
アクトビラ ビデオ ダウンロード型サービスに関するお知らせ

QT53311

本機は、ソフトウェアバージョンアップにより、アクトビラの新サービス「アクトビラ ビデオ ダウンロード型サービ
ス」に対応できます。「アクトビラ ビデオ ダウンロード型サービス」に関する追加機能などについては、以下をご覧
ください。

アクトビラ ビデオ ダウンロード型サービスについて

アクトビラ ビデオ ダウンロード型サービス対応に伴う新機能について

アクトビラ ビデオ ダウンロード型サービスは、映像コンテンツをダウンロードして視聴するサービスです。コンテンツ毎に指定
される視聴期限の間に何度でも視聴可能なサービス ( レンタル）や視聴期限が無く本機にコンテンツが保存されている限り視聴で
きるサービス（セル）などがあります。
詳しくは、アクトビラ公式情報サイト（http://actvila.jp）をご覧ください。

■映像コンテンツをダウンロードするには
アクトビラのホームページから映像コンテンツを購入して、本機にダウンロードします。
・ ダウンロード中に、ストリーム型のアクトビラ ビデオ（アクトビラ ビデオ・フル）や、AV ネットワーク再生、録画（予約録画）

などの操作を行なうと、ダウンロードは待機状態になります。これらの操作が終了するとダウンロードを再開します。
・ ダウンロードを一時的に停止したり、エラーになった場合などにダウンロードを再開するには、「ダウンロード状態を確認するには」

を参照してください。

■ダウンロードしたコンテンツを再生するには
ダウンロードした映像コンテンツは、「録画した番組を再生する」（取扱説明書②操作編 62 ）の操作と同様に、録画番組（サムネ
イル / リスト）画面から再生することができます。
ダビング可能なコンテンツは、録画番組のダビングと同様に iVDR にダビングすることができます。

1/9

録画番組 番組タイトル

すべて

お父さん

わたし

お母さん

おじいちゃん

おばあちゃん

（サムネイル）

12/19(金）
 1h30m
番組タイトル

（残　60日）  1h30m （残　60日）

 1h30m （残　60日）  1h30m

 1h30m  1h30m

 1h30m  1h30m

（残　60日）

12/19(金）

番組タイトル

12/19(金）

番組タイトル

12/19(金）

番組タイトル

12/19(金）

番組タイトル

12/19(金）

番組タイトル

12/19(金）

番組タイトル

12/19(金）

番組タイトル
ライブラリ

ダウンロード

HDD

iVDR-S

実行中
80％

[タイトル順]

選択 再生 編集 説明 削除 表示切換 ページ切換メニュー 青 赤 緑決定

1/9
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録画番組（サムネイル一覧）画面

A 視聴期限表示
視聴期限のあるコンテンツの場合、期限ま
での残日数または残時間が表示されます。

B 視聴制限コンテンツ表示
視聴制限の設定が可能なコンテンツを表
します。
視聴制限設定（取扱説明書②操作編 146 ）
が有効なときは、番組タイトル表示、サ
ムネイル画像表示、再生、ダビング動作
が制限されます。

C 状態表示
コンテンツのダウンロード状態を表示し
ます。
ダウンロードが完了していなくても、再
生することができますが、ダウンロード
状態により途中で再生が停止することが
あります。
・実行中 ( 実行 )：
　 ダウンロード実行中のコンテンツです。

・待機中 ( 待機 )：
　 ダウンロード実行中に、録画などの動作と

重なったために、ダウンロードが待機状態
になっているコンテンツです。

・停止中 ( 停止 )：
　 ユーザー操作によりダウンロードが停止し

ているコンテンツです。

・エラー ( エラー )：
　 ダウンロードが途中で失敗したコンテンツ

です。途中まで再生できる場合があります。

D ダウンロードコンテンツタブ
ダウンロードしたコンテンツが保存され
ます。

録画番組（リスト一覧）画面
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■ダウンロード状態を確認するには
（１）メニューボタンを押し、 で「ダウンロード状態」を選択して、決定ボタンを押します。
（２）「 ダウンロード状態」画面が表示され、ダウンロード中のコンテンツや何らかの原因でダウンロードが失敗したコンテンツな

どのコンテンツ状態がリスト表示されます。
・ ダウンロードを正常終了したコンテンツは、「ダウンロード状態」画面から消え、「ダウンロード実行結果」画面に表示されます。
・ 「実行」状態を停止する、または「待機 / 停止 / エラー」状態からダウンロードを再開するには、 でコンテンツを選び、

青ボタンを押します。削除する場合は、赤ボタンを押します。

■ダウンロード実行結果を確認するには
（１） 「ダウンロード状態」画面で、緑ボタンを押します。
　　 ダウンロード実行結果が表示されます。「ダウンロード状態」画面に戻すには、再度緑ボタンを押します。

