
この表示は、DVDレコーダーでVRモード（ビデオレコーディングフォーマット）記録されたDVD-RWディスクが再生でき
る機能を示します。ただし、「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」番組を録画したディスクは、CPRM対応機器で再生
が可能です。

録画・再生ができるメディア
記録条件など

－

高速記録6倍速ディスクまで対応 ※1
（本機での実動作は2倍速まで対応）

Ver. 1.1
Ver. 1.1 （CPRM対応）※2、3
Ver. 1.2 （CPRM対応）※2、3

高速記録16倍速ディスクまで対応 ※1
（本機での実動作は4倍速まで対応）

Ver. 2.0
Ver. 2.0 （CPRM対応）※2、3

－

録画 デジタル放送の｢制限
なしに録画可能｣番組 ○      △ ※1、4        △ ※1、4        △ ※1、4        △ ※1、4      △ ※4

デジタル放送の｢1回だけ
録画可能｣番組 ○           △ ※1、2、4 ×           △ ※1、2、4 ×      △ ※4

デジタル放送の
｢ダビング10｣番組 ○           △ ※1、3、4 ×           △ ※1、3、4 ×      △ ※4

地上アナログ放送、
外部入力 ※5 ○ 　 ○ ※1 　 ○ ※1 　 ○ ※1 　 ○ ※1 ○

※1  ディスクや録画条件によっては、録画やダビングまたは再生ができない場合があります。
また、ディスクに表示の倍速で記録できない場合があります。

※2  デジタル放送の｢1回だけ録画可能｣番組は、CPRM対応のDVD-RW、DVD-RのVRモードにのみダビングできます。この場合、ダビング方法
は｢ムーブ｣（移動）となり、ダビング後はダビング元（HDD）の番組は残りません。（消去されます。）

※3  デジタル放送の「ダビング10」番組は、CPRM対応のDVD-RW、DVD-RのVRモードにのみダビングできます。この場合、9回目のダビングま
ではダビングの方法が「コピー」（複製）となり、ダビング後でもダビング元（HDD）の番組は残ります。10回目のダビングはダビング方法が
「ムーブ」（移動）となり、ダビング後はダビング元（HDD）の番組は残りません。（消去されます。）

※4  デジタル放送のHD放送を、ハイビジョン画質のままDVD-RW、DVD-Rにはダビングできません。標準画質でダビングされます。
※5  ケーブルテレビ（CATV）や｢ｅ２ ｂｙ スカパー ! ｣などの｢1回だけ録画可能｣｢録画禁止｣「ダビング10」番組の録画やダビングについて

は、デジタル放送の｢1回だけ録画可能｣｢録画禁止｣番組の場合と同様となります。

総務省情報通信審議会における録画の新ルールとして、デジタルチューナー搭載HDD録画機から
DVDなどへのダビング回数について、制限緩和の提案がなされました。（呼称：ダビング10）

ご注意：
・  地上デジタル放送におけるダビング10の施行が、平成20年7月4日（金）午前4時より開始されました。
・  地上デジタル放送の電波を介して、本機の電源が「切」のときに、「ダビング10」に対応したソフトウェ
アを自動ダウンロードし、内蔵のソフトウェアを最新の状態にします。
自動ダウンロードを行うには、必ず【機能一覧】の【デジタル設定】－【機器設定】－【ダウンロード設
定】で【自動ダウンロードする】に設定されているか確認してください。

・  本機のHDDにダビング10対応の放送を録画または録画予約し、CPRM対応のDVD-RWやDVD-Rに
VRモードでダビングを行う場合は、このお知らせをよくお読みの上、操作を行ってください。

・ 本紙および別冊の取扱説明書は、保証書とともに大切に保管してください。

ダビング10について
 「ダビング10」の番組を録画したい場合は必ず、録画先または録画予約先が【HDD】になっていることを確認してください。
 「ダビング10」番組は、CPRM対応のDVD-RW、DVD-RのみにVRモードでダビングできます。この場合、9回目のダビングまではダビング方
法が「コピー」（複製）となり、ダビング後でもダビング元（HDD)の番組は残ります。10回目のダビングはダビング方法が「ムーブ」（移動）と
なり、ダビング後はダビング元（HDD)の番組は残りません。（消去されます。）
 「ダビング10」で記録したコンテンツを、ダビングしたものからさらにコピー（孫コピーを作成）することはできません。
地上デジタル放送以外のデジタル放送（BSデジタル放送、110度CSデジタル放送など）すべてがダビング10になるわけではありません。
その場合は、従来の録画制限（「1回だけ録画可能」）に適応しています。
ダビング10の施行後でも内蔵のソフトウェアが「ダビング10」に対応していない場合は、「1回だけ録画可能」のままとなります。
内蔵のソフトウェアが「ダビング10」に対応している場合、機能一覧画面の右上に「V008」（または008より大きい数字）と表示されます。
 「ダビング10」開始前に録画されたデジタル放送の番組については、ソフトウェアをダウンロードしても従来同様「1回だけ録画可能」の
ままとなります。

