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1. 	DVD2One2 をお使いいただく前に
DVD2One2 でできること

DVD2One2 は、DVD ビデオのコピーを行うソフトです。
DVD2One2 は、DVD ビデオ、およびパソコンのハードディスク
上の DVD ビデオデータの両方を扱うことができます。
本製品で取り扱いできる DVD ビデオのデータおよび DVD ビデオ
は、DVD-Video(General)( 一般ユーザーによる少量配布を目的
とし、特別なコピー防止機能を持たない規格で、DVD ドライブや
DVD/RW で作成された DVD ビデオ ) を表します。

こんなときは、この機能

4.7GB 以上の DVD ビデオデータを 4.7GB 以下の DVD にコピー
したいとき

「メニュー、特典映像など、DVD を完全にコピーする」
⇒ 第 2 章（5 ページ）

ムービーだけ、または複数枚の DVD から 1 枚の DVD を作成した
いとき

「ムービーだけ、または複数の DVD のムービーを選択する」
⇒ 第 3 章（9 ページ）

MP3 ファイルからオリジナルの音楽 DVD を作成したいとき
「音楽ファイルを DVD にリマスターする」
⇒ 第 4 章（18 ページ）

2. 	メニュー、特典映像など、DVDを完全にコピーする
ここではメニュー、特典映像など、DVDをコピーする方法を説明します。

DVD2One2 を起動するとメインメニューの画面が表示されます。
1 番上のボタンを押します。

次に DVD ビデオのソース (VIDEO_TS) フォルダを選択します。
 　※　Windows 版の場合　　　　　　　※　Mac 版の場合
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VIDEO_TS フォルダを選択すると「DISC COPY」の画面に変わります。

この画面では各種の設定を行います。
①	設定

「設定」をクリックすると、次の画面が表示されます。

  • 出力
  出力サイズを書き込み対象メディアのサイズに応じ、次の 3 通

りの中から設定します。
 DVD-R(W) ➡ 1 層式メディアの場合 
 DVD-R(W) DL   ➡ 2 層式メディアの場合 

 カスタム ➡  カスタムを選択した場合は、テキストボッ
クス内に任意の数値を入力します。

  • 圧縮モード
 圧縮時に「品質重視」または「速度重視」で行うかを設定します。
  品質重視を選んだ場合はさらに、自動・低・中・高で圧縮の段

階設定ができます。
 通常は「自動」を選択してください。
  • Scanmode
 バックアップ元のディスク解析方法を指定します。
 通常は「Quick」にして頂き、エラーが出る場合は「Full」を
 使用してください。
②	ソース

先に設定された DVD ビデオのソース (VIDEO_TS) フォルダの場所
が設定されます。

「選択」ボタンをクリックすると、5 ページに記載されている「フォ
ルダの選択画面」が表示され、ソースフォルダを変更することがで
きます。
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③	音声
「音声」をクリックすると、次の画面が表示されます。

チェックマークを入れた音声トラックをコピーします。
音声トラックが 1 つだけの場合に、チェックマークが入っていない
と音声が無い状態でコピーされてしまうので、必ずチェックマーク
を入れるよう、ご注意ください。
※　音声トラックは複数選択することもできます。
※　完全コピーの場合は、すべてにチェックを入れてください。

④	◀ボタン
メインメニューに戻ります。

⑤バッチ処理ボタン
複数の DVD-Video データを一度に処理するための追加ボタンです。
※　バッチ処理については（⇒ 37 ページ）にて説明します。

⑥	プロセス開始ボタン
このボタンを押すと出力時の設定に進みます。
※　 出力時の設定は「5. 出力時の設定」（⇒ 28 ページ）にて説明

します。

3. 	ムービーだけ、または複数のDVDのムービーを選択する
ここではムービーだけ、または複数枚の DVD ムービーを選択する
ジョイン機能を説明します。
※　複数枚の DVD を扱う場合は、一度ハードディスク上に DVD
データをコピーする必要があります。DVD ドライブを直接指定して
扱うことはできません。

