Roxio Easy Media Creator Homeで

CD/DVD を作ってみよう

Roxio Easy Media Creator Homeは、CDやDVDなどを作成できるアプリケーションです。音楽CD/DVDや、
データCD/DVDの作成、ファイルの自動バックアップなどをすることができます。
また、本製品をアップグレードすると、DVDムービーの編集・作成、写真の編集・整理ができます。
②コピー（☞4ページ）

Easy Media Creator Homeを起動する

CD/DVDの内容を別のCD/DVDへコピーします。
また、CD/DVD のディスクイメージファイルをハード
ディスクに保存したり、ディスクイメージファイルを
CD/DVDに書き込んだりすることができます。

Easy Media Creator Homeを起動します。
■ デスクトップ上のアイコンから起動する
Easy Media Creator Homeを起動する方法は次のとおり

③データ（☞5ページ）

です。

1.

ハードディスクに保管しているデータを CD/DVD にコ
ピーします。

デスクトップにある「 Easy Media Creator
Home」アイコンをダブルクリックします。

④バックアップ（☞6ページ）

Easy Archiveという機能を使って、指定したファイルを
自動的にCD/DVDにバックアップします。

⑤ビデオ

ホームビデオカメラなどで撮った映像を編集して、DVD
ビデオを作成します。

「Easy Media Creator Home」
が起動します。

「ビデオ」機能を利用する場合は、メニューバーの［ヘル
プ］→
［オンラインストア］→［アップグレード］を選択し
て、Roxio社のホームページからEasy Media Creator
Homeをアップグレードします。

Easy Media Creator Homeの機能
Easy Media Creator Homeを起動すると、【ようこそ】画

⑥写真

面が表示されます。

デジタルカメラなどで撮った写真の整理・編集をします。
「写真」機能を利用する場合は、メニューバーの［ヘル
プ］→
［オンラインストア］→［アップグレード］を選択し
て、Roxio社のホームページからEasy Media Creator
Homeをアップグレードします。

①
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⑦ツール（☞7ページ）

書き換え可能なディスク（CD-RWやDVD-RWなど）の内
容の消去や、Easy Media Creator Homeなどで作成し
たDVDビデオディスクをファイナライズします。

DVDビデオディスクをファイナライズすると、ほかの
DVDプレーヤーで再生できるようになります。

ただし、ファイナライズをおこなうと、データの追加
ができなくなります。

①オーディオ（☞2ページ）

オーディオCDや、Jukeboxディスクを作成します。

Jukeboxディスクとは、MP3・WMA・WAVファイルな
どのオーディオファイルが書き込まれたCD/DVDです。
Jukeboxディスクは、MP3・WMA・WAVファイルの再
生に対応したオーディオプレーヤーまたはカーナビゲー
ションシステム、パソコンで再生することができます。
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■ オーディオCDを作成する

オーディオディスクを作成する

ハードディスクに保存されているオーディオファイルから、
オーディオCDを作成します。

オーディオCDや、Jukeboxディスクなどのオーディオディ
スクを作成します。

1.

■ オーディオディスクをコピーする
コピープロテクション
（不正コピー防止機能）が施されてい
ないオーディオCD/DVDを、何も書き込まれていないCD/
DVDにコピーします。

1.

2.

［オーディオ］→［ディスクをコピー］をクリッ
クします。

［オーディオ］→［オーディオCD］をクリックし
ます。
【カーオーディオやホームCDプレイヤーで再生可能
なオーディオCDを作成】
画面が表示されます。

「クイック検索」欄の［スキャン］ボタンをク
リックします。

【ディスクをコピー】画面が表示されます。

ハードディスクに保存されているオーディオファイ
ルが一覧で表示されます。

2.
3.

3.

光ディスクドライブに、オーディオCD/DVD
を挿入します。

書き込みたいオーディオファイルを選択して、
［＜追加］ボタンをクリックします。

ボタンをクリックします。

CD/DVDの読み込みが始まります。
読み込みが終了すると、【ブランクCD/DVDまたは
リライタブル CD/DVD をドライブに挿入してくだ
さい】と表示されます。

4.

CD/DVDを取り出し、何も書き込まれていない
CD/DVDを光ディスクドライブに挿入します。
CD/DVDへの書き込みが始まります。

書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了し
ました」と表示されます。
オーディオファイルが書き込み一覧に追加されます。
書き込み一覧内のオーディオファイルを選択して
/ をクリックすると、曲の順序を入れ替えること
ができます。
をクリックすると、書き込み一覧からオーディオ
ファイルを削除します。

4.
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光ディスクドライブに、何も書き込まれてい
ないCDを挿入します。

5.

2.

ボタンをクリックします。

ハードディスクに保存されているオーディオファイ
ルが一覧で表示されます。

続行の許可を求めるダイアログが表示されます。

6.

［スキャン］ボタンをクリックします。

［はい］ボタンをクリックします。

3.

