
Music Disc creator へようこそ 
Music Disc Creator では、家庭用のステレオやカー ステレオ、ポータブル音楽プレーヤー、DVD プ
レーヤー、またはコンピューターで再生するための音楽コンピレーションを作成できます。音楽 CD、ハ

ード ディスク、DVD-Video ソースのオーディオ ファイルを使って音楽ディスクを作成できます。 

Music Disc Creator では、以下の操作を行えます。 

 さまざまなソースから、プロジェクトで使用するためのオーディオをインポートできます。iPod® か
ら保護されていないトラックをインポートしたり、CD からトラックをリッピングしたり、再生リストをイ

ンポートしたり、DVD からオーディオを抽出したり、またはマイクを使ってオーディオを録音したりで
きます。 

 Quick Sound Editor を使用してオーディオ トラックをトリミングしたり、フェードを適用したり、クリ
ック音、クラックル音、またはその他の不要なノイズを除去したりできます。 

 アーティスト名、アルバムのタイトル、トラックのタイトルなどのトラック情報を追加できます。トラック
情報はオンライン音楽サービスで検索することも、自分で入力することもできます。 

 トラックを一般に使用されているさまざまなオーディオ ファイル フォーマットにエクスポートする、プ
ロジェクトをディスクに書き込む、ディスク イメージ ファイルを作成する。 

 トラックを、iPod® や PSP™ などのポータブル デバイスに送信する。 

 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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Music Disc Creator プロジェクトの概要 
このセクションでは、すべての Music Disc Creator プロジェクトに共通している基本的な手順につい
て概説します。このセクションには、以下の操作手順が記載されています。 

注意： Music Disc Creator の一部のバージョンでは 1 種類のプロジェクトしか作成で
きないものもあります。 

上記の操作を終えたら、プロジェクトの種類に応じて次の操作を実行します。このガイドの以降の章に
続きます。 

トラックをエクスポートする、プロジェクトをディスクに書き込むまたはイメージ ファイルとして保存する、

あるいはトラックをポータブル デバイスに送信することによってプロジェクトを仕上げるには、Music 
Disc Creator プロジェクトの仕上げについてを参照してください。 

 プロジェクトをまだ開いていない場合は、新しいプロジェクトを開始します。詳細については、プロジ
ェクトを開始、開く、保存する を参照してください。 

 作成するプロジェクトの種類を選択します。作成できるプロジェクトの種類について詳細は、このガ
イドの以降の章を参照してください。 

 オーディオ トラックをプロジェクトに追加します。詳細については、トラックをプロジェクトに追加する 
と トラックを検索し、トラック情報を管理する を参照してください。 

 必要に応じて、Quick Sound Editor を使用してオーディオ トラックをトリミングしたり、フェード効
果を適用したり、クリック音、クラックル音、またはその他の不要なノイズを除去したりします。  

 必要に応じて、トラック名やアルバム タイトルなどのトラック情報を追加または編集します。 

 プロジェクト内のトラックをプレビューします。詳細については、トラックをプレビューするを参照して
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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サポートされているファイル フォーマット 
このセクションでは、Music Disc Creator で使用できるファイルの種類について説明します。ここで

は、Music Disc Creator のフォーマットおよびMusic Disc Creator によってサポートされている他
のフォーマットについて説明します。 

注意： 保護付きのトラックをプロジェクトにインポートできる場合もありますが、デジタル著作権

管理（DRM）によって、そのトラックをエクスポートしたり、ディスクに書き込んだりすることはで
きないようになっています。 

Music Disc Creator のネイティブ フォーマット（.DMSA） 

DMSA（Digital Media Suite Audio）は、Music Disc Creator プロジェクト用のファイル フォーマ

ットです。DMSA ファイルは、Music Disc Creator でしか開けません。 

サポートされているオーディオ フォーマット 

Music Disc Creator では、WAV、WMA、MP3、およびその他の主要フォーマットなど、数多くのファ

イル フォーマットがサポートされています。また、Music Disc Creator は、各種エクスポート ダイアロ
グでさまざまなオーディオ ファイル フォーマットに書き込むための高度なオプションも提供します。 

サポートされている再生リスト フォーマット 

iTunes や Windows Media Player など、さまざまなプレーヤーの再生リストを Music Disc 
Creator プロジェクトにインポートできます。再生リストには、自分が持っていないトラックや、サポート
されていない、あるいは保護されているファイル フォーマットのトラックが含まれている場合がありま
す。保護されているトラックや自分が持っていないトラックを含む再生リストをインポートする場合は、そ
れらのトラックをダウンロードするか、それともスキップするかを選択できます。 

以下も参照してください：  

 Music Disc creator へようこそ 

 トラックをプロジェクトに追加する 

 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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プロジェクトを開始、開く、保存する 
このセクションでは、新しいプロジェクトを開始する方法、既存のプロジェクトを開く方法、およびプロジェ
クトを保存する方法について説明します。 

新しい Music Disc Creator プロジェクトを開始するには： 

プロジェクトを開くには： 

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。 

以下も参照してください：  

1 Music Disc Creator が開き、空白の新しいプロジェクトが表示されます。現在のプロジェクトに変

更を加えた後、別の新しいプロジェクトを開始したい場合は、ファイル > 新規プロジェクトを選択し
ます。 

2 左側のプロジェクトの種類領域で、作成するプロジェクトの種類を選択します。 

1 ファイル > プロジェクトを開くを選択します（またはファイルを選択し、最近使ったプロジェクト リスト
からプロジェクトを選択します）。 

2 開くプロジェクトを選択します。 

3 開く をクリックします。 

1 ファイル > プロジェクトを保存を選択します（または、ファイル > プロジェクトに名前を付けて保存
を選択して、既存のプロジェクトを別の名前で保存します）。 

2 新しいファイル名を入力し、保存する場所を選択します。 

3 保存をクリックします。 

 Music Disc Creator プロジェクトの概要 

 トラックをプロジェクトに追加する 

 トラックを検索し、トラック情報を管理する 

 トラックをプレビューする 

 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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トラックをプロジェクトに追加する 
トラックをプロジェクトに追加するには、いくつかの方法があります。このセクションではそれに関する情
報を提供し、手順について説明します。 

 保護付きのオーディオ トラックに関する重要な情報 

 メディア セレクターを使用する 

 ハード ディスクからトラックおよび再生リストを追加する 

 iPod から保護されていないトラックを追加する 

 トラックをディスクからインポートする 

 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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保護付きのオーディオ トラックに関する重要な情報 
デジタル著作権管理（DRM）技術によって保護されているオーディオ トラックがあります。DRM はファ

イルの使用方法を制御します。たとえば、DRM によって、ある種類のプロジェクトに対してのみトラック
を追加できるようにしたり、ディスクへのコピーや書き込みをできないようにしたりすることが可能です。
場合によっては、トラックの書き込み権利を購入しても、書き込みの回数が制限される場合もあります。 

Music Disc Creator では、DRM によって許可されている方法でのみトラックを使用できるようになっ

ています。許可のないトラックの追加や書き込みをしようとしても、Music Disc Creator によって警告
を受けます。 

 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 セレクターを使用する 
メディア セレクターを使用すると、トラックをプロジェクトに追加できます。メディア セレクターは、浮動ウ
ィンドウで表示することも、プロジェクト トラック リスト領域に固定することもできます。また、メディア セ
レクターを開いたまま別の作業を行うこともできます。 

メディア セレクターでは、いくつかの方法でプロジェクトに追加するトラックを検索、管理、および選択で
きます。たとえば、マイ メディアやフォルダー ビューでトラックを参照する、トラックをプレビュー表示す
る、またはトラックを移動や名前変更したりすることができます。 

メディア セレクターを開くには、オーディオ トラックを追加または CD/DVD からインポートをクリックし
ます。 

メディア セレクターとその機能について詳細は、メディア セレクターのヘルプをクリックするか、または

F1を押してください。 

トラックを選択してプロジェクトに追加するには： 

詳細については、メディア セレクターのヘルプをクリックするか、またはF1を押してください。 

メディア セレクターを結合または結合解除するには： 

メディア セレクターはメイン プロジェクト ウィンドウの外側のウィンドウで開きます。 

メディア セレクターが別ウィンドウで開きます。 

以下も参照してください：  

1 トラックをクリックして選択するか、Ctrl キーを押したまま複数のトラックを選択します。 

2 追加をクリックするか、トラックをトラック リスト領域にドラッグします。 

1 オーディオ トラックを追加、または CD/DVD からインポートをクリックします。 

2 メディア セレクターの右上にあるメイン ウィンドウに添付ボタン  をクリックします。 

3 メディア セレクターを結合を解除するには、メディア セレクターの右上にあるメイン ウィンドウに添
付ボタンをクリックします。 

 Music Disc creator へようこそ 

 トラックをプロジェクトに追加する 

 トラックを検索し、トラック情報を管理する 

 サポートされているファイル フォーマット 

Music Disc Creator



 ページのトップへ  
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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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ハード ディスクからトラックおよび再生リストを追加する 
ハード ディスクからトラックおよび再生リストを追加するには： 

