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ダビング前のご案内

Q:どのディスクを選んでいいかわからない！ 

Q:長時間の番組を1枚のディスクにダビングしたい！ 

Q:長時間の番組の画質を落とさずダビングしたい！ 

A:あらかじめ番組を分割してからダビングします。 

A:ダビングモードの選択で、「レート変換FR」を選びます。  
「レート変換ダビング（FR）」を選ぶと、1枚に収まるダビングモードが自動的に 
選択されます。  

 

A:流れに従って、目的にあったディスクを選んでください。 
 

Q:気に入った場面だけを編集して保存したい！ 

A:プレイリストを作成してからダビングします。
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ダビング先ディスクの選びかた

HDDに録画した番組をDVDにダビングする場合、以下の流れに従って、ダビング前に使用するディスクと記録
フォーマットの種類をあらかじめ確認してください。

●デジタル放送の番組をダビングする場合、CPRM対応ディスクを使用してください。

DVD-RAM DVD-RW DVD-R

一時保存用 
（くり返し利用）DVDを作成したい 保存用DVDを作成したい 

デジタル放送の番組をダビングしたい 

初期化せずに 
このまま 

ダビングできます。 

VRフォーマットで 

初期化してください。 

ビデオフォーマットで 

初期化してください。 

 えいい いは CPRM対応ディスク 
を使用してください。 
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録画した番組をダビングする

本機のHDDやDVDに録画した番組を、DVDやHDD、
およびi.LINK接続した機器（DV-DH1000W/500W）
にダビングすることができます。

「1回だけ録画可能」な番組をダビングすると

「１回だけ録画可能」な番組（主にデジタル放送）を
ダビングすると「移動（ムーブ）」となり、ダビング
前の番組は消去されます。

ダビングについて

ダビング方向およびダビングモードは以下のようにな
ります。

ダビング先 HDD DVD i.LINK機器※
ダビング元 高速 レート変換 高速 レート変換 等速
HDD TSXモード － － ○ ○ ○

TSモード － － － ○ ○
XP、SP、LP、EPモード － － ○ ○ －

DVD VRフォーマット ○ ○ － － －
ビデオフォーマット

－ ○ － － －
（ファイナライズ前）
ビデオフォーマット

－ － － － －
（ファイナライズ後）

※DV-DH1000W/500W

HDDからのダビングは… 

i.LINK対応機器からのダビングは… 

DVDからのダビングは… 

HDDDVD

HDD i.LINK対応機器 

HDD DVD

録画した番組 

録画した番組 

■高速ダビングについて
高速ダビングとは、画質を落とさずにダビングすることがで
きる録画モードです。ただし、デジタルハイビジョン放送を
「TSX」モードで録画した番組は、「XP」モードと同等の画
質になります。

高速ダビングの所要時間は、ダビングする番組の録画モード
やディスクの種類によって異なります。約1時間の番組をダ
ビングするときの所要時間の目安は以下のとおりです。

ディスクの種類 DVD-RAM DVD-RW DVD-R
録画モード （5倍速対応） （6倍速対応） （8倍速対応）（16倍速対応）

TSX 約11分30秒 約10分30秒 約8分 約6分
XP 約11分30秒 約10分30秒 約8分 約6分
SP 約6分 約5分30秒 約4分 約3分30秒
LP 約3分30秒 約3分 約2分 約2分
EP 約2分30秒 約2分30秒 約1分30秒 約1分

■「TS」モードやDVDに入りきらな
い番組をダビングする（レート変換
ダビング）

レート変換ダビングとは、録画モードを変更してダビングで
きる録画モードです。長時間の番組をDVDにダビングする
ときなどに便利です。また、「TS」モードで録画した番組を
DVDにダビングする場合、レート変換ダビングする必要が
あります。
レート変換ダビングでは、通常の「XP」、「SP」、「LP」、
「EP」モードの他に、「FR」モードがあります。「FR」モー
ドはHDDからDVDへダビングするときのみ選択でき、ダビ
ングする番組およびプレイリストが1枚のディスクに収まる
ように本機が自動的に画質を調節する便利なモードです。
（「XP」「SP」「LP」「EP」モードのそれぞれの間の画質に
調節される場合もあります。）
レート変換ダビングの所用時間は、ダビング元の番組の再生
時間と同じ時間になります（等速）。