◉
◆
◆

◆
◆

◆
◆
◆

ダビング10に関するお知らせ
本機に付属の取扱説明書に対する補足説明・正誤一覧

日立ビデオ一体型ハイビジョンHDD/DVDレコーダー

DV-DH500VH / DV-DH250VH
日立ハイビジョンHDD/DVDレコーダー

DV-DH500H

本紙の見かた
本紙では、上記録画ルールの規制緩和に伴い、お客様がお持ちの取扱説明書に追加・補足・訂正していただき
たい内容を個別に記載しています。
本紙の文章やイラストでグレー文字（または水色文字）の部分は、お持ちの取扱説明書原本そのままの（変更
のない）箇所、黒文字（または青文字）の部分が、お持ちの取扱説明書に追加・補足・訂正してお読みいただき
きたい内容になります。本機を正しく操作いただくために、取扱説明書をお読みの際には、必ず本紙を参照し
てお使いください。
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録画の制限について
コピー制御信号の種類 内容

制限なしに録画可能 制限なし（個人利用に限ります）

1回だけ録画可能 HDD
｢CPRM対応｣のDVD-RW
Ver.1.1、Ver.1.2
「CPRM対応」のDVD-R 
Ver. 2.0
（VRモードのみ）

◆
◆

ダビング10 HDD
｢CPRM対応｣のDVD-RW
Ver.1.1、Ver.1.2
「CPRM対応」のDVD-R 
Ver. 2.0
（VRモードのみ）

◆
◆

録画禁止 録画不可（著作権保護のため）

「CPRM」（Content Protection for Recordable Media）とは？
「1回だけ録画可能」・「ダビング10」の放送番組の録画に対してスク
ランブル処理をするコピー防止システムです。本機はCPRMに対応し
ており、「1回だけ録画可能」・「ダビング10」の放送番組を録画できま
すが、それらの録画のコピーは作成できません。「ダビング10」の録
画は9回までコピーの作成が可能ですが、10回目はムーブとなりま
す。録画された番組は、CPRM対応機器で再生できます。

◉ 推奨ディスクについて
デジタル放送などの「1回だけ録画可能」・「ダビング10」の番組
を録画するときは、CPRM対応のDVD-RW、DVD-Rディスクを使
用してください。

記録フォーマットについて
VRモード
 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」の番組を録画できます。
（CPRM対応ディスクのみ可能）

ビデオモード
 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」の番組は録画できません。

◉
•

◉

◆

◆
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141 DV-DH500H153 DV-DH500VH
DV-DH250VH

80 DV-DH500H81 DV-DH500VH
DV-DH250VH

133142 DV-DH500VH
DV-DH250VH

デジタル放送を録画した番組のダビングに
ついて
｢ダビング10｣番組は、CPRM対応のDVD-RW(VRモード)、
DVD-R(VRモード)にのみダビングできます。また、この場合は9回
目のダビングまでは｢コピー（複製）｣となり、10回目のダビングは
｢ムーブ（移動）｣となります。
DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)にはダビングで
きません。9回目のダビングまではダビング後でもHDDの
録画内容は残ります。10回目のダビング後は、HDDの録画
内容は消去されて残りません。

◆

97

111

132

「1 回だけ録画可能」・「ダビング10」部分を含んでいるタイトルの編集について
（オリジナル/プレイリスト）

一部に「1回だけ録画可能」部分を含んでいる「制限なしに録画可能」または「ダビング10」のタイトルは、そのタイトル全体が「1回だけ録
画可能」になります。「1回だけ録画可能」部分または「ダビング10」のみを削除したときや、該当/非該当部分に分割したときは、非該当部分は
「制限なしに録画可能」となります。ダビングを行う場合は、編集機能でタイトル内の「1回だけ録画可能」部分または「ダビング10」部分
のシーン削除や分割で該当部分と非該当部分を切り離してください。

