
Roxio Secure Burn の基本操作 

Roxio Burn は、以下の用途に使用できます。 

Roxio Burn の基本 

ドライブにブランク ディスクが挿入された状態の Roxio Burn 

ブランク ディスク挿入後にファイルを登録した Roxio Burn 

Roxio Secure Burn は、ディスクの書き込みやコピーを実行する便利なデスクトップ アイコン

です。CD、DVD、または Blu-ray Disc をディスク ドライブのいずれかに挿入すると、Roxio 
Burn アイコンが表示されます。操作を開始するには、アイコンを 1 回クリックしてください。フ
ルサイズに展開します。 

 ディスクをコピー 
 ファイルをディスクに書き込む 
 ディスクを消去する 
 デフォルトのオーディオ、またはビデ
オ プレーヤーでディスクを再生する 

 ディスクのコンテンツをディスクイメー
ジ ファイルに変換する 

 ディスク イメージ ファイルをディスク
に書き込む 

 

複数のドライブに複数のディスクを同時に挿入すると、各ディスクを示す複数の Roxio Burn 
アイコンがデスクトップに表示されます。使用できる機能は、ドライブに入っているディスクの種

類とコンテンツによって異なります。Roxio Burn は標準モニターとタッチスクリーン モニターの
両方をサポートします。 

クイック リンク： 

  

 Roxio Burn の基本 
 パスワード保護を使用する 
 ディスク イメージ ファイルを作成し、書き込む 
 ショートカット メニュー 
 タッチスクリーン モニターで Roxio Burn を使用する 
 オプション パネル 
 Roxio Burn を活用するための便利な情報 

1 書き込みたいファイ
ルをここまでドラッグ
します。 

2 ディスク名：名前をク
リックし、入力してデ
ィスク名を変更しま
す。 

  

3 ヘルプ ボタン：クリッ
クするとヘルプ ファ
イルが開きます。 

4 取り出し ボタン： 
5 メニュー ボタン：クリ

ックするとショートカッ
ト メニューが開きま
す。 

6 ディスクの種類： 

Roxio Secure Burn
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ディスクに追加書き込みを行なう場合の Roxio Burn 

ドライブにオーディオ CD(左側)/DVD-Video(右側)が挿入された状態の Roxio Burn 

パスワード保護を使用する 
  

  

1 ディスクの書き込
み ボタン：クリック
すると、追加したフ
ァイルがこのディス
クに書き込まれま
す。 

2 ディスク名：ここを
クリックして入力
し、ディスク名を変
更します。 

  

3 追加したのに、書き込みされなか
ったファイルは青で表示されま
す。 

4 メニュー ボタン：クリックするとシ
ョートカット メニューが開きます。
ショートカット メニューから新規フ
ァイルをクリア を選択して、追加
したが書き込まれなかったファイ
ルを削除します。 

書き込みが完
了したファイル
は緑で表示さ
れます。追加さ
れたが、書き込
みが完了して
いないファイル
は青で表示さ
れます。 
  

 

  

1 ディスクの
書き込み 
ボタンをク
リックする
と、新たに
追加したフ
ァイルを書
き込みま
す。 

2 ファイルは
ロックされ
たディスク
に追加でき
ません。 

デフォルトのオー
ディオ、またはビ
デオ プレーヤー
で再生するには、
ディスクをダブル
クリックします。 

1 ディスクをコ
ピー ボタン：
クリックする
とディスクに
コピーしま
す。 

Roxio Secure Burn は、書き込んだディスクの安全を守るパスワード保護機能を備えていま

す。（Roxio Secure Burn のバージョンによっては、パスワード保護が必須の場合がありま
す。パスワード保護がオプション機能になっているバージョンもあります） 
  

パスワード保護付きでディスク
を書き込むには： 
1 通常と同じようにプロジェクト

をセットアップします。詳細に

ついては、Roxio Secure 
Burn の基本を参照してくだ
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メモ：パスワードを書きとめて
おき、安全な場所に保管して
ください。パスワードを紛失

（忘れた）した場合、Roxio で
は回復させることはできませ
ん。 

  

さい。 
2 ディスクの書き込みボタンを

クリックします。パスワード保
護ダイアログが表示されま
す。（ダイアログが表示され
ない場合、アプリケーション
はパスワードの使用をサポ
ートしていないか、オプション 
パネルでパスワード機能を
無効にしている可能性があり
ます） 

3 パスワードを入力します。数

字や大文字を 1 文字以上入
れて、パスワードを強化して
ください。 

4 パスワードの確認 テキストボ
ックスにもう一度パスワード
を入力します。 

5 ディスクの書き込み をクリッ
クします。 

 