R VR VRRW VRW VRRAMHDD VRHDD TS

●「TS」モードで録画した番組は高速ダビングできま
せん。

●実際のダビング時間は、ディスクの状態やダビング
する内容によって異なります。

●録画時間の短い番組は、所要時間の目安よりダビン
グ時間が長くなることがあります。

●記録されている内容によっては、高速ダビングでき
ない場合があります。

●ディスクに記録できる時間よりも長い番組は、高速
ダビングできません。

●他の製品で録画したVRフォーマットのDVDディス
クを本機のHDDに高速ダビングした場合、高速ダビ
ングした番組やその番組を含むプレイリストをVF
フォーマットのDVD-RWやDVD-Rに高速ダビング
することはできません。

お知らせ 
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■コピー制御信号について
デジタル放送には著作権保護のために、コピー制御信号が付
いています。コピー制御信号が「録画可能」の番組は、無制
限でダビングできます。コピー制御信号が「1回だけ録画可
能」の録画番組をDVDにダビングすると、ダビング元の
HDDから録画番組が消去されます。これを移動（ムーブ）
といいます。

●「FR」モードでDVDへダビングする場合、DVDの
残量が少ないほど画質が低下します。例えば、空の
DVDへ3時間の番組を「FR」モードでダビングする
場合、「SP」（2時間モード）と「LP」（4時間モー
ド）の中間くらいの画質になります。

●レート変換ダビング中は、レコーダー1(R1)の予約
録画の開始時刻になっても予約録画は実行されませ
ん。レコーダー2(R2)の予約録画は実行されます。

●プロテクトされた録画番組はダビングできません。
ダビングする場合は、プロテクトを解除してくださ
い。

●「FR」モードでダビングする場合、番組の内容によ
り、DVDディスクの容量が残る場合があります。

お知らせ 

●「1回だけ録画可能」の録画番組をDVDへ移動
（ムーブ）中にダビングを中断した場合は、元の状態
に戻ります。

●ビデオフォーマットのDVD-RWおよびDVD-Rに
「1回だけ録画可能」の録画番組を移動（ムーブ）さ
せることはできません。

● DVDに録画された「1回だけ録画可能」の録画番組
は、HDDにダビングできません。

お知らせ 

不要な部分を除いてダビングするには

●TSX/TSモードで録画した番組の場合、不要な部分の前
後にチャプターを設定し、不要な部分をスキップ設定
してからダビングすると、不要な部分を除いてダビング
できます。

●XP/SP/LP/EPモードで録画した番組の場合、不要な部
分を除いたプレイリストを作成してから、そのプレイ
リストをダビングすると不要な部分を除いてダビング
できます。
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ダビングする（コンテンツ選択画面）

番組およびプレイリストをダビングすることができます。
●HDDからDVDにダビングするときは、ダビングする前に必ずDVDディスクをフォーマットしてください。
●DVDからHDDにダビングするときは、ダビングしたい番組が録画されているDVDディスクをディスクトレイに入れてくだ
さい。

コンテンツ選択画面

① ダビング方向表示
選んだダビング方向が表示されます。

② 選択元
ダビング元に録画されている番組（タイトル）またはプレ
イリストが一覧で表示されます。ここからダビングする番
組またはプレイリストを選びます。

［カーソル ］または［チャンネル ］を押すと、一
覧表示が切り換わります。

［黄］を押すたびに、番組（タイトル）とプレイリストが
交互に切り換わります。

③ 選択終了ボタン
ダビングする番組およびプレイリストの選択が終了したら
選びます。

④ ダビングモード
選んだダビングモードが表示されます。

［青／DVDメニュー］を押すたびに、ダビングモードが切
り換わります。

⑤ 選択結果
選択元で選んだ番組およびプレイリストが一覧で表示され
ます。右上にはダビングする番組およびプレイリストの総
録画時間が表示されます。

※ダビングする番組およびプレイリストの順番を並べかえ
ても、ダビングした後の順番は、録画日時の新しい順に
なります。

⑥ ディスク容量表示
ダビング先ディスクの容量がバーで表示されます。右側に
はダビング先ディスクの残りの録画時間が表示されます。

バーに表示される色には以下のような意味があります。

緑 ：ダビングする番組およびプレイリストの総容量

オレンジ ：現在選択元で選んでいる番組およびプレイリス
トの容量

グレー ：すでにダビング先ディスクに記録されている番
組およびプレイリストの容量

赤 ：ダビング元の番組およびプレイリストの容量が
ダビング先ディスクの容量を超えている

ダビング（コンテンツ選択） 

ダビング方向：   HDD →   DVD-RAM     ダビングモード ×P 
ダビングするタイトル / プレイリストを選択してください 
選択元：タイトル [BS181  10/22（土）AM10:00-01:00 SP 14h55m 失われた文明］