◆

どのディスクに録画すれば良いか迷ったときは（おすすめのディスク）

デジタル放送

デジタル放送を直接録画したい ※1◆ HDDHDDHDD

デジタル放送の｢1回だけ録画可能｣番組を
ダビングしたい ※2、3◆ DVDDVDDVD

-RWRW
VRモードモードVRモード

DVDDVDDVD
-R

VRモードモードVRモード

デジタル放送の｢ダビング10｣番組を
ダビングしたい ※2、4◆ DVDDVDDVD

-RWRW
VRモードモードVRモード

DVDDVDDVD
-R

VRモードモードVRモード

外部入力 ほかの機器から録画したい ※5◆ HDDHDDHDD DVDDVDDVD
-RWRW

DVDDVDDVD
-R

他機での再生 ほかのDVDプレーヤーなどで再生したい
（ファイナライズが必要です) ※6◆ DVDDVDDVD

-RWRW
DVDDVDDVD
-R

※1  デジタル放送は、HDDにのみ直接録画できます。（DVD-RW、DVD-Rには、直接は録画できません。）
※2  HDDに録画したデジタル放送のHD放送を、ハイビジョン画質のままDVD-RW、DVD-Rにダビングできません。標準画質でダビング

されます。
※3  CPRM対応のDVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)にのみダビングできます。この場合、ダビング方法は｢ムーブ｣（移動）となり、

ダビング後はダビング元の番組は残りません（消去されます）。
※4  CPRM対応のDVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)にのみダビングできます。この場合、9回目のダビングまではダビング方法が「コピー」

（複製）となり、ダビング後でもダビング元（HDD）の番組は残ります。10回目のダビングはダビング方法が｢ムーブ｣（移動）となり、ダビン
グ後はダビング元の番組は残りません（消去されます）。

※5  ケーブルテレビ（CATV）や｢ｅ２ ｂｙ スカパー ！ ｣などの｢1回だけ録画可能｣「ダビング10」｢録画禁止｣番組の録画やダビングについて
は、デジタル放送の｢1回だけ録画可能｣｢録画禁止｣番組の場合と同様となります。

※6  DVD-RW(VRモード)に録画したディスクは、 表示の付いたVRモード対応のDVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生できます。
DVD-R(VRモード)に録画したディスクは、DVD-RのVRモードに対応したDVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生できます。

◉
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デジタル放送の録画制限について
制限なしに録画可能 ○ △ △

1回だけ録画可能 ○     △※1 ×

ダビング10 ○     △※2 ×

録画禁止 × × ×

※1  CPRM対応のディスクにダビングのみできます。この場合、
ダビング方法は｢ムーブ（移動）｣となり、ダビング後はダビング
元の番組は残りません（消去されます）。

※2  CPRM対応のディスクにダビングのみできます。この場合、
9回目のダビングまではダビング方法が「コピー」（複製）となり、
ダビング後でもダビング元（HDD）の番組は残ります。10回目の
ダビングはダビング方法が｢ムーブ（移動）｣となり、ダビング後
はダビング元（HDD）の番組は残りません（消去されます）。

DV-DH500VH / DV-DH250VHの場合
 「制限なしの録画可能」番組や「ダビング10」の番組と「1回だけ録
画可能」番組を続けて録画すると、録画制限のない番組や「ダビン
グ10」番組も「1回だけ録画可能」番組として扱われます。この番組
の編集については、「「1回だけ録画可能」・「ダビング10」部分を含
んでいるタイトルの編集について（オリジナル/プレイリスト）」
（  120ページ）をご覧ください。

DV-DH500Hの場合
 「制限なしの録画可能」番組や「ダビング10」の番組と「1回だけ録
画可能」番組を続けて録画すると、録画制限のない番組や「ダビン
グ10」番組も「1回だけ録画可能」番組として扱われます。この番組
の編集については、「「1回だけ録画可能」・「ダビング10」部分を含
んでいるタイトルの編集について（オリジナル/プレイリスト）」
（  111ページ）をご覧ください。

◆

◆

 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をダビングするときは、
CPRM対応のディスクを使用し、VRモードでフォーマット（初期化）
してください。

未使用のDVD-RをVRモードのディスクに変
更して録画したいときは
 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をダビングするときは、
CPRM対応のディスクを使用してください。

選択中の番組の情報について
 【ムーブのみ可能】 ････｢1回だけ録画可能｣番組
 【残り○回数コピー可能 [ダビング10]】
 ･････････････････････｢ダビング10｣番組
 【ムーブのみ可能 [ダビング10]】
 ･････････････････････｢ダビング10｣番組
 【コピーできません】 ･･･ ｢1回だけ録画可能｣映像を含むプレイ

