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録画した番組をダビングする

本機のハードディスク（HDD）やDVDに録画した番
組を、HDDおよびDVDにダビングすることができま
す。

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。

DVDDDH先グンビダ
換変トーレ速高換変トーレ速高元グンビダ

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）

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） （4倍速対応） （8倍速対応）

TSX 約13分 約15分 約8分
XP 約13分 約15分 約8分
SP 約6分 約7分30秒 約4分
LP 約3分 約4分 約2分
EP 約2分 約2分30秒 約1分30秒

DVD

HDD

DVD
HDD

HDD

レート変換ダビングについて
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。
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
動的に録画モードを選ぶ便利なモードです。
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）。

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、ダビング元のハード
ディスク（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。

●「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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ダビングについて

●「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

●「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。

●レート変換ダビング中は、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。

●削除ロック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、削除ロックを解除してください。

お知らせ
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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（金）AM10:00-01:00 SP 14h55m 失われた文明］

2004年10月25日（月）AM10：25

選択 追加 決定 戻る 記録レート交換 青 削除 赤 プレイリスト 黄 

チャプター５ 03：24

選択結果 

   間時残 了終択選 2:15

総時間   1:43
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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。
［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

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。ここで表示した順番で番組およびプレイリストがダビング
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。

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

ダビングする

わります。
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リモコンのフタを開けて［ダビング］
を押す

ダビング方向の選択画面が表
示されます。

●ダビング画面は、べんり機能メニューから表示する
こともできます。
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リモコンのフタを閉めてから、［カーソ
ル ］でダビングの方向を選び、［決

定］を押す
ダビングモードの選択画面が
表示されます。

●ダビングの方向に「HDD→DVD」を選んだとき、
DVDディスクが本機に入っていない場合は、「DVD

を挿入してください」というメッセージが表示され
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。

   

   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）

2004年10月25日（月）AM10：25
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     DVD            HDD
     HDD            HDD

2004年10月25日（月）AM10：25
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する

しない

［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。

［カーソル ］でダビングする場所
を選び、［決定］を押す

番組またはプレイリストが選
んだ場所に表示されます。

●最初の番組またはプレイリストを選んだときは、場
所を選ぶことができません。

手順4～5を繰り返して、ダビングする
番組およびプレイリストを選ぶ
●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のダビングを解除す
るには、［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 ］で解除する番
組またはプレイリストを選び、［赤 / トップメニュー］

● が表示されている番組は、移動（ムーブ）します。

［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。

●ダビング方向が「DVD→HDD」または「HDD→D-
VHS」の場合は、手順11に進んでください。

決定 
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決定 
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決定 

4 ［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

●［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、選択する必要はありま
せん。

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。

［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。

決定 
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決定 

11

決定 
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決定 

8

設定項目 内 容

を押します。
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●ディスクナビゲーション画面の表示中にべんり機能メニュー
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
面でカーソルがあたっていた番組またはチャプターがコンテ
ンツ選択画面の「選択元」でカーソルがあたっています。

●録画中は、ダビングできません。
●レート変換ダビング中に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「ダビングを実行すると、予約がキャンセルされます」
というメッセージが表示されます。

●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。

●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。
●チャプターが設定されている録画番組をDVDにダビングした
場合、チャプターの設定はフォーマット形式によって以下の
とおりに変わります。設定したチャプターをそのままダビン
グしたい場合は、高速ダビングしてください。

高速ダビング レート変換ダビング
VRモード 元のまま すべて消去
ビデオモード ファイナライズ前：元のまま 5分おきに設定

ファイナライズ後：5分おきに設定
●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