Roxio SecureBurn をイン
ストールしたコンピューターでパ
スワード保護されたディスクを
開くには： 

Roxio Burn Disc Viewer
（右図に示す）にディスクのコ
ンテンツが表示されます。 

  

1 ディスクをディスク ドライブに
挿入します。 

2 Windows 自動再生ダイア
ログが開いたら、閉じます。 

3 Roxio Burn デスクトップア
イコンをダブルクリックしま
す。 

4 パスワード入力のダイアログ
が表示されたら、パスワード

を入力し、OK をクリックしま
す。 

5 ディスクからコンピューターに
ファイルをコピーするには、ビ
ューアからディレクトリ ウィン
ドウにドラッグします。ビュー
アでファイルを右クリックし
て、ショートカット メニューか
ら 送信 を選択します。フォル
ダーを参照ダイアログで、フ
ァイルの保存先を選択しま

す。OK をクリックします。 

 
  
  

Roxio Secure Burn をイン
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ディスク イメージ ファイルを作成し、書き込む 

ストールしていないコンピュータ
ーでパスワード保護されたディ
スクを開くには： 

注意：自動再生ダイアログが
開かない場合、以下の手順を

実行してください：スタート > 
コンピューター（Windows 
XP の場合は、スタート > マ
イ コンピューター）をクリック
し、ディスクを挿入したドライ
ブのアイコンを右クリックし、
ショートカット メニューから自
動再生を選択します。 

1 ディスクをディスク ドライブに
挿入します。 

2 [Windows 自動再生] ダイ
アログボックスが表示されま
す。 

3 RoxioBurnReader.exe 
の実行 をクリックします。 

4 ダイアログが表示されたら、
パスワードを入力します。 

5 OK をクリックします。Roxio 
Burn Disc Reader（右図に
示す）にディスクのコンテンツ
が表示されます。 

6 復元したいファイルを選択し
ます。ディスクのファイルを検
索したい場合は、検索ボック
スを使用します。 

7 コピー先ボタンをクリックしま
す。 

8 フォルダーを参照ダイアログ
で、ファイルの保存先を選択
します。 

9 OK をクリックします。 

 

ヒント：ディスクのファイルをナビ
ゲート中に、右に示すボタンを
クリックすると、ディレクトリを上
に移動します。 

 
  

ディスクに保存されている情報を「ディスク イメージ」と呼ばれるひとつのファイルに変換でき
ます。ディスク イメージ ファイルはオリジナル ディスクの複製に使用できます。 
  
メモ：ディスク上で暗号化された情報は、ディスク イメージ ファイルでも暗号化されます。 
  

ディスク イメージ ファイ
ルを作成するには： 
1 イメージを作成した

いディスクを挿入し
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ショートカット メニュー 

  

ます。 
2 Roxio Burn でショ

ートカット メニューを
開きます。 

3 ディスク イメージの

作成… を選択しま
す。 

4 ファイル タイプを選
択します。 

5 ファイルの名前を入
力します。 

6 保存 をクリックしま
す。 

 

  

ディスク イメージ ファイ
ルを書き込むには： 

  

1 ブランクのディスクを
挿入します。 

2 Roxio Burn でショ
ートカット メニューを
開きます。 

3 ディスク イメージの

追加… を選択しま
す。 

4 書き込みたいイメー
ジ ファイルまでナビ
ゲートします。 

5 開く をクリックしま
す。 

6 ディスクの書き込み
をクリックします。  

  

 

  

メニュー ボタンをクリックするか、Roxio Burn アイコンをダ
ブルクリックして、ショートカット メニューを開きます。表示さ
れる項目は、現在のアクティビティ、使用しているディスクの

タイプ、Roxio Secure Burn のバージョンによって異なりま
す。 
  
メニュー項目 
  
再生：既定のプレーヤーでディスクを再生します。 
コピー：ディスクをコピーします。 
エクスプローラー：Windows エクスプローラー ウィンドウに
ディスクのコンテンツ全体を表示します。ディスクに書き込ん

だファイルのみを表示するには、Roxio Burn Disc Viewer 
を開きます。ビューアーに関する詳しい情報は、

Roxio Secure Burn を活用するための情報 を参照してく
ださい。 
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タッチスクリーン モニターで Roxio Burn を使用する 

ディスクの書き込み：ファイルのリストを書き込みます。 
ファイル リストを編集：ファイル リストを表示し、項目を一つ
ずつ削除します。 
新規ファイルをクリア：ファイルのリストを消去します。 
ディスク イメージの作成：ファイル リストをディスク イメージ 
ファイルとして保存します。 
ディスク イメージの追加：ディスクにディスク イメージ ファイ
ルを書き込むダイアログを開きます。以下のフォーマットをサ

