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１.はじめに　　　　　

このたびはDVDコピり太郎をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。DVDコピり太郎は片面2層

(8.5GB)などの大容量DVDビデオをDVD±Rに収まるサイズ(4.3GB)に変換してDVDに書き込むことができま

す。再エンコードを行わない「トランスコーディング」技術を採用し、高速・高画質の変換を実現しています。

ハードウェアのマニュアル等もご覧ください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
CD/DVDの書き込み機能を利用するためには、CD-R/RW、DVD±R/RWドライブが接続されている必要があり

ます。本書は、安定して稼動しているWindowsシステムにこれらのドライブがパソコンに接続されていて、正常

に認識されている状態を前提として記述しています。このため、上記に述べているドライブをパソコンへ接続する

方法につきましては、それぞれの製品に付属されているマニュアルなどを参照していただくようお願いいたします。

また、Windowsそのものの操作につきましても、Windowsに添付されているマイクロソフト株式会社発行の「フ

ァースト ステップ ガイド」を前もって参照していただくことをお勧めします。

なお、ドライブは大変精密な機器ですので、その取り扱いには十分にお気をつけください。

※ドライブによってはご利用いただけない場合があります。

ご注意
●ソフトウェアの製品仕様および、本書に記載されている内容は、予告なしに変更される場合があります。

●本書は開発段階のプログラムを元に作成されております。実際のプログラムとは画像や仕様が異なる場合がござ

いますのでご了承ください。

●すべてのDVDビデオのダビングを保証するものではありません。

●データDVDのコピーには対応しておりません。

●CSSにより保護されたDVDビデオはDVDコピり太郎で取り扱うことは一切できません。

●DVD-ROM、DVD-Audioのバックアップには対応しておりません。

●DVD-VRフォーマットおよび+VRフォーマットには対応しておりません。

●ソフトウェアを使用したことによる影響につきましては、責任を負いかねます。また、それらの影響により、生

じたデータ遺失、損害につきましても保証いたしかねますのでご了承ください。

●著作権法を厳守してご利用ください。

●本製品のサポート期間は、メジャーバージョンアップ製品の発売日または、本製品の販売終了日より、30日間

となります。

●アップデートファイルのダウンロードにはユーザー登録が必要です。

(https://secure.pro-g.com/member/regist/input3.cgi <ユーザー登録ページ>)

●パッケージに記載されている動作環境表と一致しない環境では、一切動作保証はいたしかねますのでご了承くだ

さい。

●Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。

●その他、本書に記載されている社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
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２.DVDコピり太郎の機能

DVDコピり太郎には様々な機能が収録されています。ここではDVDコピり太郎の主な機能について紹介いたしま

す。

2層DVDを1層DVDサイズに変換する機能
大容量の片面2層DVDビデオを1層記録形DVDメディアのサイズにトランスコードすることができます。片面2層

DVDであっても、トランスコーディングでコンパクトに圧縮してDVD±Rメディア1枚に収めることができます。

2層DVDを2枚のDVDに分ける機能　　　　　　　　　　　　
大容量の片面２層DVDビデオを１層記録形DVDメディア2枚に分割することができます。片面2層DVDビデオを

2分割することで、画質を劣化させることなく2枚のDVD±Rにダビングすることができます。

2層DVDを2層記録DVDでバックアップする機能　　　　　　　　　
大容量の片面2層DVDビデオをそのままDVD+R DLメディアにバックアップすることができます。2層DVDビデ