ヒント：トラックや再生リストを、フォルダーからドラッグしてプロジェクト ウィンドウにドロップして
プロジェクトに追加することもできます。 

詳細については、メディア セレクターを使用するを参照するか、あるいは、メディア セレクターのヘ

ルプをクリックするか、または F1 を押してください。 

注意： インターネットから参照されるトラックを含む再生リストを追加する場合は、ダウンロード
先のフォルダーを選択するように求められます。  

トラックがプロジェクトに追加されます。 

以下も参照してください：  

1 プロジェクトに追加領域で、オーディオ トラックを追加をクリックします。 

2 メディア セレクターを使用して、追加するトラックまたは再生リストを見つけます。 

3 トラックまたは再生リストを選択し、追加をクリックします。 

4 トラックの順序を並べ替えるには、そのトラックを選択し、新しい場所にドラッグします。 

 トラックをプロジェクトに追加する 

 iPod から保護されていないトラックを追加する 

 トラックをディスクからインポートする 

 トラックを検索し、トラック情報を管理する 

 タグで検索機能を使用してトラック リストを作成する 

 メディア セレクターを使用する 

 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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iPod から保護されていないトラックを追加する 
iPod からトラックを追加するには： 

詳細については、メディア セレクターを使用するを参照するか、あるいは、メディア セレクターのヘ

ルプをクリックするか、または F1 を押してください。 

トラックがプロジェクトに追加されます。 

以下も参照してください：  

1 iPod がコンピューターに接続しているか確認します。 

2 プロジェクトに追加領域で、オーディオ トラックを追加をクリックします。 

3 メディア セレクターで、マイ デバイス タブをクリックします。 

4 トラックを選択し、追加をクリックします。 

5 トラックの順序を並べ替えるには、そのトラックを選択し、新しい場所にドラッグします。 

 トラックをプロジェクトに追加する 

 ハード ディスクからトラックおよび再生リストを追加する 

 トラックをディスクからインポートする 

 トラックを検索し、トラック情報を管理する 

 タグで検索機能を使用してトラック リストを作成する 

 メディア セレクターを使用する 

 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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トラックをディスクからインポートする 
CD や DVD からトラックをコピーするほかに、ディスク イメージ ファイルや DVD-Video フォルダー
内のトラックを選択することもできます。 

ディスクからトラックをインポートするには： 

詳細については、メディア セレクターを使用するを参照するか、あるいは、メディア セレクターのヘ

ルプをクリックするか、または F1 を押してください。 

ヒント：トラック情報を追加または変更するには、オーディオ タグをクリックします。 

トラックがプロジェクトに追加されます。 

以下も参照してください：  

 ディスク イメージ ファイル：ディスク イメージ ファイルとは、ブランクのディスクに書き込まれる代わ
りに、ファイルとしてハード ディスク上に保管されているディスクの完全なコピーのことです。有効な

ディスク イメージ ファイルには、.iso、.c2d（Roxio の専有フォーマット）、および .cue がありま
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「VIDEO_TS」フォルダーのことです。DVD-Video フォ
ルダーの各チャプターのオーディオをプロジェクトに追加できます。 

1 プロジェクトに追加領域で、CD/DVD からインポートをクリックします。 

2 メディア セレクターを使用して CD ドライブまたは DVD ドライブを選択するか、ディスク イメージ 

ファイルまたは DVD-Video の「VIDEO_TS」フォルダーを見つけます。 

3 コピーするオーディオ CD トラックまたは DVD-Video チャプターを選択し、追加をクリックします。 

4 オプション：使用するインポート設定を選択し、保存 をクリックします。 

5 トラックの順序を並べ替えるには、そのトラックを選択し、新しい場所にドラッグします。 

 トラックをプロジェクトに追加する 

 ハード ディスクからトラックおよび再生リストを追加する 

 iPod から保護されていないトラックを追加する 

 トラックを検索し、トラック情報を管理する 

 メディア セレクターを使用する 

 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。  

 

© Rovi Corporation or its subsidiaries. All rights reserved.

Music Disc Creator



オーディオ入力デバイスから録音する 
マイクやステレオなどの入力デバイスから、簡単にオーディオをキャプチャ（録音）することができます。 

アナログ ソースから録音するには： 

警告 装置の損傷を防ぐために、お使いのオーディオ装置に付属のマニュアルでソースとライン
出力端子の適切な接続方法を調べてください。 

ヒント：ターンテーブルから録音する場合は、フォノ入力付きのアンプ/レシーバーを使用します。
ほとんどのターンテーブルでは、コンピューターのサウンド カードに直接入力できるだけの強い信
号が出力されません。 

オーディオを録音ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスには、最大レベルを示す
「ライトアップ式」のメータがあります。 

録音レベルは、インジケーターがメータの中央に達するようにし、ときどき中央を超える程度に調節し

ます。インジケーターが常に上端まで達している場合は、録音レベルがゼロ dB のクリッピング ポイン
トを超過しており、レベルが高すぎることを意味します。この状態が発生した場合は、録音レベルを下
げてください。 

クリッピングが発生しない録音レベルをオーディオを録音で自動検出する場合は、自動をクリックしま
す。オーディオを録音によって、可能な範囲で最大の録音レベルが使用されます。クリッピングが発生
する場合は、録音レベルが自動的に下げられます。この新しい録音レベルでクリッピングが発生しな
い場合は、このレベルが使用されます。 

注意 録音オーディオをさらに編集する場合は、オーディオの品質を完全に維持するために WAV フ
ォーマットで保存することをお勧めします。録音オーディオに変更を加え終わったら、その録音オーディ
オをいずれかの圧縮フォーマットに変換してファイル サイズを小さくします。その後、オリジナルの 

WAV ファイルを削除します。 

1 適切なケーブルを使用して、アナログ装置をコンピューターに接続します。レコード プレーヤやテープ プレ
ーヤなどのステレオ装置をサウンド カードのライン入力接続に接続します。 

2 タスク領域のプロジェクトに追加領域で、オーディオを録音をクリックします。 

3 必要に応じて、以下のオプションを設定します。 

 キャプチャ元：リストからサウンド カードを選択します。 

 入力（Windows XP のみ）：オーディオ入力チャンネルを選択します。たとえば、マイクで自分の声を
録音したい場合は、「マイク」を選択します。 

 録音レベル：スライダーをドラッグして、録音の音量を調節します。音量が大きすぎると、歪みが発生
することがあります。また、音量が小さすぎると、最適なサウンドを得られないことがあります。 

 バランス：スライダーをドラッグして、左右のスピーカーにおけるオーディオ レベルのバランスを調節し
ます。 

 キャプチャ設定：ファイル フォーマット、エンコーダーの種類、ビット レート、自動トラック検出、ファイル
の場所など、カスタマイズされた設定を定義するには、オプションをクリックします。 

4 ソース オーディオの再生を開始します。 

5 録音をクリックして録音を開始します。 

6 アナログ ソースの再生が終わったら、停止をクリックして録音を停止します。 

7 録音が完了したら、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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トラックを検索し、トラック情報を管理する 
このセクションでは、トラック情報を追加する方法およびオーディオ トラックを検索してトラック リストを作
成する方法について説明します。 

オーディオ タグと呼ばれるトラック情報は、オーディオト ラックの検索と分類に非常に便利です。オーデ
ィオ タグの例として、曲のタイトル、アーティストとアルバム名、およびジャンルがあります。オーディオ 

タグが完全で正確な場合は、Music Disc Creator で類似のプロパティを持つ曲を検索して自動的に

音楽ミックスを作成することができます。トラック情報を手動で追加することも、Music Disc Creator 
でオンライン音楽サービスを検索して自動的に追加することもできます。 

このセクションには以下の手順が含まれます。 

 識別できないトラックをチェックする 

 タグで検索機能を使用してトラック リストを作成する 

 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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識別できないトラックをチェックする 
このダイアログ ボックスを使用して、コンピューター上の新しいトラックを検索し、それらを音楽ライブラ
リに追加できます。 

注意： 識別できないトラックの数によっては、検索に時間がかかる場合があります。たとえば、
識別できないトラックが数千もあると、検索に数時間かかる場合もあります。しかし、一度トラッ
クが識別されれば、その情報が保存され、このプロセスを繰り返す必要がなくなります。 