作業の流れは次の通りです。

DVDビデオのソース (VIDEO_TS) フォルダを選択

ムービーだけで出力する場合 複数のDVDを選択する場合

出力サイズや品質の設定、
必要なチャプター(セル・レイヤー)・音声・字幕にチェック

出力タイプ（VIDEO_TS・
DVDイメージ・DVDメディア）

を設定して出力

出力サイズや品質の設定、
必要なチャプター(セル・レイヤー)・

音声・字幕にチェック

出力タイプ（VIDEO_TS・
DVDイメージ・DVDメディア）を

設定して出力

DVDビデオのソース (VIDEO_TS) 
フォルダを追加
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DVD2One2 を起動して、2 番目（真ん中）のボタンを押します。

次に DVD ビデオのソース (VIDEO_TS) フォルダを選択します。
 　※　Windows 版の場合　　　　　　　※　Mac 版の場合

  
VIDEO_TS フォルダを選択すると設定画面に変わります。
この画面で各種の設定を行います。

①	DVD名（ボリュームラベル）

新しく作成される DVD のボリュームラベルを表示します。
一度クリックをして、１～ 2 秒後に再びクリックすると名前を変更
できます。（半角英数字のみ。日本語など 2 バイト文字は使えません）

②	設定
「設定」をクリックすると、次の画面が表示されます。
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  • 出力
  出力サイズを書き込み対象メディアのサイズに応じ、次の 3 通

りの中から設定します。
 DVD-R(W) ➡ 1 層式メディアの場合 
 DVD-R(W) DL ➡ 2 層式メディアの場合 
  カスタム ➡  カスタムを選択した場合は、テキストボッ

クス内に任意の数値を入力します。

  • 圧縮モード
 圧縮時に「品質重視」または「速度重視」で行うか設定します。
  品質重視を選んだ場合はさらに、自動・低・中・高 で圧縮の段

階設定ができます。
 通常は「自動」を選択してください。

③	タイトル1
「タイトル 1」をクリックすると、次の画面が表示されます。

最初に選択した VIDEO_TS の情報が表示されます。

④	ソース
「ソース」をクリックすると、次の画面が表示されます。

先に設定された DVD ビデオのソース (VIDEO_TS) フォルダの場所
が設定されます。

「選択」ボタンをクリックすると、5 ページに記載されている「フォル
ダの選択」画面が表示され、ソースフォルダを変更することができます。
⑤	タイトル

「タイトル」をクリックすると、次の画面が表示されます。

選択したビデオのソースを 1 タイトルとして、チャプターやアング
ルなどの情報が表示されます。
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⑥	音声

チェックマークを入れた音声トラックをコピーします。
音声トラックが 1 つだけの場合に、チェックマークが入っていない
と音声が無い状態でコピーされてしまうので、必ずチェックマーク
を入れるよう、ご注意ください。
※　音声トラックは複数選択することもできます。
⑦	字幕

字幕の選択を行います。もし、不要な字幕があればチェックを外してく
ださい。字幕は複数選択することも、すべて選択しないことも可能です。

⑧	セル
ここではセル・チャプター・レイヤーの単位で必要・不要の選択を
行います。

  • 全て
 すべてにチェックを入れます。

  • セル、チャプター、レイヤー
	 −	セル
  セルはチャプターより細かな最小単位で選択表示をします。
	 −	チャプター
  チャプター単位で選択表示をします。
	 −	レイヤー
   2 層式メディア（DVD ± R DL）の場合に限り 1 層と 2 層

の単位で選択表示をします。
 ※通常は、チャプター単位での選択をご利用ください。
  • なし
  「なし」ボタンをクリックすると、選択したすべてのチェック

を外します。
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⑨	タイトル追加

このボタンを押して DVD ビデオのソース (VIDEO_TS) フォルダを
選択し、新規にタイトルを追加します。
⑩	シームレスタイトル追加

このボタンを押して DVD ビデオのソース (VIDEO_TS) フォルダを
選択し、新規にタイトルを追加します。シームレスタイトルの場合は、
先に選んだ DVD ビデオのソースにつなぎ目なくタイトルを追加します。
※　シームレスタイトル追加は、先に選択したタイトルとまったく
同じ音声・字幕のデータでない場合、ご利用できません。通常は「⑨
タイトル追加」をご利用ください。