オをDVD+R DLメディアにそのままバックアップすることができるので、分割も画質劣化もありません！

各タイトルの選択、圧縮率設定
DVDビデオからダビングしたいタイトルを任意に指定することができます。また、選択したタイトルごとに圧縮

率を指定することが可能です。好みのタイトルだけを収録したり、動きの多いタイトルなど容量を割きたいタイト

ルだけ圧縮率を下げたりすることも思いのままです！

字幕/音声の選択
ダビングしたりタイトルから、収録する音声・字幕を選択することができます。選択したタイトルから任意の音

声・字幕を選択することができるので、不要な音声や字幕を削ればその分映像に容量を割くことができます！

出力サイズの指定　
DVDビデオのデータをトランスコーディング後、ハードディスクに保存する際に、メディアサイズにあわせて出

力サイズを設定することができます。出力サイズを指定できるので、例えばDVD(4.37GB)などのメディアサイズ

にあわせて保存しておけば、後に書き込む際に便利です！

変換後の自動DVDライティング機能
DVDビデオのデータをトランスコーディング後、そのまま自動で書き込みに移行することができます。トランス

コード後、自動書き込みが開始されますので、ブランクメディアをセットすれ実行すれば完成まで待つだけです！

動画のプレビュー再生機能
DVDビデオの映像をプレビュー再生できます。トランスコーディングや分割作業を開始する前に、元の映像をプ

レビューで確認できますので、タイトルの選択間違いなどは防止できます！
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３.DVDコピり太郎をインストールする

DVDコピり太郎をお使いいただくには、お使いのパソコンへDVDコピり太郎をインストールしていただく必要が

あります。ここではDVDコピり太郎のインストール方法について説明します。

※インストール前にはハードディスクの最適化（デフラグ）を行ってください。

※インストール情報などWindowsの状態を監視しているセキュリティソフトが常駐している場合は、あらかじめ

解除してください。なるべく常駐ソフトを解除してからインストールを行ってください。正常にインストールで

きない原因になります。

STEP1 DVDコピり太郎のインストールCDを挿入する
DVDコピり太郎のインストールCDをお使いのドライブに挿入してください。

DVDコピり太郎のインストールCDをお使いのドライブに挿入するとDVDコピり太郎のランチャーが自動起動(オ

ートラン)します。ランチャーが自動起動しない場合は、エクスプローラーや[マイコンピュータ]でインストール

CDを開き、[start.exe]をダブルクリックすると起動します。

STEP2 DVDコピり太郎のランチャーメニューからインストールを選択する
DVDコピり太郎のランチャーが起動しましたら、メニューより[この製品のインストール]を選択します。

STEP3 DVDコピり太郎インストールウィザードの起動
DVDコピり太郎インストールウィザードが起動します。[次へ]をクリックしてください。
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STEP4 インストール先の指定
DVDコピり太郎のインストール先を指定します。標準では”C:¥Program Files¥DVDコピり太郎¥”が指定され

ています。変更したい場合は[参照]ボタンをクリックして指定します。基本的にインストール先を変更する必要は

ありません。インストール先を指定しましたら[次へ]をクリックしてください。

※外付けハードディスクには、インストールしないでください。正常動作しない原因となります。

STEP5 インストール準備の完了
DVDコピり太郎のインストール準備が完了しました。[次へ]をクリックしてインストールを開始します。

5３. DVDコピり太郎をインストールする



STEP6 インストールの開始
DVDコピり太郎のインストールが開始されます。作業が終了するまでお待ちください。

STEP7 インストールの完了
参考画面のように完了を知らせるメッセージが表示されたらインストールは完了です。[完了]をクリックしてウィ

ンドウを閉じます。

以上で[DVDコピり太郎をインストールする]の説明は終了です。
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４.DVDコピり太郎の起動と終了

この章では、DVDコピり太郎の起動方法と終了方法を説明します。

■DVDコピり太郎を起動する
Windowsの[スタート]→[すべてのプログラム]→[DVDコピり太郎]→[DVDコピり太郎]をクリックすると、DVD

コピり太郎が起動します。

初回起動時の場合
DVDコピり太郎の初回起動時には参考画面と同じウィンドウが表示されます。

[シリアル入力]ボタンをクリックしてシリアル入力画面を表示し、本書裏面にあるDVDコピり太郎のシリアルナ

ンバーを入力してください。

※シリアル入力の際は、必ず半角英数字でご入力ください。

入力が済みましたら[OK]をクリックしてください。

以上で初回起動時の操作は終了です。上記の手順でシリアル入力を入力すると、登録が完了し、製品版として動

作します。シリアルナンバーの入力が不正確または未登録の場合はデモ版として動作します。デモ版には機能制

限と１４日間の試用期限があります。
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■DVDコピり太郎の終了