スキャンして新しいトラックを識別するには：  

音楽ライブラリ内のトラックを識別済みの場合は、この手順を省略できます。 

注意： トラックが音楽ライブラリに追加されても、それらは元の場所に残っており、コピーさ
れることはありません。 

スキャンの状態は進行状況バーで示され、見つかった新しいトラックの数が表示されます。スキャ
ンを停止する場合は、停止して結果を表示 をクリックします。 

トラック識別の状態は進行状況バーで示され、識別された、認識されない、または一致が複数ある
トラックの数が表示されます。 

注意： ここで終了すると、トラック識別は保存されません。 

以下も参照してください：  

1 ツール メニューから 識別できないトラックをチェックする を選択します。 

2 ドロップダウン リストからスキャンする場所を選択します。例えば、すべてのハード ディスク、「マイ 
ミュージック」フォルダー、あるいは、別のフォルダーをスキャンするように選択できます。スキャンを
開始 をクリックしてスキャンを始めます。 

3 スキャンが完了したら、トラック識別を継続 をクリックするか、別の場所を選択して再度、スキャンを
開始 をクリックします。何もしないと、トラック識別が自動的に開始されます。 

4 トラック識別が完了したら、以下のオプションのいずれかを選択してください。 

 トラック情報を見るには、結果を表示 をクリックします。複数が一致した場合は、ここで最適な
トラック情報を選択できます。必要に応じて、トラック情報を手動で更新することもできます。 

 終了 をクリックします。 

5 オーディオ タグ エディターで、スキャンの結果をレビューします。オーディオ タグ エディターで使用

できるオプションの詳細については、ヘルプをクリックするか、F1を押してください。 

 トラックを検索し、トラック情報を管理する 

 タグで検索機能を使用してトラック リストを作成する 

 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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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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タグで検索機能を使用してトラック リストを作成する 
Music Disc Creator の [タグで検索] 機能を使用すると、プロジェクト用のトラック リストを自動的に
生成できます。たとえば、タグで検索を使用して、特定のジャンルのファイルや特定のアーティストによ
るファイルを含むトラック リストを作成できます。 

注意： この機能では、Roxio データベース（メディア ファイル情報）を検索することによってトラ
ック リストが作成されます。したがって、コンピューター上のトラックがみつからない場合、その
トラックはデータベース内にないことを意味します。タグ付きトラックを、識別できないファイルを

チェックまたはトラック情報を追加することによって Roxio データベースに追加できます。詳細
については、識別できないトラックをチェックするを参照してください。 

タグで検索機能を使用してトラック リストを作成するには： 

新しいトラック リストにトラックを追加するように指定した場合は、そのトラック リストの名前を入力
します。 

詳細については、タグで検索ダイアログ ボックスのヘルプをクリックするか、またはF1を押してくだ
さい。 

以下も参照してください：  

1 ツール > タグで検索を選択します。 

2 タグに関して、検索するタグの種類（たとえば、トラック名やアーチスト名）を選択します。 

3 条件に関して、タグの検索方法（たとえば、選択、等しい、含む）を選択します。 

4 値に関して、検索条件（たとえば、検索条件として「ジャンル」を選択した場合、値として「ジャズ」を
選択可能）を入力します。 

5 別の規則を追加するには、プラス記号をクリックします。 

6 （オプション）結果数の制限には、トラック リストに含めるトラックの最大数、分数、またはメガバイト

数を入力します（例、25 個のトラック、45 分、20 メガバイト） 

7 （オプション）ファイルをランダムにプロジェクトに追加するには、結果をシャッフルするを選択しま
す。 

8 トラックをプロジェクトに追加する方法を指定します。 

 プロジェクト内で現在選択されているトラック リストにトラックを追加する 

 新しいトラック リストにトラックを追加する 

9 トラック リストを作成するには、検索をクリックします。 

10 トラックをプロジェクトに追加するには、プロジェクトに追加をクリックします。 

 トラックをプロジェクトに追加する 

 ハード ディスクからトラックおよび再生リストを追加する 

 トラックをディスクからインポートする 

 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.

Music Disc Creator



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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トラックをプレビューする 
プロジェクト内のトラックをプレビューするには、Music Disc Creator ウィンドウの下部にある再生用

のボタンを使用するか、またはトラックの横にあるプレビュー ボタン  をクリックします。 

以下も参照してください：  

 Music Disc Creator プロジェクトの概要 

 プロジェクトを開始、開く、保存する 

 トラックを検索し、トラック情報を管理する 

 トラックをプロジェクトに追加する 

 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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トラックをプレビューする 
プロジェクト内のトラックをプレビューするには、Music Disc Creator ウィンドウの下部にある再生用

のボタンを使用するか、またはトラックの横にあるプレビュー ボタン  をクリックします。 

以下も参照してください：  

 Music Disc Creator プロジェクトの概要 

 プロジェクトを開始、開く、保存する 

 トラックを検索し、トラック情報を管理する 

 トラックをプロジェクトに追加する 

 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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オーディオ CD 作成の概要 
オーディオ CD は、オーディオ CD プレーヤーとコンピューターの CD-ROM ドライブの両方で再生で

きるコンパクト ディスク（CD）です。Music Disc Creator を使用すると、他のオーディオ CD のトラッ

ク、DVD-Video のオーディオ、またはハード ディスクやその他のディスクに保存されているオーディオ 

ファイル（MP3、OGG、WAV、WMA、その他のサポートされているファイル）を書き込むことにより、独

自のオーディオ CD を作成できます。 

オーディオ CD は、最大 99 個のトラックを含められる単一のトラック リストで構成されています。オー

ディオ CD プロジェクトは複数のディスクに分割できます。Music Disc Creator では、ディスク ブレー
クを自動的に追加することも、カスタム ディスク ブレークを追加することもできます。また、各トラックに

フェード イン/フェード アウト効果を適用したり、トラック間にトランジションを追加したりできます。 

以下に、オーディオ CD を作成するための基本的な手順を示します。 

プロジェクトを完了すると、それをディスクに書き込むか、または、イメージ ファイルとして保存すること

もできます。プロジェクト内の選択したトラックを、iPod® や PSP™ などのポータブル デバイスに送信
することもできます。 

注意： トラックを iPod に送信する場合は、iTunes がインストールされている必要がありま
す。 

 まだ選択していない場合は、プロジェクトの種類としてオーディオ CD を選択します。  

 トラックをプロジェクトに追加します。 

 プロジェクト内のトラックの数が 1 枚の CD に対して多すぎる場合は、カスタム ディスク ブレーク

を追加します。詳細については、複数のディスクに分ける/カスタム ディスク ブレークを追加する を
参照してください。 

 トラック間にトランジションを追加します。また、フェード イン効果やフェード アウト効果を適用しま
す。詳細については、トランジションやフェード効果を追加するを参照してください。 

 オプションとして、マルチセッション ディスクを作成し、データ トラックをオーディオ CD に追加でき

ます。詳細については、データ フォルダーをオーディオ CD に追加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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オーディオ CD ウィンドウについて 
このセクションでは、 オーディオ CD ウィンドウの主要な部分について説明します。オーディオ CD とは、
家庭用のステレオやカー ステレオ、あるいはコンピューターで再生できる音楽ディスクのことです。プロジ
ェクトにお気に入りの曲のトラックを追加し、フェード効果やトランジションを適用してからそのプロジェクト

を CD に書き込むだけで、どこででも再生できるコンピレーションを作成できます。 
  

列を表示したり、非表示にしたりする 

トラック リスト領域で表示または非表示にする列を選択するには、列の見出しを右クリックして、見出しを
選択します。 

オーディオ プロジェクトで、保護されているファイルを操作する 

オーディオ プロジェクト ウィンドウの DRM 列にあるアイコンにより、WMA トラックがデジタル著作権管

理（DRM）技術によって保護されているかどうかがわかります。保護付きのトラックをプロジェクトに追加で
きる場合もありますが、ディスクに書き込むことはできないか、またはできても書き込む枚数が制限されて
います。 

以下も参照してください：  

 オーディオ CD 作成の概要 

 複数のディスクに分ける/カスタム ディスク ブレークを追加する 

 トランジションやフェード効果を追加する 

 データ フォルダーをオーディオ CD に追加する 
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 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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複数のディスクに分ける/カスタム ディスク ブレークを追加す
る 
1 枚のオーディオ CD に収録しきれない数のトラックを追加した場合は、Music Disc Creator では、
ディスク ブレークが自動的に挿入されます。必要なディスクの数はステータス バーに表示されます。カ
スタム ディスク ブレークを挿入すれば、各ディスクに書き込むトラックのグループ分けを変更できます。 

カスタム ディスク ブレークを追加または削除するには： 

選択したトラックの上にディスク ブレークが表示されます。 

以下も参照してください：  

1 ディスク ブレークを挿入するところのすぐ下のトラックを選択します。 

2 右クリックし、この上にカスタム ディスク ブレークを挿入を選択します。 

3 ディスク ブレークの位置を変更するには、そのディスク ブレークを新しい場所にドラッグします。 

4 カスタム ディスク ブレークを削除するには、そのブレークを右クリックし、カスタム ディスク ブレー
クを削除を選択します。 

 オーディオ CD 作成の概要 

 オーディオ CD ウィンドウについて 

 トランジションやフェード効果を追加する 

 ビートマッチを使用 

 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.