2005年10月25日（火）AM10：25

 換切ジーペ 択選 追加 決定 戻る 記録レート変更 青 消去 赤 プレイリスト 黄 

選択結果 

   間時残 了終択選 2:15

総時間   1:43

4/4ページ 

2/3ページ 

①

②

④

⑤

⑥③
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HDDに録画した番組をDVDにダビングする
（HDD→DVD）

本機にフォーマット済みのDVDをセッ
トする

［おしえてボタン］を押す

[カーソル ］で「残す」を選び［決
定］を押し、「DVDへダビング/ムーブ
する」を選び、［決定］を押す

•ダビング画面は、べんりメニューからも表示できます。

[カーソル ］でダビングモードを選
び、［決定］を押す4

メニュー 
●DVDへダビング/ムーブする 録る 

見る 

残す 

消す 
録画用DVDを挿入してください。 
「決定」を押すとダビング画面を表示します。 

  で選択し、    を押すと画面が切り替わります。 決定 

3

2

1

カーソル 
ボタン 

決定ボタン 

青ボタン 
おしえて 
ボタン 

黄ボタン 

べんりボタン 

赤ボタン 

コンテンツの選択画面が表示されます。

[カーソル ］でダビングしたい番組
またはプレイリストを選び、［決定］を

2回押す
選択結果欄に番組またはプレイリス
トが表示されます。

•［黄］を押すたびに、番組一覧とプレイリスト一覧が切
り換わります。

•左右に「 / 」が表示されているときは、［カーソ
ル ］を押して、一覧表示を前後に切り換えることが
できます。

•ワケ録ナビのべんりメニューからダビングする場合は、
画面上部の「選択元」に、ワケ録ナビで選んだサブフォ
ルダに分類されている番組だけが表示されます。

•ダビングモードを切り換える場合は、設定したいダビン
グモードが表示されるまで［青／DVDメニュー］を繰り
返し押します。

•選んだ番組およびプレイリストを取り消すには、［カーソ
ル ］を押して選択結果欄にカーソルを移動させてから、
［カーソル ］で取り消したい番組またはプレイリスト
を選び、［赤／トップメニュー］を押します。

• が表示されている番組は、移動（ムーブ）します。

選択 決定 追加 戻る 黄 プレイリスト 赤 消去 ページ切替 ページ切替 

ダビング（コンテンツ選択） 

ダビング方向：   HDD →   DVD-RW     ダビングモード：高速 
ダビングするタイトル / プレイリストを選択してください 
選択元：タイトル [BS181  10/22（土）AM10:00-01:00 SP 14h55m 失われた文明］

  １／ ２ページ 

  １／ １ページ 

選択結果                          総時間 ０h１５m

2005年10月25日（火）AM10：25

選択終了 

5

選択 決定 戻る 

ダビング（ダビングモード） 

   高速 
   レート変換（XP） 
   レート変換（SP） 
   レート変換（LP） 
   レート変換（EP） 
   レート変換（FR） 

コンテンツによっては、高速ダビングできない場合があります 

ダビング方向：   HDD →   DVD-RAM 
ダビングモードを選択してください 

2005年10月25日（火）AM10：25



する

しない

設定項目 内 容

7

[カーソル ］で「選択終了」を選び、
［決定］を押す

ダビングの確認画面が表示されます。

[カーソル ］で「ディスクタイトル」
を選び、［決定］を押す

文字入力パッドが表示されます。

ディスクのタイトルを入力する
DVDディスクにタイトルが登録されます。

[カーソル ］で「自動ファイナライ
ズ」を選び、［決定］を押す

ダビング終了後に自動的にDVDディ
スクをファイナライズします。ファイ
ナライズすると他のDVDプレーヤー
などで再生できるようになります。
ダビングを終了してもDVDディスク
をファイナライズしません。引き続き
本機で編集することができます。