DVDコピり太郎を終了させるためには、DVDコピり太郎のメインウィンドウの右上にある をクリックしま

す。

以上で[DVDコピり太郎の起動と終了]の説明は終了です。
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５.DVDコピり太郎を使用する

この章では、DVDコピり太郎の基本的な使用方法を説明します。大容量な片面２層DVD(8.5GB)を書き込み用片

面１層DVD(4.7GB)にトランスコードしたり、または画質を落とすことなく2枚のDVDに分割したり、片面2層

DVDをDVD+R DLでそのままバックアップをとるなどの作業については、この章の操作説明をご覧ください。

※CSSプロテクトにより保護されたDVDビデオはDVDコピり太郎でご利用いただけません。

※DVDビデオにより構造や構成が変わりますので、個々のDVDビデオのダビングについては保証いたしかねます。

※書き込み用片面2層DVD(DVD+R DL)の書き込みには、DVD+R DLメディアへの書き込みに対応した書き込み

ドライブが必要です。

■1枚のDVDに収める(トランスコード)
DVDコピり太郎のトランスコード技術を利用して、大容量DVDを圧縮して1枚のDVDに収めます。

STEP1 DVDコピり太郎を起動する
トランスコードしたいDVDをDVDドライブに挿入します。もしくはあらかじめハードディスク内にDVDビデオ構

造のファイルを含んだフォルダを用意してください。準備が完了したらDVDコピり太郎を起動します。

STEP2 ソースフォルダを読み込む

をクリックしてソースフォルダを読み込みます。挿入したDVDの中のVIDEO_TSフォルダや、あらかじめ

ハードディスクに用意したDVDビデオ構造のファイルを含んだVIDEO_TSフォルダを参照してください。

※DVDビデオ構造以外のファイルを読み込むことはできません。
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STEP3 動作モードを設定する
トランスコード機能を利用しますので、[トランスコード]を選択してください。リストにはDVDの情報が表示され

ます。DVD全体をダビングする場合は設定を変更せず、次のステップへ進んでください。また不必要なタイトル、

音声、字幕をカットする場合は次章の[DVDコピり太郎の高度な使用方法]を参照してください。

各タイトルはプレビューボタンをクリックすることで再生することが可能です。プレビューしたいタイトルを選択

し、プレビューボタンをクリックしてください。

※プレビューは再生するDVDやお使いのPC環境により正常に表示されない場合や、読み込みに

時間がかかる場合があります。

STEP４ ターゲットを設定する

トランスコードしたファイルの出力を設定します。 (ハードディスクアイコン)を選択した場合は出力

先のフォルダを設定し、 (書き込みアイコン)を選択した場合はDVD書き込みに使用するドライブを

指定してください。

STEP5 トランスコードの準備完了
すべての準備や設定が完了したら「開始」ボタンをクリックしてトランスコードを開始してください。
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STEP6 トランスコード開始
トランスコードが開始されます。トランスコード中は他の作業を行わないでください。残り時間に影響を与える場

合があります。

※変換時間は選択したソースの容量に比例します。

STEP7 トランスコード完了
プログレスバーが100%になったらトランスコードは終了です。ターゲットを「出力フォルダ」に設定している

場合は、出力フォルダに指定した場所にDVDビデオ構造が出力されていますのでご確認ください。また、ターゲ

ットを「DVDRドライブ」に設定した場合は空のDVD±Rメディアを挿入し、「再試行」をクリックして、

STEP8へ進んでください。

STEP8 書き込み開始
DVD±Rメディアへの書き込みが開始されます。プログレスバーが100%になるまでお待ちください。
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STEP9 書き込み完了
プログレスバーが100%になったらDVDへの書き込みは完了です。