Music Disc Creator



トランジションやフェード効果を追加する 
トラックのフェード イン/フェード アウト方法を調整したり、オーディオ CD のトラック間にトランジションを
追加したりできます。トランジションを使用すれば、トラック間にギャップ（無音）部分を追加したり、前の
トラックとオーバーラップさせることができます。あるいはビートマッチを使用して、各トラックのビートが
次のトラックと完璧に同期した連続的なダンス、またはパーティ ミックスを作成することもできます。  

トラックのフェード イン/フェード アウト方法を調整するには： 

トラック間にトランジションを設定するには： 

ヒント：BPM、またはビート数/分によって選択したトラックのビートを自動的に同期させる
には、ビートマッチ を選択します。この機能の詳細については、ビートマッチを使用を参照
してください。 

以下も参照してください：  

1 フェード インまたはフェード アウトするトラックを選択します。同じフェード イン効果およびフェード 
アウト効果を複数のトラックに同時に適用するには、それらのトラックを選択し、フェード インおよび
フェード アウトのオプションを設定します。 

2 トラック リスト内のフェード イン ボタンをクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。 

3 トラック リスト内のフェード アウト ボタンをクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。 

1 トランジションを設定するトラックを選択します。同じトランジションを複数のトラックに同時に適用す
るには、それらのトラックを選択してから、トランジションを設定します。 

2 トラック リストのトランジション ボタンをクリックします。 

3 次のオプションの中から選択します。 

4 トランジションの時間量を変更するには、トランジションの継続時間値をクリックし、秒単位の数値を
入力します。 

5 トランジションをプレビューするには、トラック リストのトランジション領域にあるプレビュー ボタンを
クリックします（または右クリックしてトランジションを再生を選択します）。 

 オーディオ CD 作成の概要 

 オーディオ CD ウィンドウについて 

 複数のディスクに分ける/カスタム ディスク ブレークを追加する 
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 ビートマッチを使用 

 データ フォルダーをオーディオ CD に追加する 

 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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ビートマッチを使用 
ビートマッチは自動的にテンポを調節し、トラック間のビートを同期させ、プロ仕様のサウンドが楽しめる

オーディオ CD を作成します。会場を盛り上げるテンションの高いトラック間トランジションを作成し、トラ

ック リスト全体をオーディオ CD、あるいは単一ファイルとしてポータブル デバイスにエクスポートする
ことができます。 

注意： ビートマッチは、プロジェクトの種類としてオーディオ CD が選択された場合のみ使用可
能です。ビートマッチは、分ごとのビートが全く異なるトラック間では推奨しません。たとえば、そ

れぞれ 110 BPM と 140 BPM の 2 つのトラックにビートマッチを使用すると、非常に雑なト
ランジションになります。 

トラック リスト全体にビートマッチを使用するには、以下の手順に従ってください。 

Music Disc Creator がトラック リストをスキャンし、BPM を解析します。スキャンが完了すると、

各トラックの BPM が BPM 列に表示されます。  

特定の曲で正しいビートの位置を判断できない場合もあります。この場合、BPM エディターを使

用し、手動でトラックの BPM を調節します。  

トラックを手動でビートマッチさせるには、以下の手順に従ってください。 

Music Disc Creator が選択した全トラックをスキャンし、BPM を解析します。スキャンが完了す

ると、選択した各トラックの BPM が BPM 列に表示されます。 

ヒント：一般的には、ビートマッチ トランジションを 20 秒以上に設定することを推奨してい

ます。2 つのトラックの BPM が大きく異なる場合、トランジションは長くする必要がありま
す。 

トラック リストのトラック間トランジションを希望通りに設定できたら、トラック リストを CD、または接
続しているポータブル デバイスにエクスポートできます。 

1 ツールバーの ビートマッチ ボタンをクリックします。 

2 OK をクリックして操作を続けます。 

3  トランジション 列のスピーカー アイコンをクリックすると、選択したトラックと前のトラックの間の
トランジションが再生されます。 

1 手動でビートマッチさせたいトラックを選択し、ビートマッチ オプションをトランジション 列のドロップ
ダウン メニューを選択します。 

2 トラックを右クリックして、無音領域を自動トリミング を選択し、開始部分と終了部分の無音部分をト
リミングします。 

3 BPM 列の見出しをクリックすると、BPM 順にトラックがソートされます。 

4 秒数を入力すると、一つのトラックから次のトラックへのトランジション時間を設定できます。  

5  トランジション 列のスピーカー アイコンをクリックすると、選択したトラックと前のトラックの間の
トランジションが再生されます。 

6 希望するファイルを選択し、エクスポート タスク ペインからエクスポート オプションを選択します。 
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注意： ポータブル デバイスに送信する、またはエクスポートをクリックすると、オプション 
ダイアログが表示されます。この場合、必ず トランジションを含む全トラックを一つのファイ
ルに組み合わせる を選択してください。トランジションが消えてしまいます。 

BPM エディターを使用する 
特定の曲で正しいビートの位置を判断できない場合もあります。この場合、BPM エディターを使用し、

手動でトラックの BPM を調節します。  

手動でトラックの BPM を調節するには、以下の手順に従ってください。 

BPM エディター ウィンドウが表示されます。  

トラック リスト ウィンドウに選択したトラックの新しい BPM 設定が表示されます。 

1 右クリックしてトラックを選択し、ビート数/分 > 編集 を選択します。 

2 再生中にメトロノーム チェックボックスにチェックを入れ、再生ボタンを押すと、トラックと一緒にメト
ロノームも再生されます。 

3 BPM エディター ウィンドウの指示に従って、メトロノームが音楽のビートと同期するまで BPM の
位置と数値を調節します。 

4 作業が終わったら、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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データ フォルダーをオーディオ CD に追加する 
音楽トラックとデータ トラックの両方を含むマルチセッション ディスクを作成できます。最初のセッション

には音楽トラックが記録されているので、音楽 CD として家庭用または車載用の CD プレーヤーで再

生できます。第 2 セッションには、コンピューターの CD-ROM または DVD ドライブで読み出せるデ
ータが記録されています。たとえば、オーディオ トラック、カバー アート ファイル、または曲の歌詞が入

った Word ドキュメントを含むオーディオ ディスクを作成できます。  

スパンしたオーディオ CD プロジェクトにデータ フォルダーを追加する場合、フォルダーはそのセットの
最後のディスクに追加されます。 

データ フォルダーをオーディオ CD に追加するには： 

オーディオ CD を書き込む場合、データ フォルダーも含まれます。 

以下も参照してください：  

1 ファイル > プロジェクト設定を選択し、データ フォルダをディスクに追加を選択します。 

2 参照をクリックし、ディスクに追加するデータ ファイルを含んだフォルダーを探して選択します。  

3 OK をクリックします。 

4 OK をクリックすると、プロジェクト設定ダイアログ ボックスが閉じます。 

 オーディオ CD 作成の概要 

 トランジションやフェード効果を追加する 

 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 フォルダーをオーディオ CD に追加する 
音楽トラックとデータ トラックの両方を含むマルチセッション ディスクを作成できます。最初のセッション

には音楽トラックが記録されているので、音楽 CD として家庭用または車載用の CD プレーヤーで再

生できます。第 2 セッションには、コンピューターの CD-ROM または DVD ドライブで読み出せるデ
ータが記録されています。たとえば、オーディオ トラック、カバー アート ファイル、または曲の歌詞が入

った Word ドキュメントを含むオーディオ ディスクを作成できます。  

スパンしたオーディオ CD プロジェクトにデータ フォルダーを追加する場合、フォルダーはそのセットの
最後のディスクに追加されます。 

データ フォルダーをオーディオ CD に追加するには： 

オーディオ CD を書き込む場合、データ フォルダーも含まれます。 

以下も参照してください：  

1 ファイル > プロジェクト設定を選択し、データ フォルダをディスクに追加を選択します。 

2 参照をクリックし、ディスクに追加するデータ ファイルを含んだフォルダーを探して選択します。  

3 OK をクリックします。 

4 OK をクリックすると、プロジェクト設定ダイアログ ボックスが閉じます。 

 オーディオ CD 作成の概要 

 トランジションやフェード効果を追加する 

 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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MP3/WMA ディスクの作成の概要 
MP3/WMA ディスクとは、MP3 ファイルまたは WMA ファイルをサポートするプレーヤーで再生でき