•［決定］を押すたびに、「する」／「しない」が切り換わ
ります。

•DVD-RAMをお使いの場合は、表示されません。

9

8

選択 決定 戻る 

ダビング（確認） 

ダビングモード：高速 
ダビングする方向：  HDD    DVD―RW

ディスクタイトル 未入力 
しない 自動ファイナライズ 

  １／ １ページ 

選択結果                          総時間 ０h１５m

2005年10月25日（火）AM10：25

ダビング開始 

7

6 [カーソル ］で「ダビング開始」を
選び、［決定］を押す

ダビング開始の確認メッセージが表示
されます。

[カーソル ］で「はい」を選び、
［決定］を押す

選んだ番組およびプレイリストがダ
ビングされます。

■ダビングを途中で停止するには
［べんり］を3回、押して、「ダビング中止」を選んでくださ
い。

■チャプターが設定されている番組（XP、SP、LP、EP
モード）を高速ダビングした場合

DVDにダビングした後も、元のままチャプターが設定され
ています。

ただし、レート変換ダビングの場合は、DVDディスクの
フォーマット形式により、以下の設定に変わります。

・VRモード ：すべてのチャプター設定が消去されます。

・ビデオモード：約5分おきにチャプターが設定されます。
（番組の録画モードなどにより設定間隔は
変わります。）

11

10
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DVDに録画した番組をHDDにダビングする
（DVD→HDD）

本機にダビング元のDVDをセットする

［べんり］を2回押す

[カーソル ］で「ダビング」を選び、
［決定］を押す

メールボード 
 タイムシフト 
ゆっくり再生 
 カード情報 
 ダビング 
i.LINK操作 

選択 決定 

サービス切換 
 

べんり    2/3

3

2

1

カーソル 
ボタン べんりボタン 

決定ボタン 

黄ボタン 青ボタン 

赤ボタン 

[カーソル ］で「DVD→HDD］を
選び、［決定］を押す

※「HDD→D-VHS」はDV-DH1000W/500Wで表示
されます。

[カーソル ］でダビングモードを選
び、［決定］を押す

コンテンツの選択画面が表示されます。

選択 決定 戻る 

ダビング（ダビングモード） 

   高速 
   レート変換（XP） 
   レート変換（SP） 
   レート変換（LP） 
   レート変換（EP） 
   レート変換（FR） 

コンテンツによっては、高速ダビングできない場合があります 

ダビング方向：  DVD-RW →   HDD 
ダビングモードを選択してください 

2005年10月25日（火）AM10：25

5

ダビング（ダビング方向） 

ダビングする方向を選択してください 

ダビング可能なメディアを挿入してください 

2005年10月25日（火）AM10：25

選択 決定 戻る 

     HDD            DVD 
     DVD            HDD 
     HDD            D-VHS

4
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[カーソル ］でダビングしたい番組
またはプレイリストを選び、［決定］を
押す

選択結果欄にカーソルが表示されま
す。

•［黄］を押すたびに、番組一覧とプレイリスト一覧が切
り換わります。

•左右に「 ／ 」が表示されているときは、［カーソル
］を押して、一覧表示を前後に切り換えることがで

きます。
•ダビングモードを切り換える場合は、設定したいダビン
グモードが表示されるまで［青／DVDメニュー］を繰り
返し押します。

•選んだ番組およびプレイリストを取り消すには、［カーソ
ル ］を押して選択結果欄にカーソルを移動させてから、
［カーソル ］で取り消したい番組またはプレイリスト
を選び、［赤／トップメニュー］を押します。

• が表示されている番組は、ダビングできません。

[カーソル ］で「選択終了」を選び、
［決定］を押す

ダビングの確認画面が表示されます。

[カーソル ］で「選択終了」を選び、
［決定］を押す

ダビングの確認画面が表示されます。

8

7

6 [カーソル ］で「ダビング開始」を
選び、［決定］を押す

ダビングの開始の確認画面が表示され
ます。

[カーソル ］で「はい」を選び、
［決定］を押す

選択した番組およびプレイリストが
ダビングされます。

■ダビングを途中で停止するには
［べんり］を3回押して、「ダビング中止」を選んでください。

10

9
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i.LINKダビングについて
（DV-DH1000W/500W）