※ターゲットの設定を「ハードディスクへコピー」に設定した場合、次章にある「DVDビデオ構造の出力ファイ

ルをDVDに書き込む」の方法を利用してDVDに書き込むことが可能です。

書き込み終了後、不要となったファイル(DVDビデオ構造)の保存を行うかメッセージが表示されます。不要な場合

は「いいえ」をクリックし閉じてください。

■2枚のDVDに分割する (分割機能)

DVDコピり太郎の分割機能を利用して大容量DVDを2枚のDVDに分割し、ダビングします。

※分割機能はメニューもそのままダビングされますが、チャプターを分割しているため、正常に動作しない場合が

あります。

STEP1 DVDコピり太郎を起動する
二枚に分割したいDVDをDVDドライブに挿入します。もしくはあらかじめハードディスク内にDVDビデオ構造の

ファイルを含んだフォルダを用意してください。準備が完了したらDVDコピり太郎を起動します。
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STEP2 ソースフォルダを読み込む

をクリックしてソースフォルダを読み込みます。挿入したDVDの中のVIDEO_TSフォルダや、あらかじめ

ハードディスクに用意したDVDビデオ構造のファイルを含んだVIDEO_TSフォルダを参照してください。

※DVDビデオ構造以外のファイルを読み込むことはできません。

STEP3 動作モードを設定する
分割機能を利用しますので「分割」を選択してください。リストにDVDの情報が表示されます。「分割」に切り替

えた際は、自動でDVDの中間付近が初期に設定されています。初期位置から変更の必要はありませんが、リスト

内で分割地点のチャプターを選択することができます。選択したチャプターから上がDics1、下がDisc2という扱

いになります。画面下の「Disc１」「Disc２」には必要な容量が表示されます。

※Disc１・Disc２の容量が4300MBを超えないように調整してください。

※必要容量が空き容量より多い場合、正常に作業が行われない場合があります。ご注意ください。
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STEP４ ターゲットを設定する

トランスコードしたファイルの出力を設定します。 (ハードディスクアイコン)を選択した場合は出力

先のフォルダを設定し、 (書き込みアイコン)を選択した場合はDVD書き込みに使用するドライブを

指定してください。

STEP5 分割の準備完了
すべての準備や設定が完了したら「開始」ボタンをクリックしてトランスコードを開始してください。

STEP6 分割開始
分割が開始されます。分割中は他の作業を行わないでください。残り時間に影響を与える場合があります。

※分割時間は選択したソースの容量に比例します。
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STEP7 分割完了
プログレスバーが100%になったら分割は終了です。ターゲットを「出力フォルダ」に設定している場合は、出

力フォルダに指定した場所にDVDビデオ構造が出力されていますのでご確認ください。また、ターゲットを

「DVDRドライブ」に設定した場合は空のDVD±Rメディアを挿入し、「再試行」をクリックして、STEP8へ進ん

でください。

STEP8 書き込み開始
DVD±Rメディアへの書き込みが開始されます。プログレスバーが100%になるまでお待ちください。一枚目の

書き込み完了後、ディスクを入れ替えて二枚目の書き込みを開始します。

STEP9 書き込み完了
プログレスバーが100%になったらDVDへの書き込みは完了です。

※ターゲットの設定を「ハードディスクへコピー」に設定した場合、次章にある「DVDビデオ構造の出力ファイ

ルをDVDに書き込む」の方法を利用してDVDに書き込むことが可能です。

書き込み終了後、不要となったファイル(DVDビデオ構造)の保存を行うかメッセージが表示されます。不要な場合

は「いいえ」をクリックし閉じてください。
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■2層DVDメディアでバックアップする
DVDコピり太郎はDVD+R DLに対応しています。大容量DVDをDVD+R DL1枚にバックアップします。