る CD や DVD ディスクのことです。Music Disc Creator を使用すると、ハード ディスクやその他の

ディスクに保存されている MP3 ファイルや WMA ファイルをディスクに書き込んで、独自の 

MP3/WMA ディスクを作成できます。また、MP3 ファイルや WMA ファイルのほかに、その他のサポ
ートされている種類のオーディオ ファイルを追加することも可能です（お使いのプレーヤーがそれらの
種類のファイルをサポートしている場合）。 

注意： 多くの DVD-Video プレーヤーをはじめとし、プレーヤーの中には MP3 CD の再生

はサポートしているが MP3 DVD の再生はサポートしていないものがあります。 

注意： デジタル著作権管理（DRM）技術によって保護されているファイルは、MP3/WMA プロ
ジェクトに追加することはできません。 

以下に、MP3/WMA ディスクを作成するための基本的な手順を示します。 

プロジェクトを完了すると、それをディスクに書き込むか、または、ディスク イメージ ファイルとして保存

することもできます。トラックを、iPod® や PSP™ などのポータブル デバイスに送信することもできま
す。 

注意： トラックを iPod に送信する場合は、iTunes がインストールされている必要がありま
す。 

以下も参照してください：  

 まだ選択していない場合は、プロジェクトの種類としてMP3/WMA ディスクを選択します。 

 トラックをプロジェクトに追加します。 

 フォルダーを使ってトラックを整理します。詳細については、MP3/WMA ディスクにフォルダーを追
加するを参照してください。 

 オプションで、曲の歌詞が入った Word ドキュメントやカバー アート ファイルなどのデータ ファイ

ルをディスクに追加できます。詳細については、MP3/WMA ディスクにデータ フォルダーを追加す
るを参照してください。 

 MP3/WMA ディスク ウィンドウについて 

 MP3/WMA ディスクにフォルダーを追加する 

 MP3/WMA ディスクにデータ フォルダーを追加する 

 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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MP3/WMA ディスク ウィンドウについて 
このセクションでは、MP3/WMA ディスク ウィンドウの主要な部分について説明します。 

MP3/WMA ディスクとは、MP3 ファイルまたは WMA ファイルをサポートする任意のプレーヤーで再生

できる CD や DVD ディスクのことです。Music Disc Creator を使用すると、ハード ディスクやその他

のディスクに保存されている MP3 ファイルや WMA ファイルをディスクに書き込んで、独自の 

MP3/WMA ディスクを作成できます。 

以下も参照してください：  

 MP3/WMA ディスクの作成の概要 

 MP3/WMA ディスクにフォルダーを追加する 

 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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MP3/WMA ディスクにフォルダーを追加する 
MP3/WMA ディスクにフォルダーを追加するには： 

現在選択されているプロジェクトまたはフォルダーの下に新規フォルダーが追加されます。 

注意： MP3/WMA ディスクの場合、プレーヤーによってはアルファベット順でしかトラックを再
生できないものもあります。アルファベット順以外の順序でトラックを再生するには、再生リスト

を追加します。プレーヤーが再生リストをサポートしていない場合は、MP3/WMA ディスク プ
ロジェクト設定ダイアログ ボックスの再生順序が維持されるようにトラックの名前を変更するを
使用すると、トラックの名前を自動的に変更できます。  

以下も参照してください：  

1 新しいフォルダーをクリックします。 

2 フォルダーの名前を変更するには、そのフォルダーを右クリックして名前の変更を選択し、新しい名
前を入力します。 

3 フォルダーを移動するには、そのフォルダーを選択し、新しい場所にドラッグします。 

 MP3/WMA ディスクの作成の概要 

 MP3/WMA ディスク ウィンドウについて 

 MP3/WMA ディスクにデータ フォルダーを追加する 

 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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トラック リストをシャッフルする 
シャッフル機能を使用すると、トラック リスト内のトラックの順序をランダムに変更できます。 

トラック リストをシャッフルするには： 

確認のためのメッセージが表示されます。 

注意： MP3/WMA プレーヤーによっては、アルファベット順でしかトラックを再生できないもの
もあります。アルファベット順以外の順序でトラックを再生するには、再生リストを追加します。

プレーヤーが再生リストをサポートしていない場合は、MP3/WMA ディスク プロジェクト設定
ダイアログ ボックスの再生順序が維持されるようにトラックの名前を変更するを使用すると、ト
ラックの名前を自動的に変更できます。  

以下も参照してください：  

1 MP3/WMA フォルダーを右クリックし、表示されるポップアップメニューのシャッフルをクリックしま
す。 

2 選択したトラック リストの下のフォルダー内またはメニュー内にあるすべてのトラック リストのトラッ
クをシャッフルしたい場合は、これより下のすべてのトラック リストに適用を選択します。 

3 OK をクリックします。 

 MP3/WMA ディスクにフォルダーを追加する 

 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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MP3/WMA ディスクにデータ フォルダーを追加する 
歌詞が入った Word ドキュメントやカバー アート ファイルなどのデータ ファイルを含むフォルダーを、

お手持ちの MP3/WMA ディスクに追加できます。 

MP3/WMA ディスクにデータ フォルダーを追加するには： 

プロジェクトの種類はデータ フォルダーを持つ MP3/WMA ディスクに変わります。 

以下も参照してください：  

1 ファイル > プロジェクト設定を選択し、データ フォルダーをディスクに追加をクリックします。 

2 参照をクリックし、ディスクに追加するデータ ファイルを含んだフォルダーを探して選択します。  

3 OK をクリックします。 

4 OK をクリックすると、プロジェクト設定ダイアログ ボックスが閉じます。 

 MP3/WMA ディスクにフォルダーを追加する 

 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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MP3/WMA ディスクにデータ フォルダーを追加する 
歌詞が入った Word ドキュメントやカバー アート ファイルなどのデータ ファイルを含むフォルダーを、

お手持ちの MP3/WMA ディスクに追加できます。 

MP3/WMA ディスクにデータ フォルダーを追加するには： 

プロジェクトの種類はデータ フォルダーを持つ MP3/WMA ディスクに変わります。 

以下も参照してください：  

1 ファイル > プロジェクト設定を選択し、データ フォルダーをディスクに追加をクリックします。 

2 参照をクリックし、ディスクに追加するデータ ファイルを含んだフォルダーを探して選択します。  

3 OK をクリックします。 

4 OK をクリックすると、プロジェクト設定ダイアログ ボックスが閉じます。 

 MP3/WMA ディスクにフォルダーを追加する 

 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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DVD 音楽ディスクの作成の概要 
DVD 音楽ディスクは、メニューやトラック リストで整理された音楽トラックを含む特殊な DVD-Video 
です。このディスクは、DVD プレーヤーやコンピューター上の DVD-Video プレーヤー ソフトウェア

（CinePlayer など）を使用して再生できます。 

DVD 音楽ディスク内をナビゲートするためのトラック リスト メニューを追加したり、既定のメニュー スタ

イルを選択したりできます。そのほか、背景イメージやトラック イラストレーション、あるいは DVD 内の
トラックに関する情報を提供するその他のスマート オブジェクトを選択することも可能です。  

以下に、DVD 音楽ディスクを作成するための基本的な手順を示します。 

プロジェクトを完了すると、次の操作を実行できます。以下の作業を実行できます。 

 まだ選択していない場合は、プロジェクトの種類として DVD 音楽ディスクを選択します。  

 トラック リスト メニューを追加します。詳細については、メニューとトラック画面を操作する と トラッ
ク リスト メニューを追加または削除する を参照してください。 

 トラックをメニューに追加します。詳細については、メニューにトラックを追加するを参照してくださ
い。 

 プロジェクトに含めるスマート メニューを選択します。詳細については、スマート メニューを使用す
るを参照してください。 

 メニュー スタイルを選択します。メニュー スタイルは、ボタンやフォント スタイルと組み合わされた、

プロ並みにデザインされた背景です。詳細については、DVD 音楽ディスクのメニュー スタイルを
変更する を参照してください。 

 背景イメージや色などのスマート オブジェクトや、各メニューに表示するトラック情報の種類を選択
します。詳細については、スマート オブジェクトを追加または削除するを参照してください。 