「TSX」および「TS」モードでHDDに録画された番
組をi.LINK接続されたD-VHSへダビングすることが
できます。

「HDD→D-VHS」を選んでください。

● i.LINKダビングの前に、i.LINKコードで接続したD-VHS
を以下の手順でリンクしてください。
1.［べんり］を2回押す

2. カーソルボタンで「i.LINK操作」を選び、［決定］を押す

相手機器をリンクすると、以下の操作画面が出ます。
カーソルボタンで選び［決定］を押すと、操作が始ま
ります。

●i.LINKダビング（移動）中は再生画面が表示されます。テ
レビ放送に切り換えることはできません。

●デジタル標準テレビ放送の録画番組をi.LINKダビングする
場合、D-VHSの録画モードは「STD」モードになります。

●i.LINKダビングで本機に接続できるD-VHSは1台です。
複数のD-VHSが本機に接続されている場合、i.LINKダビ
ングはできません。

●i.LINKで接続したD-VHS機器から本機へのダビングはで
きません。

●i.LINKダビングできるD-VHS機器は、DT-DRX100（日
立製）、HM-DHX1（日本ビクター製）、HM-DHS1（日
本ビクター製）、HM-DHX2（日本ビクター製）、HVR-
HD250F/HVR-HD160F/HVR-HD160M（I・O
DATA製）のみです。他のD-VHSではダビングできませ
ん。

テープの経過時間 
テープの種類 

接続名 
本機に接続した順に 
自動でつけられます。 

機器の状態 

接続機器名 

i.LINK操作 

決定  選択 

 

 

   D-VHS1 
 

  

 

 

 

［  停止   ］ 
 DT-DRX100 
 テープ ： DVHS 
 -00：00： 00

放送へ戻る 

：電源 
：再生 
：一時停止 
：停止 
：録画 
：巻戻し/早戻し 
：早送り 
：一つ前へスキップ 
：一つ先へスキップ 

操作ボタン一覧 

ダビング（ダビング方向） 

ダビングする方向を選択してください 

ダビング可能なメディアを挿入してください 
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選択 決定 戻る 

     HDD            DVD 
     DVD            HDD 
     HDD            D-VHS

● ディスクナビゲーション画面またはワケ録ナビ画面の
表示中にべんりメニューからダビングを実行した場合
は、ディスクナビゲーション画面またはワケ録ナビ画
面でカーソルがあたっていた番組がコンテンツ選択画
面の「選択元」でカーソルがあたっています。

●予約録画中は、ダビングできません。
●レート変換ダビング中にレコーダー1(R1)の録画予
約の開始時刻になる場合、録画予約はキャンセルさ
れます。その場合、ダビングを実行する前に「予約
録画と重なってしまいますがよろしいですか？」と
いうメッセージが表示されます。レコーダー2(R2)
の録画予約は実行されます。

●ダビング方向が「DVD→HDD」のとき、「1回だけ
録画可能」の録画番組は選べません。

●「1回だけ録画可能」の録画番組が含まれるプレイ
リストはダビングできません。

●スキップ設定されているチャプターはダビングされ
ません。移動（ムーブ）の場合は、HDDから消去さ
れるのでご注意ください。ただし、「TSX」モード
で録画した番組を高速ダビングした場合は、スキッ
プ設定されているチャプターもダビングされます。

●HDDからDVDへの高速ダビング中は、テレビ放送
の視聴やHDDへの録画ができます。レート変換ダビ
ング中は再生画面が表示され、テレビ放送の視聴や
録画ができません。

●ダビング中にi.LINK機器などを本機に接続した場合、
ダビングは中断されます。移動（ムーブ）の場合、
中断するまでの録画内容がHDDから消去されますの
でご注意ください。（DV-DH1000W/500W）

●他社のDVDレコーダーで録画した未ファイナライズ
のDVD-Rからはダビングできません。

●一度にダビングできる番組数は最大99番組です。
●「とばし観」を設定した番組をDVDに高速ダビング
した場合、とばし観チャプターは反映されますが、
とばし観再生はできません。

●ダビング中に［画面表示］を押すと、そのときの進
行状況が表示されます。表示される内容は目安です。

●本機の不具合などにより、ダビングが正常にできな
かった場合の内容（データ）の補償や損失、直接、
間接の損害について、当社は一切責任を負いかねま
す。あらかじめご了承ください。

お知らせ 

●接続したD-VHSの電源が切れている場合や、テープが挿
入されていない場合などは、i.LINKダビングができません。
D-VHSの電源を入れ、テープを入れてください。

●デジタル放送を「XP」、「SP」、「LP」、「EP」のいずれか
のモードで録画した番組や、アナログ放送（外部入力録
画を含む）の番組は、i.LINKダビングできません。