STEP1 DVDコピり太郎を起動する
2層DVDでバックアップしたいDVDをDVDドライブに挿入します。もしくはあらかじめハードディスク内に

DVDビデオ構造のファイルを含んだフォルダを用意してください。準備が完了したらDVDコピり太郎を起動しま

す。

STEP2 ソースフォルダを読み込む

をクリックしてソースフォルダを読み込みます。挿入したDVDの中のVIDEO_TSフォルダや、あらかじめ

ハードディスクに用意したDVDビデオ構造のファイルを含んだVIDEO_TSフォルダを参照してください。

※DVDビデオ構造以外のファイルを読み込むことはできません。
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STEP3 動作モードを設定する
[トランスコード]を選択してください。リストにはDVDの情報が表示されます。DVD情報一覧から全てのタイト

ルの「タイトルの変換」「メニューの変換」を「圧縮しない」に設定し、次のステップへ進んでください。また不

必要なタイトル、音声、字幕をカットする場合は次章の[DVDコピり太郎の高度な使用方法]を参照してください。

各タイトルはプレビューボタンをクリックすることで再生することが可能です。プレビューしたいタイトルを選択

し、プレビューボタンをクリックしてください

※プレビューは再生するDVDやお使いのPC環境により正常に表示されない場合や、読み込みに

時間がかかる場合があります。

STEP４ ターゲットを設定する

トランスコードしたファイルの出力を設定します。 (ハードディスクアイコン)を選択した場合は出力

先のフォルダを設定し、 (書き込みアイコン)を選択した場合はDVD書き込みに使用するドライブを

指定してください。

STEP5 トランスコードの準備完了
すべての準備や設定が完了したら「開始」ボタンをクリックしてトランスコードを開始してください。
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STEP6 トランスコード開始
トランスコードが開始されます。トランスコード中は他の作業を行わないでください。残り時間に影響を与える場

合があります。

※変換時間は選択したソースの容量に比例します。

STEP7 トランスコード完了
プログレスバーが100%になったらトランスコードは終了です。ターゲットを「出力フォルダ」に設定している

場合は、出力フォルダに指定した場所にDVDビデオ構造が出力されていますのでご確認ください。また、ターゲ

ットを「DVDRドライブ」に設定した場合は空のDVD+R DLメディアを挿入し、「再試行」をクリックして、

STEP8へ進んでください。

STEP8 書き込み開始
DVD+R DLメディアへの書き込みが開始されます。プログレスバーが100%になるまでお待ちください。
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STEP9 書き込み完了
プログレスバーが100%になったらDVDへの書き込みは完了です。

※ターゲットの設定を「ハードディスクへコピー」に設定した場合、次章にある「DVDビデオ構造の出力ファイ

ルをDVDに書き込む」の方法を利用してDVDに書き込むことが可能です。

書き込み終了後、不要となったファイル(DVDビデオ構造)の保存を行うかメッセージが表示されます。不要な場合

は「いいえ」をクリックし閉じてください。

以上で[DVDコピり太郎を使用する]の説明は終了です。
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６.DVDコピり太郎の高度な使用方法

DVDコピり太郎は使い方次第で、さまざまな方法で使用することができます。ここでは以下の高度な使用方法を

コラム的に説明していきます。必要に応じて参照してください。

■不必要な部分を削除したDVDを作成する
■DVDビデオ構造の出力ファイルをDVDに書き込む
■低容量のDVDから「miniDVD」を作成する
※全体的な作業の流れは全て共通ですので説明は省略します。作業の流れについての詳しくは「DVDコピり太郎