リストタイトル
  【コピーできません [ダビング10]】
 ･････････････････････ ｢ダビング10｣映像を含むプレイリスト

タイトル

◆

◆

◆
◆

◆

◆

◆
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 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をダビングするとき
は、CPRM対応のディスクを使用してVRモードでフォーマット
（初期化）してください。

◆

Point

番組の制限

ダビングの方向
制限なしに
録画可能

1回だけ録画可能 ダビング10

オリジナル プレイリスト オリジナル プレイリスト

HDDHDDHDD → DVDDVDDVD
-RWRW
VRモードモードVRモード

DVDDVDDVD
-R

VRモードモードVRモード

 （CPRM対応）
コピー ムーブ（移動） できません

ダビング方法：
　9回目まではコピー（複製）
　10回目はムーブ（移動）

できません

HDDHDDHDD → DVDDVDDVD
-RWRW
VRモードモードVRモード

DVDDVDDVD
-R

VRモードモードVRモード

 （CPRM非対応）

HDDHDDHDD → DVDDVDDVD
-RWRW

ビデオモードビデオモードビデオモード
DVDDVDDVD
-R

ビデオモードビデオモードビデオモード

コピー できません できません できません できません

DVDDVDDVD
-RWRW
VRモードモードVRモード

DVDDVDDVD
-R

VRモードモードVRモード → HDDHDDHDD
 （CPRM対応）

コピー   できません※   できません※   できません※   できません※

DVDDVDDVD
-RWRW
VRモードモードVRモード

DVDDVDDVD
-R

VRモードモードVRモード → HDDHDDHDD
 （CPRM非対応）

DVDDVDDVD
-RWRW

ビデオモードビデオモードビデオモード
DVDDVDDVD
-R

ビデオモードビデオモードビデオモード→ HDDHDDHDD
コピー － － － －

※ ダビング不可までの判定時間が数秒ほどかかります。
一部に「1回だけ録画可能」・「ダビング10」部分を含んでいるタイトルは、そのタイトル全体が「1回だけ録画可能」・「ダビング10」になります。◆

33 再生中に、 を押す
ワンタッチダビングが開始されます。
再生中のオリジナル/プレイリストのタイトルが、現在の再生位置に関係なく、番組の
最初から終わりまで、まるごとダビングされます。
ワンタッチダビングが終わると、通常画面に戻ります。

「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイトルをダビングする場合は、 を押す
と確認画面が表示されます。

で【はい】を選び、 を押すと、ワンタッチダビングが始まります。

◆

◆
（例 ）「1回だけ録画可能」タイトルのとき

この番組はムーブとなります。
よろしいですか？

（ダビングモード　XP）
はい
いいえ

（例 ）「ダビング10」タイトルのとき

この番組は残り9回コピーできます。
よろしいですか？

（ダビングモード　XP）
はい
いいえ

（例 ）「1回だけ録画可能」タイトルのとき

この番組はムーブとなります。
よろしいですか？

（ダビングモード　XP）
はい
いいえ

（例 ）「ダビング10」タイトルのとき

この番組は残り9回コピーできます。
よろしいですか？

（ダビングモード　XP）
はい
いいえ

HDDまたはDVD-RWに録画していた場合
 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイト
ル以外で等速ダビングしていた場合は、ダビング
が中止されたところまで録画されます。
高速ダビングしていた場合は、録画されません。
 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組の場合
は、録画されません。

DVD-Rに録画していた場合
 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイト
ル以外の場合は、停電したところまで録画されま
す。

◆

◆
◆

◆

130 DV-DH500H139 DV-DH500VH
DV-DH250VH

DV-DH500H98 DV-DH500VH
DV-DH250VH

DV-DH500H

DV-DH500H120 DV-DH500VH
DV-DH250VH

DV-DH500H141 DV-DH500VH
DV-DH250VH

135 DV-DH500H145 DV-DH500VH
DV-DH250VH
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「ダビング実行中に中止するときは」の手順1への追加文章
高速ダビング時や「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組の映像をダビ
ング時のみ、下記手順2の操作が必要です。

録画側
高速ダビング時や「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組の映像をダビ
ング時の場合

  ･･･  HDD、DVD-RWの場合は、ダビングされません。DVD-Rの場合は、ダ
ビングを中止したところまで録画され、ダビングされた分だけディス
クの残量時間が減ります。（ダビングされた内容は再生できません。）

高速ダビング時や「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組の映像をダビン
グ時以外の場合

  ･･･  ダビングを中止したところまで録画されます。
HDD→DVDの場合、「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイトルをダ
ビングするときは、CPRM対応ディスクを使用しないとダビングできません。
ビデオモードのディスクには、「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタ
イトルをダビングできません。
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•
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