（２）「ダウンロード実行結果」画面で青ボタンを押すと、詳細表示に切り換えることができます。

■AVネットワーク機能について
ダウンロードしたコンテンツは、ホームネットワーク内の機器に配信することができます。配信されたコンテンツを再生するため
には、以下の映像ファイル形式のコンテンツを再生できる機能を搭載している DLNA 対応機器が必要です。
・映像ファイル形式：MPEG-2 TS　ビデオ形式：H.264　映像に含まれる音声：MPEG-2 AAC

お知らせ
●ダウンロードできるコンテンツの数は、最大 999 個です。ダウンロードタブ内のフォルダ数は、最大 99 個です。
● コンテンツのダウンロード中は、録画 / 予約ランプが赤色に点灯します。ダウンロード中でもリモコンで電源を切ることができ

ます。AC 電源プラグは抜かないでください。ダウンロードコンテンツの内容が損なわれる場合があります。
●ダウンロードコンテンツを再生するときは、利用条件などの確認のためにネットワークに接続した状態で行ってください。
● 視聴期限のあるコンテンツは、有効期限になっていない場合（期限前）や有効期限を過ぎている場合（期限切れ）は再生できません。
● パックレンタル内にある 1 つのコンテンツを再生した場合、パック内すべてのコンテンツに視聴期限が適用されます。
● 視聴制限付きのコンテンツは、「視聴制限の設定」（取扱説明書②操作編 146 ）で設定 / 解除ができます。
●レンタルコンテンツを AV ネットワーク再生する場合は、ダウンロードした機器で一度再生してから行ってください。
● ダウンロードコンテンツは、サムネイルの設定、タイトル編集、チャプターの設定、分割およびプレイリスト作成はできません。

フォルダ移動はダウンロードタブ内のフォルダ間でのみ移動できます。HDD タブ内のフォルダへは移動できません。
● ダウンロードコンテンツは、本機の内蔵ハードディスク（HDD）に保存されます。HDD は非常に精密な機器ですので、設置

環境や取り扱いにより動作に影響を与える場合があります。HDD は一時的な保管場所としてお使いください。ダビング可能な
コンテンツは、iVDR にダビングしておくことをおすすめします。

● ダビング可能なコンテンツをダビングするときは、「レート変換ダビング」、「不要部分指定ダビング」および「ムーブ（移動）」
はできません。また、コンテンツによりダビングできる回数に制限があります。

　 ダビング先を HDD としてダビングした場合は、ダビングされたコンテンツは HDD タブ内に表示されます。このとき、ダビン
グ回数も 1 回とカウントされます。

● 録画番組（サムネイル一覧）画面では、ダウンロードコンテンツのサムネイル表示は静止画になります。また、サムネイル画像
がないコンテンツは、 マークが表示されます。

●ダビングしたコンテンツは、裏番組チェック画面では画像は表示されません。
●ダビングしたコンテンツは、「不要部分指定ダビング」はできません。
●チャプターポイントが設定されているコンテンツをダビングした場合、チャプターポイントがずれることがあります。
● iVDR にダビングしたコンテンツは、日立 UT770 シリーズ以外（01、02、UT700 シリーズ、IV-R1000）では再生できません。
●   iVDR にダビングしたコンテンツを日立 01 シリーズ（P50-XR01、L37-XR01 など）で i.LINK 端子からムーブ（移動）すると、

コンテンツが消去されますので行わないでください。ムーブ（移動）先でも再生できません。

　選択 番組説明 再開/停止 削除 実行結果 ページ切換決定

　  登録日付　　 　　 　　  長さ　　    購入元　　  番組名　                            状態・進捗率
　  12/19（金）   AM10：00    1h30m        購入元　　　  番組タイトル　                                            90%
　  12/19（金）   AM  8：30    1h30m        購入元　　　  番組タイトル　                                            54%
　  12/19（金）   AM  9：00    1h30m        購入元　　　  番組タイトル　                                              8%　
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ダウンロード状態

エラー

停止

実行

標準/詳細表示切換全削除 ページ切換

　  　　  日付　　 　開始　　    　　  番組名　          　　　　　　タイプ　　　　　結果
　  001　12/19（金）  AM10：30  　      番組タイトル　                          セル　　　　             　停止
　  002　12/19（金）  AM  9：00  　      番組タイトル　                          セル　　　　             　開始
　  003　12/19（金）  AM  8：30  　      番組タイトル　                          セル　　　　             　終了
　  

2008年12月19日（金）AM10：15

青赤 ダウンロード状態緑

ダウンロード実行結果


