
ーが順番に再生されます。 

DVD メニューを作成するには： 

スタイル オブジェクト ダイアログが開きます。 

スタイル タブには、Video Copy & Convert 付属のスタイルとユーザーが保存したカスタム スタ
イルが含まれています。スマート オブジェクト タブには、既存のスタイルの修正や新規作成に使用
できるツールが含まれています。詳細については、スタイル ダイアログの ヘルプ ボタンをクリック
してください。 

次へ：コンピレーションを仕上げる 

1 出力として、DVD を選択します。 

2 ディスク メニューを作成 をクリックします。 

3 メニューのスタイルを選択するには、スタイルを選択をクリックします。 

4 スタイル タブをクリックします。 

5 スタイルの選択または作成が完了したら、OK をクリックします。保存を指示するダイアログが表示
されたら、スタイルを保存します。 

 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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コンピレーションを仕上げる 
プロジェクトを仕上げるには、以下のいずれかを実行します。 

注意： ビデオのレンダリング プロセスは CPU に負荷がかかるため、変換が完了するまで他
のタスクを実行しないことをおすすめします。変換中にタスクの実行が必要な場合は、変換ダ
イアログが表示されたら、休止 を押します。変換を続行するには、再開 を押します。 

以下も参照してください：  

 今すぐ変換を開始するには、実行ボタンをクリックします。  

 コピー開始の時間をスケジュール設定するには、スケジューラー ボタンをクリックします。 

 ビデオの変換について 

 Video Copy & Convert ウィンドウ 

 コンピレーションを保存する 

 カスタム出力プロファイルを作成する 

 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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コンピレーションを保存する 
コンピレーション プロジェクトを保存するには： 

以下も参照してください：  

1 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。 

2 コンピレーションの名前を入力し、そのコンピレーションを保存する場所を選択します。 

3 保存をクリックします。 

 ビデオの変換について 

 Video Copy & Convert ウィンドウ 

 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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カスタム出力プロファイルを作成する 
出力選択領域でデバイスおよび品質設定を選択する場合、Video Copy & Convert 既定の出力プ
ロファイルを使用します。カスタム プロファイルを作成する場合は、カスタム をクリックして、ビデオおよ
びオーディオ設定を修正します。 

 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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プロジェクト スケジューラーを使用する 
ビデオの再フォーマットは時間のかかる作業で、コンピューターのリソースの大部分を占有します。

Video Copy & Convert では変換プロジェクトをスケジュール設定し、都合の良いタイミングで開始さ
せることができます。 

プロジェクトをスケジュール設定するには： 

1 ビデオ コンピレーションを作成する を参照して、プロジェクトを設定します。 

2 スケジューラー ボタンをクリックします。 

3 ダイアログ ボックスで、開始日と開始時間を設定します。 

4 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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Video Copy & Convert オプションを設定する 
一時ファイルの保存場所やエンコード/トランスコードの優先度など、Video Copy & Convert オプシ
ョンを設定するには、オプション ボタンをクリックします。 

詳細については、オプション ダイアログ ボックスが開いている間に F1 を押してください。 

 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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