を使用する」を参照してください。

■不必要な部分を削除したDVDを作成する

ダビングしたいDVDの必要な部分のみを選択する方法を紹介します。この方法は必要のない音声、字幕などをカ

ットし、その分の容量を画質に配分することができます。

１．DVDを挿入してDVDコピり太郎を起動します。

２．「ソースフォルダ」からDVDを読み込みます。

３．トランスコードに設定します。

また、各タイトル・メニューの変換率を設定します。クリックすると、「除去」「5～95%」「圧縮しない」「Fit to

DVD」から選択することができます。標準ではメインタイトルは「Fit to DVD」が選択され、その他の項目は

「80%」が設定されています。

※全ての項目の変換率を高めに設定すると、「Fit to DVD」に設定されているタイトルの画質が低下します。また、

容量の大きいタイトルは必ず「Fit to DVD」を選択し、その他の容量の大きいタイトルの圧縮率を下げてくだ

さい。書き込み型DVDのサイズとして出力されない場合があります。
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字幕や音声を選択する場合は、各タイトルの字幕や音声項目をクリックしてください。字幕・音声の選択ウィンド

ウが表示されます。タイトル同様、不必要な字幕・音声のチェックを外します。

４．ターゲットを設定して、「開始」ボタンで開始します。

５．出力完了。

以上で、不必要な部分を削除したDVDが完成します。

※ターゲットの設定を「ハードディスクへコピー」に設定した場合、後説明の「DVDビデオ構造の出力ファイル

をDVDに書き込む」の方法を利用してDVDに書き込んでください。

■DVDビデオ構造の出力ファイルをDVDに書き込む

トランスコードや分割機能でハードディスクに出力したファイルをDVDに書き込みます。また、DVDコピり太郎

以外で作成したDVDビデオ構造のファイルを書き込むことも可能です。

※空のDVDメディアの容量を超えるDVDビデオ構造のファイルは書き込めません。

１．DVDビデオ構造のファイルを用意してDVDコピり太郎を起動します。

２．「ソースフォルダ」からDVDを読み込みます。

３．トランスコードに設定します。

４．DVD情報一覧から全てのタイトルの「タイトルの変換」「メニューの変換」を「圧縮しない」に設定します。

５．ターゲットに「DVDへ書き込み」を選択します。

６．「開始」ボタンで開始します。

７．DVDに書き込みが開始されます。空のDVDメディアを挿入してください。

８．書き込み完了。

以上でDVDビデオ構造のファイルのDVD書き込みは完了です。
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■低容量のDVDから「miniDVD」を作成する

miniDVDとはDVDビデオ構造のファイルをCD-R/RWメディアに書き込んだものを言います。DVDコピり太郎で

は低容量のDVDなどをトランスコードし、miniDVDとして書き込むことが可能です。

１．１GB程度のDVDを挿入してDVDJackを起動します。

２．「ソースフォルダ」からDVDを読み込みます。

３．トランスコードに設定します。

４．ターゲットに「DVDへ書き込み」を選択し、「設定」で出力サイズを「650～700MB」未満に設定して下さ

い。

５．「開始」ボタンで開始します。

６．トランスコード後、ディスクに書き込みに入ります。その際にCD-R/RWメディアを挿入します。

７．書き込み完了。

以上でminiDVDの書き込みは完了です。

※miniDVDは互換性が低いため、一般家電のDVDプレイヤーは再生に対応していない場合があります。

※大容量DVDの出力サイズを650～700MB未満に設定してトランスコードを行うと、著しく画質が低下します

ので、miniDVD作成時は低容量のDVDを使用することをお勧めします。

以上で[DVDコピり太郎の高度な使用方法]は終了です。
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７.ウィンドウ解説