⑪	 ◀ボタン
メインメニューに戻ります。

⑫	 削除ボタン
16 ページ「⑨タイトルの追加」や「⑩シームレスタイトルの追加」
で追加したタイトルを削除します。先に設定された DVD ビデオの
ソース (VIDEO_TS) の「タイトル 1 」は削除できません。

⑬	 バッチ処理ボタン
複数の DVD-Video データを一度に処理するための追加ボタンです。
※　バッチ処理については（⇒ 37 ページ）にて説明します。

⑭	プロセス開始ボタン
このボタンをクリックすると出力時の設定に進みます。
※  出力時の設定は「 5. 出力時の設定」 （⇒ 27 ページ）にて説明します。
※  「⑨ タイトル追加」または「⑩ シームレスタイトル追加」でボ

タンを繰り返しクリックすることで、さらに複数のタイトルを
追加できますが、DVD メディアの容量や圧縮率により追加でき
るタイトルには上限があります。「圧縮率が 70% を超えていま
す」という警告が出た場合は「タイトルの削除」・「セル」・「字幕」・

「音声」で不要なデータを削除する必要があります。

⑨
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4. 	音楽ファイルをDVDにリマスターする
ここでは MP3 ファイルから、DVD プレーヤーで再生できるオー
ディオ DVD を作成する方法を説明します。
※  ここで言う音楽 DVD とは「DVD フォーラム」で策定された

DVD-Audio ではなく、一般の DVD プレーヤーで再生可能な音
声のみを収録した DVD-Video を指します。

  • 音楽ファイルを DVD にリマスターする前の準備
  任意のフォルダを作成し、その中に MP3 ファイルを収めます。

1 つのフォルダに収めるファイル数は 99 個までにしてくださ
い。100 個以上の場合は複数のフォルダを作成して 99 個を上
限にファイルを収めてください。

※	 文字化けについて
  本機能は半角英数字のみの認識となるため、ID3 タグの曲名が

日本語などの 2 バイト文字の場合、文字化けをします。リマス
ターをしたいファイルの ID3 タグ（曲名）をあらかじめ半角英
数字に変更してご利用ください。

  なお、文字化けをしていても正しくリマスターはされますので、
曲名の確認が必要ない場合はそのまま続けてください。

  • リマスターが可能なファイル
  リマスターが可能なファイルはサンプルレートが 44.1kHz 以

上、オーディオトラックが 2 チャンネル（ステレオ）のファイ
ルに限ります。

DVD2One2 を起動して、上から 3 番目のボタンを押します。

次に MP3 ファイルを収めたフォルダを選択します。
 　※　Windows 版の場合　　　　　　　※　Mac 版の場合
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リマスターが可能な音楽ファイルのあるフォルダが選択されると、
「新しいオーディオ DVD 」の画面が表示されます。
この画面で各種の設定を行います。

MP3 ファイルを収めたフォルダの情報が表示されます。

①	設定

  • ビデオモード
  ビデオモードを選択します。日本仕様の DVD プレーヤーで再

生するならば、NTSC にします。PAL は主にヨーロッパで使用
されている方式です。オーディオ DVD は実際には DVD ビデ
オの一種で、ビデオストリームが含まれている必要があります。
プレーヤーがオンスクリーンでタイトルやトラック、時間情報
などを表示する場合に影響することがあるので、お使いのテレ
ビの視聴環境に合わせた設定を行なうことを推奨します。

  • ディスクの挿入
  DVD プレーヤーにオーディオ DVD をセットしたときの動作を

設定します。「停止」では DVD プレーヤーで自動再生されません。
「最初のアルバムを再生」を選ぶと、最初のアルバムが自動再生
されます。

  • ボリュームラベル
  DVD メディアの名称（ボリュームラベル）を設定します。日本

語で指定すると、DVD の規格上文字化けを起こしますので、英
数字で設定されることを推奨します。

①
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  • 出力
  出力サイズを書き込み対象メディアのサイズに応じ、次の 3 通

りの中から設定します。
 DVD-R(W) ➡ 1 層式メディアの場合 
 DVD-R(W) DL ➡ 2 層式メディアの場合 
  カスタム ➡  カスタムを選択した場合は、テキストボッ