ポートします：.gi, .iso など。 
  
ディスクの消去：ディスクを消去します。 
取り出し：ディスクを取り出します。 
名前の変更：ディスク名を変更します。 
ディスクを交換：現在のディスクを取り出し、ファイル リストは
保持したまま、ディスクを切り替えます。新しいディスクを挿
入すると、ディスク サイズ インジケーターがリセットされ、プ
ロジェクトを続行できます。 
  
オプション：オプション パネルを開きます。 
ヘルプ：ヘルプ ファイルを開きます。 
今すぐ登録：登録フォームを開きます。登録ユーザーは、オ
ンライン サポート ツール、製品アップデート、アップデートの
割引など様々な特典が受けられます。 
 
  

Roxio Burn はタッチス
クリーン モニターと標準
スクリーンの動作をいず
れもサポートしています。 
  
タッチスクリーン モニタ
ーの操作性を向上する
には、メニュー ボタン、
次にオプションをタップし
ます。オプション ダイア
ログで タッチスクリーン 
インターフェースの有効
化 チェックボックスをタッ
プし、選択します。見つ

かったら、OK をクリック
します。この動作によっ
てボタンやテキスト メニ
ューが拡大され、使いや
すくなります。 
  
図の左側に標準インター
フェース、右側にタッチス
クリーン インターフェース
を示します。 
  

  

Page 6 of 8Roxio Secure Burn の基本操作



オプション パネル 

Roxio Burn を活用するための便利な情報 

  
その他の使用可能なオプション： 
  
次のドライブに対して Roxio Burn を有効にする：チェ

ックボックスを使用して、各ドライブに対して Roxio 
Burn を有効/無効に設定します。ドライブが無効に設定

されている場合、ディスクを挿入すると Roxio Burn ア
イコンが自動的に表示されます。Windows のスタート 
メニュー、または自動再生ダイアログから起動する方法
もあります。 
  
書き込み後の検証：このチェックボックスを選択すると、
ディスクがすべて正しく書き込まれたかを 

Roxio Secure Burn で検証します。[検証] を選択し
ている場合、通常より書き込みに時間がかかります。 
  
タッチスクリーン インターフェースの有効化：このチェック
ボックスを選択している場合、テキストやグラフィックの表
示が拡大され、タッチスクリーン モニターで 

Roxio Secure Burn を操作する場合に便利です。 
  
一時ファイルの保存場所：ディスクをコピーする際、大き
な一時ファイルが作成されます。参照 ボタンを使用し、こ
れらのファイルを保管する空きスペースのある場所を選

択します。CD をコピーするには 800 MB、DVD の場

合は 9 GB の空きスペースが必要です。 
パスワード保護の有効化：このオプションを選択すると、
ディスクを書き込む前にパスワード入力のダイアログが
表示されます。 
  

1 メニュー ボタンをクリックして、ショートカット メニュー
を開きます。 

2 オプション を選択し、オプション パネルを開くと、プロ
グラムの設定をカスタマイズできます。 

  

  

 Roxio Burn ではコピープロテクトされたディスクはコピーできません。 

 ブランク ディスクの容量以上のファイルを追加した場合、容量の大きなディスクに切り替えるか、フ
ァイルを複数のディスクに書き込むか、いずれかを選択できます。複数のディスクに書き込む場

合、Roxio Retrieve と呼ばれるファイル復元プログラムもディスクにコピーされます。Roxio 
Retrieve を使って、ディスクからファイルを復元してください。複数ディスクの機能は、ブランク デ
ィスクに書き込む場合のみ使用できます。 

 下図に示す小さな円の中の数字は、現在のファイル リストをすべておさめるのに必要なディスクの
枚数を示します。 
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 ディスクの書き込みが開始したら、キャンセル ボタンのある進捗バーが表示されます。書き込みを
途中でキャンセルすると、ディスクが使用不能になる場合があります。 

 Roxio Burn には、ディスクに書き込んだファイルが後から一目でわかるビューアーを備えていま

す。Roxio Burn で作成したディスクを挿入し、 マイ コンピューター（コンピューター：

Windows Vista および Windows 7）で Roxio Burn Disc Viewer を開きます。表示したいデ
ィスクを含むドライブをダブルクリックします。ダイアログが表示されたら、ディスクのパスワードを入
力します。 

 ディスクを取り出すと、ディスクに対応する Roxio Burn アイコンはコンピューターのモニターに表
示されなくなります。 

 Roxio Burn、または Roxio Burn を含むソフトウェア スイートをアンインストールする前に、コン
ピューターのディスク ドライブに入っているディスクをすべて取り出してください。 

 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。  

© Rovi Corporation or its subsidiaries. All rights reserved. 
Sonic Solutions エンドユーザー使用許諾書
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