書き込みたいオーディオファイルを選択して、
［＜追加］ボタンをクリックします。

オーディオCDは、一度オーディオデータを書き込むと
それ以上オーディオデータを追加することができなく
なります。
ただし、書き換えができる CD（CD-RW）にオーディオ
データを書き込んだ場合は、書き込んだ内容を消去す
ると新しくオーディオCDを作成することができます。

CDへの書き込みが始まります。
書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了し
ました」と表示されます。

オーディオファイルが書き込み一覧に追加されます。

■ Jukeboxディスクを作成する
Jukebox ディスクとは、MP3・WMA・WAV ファイルな

書き込み一覧内のオーディオファイルを選択して
/ をクリックすると、曲の順序を入れ替えること
ができます。
をクリックすると、書き込み一覧からオーディオ
ファイルを削除します。

どのオーディオファイルが書き込まれたディスクです。

Jukeboxディスクには数百曲のオーディオファイルを書き
込むことができます。

4.

Jukeboxディスクは、MP3・WMA・WAVファイルの再生

に対応したオーディオプレーヤーまたはカーナビゲーショ
ンシステム、パソコンで再生することができます。

1.

5.

光ディスクドライブに、何も書き込まれてい
ないCD/DVDを挿入します。
ボタンをクリックします。

［オーディオ］→［Jukeboxディスク］をクリッ
クします。
【Jukeboxディスクを作成】
画面が表示されます。

CD/DVDへの書き込みが始まります。

書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了し
ました」と表示されます。
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■ ディスクイメージファイルをディスクに書き込む

ディスクをコピーする

ハードディスクに保存されているディスクイメージファイ
ルをもとにCD/DVDを作成します。

CD/DVDのコピーや、ディスクイメージの保存・書き込み
ができます。

ディスクイメージファイルは、ディスクに書き込まれ
ているデータを1つのファイルにまとめたものです。
ディスクイメージをハードディスクに保存しておけば、
元のディスクがなくても、ディスクイメージファイル
から元のディスクと同じ内容のものを、簡単に作成す
ることができます。

■ CD/DVDをコピーする
コピープロテクション
（不正コピー防止機能）が施されてい
ない CD/DVD を、何も書き込まれていない CD/DVD にコ
ピーします。

1.

1.

［コピー］→［ディスクをコピー］をクリックし
ます。

【ディスクにイメージを書き込む】
画面が表示されます。

【ディスクをコピー】画面が表示されます。

2.
3.

2.

光ディスクドライブに、コピーするCD/DVD
を挿入します。

3.

ボタンをクリックします。

4.

CD/DVDの読み込みが始まります。
読み込みが終了すると、「ブランクCD/DVDまたは
リライタブル CD/DVD をドライブに挿入してくだ

［参照］
ボタンをクリックして、CD/DVDに書き
込むディスクイメージファイルを選択します。
光ディスクドライブに、何も書き込まれてい
ないCD/DVDを挿入します。
ボタンをクリックします。

CD/DVDへの書き込みが始まります。

さい」と表示されます。

4.

［コピー］→［イメージを書き込む］をクリック
します。

書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了し
ました」と表示されます。

CD/DVDを取り出し、光ディスクドライブに何
も書き込まれていないCD/DVDを挿入します。
CD/DVDの書き込みが始まります。

書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了し
ました」と表示されます。
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2.

■ ディスクイメージをハードディスクに保存する
CD/DVDの内容をディスクイメージファイルとして、ハー
ドディスクに保存します。

1.
2.
3.

3.

［コピー］
→
［イメージを保存］
をクリックします。
【ハードディスクにイメージを保存】画面が表示され
ます。

光ディスクドライブに、コピーするCD/DVD
を挿入します。
ボタンをクリックします。

CD/DVDの読み込みが始まります。
読み込みが終了すると、「ブランクCD/DVDまたは
リライタブル CD/DVD をドライブに挿入してくだ
さい」と表示されます。

光ディスクドライブに、ディスクイメージを
作成するCD/DVDを挿入します。
［参照］
ボタンをクリックして、ディスクイメー
ジファイルの保存先とファイル名を設定します。

4.

CD/DVDを取り出して、光ディスクドライブ
に何も書き込まれていないCD/DVDを挿入し

ます。

4.

CD/DVDへの書き込みが始まります。

書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了し
ました」と表示されます。

ボタンをクリックします。

CD/DVDの読み込みが始まります。

読み込みが終了すると、「ディスクイメージが作成
されました」と表示されます。

■ データディスクを作成する
ハードディスクに保管されているデータをCD/DVDに書き
込みます。

1.

データCD/DVDを作成する
データCD/DVDのコピーや、データCD/DVDの作成ができ
ます。

■ データCD/DVDをコピーする
コピープロテクション
（不正コピー防止機能）が施されてい
ないCD/DVDをコピーします。

1.

［データ］→［ディスクをコピー］をクリックし
ます。
【ディスクをコピー】画面が表示されます。
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［データ］
→
［データディスク］
をクリックします。
【データディスク】画面が表示されます。

2.