 DVD 音楽ディスクをプレビューします。詳細については、DVD 音楽ディスクをプレビューするを参
照してください。 

 プロジェクトをディスクに書き込む、またはディスク イメージ ファイルとして保存する。 

 DVD-Video フォルダーとして保存する。  

 プロジェクト内の選択したトラックをポータブル デバイスに送信する。 

 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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DVD 音楽ディスク ウィンドウについて 
このセクションでは、DVD 音楽ディスク ウィンドウの主要な部分について説明します。DVD 音楽ディ

スクは、メニューやトラック リストで整理された音楽トラックを含む特殊な DVD-Video です。このディス

クは、DVD プレーヤーやコンピューター上の DVD-Video プレーヤー ソフトウェア（CinePlayer な
ど）を使用して再生できます。 

以下も参照してください：  

 DVD 音楽ディスクの作成の概要 

 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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メニューとトラック画面を操作する 
DVD 音楽ディスク内のトラック リストをナビゲートするには、メニューを使用します。  

Music Disc Creator には、最上位メニュー、トラック リスト メニュー、およびスマート メニューの 3 種
類のメニューがあります。さらに、トラックの再生中にはトラック画面が表示されます。 

新しい DVD 音楽ディスク プロジェクトを開始すると、デフォルトで最上位メニュー、1 つのトラック リス
ト メニュー、およびいくつかのスマート メニューが作成されます。必要に応じて、その他のトラック リスト 
メニューを作成できます。 

最上位メニューについて 

最上位メニューは、ディスクを DVD プレーヤーに挿入したときに表示されます。最上位メニューには、
次のボタンが含まれています。 

注意： 最上位メニューの表示内容は、スマート オブジェクトを使用して変更できます。詳細に
ついては、スマート オブジェクトを追加または削除するを参照してください。 

トラック リスト メニューについて 

トラック リスト メニューには、音楽の編成方法に応じて、トラックまたは他のトラック リストへのリンクを
含めることができます。たとえば、複数の音楽ミックス（「順子のお気に入り」、「お母さんのお気に入

り」、「お父さんのお気に入り」など）を作成し、各ミックスにそれぞれ 1 つのトラック リストを作成しま
す。  

トラック リスト メニューは、複数のレベルで作成できます。たとえば、上記の「順子のお気に入り」を、さ
らにジャンル別の複数のトラック リストに分割することが可能です。 

詳細については、トラック リスト メニューを追加または削除する と メニューにトラックを追加する を参
照してください。 

スマート メニューについて 

スマート メニューは、トラックをプロジェクトに追加したときに自動的に作成されます。Music Disc 
Creator は、アーティストやアルバムなどの各トラックに関連付けられているオーディオ タグ情報を使
用して、トラックをそれぞれのメニューにソートします。各スマート メニューは、必要に応じて選択または
削除できます。選択したスマート メニューは最上位メニューに表示されます。 

注意： Music Disc Creator は、最大 99 個のメニューをサポートしています。99 個以上の

メニューを作成した場合は、DVD 音楽ディスクを作成できなくなります。この状態になった場合
は、いくつかのトラック リスト メニューを削除するか、いくつかのスマート メニューの選択を解
除して操作を続けます。 

詳細については、スマート メニューを使用するを参照してください。 

トラック画面について 

トラック画面は、トラックの再生中に表示されます。トラック画面をカスタマイズすれば、曲の再生中にア
ルバムのアートやトラック情報などのイラストを表示できます。 

以下も参照してください：  

 すべて再生：すべてのトラックを順番に再生するボタンです。最初のトラック リスト メニューから再
生を開始します。 

 トラック リスト：最上位レベルのトラック リスト メニューへのリンクで、すべてのトラック リスト メニュ
ーと、最上位レベルのトラック リスト メニューに含まれているすべてのトラックを一覧します。  

 スマート メニュー：選択したスマート メニューのリストです。スマート メニューの詳細については、ス
マート メニューを使用するを参照してください。 

 DVD 音楽ディスクの作成の概要 

 トラック リスト メニューを追加または削除する 

 メニューにトラックを追加する 

Music Disc Creator



 スマート メニューを使用する 

 DVD 音楽ディスクのメニュー スタイルを変更する 

 スマート オブジェクトを追加または削除する 

 DVD 音楽ディスクをプレビューする 

 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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トラック リスト メニューを追加または削除する 
トラック リスト メニューを追加または削除するには： 

新しいメニューがプロジェクトに追加されます。  

以下も参照してください：  

1 トラック リスト メニューを追加する場合は、最上位メニューを選択します。サブメニューを追加する
場合は、トラック リスト メニューを選択します。 

2 新しいトラック リストをクリックします。 

3 メニューの名前を変更するには、そのメニューを右クリックして名前変更を選択し、新しい名前を入
力します。 

4 メニューを移動するには、そのメニューを選択し、新しい場所にドラッグします。 

5 メニューを削除するには、そのメニューを右クリックし、削除を選択します。 

 DVD 音楽ディスクの作成の概要 

 メニューとトラック画面を操作する 

 メニューにトラックを追加する 

 スマート メニューを使用する 

 DVD 音楽ディスクのメニュー スタイルを変更する 

 スマート オブジェクトを追加または削除する 

 DVD 音楽ディスクをプレビューする 

 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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メニューにトラックを追加する 
トラックを他の種類の Music Disc Creator プロジェクトに追加するのと同じ要領で、トラックをトラック 
リスト メニューに追加できます。トラックを追加した後は、それらのトラックを選択して別のメニューにドラ
ッグすることにより、トラックを整理し直すことができます。 

トラックを追加できるのは、トラック リスト メニューだけです。スマート メニューには、トラックが自動的に
追加されます。詳細については、スマート メニューを使用するを参照してください。 

以下も参照してください：  

 DVD 音楽ディスクの作成の概要 

 メニューとトラック画面を操作する 

 トラック リスト メニューを追加または削除する 

 スマート メニューを使用する 

 DVD 音楽ディスクのメニュー スタイルを変更する 

 スマート オブジェクトを追加または削除する 

 DVD 音楽ディスクをプレビューする 

 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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トラック リストをシャッフルする 
シャッフル機能を使用すると、トラック リスト内のトラックの順序をランダムに変更できます。 

ヒント：DVD 音楽ディスク プロジェクトの再生中に、スマート オブジェクトをシャッフル トラック
に追加することもできます。詳細については、スマート オブジェクトを追加または削除するを参
照してください。 

トラック リストをシャッフルするには： 

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 DVD 音楽ディスク メニューを右クリックして、シャッフルを選択します。 

2 選択したトラック リストの下のフォルダー内またはメニュー内にあるすべてのトラック リストのトラッ
クをシャッフルしたい場合は、これより下のすべてのトラック リストに適用を選択します。 

3 OK をクリックします。 

 メニューとトラック画面を操作する 

 メニューにトラックを追加する 

 スマート オブジェクトを追加または削除する 

 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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スマート メニューを使用する 
スマート メニューは、Music Disc Creator によって自動的に作成されます。Music Disc Creator 
は、アーティストやアルバムなどの各トラックに関連付けられているオーディオ タグ情報を使用して、ト
ラックをそれぞれのメニューにソートします。各スマート メニューは、必要に応じて選択または選択解除
できます。選択したスマート メニューは最上位メニューに表示されます。 

DVD 音楽ディスクに含めるスマート メニューを選択するには： 

注意： 年別ではなく、10 年ごとにトラックをグループ分けすることもできます。詳細につい

ては、次の手順の 手順 4 を参照してください。 

スマート メニューのオプションを変更するには： 

以下も参照してください：  

1 スマート メニュー領域で、含めるスマート メニューの横にあるボックスをオンにします。次のメニュ
ーの中から選択します。 

 すべてのトラック：トラック 10 個ごとに 1 つのサブメニューを作成します（例、1-10、11-
20...）。 

 トラック（A-Z）：再生リスト内のトラックをアルファベット順にソートするためのサブメニューを作

成します（例、A-C など）。 

 アーティスト：各アーティストに対してそれぞれ 1 つのサブメニューを作成します。 

 アルバム：各アルバムに対してそれぞれ 1 つのサブメニューを作成します。 

 ジャンル：各ジャンルに対してそれぞれ 1 つのサブメニューを作成します。 

 年：トラック リスト内のトラックがリリースされた各年に対してそれぞれ 1 つのサブメニューを作
成します。  

2 最上位メニューからスマート メニューを削除するには、その名前の横にあるボックスをオフにしま
す。 

3 サブメニューおよびそのコンテンツを表示するには、スマート メニュー名の横にあるプラス記号をク
リックします。サブメニューをクリックすると、トラック リスト領域にトラックが表示されます。  