ここではDVDコピり太郎のウィンドウ解説をしていきます。必要に応じて参照してください。

■メインウィンドウ
DVDコピり太郎のメインウィンドウです。「動作モード」、「ソースフォルダ」、「ターゲット」他、各操作ボタンと

いうシンプルなインターフェイスを採用しています。

■動作モード
「ソースフォルダ」で選択したDVDの内容がリストに表示されます。そのDVDの内容を「トランスコード」もし

くは「分割」を選択し、それぞれの動作を決定します。

■ソースフォルダ
トランスコードもしくは分割作業したいDVDビデオ構造をもつフォルダ（VIDEO_TSフォルダ）を指定します。

DVDドライブに挿入されているDVDのフォルダを参照するか、あらかじめハードディスク内に用意したDVDビデ

オ構造のフォルダを参照します。

※DVDビデオ構造をもたないフォルダを選択することはできません。

23７. ウィンドウ解説



■プレビュー
各DVDタイトルの内容をプレビュー再生します。DVDの内容を確認する際に利用します。

※DVDビデオ構造をもたないフォルダを選択することはできません。

■出力先

ファイルの出力先を設定します。 (ハードディスクアイコン)を選択した場合はハードディスクにファ

イルを出力し、 (書き込みアイコン)を選択した場合はDVDに書き込みます。

■設定
ドライブ、読み込み速度、書き込み速度、メディアサイズなど様々な詳細設定を行います。

設定項目
デバイス名 ………………利用可能な書き込みドライブ名を表示します。

読み込み速度 ……………利用可能なデバイスの読み込み速度を表示します。

書き込み速度 ……………利用可能なデバイスの書き込み速度を表示します。

メディアサイズ …………トランスコードや分割の際のメディア容量を指定します。通常では書き込み用DVDサイ

ズの「4.7GB」に設定されています。任意のサイズに変更することができます。

テンポラリフォルダ ……分割作業時に使用する一時ファイルの作成場所を設定します。
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■開始ボタン
作業を開始するスタートボタンです。設定が不完全な場合、作業は開始せずに不完全な設定項目を開きます。すべ

ての設定が完了しましたらこのボタンを押してください。

以上で[ウィンドウ解説]は終了です。
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８.DVDコピり太郎をアンインストールする

DVDコピり太郎のアンインストールは、以下の手順で行うことができます。

STEP１ アンインストーラーの起動
スタートメニューのプログラムグループから[DVDコピり太郎]→[アンインストール]をクリックします。

STEP2 アンインストールの承諾
DVDコピり太郎のアンインストーラーを選択すると、製品をアンインストールしてもよいか問い合わせのダイア

ログが表示されます。[はい]をクリックして、アンインストールの承諾をしてください。

STEP3 アンインストールの開始
DVDコピり太郎のアンインストールが開始されます。作業が終了するまでお待ちください。作業が完了し、ダイ

アログが消えたらアンインストールの操作は終了です。

以上で[DVDコピり太郎をアンインストールする]の説明は終了です。
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よくある質問(FAQ)

Q：DVDコピり太郎はどんなソフトですか？
A：DVDコピり太郎は大容量DVDを書き込み用DVDのサイズに変換し、書き込むソフトです。トランスコード

により大容量DVDを書き込み用DVDのサイズ（4.7GB）に変換し、分割機能では大容量DVDを二枚のDVD

に分割してダビングすることが可能です。どちらの機能も再エンコードを行わないので、美しい画質を保つこ

とが可能です。

また、データDVDやDVD/CDのコピーには対応していませんのでご注意ください。

Q：DVDコピり太郎のプログラムが起動しなくなりました。
A：初回起動時にシリアルナンバーを登録する画面が表示されます。シリアルナンバーを入力せずにデモ版として

使いつづけると、14日間で試用期限は終了します。本書巻末のシリアルナンバーを入力して製品を登録して

ください。

Q：市販されているDVDを扱うことができません。
A：市販されているDVDのほとんどには「CSS」という複製防止の暗号化技術が施されています。DVDコピり太

郎ではそういったCSSの施されているDVDを扱うことはできません。ご了承ください。

Q：作業領域にはどれくらいの空き容量を必要としますか？
A：作業領域は最低限でも扱うDVDの容量の二倍程度は必要となります。空き容量が十分に確保できてない環境

ではプログラムを正常に実行することができない場合があります。安定動作、正常動作のために十分な空き容

量を確保してください。

Q：ソースフォルダが参照できません。
A：参照先のソースフォルダがDVDビデオ構造でない可能性があります。DVDビデオ構造のファイルは
「VIDEO_TS.BUP」「VIDEO_TS.IFO」「VIDEO_TS.VOB」などから成り立ちます。ソースフォルダが参照