［データを追加］ボタンをクリックして、表示
されるメニューから
［ファイルを追加］または
［フォルダを追加］を選択します。

バックアップする
Easy Archiveという機能を使って、パソコンに保存されて
いるデータを、簡単にCD/DVDへバックアップすることが
できます。
Easy Archiveは、検索条件を設定すると、それに見合った
ファイルを自動的に検索してバックアップします。
検索条件はファイルのカテゴリや作成日付から細かく設定
することができます。
■ Easy Archiveを使ってバックアップする
Easy Archiveを使って、CD/DVDにバックアップします。

1.

【ファイルを追加】ダイアログが表示されます。

3.

5.

Archive］をクリック

【Easy Archive】
画面が表示されます。

書き込みたいファイルまたはフォルダを選択
して、［追加］ボタンをクリックします。

書き込み一覧に追加されます。

4.

［バックアップ］→［Easy
します。

2.

光ディスクドライブに、何も書き込まれてい
ないCD/DVDを挿入します。

3.

ボタンをクリックします。

CD/DVDへの書き込みが始まります。

［参照］ボタンをクリックして、バックアップ
するフォルダを選択します。
バックアップするファイルのタイプを選択し
ます。

ファイルタイプは次の3種類から選択します。

書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了し
ました」と表示されます。

・選択したパスの全ファイル
選択したフォルダ内にあるファイルすべてをバック
アップします。

・以下のカテゴリーのファイルのみ
バックアップするファイルの種類をチェックします。
電子メール、
写真、
音楽、
ビデオなどから選択できます。

・右の日付以降に更新されたファイルのみアーカイブ
指定した日付以降に更新したファイルすべてをバッ
クアップします。

6

4.
5.

4.

光ディスクドライブに、何も書き込まれてい
ないCD/DVDを挿入します。

ボタンをクリックします。

ボタンをクリックします。

CD/DVDの消去が始まります。

消去が終了すると、「消去が完了しました」と表示さ
れます。

CD/DVDへの書き込みが始まります。

書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了し
ました」と表示されます。

■ ディスクをファイナライズする
ファイナライズとは、Easy Media Creator Homeなどで
作成したDVDビデオディスクを、ほかのDVDプレーヤーで
も再生できるようにする機能です。

ツールを使う

ファイナライズしていない DVDビデオディスクは、ほ
かのDVDプレーヤーでは再生できないことがあります。
ただし、ファイナライズをおこなうと、データの追加
ができなくなります。

書き換え可能なCD/DVDの消去やディスクのファイナライ
ズ、ディスク情報の参照ができます。

■ ディスクを消去する
書き換え可能なディスク（CD-RWやDVD-RWなど）を消去

1.

します。

1.

2.
3.

［ツール］→［ディスクをファイナライズ］をク
リックします。
【ディスクをファイナライズ】画面が表示されます。

［ツール］
→
［ディスクを消去］
をクリックします。
【ディスクを消去】画面が表示されます。

2.
光ディスクドライブに、削除するCD/DVDを
挿入します。
「クイック消去」
または
「完全消去」
を選択します。
・クイック消去
実際のデータを消去せずに、ディスクの管理領域だ
けを消去します。
消去が完了するには1分程度かかります。

・完全消去
ディスクに記録されているすべてのデータを完全に
消去します。
消去が完了するには30分〜 1時間程度かかります。

7

光ディスクドライブに、ファイナライズする
DVDを入れます。

3.

ボタンをクリックします。

困ったときには
使い方がわからない、トラブルが発生したなど、困ったと
きにはソーテックカスタマセンタへお問い合わせいただく
前に、次のヘルプおよびチュートリアルをご覧ください。
操作方法やトラブル解決のための情報が提供されています。

■ ヘルプを見る
Easy Media Creatorの操作方法や、操作のヒントを見ます。

1.

［ヘルプ］→［ヘルプ］をクリックします。

【Roxio ヘルプ センター】
ウィンドウが表示され、現
在表示中の画面についての操作方法が表示されます。

DVDのファイナライズが始まります。
ファイナライズが完了するには数分かかります。
DVDの残り容量によって、ファイナライズが完了する
までの時間がかわります。

ファイナライズが完了すると、「ファイナライズが
完了しました」と表示されます。

■ ディスク情報を表示する
光ディスクドライブに挿入されたCD/DVDの情報を表示し
ます。

1.
2.

光ディスクドライブに、ディスク情報を表示
するCD/DVDを挿入します。

■ チュートリアルを見る
チ ュ ー ト リ ア ル の 指 示 に 従 っ て 作 業 を 進 め る と、Easy
Media Creatorの基本的な操作方法を学習することができ

［ツール］→［ディスク情報］をクリックします。

ます。

【ディスク情報】画面が表示されます。

1.

メニューバーの［ヘルプ］→［チュートリアル］
をクリックします。

「Internet Explorer」が起動して、現在表示中の画
面についての詳細な操作方法が表示されます。

光ディスクドライブの情報や書き込み性能、ディス
クの種類や書き込み状態、空き容量などが表示され
ます。

Microsoft、Windows、Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商
標です。
Roxio、Roxio Easy Media Creatorは米国Sonic Solutionsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
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