4 メニューをプレビューするには、DVD プレビュー パネルを表示/非表示ボタンをクリックします

（DVD プレビュー領域が表示されていない場合）。メニューやスマート メニューをクリックすると、そ
のコンテンツがプレビュー領域に表示されます。 

1 DVD 音楽ディスク領域で、スマート メニューのオプションをクリックします。 

2 スマート メニュー ドロップダウン リストから、変更するメニューを選択します。 

3 トラックの順序で、スマート メニュー内におけるトラックの表示方法を指定します。たとえば、最初に
トラックをアーティスト別に一覧した後、アルバム、トラック番号の順に表示できます。 

4 トラックを 10 年ごとにグループ分けするには、10 年ごとにグループ分けするをオンにします。 

5 終了したら、OK をクリックします。 

 DVD 音楽ディスクの作成の概要 

 メニューとトラック画面を操作する 

 トラック リスト メニューを追加または削除する 

 メニューにトラックを追加する 

 DVD 音楽ディスクのメニュー スタイルを変更する 

 スマート オブジェクトを追加または削除する 

 DVD 音楽ディスクをプレビューする 

 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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DVD 音楽ディスクのメニュー スタイルを変更する 
メニュー スタイルとは、メニュー用にあらかじめ定義された背景、ボタン デザイン、フォント、およびオブ

ジェクト配置のことを指します。Music Disc Creator にはスタイルのライブラリがあり、スタイルを選
択できます。 

独自のスタイルを作成するには、いくつかの方法があります。 

変更内容を保存して、カスタム メニュー スタイルを作成できます。このスタイルは Music Disc 
Creator プロジェクトで使用できるようになります。 

プロジェクトの各メニューにそれぞれ異なるメニュー スタイルを選択することも、すべてのメニューに同
じスタイルを適用することもできます。 

DVD 音楽ディスクのメニュー スタイルを変更するには： 

スタイル ダイアログ ボックスが表示されます。 

スタイルのプレビューが右側に表示されます。  

フォント、色、サイズ、位置揃え、または角度などのテキストのプロパティを変更することができま
す。影やテキストの輪郭、あるいは背景色やイメージを追加することもできます。 

TV セーフ ゾーンとは、家庭用のプレーヤーで DVD を再生するときにボタンやテキストが完全に
表示されるメニュー領域のことです。多くのテレビ（特に旧型のテレビ）では、オーバースキャンが使
用されているため、画像の端が切れてしまいます。セーフ ゾーンの外側にボタンやテキストを配置

すると、DVD プレーヤーで DVD を再生したときにそれらのボタンやテキストが見えなくなる可能
性があります。  

詳細については、スマート オブジェクト タブのヘルプをクリックするか、または F1 を押してくださ
い。 

以下も参照してください：  

 テキストの外観を変更します。 

 背景イメージと色を追加し、色合いを適用します。 

 メニューに現れるスマート オブジェクトを追加または削除します。 

 スマート オブジェクト ダイアログ ボックス プレビュー ウィンドウでは、スマート オブジェクトを移動
してさらにメニューをカスタマイズできます。 

1 スタイルを適用するメニューを選択します。 

2 DVD 音楽ディスク領域で、スタイルをクリックします。 

3 ドロップダウン リストからスタイルのカテゴリを選択します。 

4 スタイルをクリックして選択します。 

5 メニュー上のテキストの外観を変更するには、テキストを選択してからテキストのプロパティをクリッ
クします。 

6 TV セーフ ゾーンを表示するには、セーフ ゾーンの表示を選択します。 

7 メニューに現れるスマート オブジェクトを追加または削除するには、スマート オブジェクト タブをク
リックします。 

8 変更内容を保存するには、名前を付けて保存をクリックします。新しいスタイルに付ける名前を入

力し、OK をクリックします。 

9 新しいスタイルをプロジェクトに適用するには、OK をクリックします。 

 DVD 音楽ディスクの作成の概要 

 メニューとトラック画面を操作する 

 トラック リスト メニューを追加または削除する 

 メニューにトラックを追加する 

 スマート メニューを使用する 

 スマート オブジェクトを追加または削除する 

Music Disc Creator



 DVD 音楽ディスクをプレビューする 

 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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スマート オブジェクトを追加または削除する 
スマート オブジェクトとは、プロジェクト内のメニュー上に表示される情報を含む要素のことです。各種
類のメニューに対して使用可能なスマート オブジェクトがいくつかあります。以下の表は、各種類のメニ
ューおよびトラック画面に対して使用可能なスマート オブジェクトを一覧したものです。 
  

スマート オブジェクトを追加または削除するには： 

スマート オブジェクト ダイアログ ボックスが表示されます。 

スマート オブジェクトを選択すると、プレビュー領域にその結果が表示されます。 

フォント、色、サイズ、位置揃え、または角度などのテキストのプロパティを変更することができま

すべてのメニュー トラック画面のみ 

 背景色  トラック名 

 背景イメージ  アーティスト名 

 オーバーレイ  トラック番号 

 ディスク名  ジャンル 

 すべて再生ボタン  リリースされた年 

 シャッフル ボタン  アルバム名 

 ナビゲーション コントロール  トラックの再生時間 

トラック リストとスマート メニューのみ  カスタム テキスト オブジェクト 

 親名  トラック アート 

 メニュー タイトル  トラック アートを背景に使用 

 メニュー番号   

1 変更するスマート オブジェクトを含むメニューを選択します。たとえば、最上位メニュー、スマート メ
ニュー、または任意のサブメニューを選択します。 

2 DVD 音楽ディスク領域で、スマート オブジェクトをクリックします。 

3 必要に応じて、スマート オブジェクトの各種類に対するボックスをオンまたはオフにします。  

4 背景イメージを選択する場合は、イメージ ボタンをクリックし、フォトを検索して選択します。 

5 背景イメージを選択した場合は、次のいずれかのオプションを選択できます。 

 中央（倍率 100%） 

 全画面表示（縦横比を維持） 

 全画面表示（イメージを拡大） 

 画面を埋める（縦横比を維持） 

 タイル 

6 背景色を選択した場合は、色をクリックし、カラー パレットから色を選択します。 

7 色合いを背景に適用するには、色変更スライダーを使用します。  

8 メニュー上のテキストの外観を変更するには、テキストを選択してからテキストのプロパティをクリッ
クします。 
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す。影やテキストの輪郭、あるいは背景色やイメージを追加することもできます。 

TV セーフ ゾーンとは、家庭用のプレーヤーで DVD を再生するときにボタンやテキストが完全に
表示されるメニュー領域のことです。多くのテレビ（特に旧型のテレビ）では、オーバースキャンが使
用されているため、画像の端が切れてしまいます。セーフ ゾーンの外側にボタンやテキストを配置

すると、DVD プレーヤーで DVD を再生したときにそれらのボタンやテキストが見えなくなる可能
性があります。  

詳細については、スマート オブジェクト タブのヘルプをクリックするか、または F1 を押してくださ
い。 

以下も参照してください：  

9 TV セーフ ゾーンを表示するには、セーフ ゾーンの表示を選択します。 

10 メニューのスタイルを変更するには、スタイルタブをクリックします。 

11 カスタム メニュー スタイルとして作成した変更内容を保存するには、スタイルとして保存をクリック

します。新しいスタイルに付ける名前を入力し、OK をクリックします。 

12 新しいスタイルをプロジェクトに適用するには、OK をクリックします。 

 DVD 音楽ディスクの作成の概要 

 メニューとトラック画面を操作する 

 トラック リスト メニューを追加または削除する 

 メニューにトラックを追加する 

 スマート メニューを使用する 

 DVD 音楽ディスクのメニュー スタイルを変更する 

 DVD 音楽ディスクをプレビューする 

 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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DVD 音楽ディスクをプレビューする 
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プレビューして、それが希望どおりに再生さ

れることを確認します。Music Disc Creator で DVD 音楽ディスクをプレビューするには、2 通りの

方法があります。1 つは作業中に小さなインタラクティブ プレビュー領域を使用する方法で、もう 1 つ
は大きなプレビュー ウィンドウにプロジェクトを表示する方法です。 

作業中にプロジェクトをプレビューするには： 

表示されるプレビューはインタラクティブです。リンクをクリックしてトラック リスト メニューのすべて
を表示したり、ナビゲーション ボタンを使用してプロジェクト内を移動したりできます。  

メニュー スタイルを変更したり、トラック リスト、スマート メニュー、およびスマート オブジェクトを追
加したりすると、変更内容が反映されるようにプレビューが更新されます。 