できない場合は一度、フォルダ内をご確認ください。

また、DVDコピり太郎ではデータDVDなどのDVDビデオ構造以外の形式には対応しておりません。

Q：トランスコード後の画質が非常に悪い。
A：トランスコードは必要以上に割り当てられているビットレートを削ることで容量を少なく変換することができ

ます。しかし、容量が大きければ大きいほど削られるビットレートも大きく、画質が低下する場合があります。

不必要なタイトルや音声、字幕などを削除すると、よりデータ領域を確保することができますので画質を向上

させることができます。

Q：トランスコードや分割機能実行中にプログラムが強制終了してしまいます。
A：主にトランスコードや分割機能実行時は沢山のメモリを使用します。DVDコピり太郎のプログラムが作業中

の場合は他のプログラムを操作しないでください。また常駐アプリケーションなどが多く沢山のメモリが使用

されている場合は、常駐アプリケーションを終了させるか、メモリを増設してみてください。

Q：トランスコーディングや分割機能をもっと速くしたい。
A：トランスコードや分割機能の作業速度を向上するには多くのメモリと、より速いCPUが必要となります。

Windows加速ソフトを利用するよりも、物理的なメモリの増設やCPUの交換の方が体感速度は大幅に向上し

ます。また、DVDコピり太郎を使用する際に他のプログラムを終了してメモリを確保してみてください。
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お問合せ先

ユーザーサポートセンターにお問い合わせになる前に、必ずユーザー登録をお願いします。ユーザー登録をされて

いないお客様には、原則的にサポートなどのサービスを提供することができません。

また、ユーザーサポートセンターにお問い合わせされる際に、PCの詳しい環境などをおたずねする場合がござい

ます。それらの情報を記載した控えをあらかじめご用意ください。

※シリアル紛失や、Windowsのレジストリ等に関するご質問につきましては、お答えいたしかねますので予めご

了承ください。

DVDコピり太郎ホームページ
http://pro-g.livedoor.com/copiritaro/
上記のホームページからDVDコピり太郎のユーザー登録を行うことができます。サポートセンターにお問い合わ

せの前に、必ずユーザー登録をお願いします。

ユーザー登録ページ
https://secure.pro-g.com/member/regist/input3.cgi
PRO-Gホームページよりユーザー登録をされていない場合は、こちらよりユーザー登録をしてください。また、

ユーザー登録が既にお済になられている場合はマイページへログイン後DVDコピり太郎の製品登録をお願い致し

ます。ポートセンターにお問い合わせの前に、必ずユーザー登録と製品登録をお願いします。

電子メールにてお問い合わせの方
copiritaro@livedoor.jp
メールでのお問い合わせの記入項目例

●お使いのパソコンの種類と型番

●お使いの書き込みドライブ(メーカー、型番)

●ご使用のWindowsの種類

●詳細なエラーメッセージと、具体的な症状

●その他　具体的な質問内容

※電子メールにてお問い合わせの際は、なるべく具体的な記述でお願いします。具体的な記述（エラー情報やお客

様の操作内容など）がない場合は回答できない場合があります。

※電子メールにてお問い合わせにつきましては、すべて電子メールでのご回答になります。電子メールの内容をお

電話でお答えすることはできません。

※メールのご返答には、３～５営業日または、状況やお問い合わせ内容によりそれ以上のお時間をいただく場合が

ございます。

お願い
本製品にてトラブルが生じた場合、本マニュアルに記載されております［FAQ(よくある質問)］を参照してくださ

い。参照することにより自己解決できる場合もあります。
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