クス内に任意の数値を入力します。

②	アルバム1

最初に選択したリマスター可能な音楽ファイルが収められたフォル
ダの情報がアルバム 1 として表示されます。

③	（アルバム1の）設定

  • エンコードモード
	 −	PCM
   Pulse Coding Modulation(PCM) を使用します。CD オー

ディオと同様の方式です。
   オーディオ CD では 44.1kHz 16 ビットのエンコードが

使われますが、DVD ビデオでは「サンプルレート」は 48 
または 96kHz が、「ビットレート / サンプルレート」は
16/20/24 ビットのエンコードが利用できます。

	 −	MP1
   MPEG-1 Audio Layer 1 を使用します。推奨ビットレート

は 384 kbps です。このモードは全ての DVD プレーヤーで
再生できる保証はありません。事前にリライタブルメディア
でテストすることを推奨します。

	 −	MP2
   MPEG-1 Audio Layer 2 を使用します。MP1 よりも低い

ビットレートで CD に近いクオリティーを確保する事を目標
に開発されています。推奨ビットレートは 224 kbps です。

②
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	 	 −	サイコアコースティックモデル
    エンコードモードで MP1 または MP2 を選択したときに

設定が表示されます。
   音声形式によって最適な音質効果を得られます。
	 	 	 	•	1	Musicam
     シンプルな音質の音声フィルターです。MP1 での使用

を推奨します。
	 	 	 	•	2	AT&T
     Musicamと比較して複雑な音声フィルターです。低ビッ

トレートの MP2 での使用を推奨します。
  • ビデオストリーム
	 −	フルストリーム
   PCM モードでの推奨値です。ほとんどの DVD プレーヤーと

互換性のあるモードです。 全てのプレーヤーの機能 ( 早送り、
巻き戻し、スキップ等 ) を利用できます。

   MP1 または MP2 モードでは、必要なオーディオデータ以上
に出力サイズが大きくなります。

	 −	1 フレーム /song
   MP1/MP2 モードで推奨される値です。このモードは全て

の DVD プレーヤーで再生できる保証はありません。事前に
リライタブルメディアでテストすることを推奨します。長所
としては、出力ファイルサイズが小さいことです。短所とし
てはプレーヤーの早送りや巻き戻し機能は動作しません。多
くの場合、再生中に一時停止してから再生を行なうと、次の
曲の再生までプレーヤーの時間表示が機能しなくなります。

	 −	1 フレーム /GOP
   「1 フレーム /song」が上手く動作しない場合には、MP1/

MP2 モードで推奨されます。このモードは全ての DVD プ
レーヤーで再生できる保証はありません。事前にリライタブ
ルメディアでテストすることを推奨します。プレーヤーの早
送りや巻き戻し機能は動作しません。出力ファイルサイズは
大きくなりますが、「フルストリーム」程は必要としません。

  • Minutes Per Order 
 「無効」のままにしてください。
  • Multiplier （2-64）
 「2」のままにしてください。
  • アーティスト名
  リマスターが可能な音楽ファイルが収められたフォルダのアー

ティスト名を設定できます。ここは空欄でも構いません。
 ※　半角英数字で設定してください。
  • アルバム名
  リマスターが可能な音楽ファイルが収められたフォルダのアル

バム名を設定できます。ここは空欄でも構いません。
 ※　半角英数字で設定してください。

④	曲
「曲」をクリックすると、次の画面が表示されます。

アルバム内の曲が表示されます。チェックマークを入れた曲を出力
します。
チェックマークが入っていないと曲が無い状態で出力されてしまう
のでご注意ください。

④
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  • －ボタン
 [ － ] ボタンをクリックするとチェックを入れた曲を削除します。
  • ＋ボタン
  任意のフォルダからアルバムに曲を追加します。追加できる上