プレビュー ウィンドウにプロジェクトを表示するには： 

以下も参照してください：  

 右側のトラック リストの下にあるプレビュー領域を表示/非表示ボタンをクリックして、ウィンドウの
右側にプレビュー領域を表示します。 

1 ディスクをプレビューをクリックします。 

2 リモート コントロールを使用してメニュー間を移動します。 

3 プレビュー ウィンドウを展開してフルスクリーン表示にするには、フルスクリーンボタンをクリックし
ます。 

4 閉じるをクリックしてプレビュー ウィンドウを閉じます。 

 DVD 音楽ディスクの作成の概要 

 メニューとトラック画面を操作する 

 トラック リスト メニューを追加または削除する 

 メニューにトラックを追加する 

 スマート メニューを使用する 

 DVD 音楽ディスクのメニュー スタイルを変更する 

 スマート オブジェクトを追加または削除する 

 DVD-Video フォルダーを作成する 

Music Disc Creator



 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 フォルダーを作成する 
DVD 音楽ディスク プロジェクトを DVD-Video フォルダーとして保存するには、以下の手順で操作し

ます。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「VIDEO_TS」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-Video プレーヤーでそれを表示できます。  

DVD-Video フォルダーを作成するには： 

フォルダーを作成している間、進行状況を示すインジケーターが表示されます。 

1 オーディオ フォーマットやビデオ標準などの出力設定を指定する場合は、プロジェクト設定をクリッ
クします。  

2 ディスク名を入力し、必要に応じて設定を指定してから OK をクリックします。詳細については、

DVD 音楽ディスク プロジェクト設定ダイアログ ボックスのヘルプをクリックしてください。 

3 ファイル > ハード ディスクに出力を選択します。 

4 フォルダーの場所を選択します。 

5 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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Music Disc Creator プロジェクトの仕上げについて 
Music Disc Creator プロジェクトが完成すると、それらのトラックを MP3、WAV、または WMA ファ

イルにエクスポートしたり、CD または DVD にプロジェクトを書き込んだり、ディスク イメージ ファイル
を作成したりできます。 

プロジェクトの出力方法を選択します。 

注意： トラックを iPod に送信する場合は、iTunes がインストールされている必要がありま
す。 

Music Disc Creator プロジェクトをアーカイブすることもできます。アーカイブできるのは、Music 
Disc Creator プロジェクト ファイルとそのプロジェクトで使用されているソース ファイル（たとえば、オ
ーディオ ファイルやフォト）のすべてを含むフォルダーです。詳細については、プロジェクトをアーカイブ
するを参照してください。 

以下も参照してください：  

 プロジェクトをディスクに書き込む、またはディスク イメージ ファイルとして保存する：プロジェクトを
ディスク イメージ ファイルとして保存したりまたはディスクに書き込んだりします。 

 トラックをエクスポートする：トラックを一般に使用されているさまざまなオーディオ ファイル フォーマ
ットにエクスポートします。 

 トラックをポータブル デバイスに送信する：トラックを、iPodR や PSP? などのポータブル デバイス
に送信します。 

 プロジェクトを開始、開く、保存する 

 トラックをエクスポートする 

 プロジェクトをディスクに書き込む、またはディスク イメージ ファイルとして保存する 

 トラックをポータブル デバイスに送信する 

 プロジェクトをアーカイブする 

 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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プロジェクトをディスクに書き込む、またはディスク イメージ 
ファイルとして保存する 
プロジェクトをディスクに書き込んだり、ディスク イメージ ファイルを作成したりするには、以下の手順で
操作します。 

ディスク イメージ ファイルとは、ブランクのディスクに書き込む代わりに、ハード ディスク上に保存され

るディスクの完全なコピーのことです。Music Disc Creator では、任意の種類のプロジェクトに対して
ディスク イメージ ファイルを作成できます。 

注意： 一部のトラックを DRM で保護することができ、これによって書き込みできないようにし
たり、書き込むディスクの枚数を制限したりすることができます。さらに、保護されているファイ
ルはディスク イメージ ディスクに保存できません。 
 
詳細については、保護付きのオーディオ トラックに関する重要な情報を参照してください。 

プロジェクトをディスクに書き込む、またはディスク イメージ ファイルとして保存するには： 

書き込みセットアップ ダイアログ ボックスが表示されます。 

書き込みセットアップ ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、ヘルプ ボタンをクリック
してください。 

以下も参照してください：  

1 書き込みボタンをクリックします。 

2 ディスク イメージ ファイルを作成するには、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
リックしてディスク イメージ ファイルの保存場所を指定します。プロジェクトをディスクに書き込む場
合は、このチェックボックスをオフにします。 

3 必要に応じて書き込みオプションを選択し、OK をクリックしてディスクへのプロジェクトの書き込み
またはイメージ ファイルの保存を開始します。 

 Music Disc Creator プロジェクトの仕上げについて 

 トラックをエクスポートする 

 トラックをポータブル デバイスに送信する 

 プロジェクトをアーカイブする 

 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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トラックをエクスポートする 
トラックを一般に使用されているさまざまなオーディオ ファイル フォーマットにエクスポートするには、以
下の手順で操作します。 

注意： お使いのソフトウェアのバージョンによりますが、使用できるフォーマットには、WMA、

WAV、iPodR AAC、および MP3 があります。Music Disc Creator のすべてのバージョン
ですべてのフォーマットが使用できるわけではありません。 

プロジェクトをエクスポートするには： 

トラックをエクスポートダイアログ ボックスが表示されます。 

以下も参照してください：  

1 エクスポートするトラックを選択して右クリックし、エクスポートを選択します。 

2 出力設定ドロップダウン リストで、エクスポート後のトラックのファイル フォーマットを選択します。 

3 （オプション）エンコードやオーディオ フォーマットのオプションなどの高度な出力オプションを指定
する場合は、編集をクリックします。 

4 参照をクリックして、エクスポート後のファイルの保存場所を選択します。 

5 エクスポートをクリックします。 

 Music Disc Creator プロジェクトの仕上げについて 

 プロジェクトをディスクに書き込む、またはディスク イメージ ファイルとして保存する 

 サポートされているファイル フォーマット 

 トラックをポータブル デバイスに送信する 

 プロジェクトをアーカイブする 

 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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トラックをポータブル デバイスに送信する 
iPodR（iTunes がインストールされている必要がある）または PSP™、WMDN（Windows Media 
Device Manager）対応 MP3 プレーヤー、あるいはコンピューター上でドライブ文字として表示される 

MP3 プレーヤーなどのポータブル デバイスにプロジェクトを送信するには、以下の手順で操作します。 

トラックをポータブル デバイスに送信するには： 

ヒント：プロジェクトが MP3/WMA ディスクの場合は、ポータブル デバイスに送信するボ
タンをクリックして、選択したトラックだけでなく、プロジェクト全体を送信できます。 

フォーマットのカスタマイズの詳細については、ファイル フォーマット ダイアログ ボックスのヘルプ

をクリックをクリックするか、またはF1を押してください。 

以下も参照してください：  

1 デバイスに送信するトラックを選択します。 

2 右クリックして、ポータブル デバイスに送信するを選択します。 

3 ドロップダウン リストから、トラックの送信先デバイスを選択します。 

4 （オプション）トラックをすべて同じファイル フォーマットに変換するには、送信する前に推奨オーデ
ィオ フォーマットに強制変換をクリックします。 

5 オーディオ フォーマットを変換するオプションを選択した場合は、推奨オーディオ フォーマットを選
択します。規定のフォーマットを使用する場合は、編集をクリックしてフォーマットをカスタマイズしま
す。 

6 送信をクリックしてファイルをポータブル デバイスに送信します。 

7 再生リストが使用できる場合は、選択を求められたときに、目的の再生リストを選択します。 

 Music Disc Creator プロジェクトの仕上げについて 

 プロジェクトをディスクに書き込む、またはディスク イメージ ファイルとして保存する 

 トラックをエクスポートする 

 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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プロジェクトをアーカイブする 
Music Disc Creator プロジェクトをアーカイブすることができます。アーカイブできるのは、Music 
Disc Creator プロジェクト ファイルとそのプロジェクトで使用されているソース ファイルのすべてを含
むフォルダーです。 

プロジェクトをアーカイブするには： 

Music Disc Creator ファイルとソース ファイルのフォルダーを含む新しいプロジェクト フォルダ
ーが作成されます。 

以下も参照してください：  

1 ファイル > プロジェクトをアーカイブを選択します。 

2 プロジェクト フォルダー名を入力し、アーカイブされたプロジェクトの保存場所を選択します。 

3 OK をクリックします。 

 プロジェクトをディスクに書き込む、またはディスク イメージ ファイルとして保存する 

 トラックをエクスポートする 

 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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