限は 99 曲までとなります。
  • チェックボタン
  [ チェックボタン ] をクリックすると、すべての曲にチェックを

入れます。

⑤	アルバムの追加と削除

  • ◀ボタン
 ボタンをクリックするとメインメニューに戻ります。
  • ＋ボタン
  ボタンをクリックすると曲の入っていない空のアルバムが追加

されます。ウィンドウ右側の＋ボタンでアルバムに曲を追加す
ることができます。

  • ＋＋ボタン
  ボタンをクリックするとオーディオファイルの入ったフォルダ

を選択して、アルバムを追加します。

プロセス開始ボタン

  • －ボタン
  ボタンをクリックすると追加したアルバムを選択して削除します。

先に設定されたアルバム 1 は削除できません。

プロセス開始ボタン
このボタンを押すと出力時の設定に進みます。

「DVD メディアのサイズを超える容量の音楽データファイルは書込
みできません。」という警告が、表示された場合はアルバム数を減ら
す、曲リストから不要な曲を削除する等の設定が必要となります。
※ 出力時の設定は「5．出力時の設定」（⇒ 28 ページ）にて説明します。

⑤
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5.	出力時の設定
ここでは出力時に行う設定について説明します。

「プロセス開始ボタン」をクリックすると次の画面が表示されます。

①	出力タイプ
次の 3 つより選択します。

  • ファイルセット
  ファイルセット VIDEO_TS フォルダで出力します。出力先は

OK ボタンを押した後に指定します。
  出力した [VIDEO_TS] フォルダを、ライティングソフトでその

まま書き込むと、DVD-Video ディスクになります。

  • イメージ
  ISO 形式の DVD イメージファイルで出力します。出力したイ

メージファイルは、ISO 対応のライティングソフトで書き込んだ
り、仮想ドライブに読み込ませたりすることができます。出力先
は [Ok] ボタンを押した後に指定します。

  • 書き込み
  VIDEO_TS フォルダを DVD メディアに書き込む作業までを行

います。
②	DVDレコーダー
接続されている書き込み可能な DVD ドライブが選択できます。選択
した後はドライブに書き込み可能なメディアをセットしてください。

③	書込み速度
DVD メディアへの書き込み速度を設定します。MAX を選んだ場合
は書き込みドライブの最大書き込み速度が適用されます。

④	イメージの場所
書き込み時に使用する ISO イメージ作成する場所を設定します。一
時フォルダは C ドライブ内に作成され、DVD2One2 の終了時に削
除されますが、もし C ドライブの容量が少ないなどの場合に、他の
場所へ設定することができます。

⑤	RWメディアの消去
リライタブルメディアに書き込む前に消去の確認をするか、常に削
除するかを設定します。

⑥	取り出し
書き込み後、ドライブが自動的にディスクを排出します。
※ドライブによっては、機能しないことがあります。
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⑦	OK	ボタン
出力を開始する前に、先に設定した「出力タイプ」により動作が異
なります。

  •  出力タイプで「ファイルセット」または「イメージ」に設定し
た場合

  保存先を指定してから「ファイルセット」または「イメージ」
の出力を行います。

  •  出力タイプで「書き込み」を選び、イメージの場所に「一時保
存フォルダを使用」に設定した場合

  DVD メディアへの書き込み作業まで行います。取り出しに
チェックした場合、書き込み終了後にメディアをイジェクトし
ます。

  •  出力タイプで「書き込み」を選び、イメージの場所に「出力先フォ
ルダを選択する」に設定した場合

  保存先を指定してから、DVD メディアへの書き込み作業まで行
います。「取り出し」にチェックした場合、書き込み終了後にメ
ディアをイジェクトします。

6.	初期設定
ここでは DVD2One2 の初期設定について説明します。
DVD2One2 は初期設定を特に行う必要なく、そのままお使いいた
だいても構いません。

初期設定は「ファイル」メニューの「初期設定」から開きます。
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①	ユーザーインターフェイス

  •  言語
  DVD2One2 のインターフェイス上で表示される言語を設定し

ます。
  ※日本語以外は、すべてサポート外となります。
  • 特定のフォルダを保存先に指定する
  出力時の設定の「イメージの場所」を固定することができます。（2

バイト文字のフォルダ等は指定しないでください。）

②	書き込み
出力時の標準設定をカスタマイズする事ができます。

③	デフォルトのオーディオトラック
標準状態で取り込む音声トラックを設定できます。

④	デフォルトの字幕
標準状態で取り込む字幕を設定できます。

②

④

③
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7.	「上級」メニュー

ここでは「上級」メニューについて説明します。

①	DVDイメージの書き込み
DVD イメージ（iso 形式）を DVD メディアに書き込む場合に用い
ます。あらかじめ書き込み可能な DVD メディアをドライブにセッ
トしてから、「DVD イメージの書き込み」を選び、DVD イメージ
を選択すると書き込みが開始されます。

②	DVD-RWの消去
イレース（消去）したいリライタブルメディアをドライブにセット
してから実行します。必ず内容の確認を行ってから実行してください。

※「Grid スレーブモードを開始」「Grid スレーブモードを終了」
の機能につきましては、サポート対象外となります。ご了承ください。

⑤	オーディオリマスター
アーティストとアルバム名をフォルダのパスから取得するか無効に
するかを設定します。

⑥	Advanced	Option
本ソフトの実行優先速度を変更できます。

※「Grid マスター」「Grid スレーブ」の機能につきましては、サポー
ト対象外となります。ご了承ください。

⑤
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注意事項
2バイト文字（全角日本語等）の、本製品での使用状況について

「音楽ファイルをDVDにリマスターする」機能
音楽 DVD の作成時に、ID3 タグの曲名に 2 バイト文字（全
角日本語等）を使用しているファイル名を選択した場合、ア
ルバム内の曲名が正しく表示されないことを確認しておりま
す。曲名を表示する際には 2 バイト文字を使用せず、ID3 タ
グの曲名が半角英数字のみのファイルがあるフォルダを選択
してください。

「DVD名」の入力
「出力時の設定」画面の「イメージの場所」で「出力先フォル
ダを選択する」を選択した際、「フォルダの参照」画面が表示
され、画面下の「新しいフォルダの作成」ボタンをクリック
すると任意の場所に出力先フォルダとして「新しいフォルダ」
が作成されますが、このフォルダを２バイト文字（全角日本
語等）で名前をつけた場合、またフォルダまでのディレクト
リに 2 バイト文字（全角日本語等）が含まれている場合、出
力先フォルダとして指定することができなかったり、プログ
ラムが終了して姉妹という現象が発生することを確認してお
ります。「イメージの場所」の出力先フォルダには 2 バイト文
字を使用せず、半角英数字のみのフォルダ名、フォルダまで
のディレクトリを使用しているフォルダを選択してください。

※ Windows では、「イメージの場所」の出力先は Windows ログインユーザー
名以下のディレクトリに初期設定されているため、2 バイト文字を使用したも
のになっている可能性があります。この場合も、上記の現象が発生してしまう
可能性がありますので、2 バイト文字を使用した Windows ユーザーでご利用
の場合は、「イメージの場所」の選択は「出力先フォルダを選択する」を選択し
てください。

 ※2バイト文字を使用した操作は行わず、半角英数字のみを
使用してください。

バッチ処理について（サポート外機能）
バッチ処理は、まとめて複数の DVD を登録して自動的に処理を
行わせる機能となります。

完全コピーの場合は、1 つめの設定が完了後にバッチ処理追加ボ
タンを押して、新たな DVD のソースを選ぶ事により 2 つめの処
理として登録させる事が可能となります。またその後も、同じ方
法にて追加する事が可能です。
バッチ追加が完了しましたら、通常の出力方法で処理を開始する
と、登録をした DVD が連続で自動的に処理を行います。
ただし、バッチ処理には以下の制限があります。
・ソース元になる DVD-Video データ (VIDEO_TS）は必ずハー

ドディスク上にある物を使用しなければなりません。直接
DVD ドライブの中にある DVD を指定しての処理はできません。

・出力時設定に「書き込み」を選んだ場合、「ソース元から読み込
み・処理」→「イメージ作成」→「メディアへの書込」となる
ため、処理が書き込みになった時点で空ディスクを要求されま
す。そのため、書き込み時点で毎回空ディスクを要求されるの
で完全な連続処理になりません。

・設定したバッチ処理のうち、エラーが発生した時点で停止とな
ります。エラーが起きたバッチを自動的に飛ばして、次の処理
は行いません。

以上の事からバッチ処理につきましては、正式サポート外の機能
となる事をご了承ください。
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