保存版
本書は取扱説明書と一緒に
大切に保管してください。

DVD-Rディスクを
VR モードで使う
・ 本機は DVD-R ディスクに VR モードで録画できます。DVD-R ディスクに VR
モードで録画するときは本書をご覧ください。
・ 取扱説明書では「DVD-RディスクにはVRモードで録画できない」と記載して
いますが、本書に基づき DVD-R ディスクを VR モードで使うことができます。

CPRM 対応の DVD-R ディスクを VR モードで使うと「1 回だけ録画可能」な番組が録画できます。また、DVD-RW
ディスクを VR モードで使ったときとほぼ同じ操作(録画、再生、消去、編集、およびダビングなど)ができます。各
操作の詳しい方法などについては取扱説明書をご覧ください。

こ
ん
な
と
き
は
⁝

録画したあとに映像を編集したいとき
「1回だけ録画可能」な番組を録画したい※1とき
16：9映像の横と縦の比率(アスペクト比)をそのま
まの比率で録画したいとき
二カ国語放送の音声を切り換えられるように録画し
たい※2とき

本機で録画したディスクを他のDVDレコーダー、
DVDプレーヤー、カーDVD、または市販のDVD
ビデオを再生できるパソコンで再生したいとき
(再生できないプレーヤーもあります)

※1
※2

DVD-Rディスクを
VRモードで使う
DVD-R ディスクに VR モードで録画
するには、VR モードで初期化する必
要があります。

DVD-Rディスクを
ビデオモードで使う
録画した映像を他の機器で再生するた
めにはファイナライズを行います。

「1 回だけ録画可能」な番組を録画するときは、CPRM 対応の DVD-R ディスクをお使いください。
ニカ国語放送を録画するときは、録画モードを[FINE]または[MN32]以外に設定してください。

「録画用」または「for Video」と記載されている DVD-R ディスク をお使いください。

DVD-R ディスクに録画するときの
VR モードとビデオモードの主な違い
DVD-RW ディスクについては取扱説明書をご覧ください。

VR モード

記録方式

ビデオモード

VR モードで録画するには VR モードで
初期化する必要があります。
Ver 2.0、Ver 2.0/4x、Ver 2.0/8x 、Ver 2.0/8x CPRM 対応

ディスクのバージョン

○
録画 / 消去できる

他の DVD プレーヤーなどで
再生できる

「1 回だけ録画可能」な映像
を録画できる

消去できますが残量は増えません(ファイナ
ライズ後も録画 / 消去できます)。

○
消去できますが残量は増えません( ただし、
ファイナライズ後は録画 / 消去できません)。

×

○

ただし、一部のパイオニア製 DVDレコーダー
またはDVD システムでは再生できます。詳し
くは下記をご覧ください。

本機でファイナライズすることで再生できます
※3
(ただし、一部のDVDレコーダーおよびDVD
プレーヤーで再生できないことがあります)。

○

×

CPRM 対応の DVD-R ディスクをお使いください。

○

フレーム単位で編集した映像
をそのままダビングできる

×
編集位置が 0.5 秒以内でずれることがあ
ります。

追いかけ再生ができる

×

×

16:9 映像の横と縦の比率を
そのままの比率で録画できる

○

×

○

×

二カ国語放送の音声を切り換え
られるように録画できる

映像の編集ができる

録画モードを[FINE]または[MN32]以外に設
定したときに録画できます。

○

△

部分消去、チャプター編集、およびプレイリス
トを使った編集ができます(ただし、消去して
も残量は増えません)。

部分消去、チャプター編集、およびプレイリ
ストを使った編集はできません。

※ 3 ビデオモードで録画したファイナライズ済の DVD-R ディスクが再生できる製品でも、DVD-R Ver.2.0/8x CPRM 対応のディスクを再生でき
ないことがあります(パイオニア製品の DVR-1000 と DVR-2000 では CPRM 対応の DVD-R ディスクを再生できません)。他の DVD プレー
ヤーなどで再生することを前提に本機で DVD-R ディスクに録画するときは、CPRM に対応していない DVD-R ディスクをお使いください。

ＶＲモードで録画した DVD-R ディスクが再生できる※ 4 パイオニア製品
DVD システム

：HTZ-929DVR

DVD レコーダー ：DVR-920H-S、DVR-720H-S、DVR-625H-S、DVR-525H-S、DVR-620H-S バージョンアップ、DVR-520H-S バージョンアップ
2004 年 9 月現在

※ 4 ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用のディスクとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。
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DVD-R ディスクに録画するときの VR モードとビデオモードの主な違い

DVD-R ディスクを VR モードで使うには
(初期化)
・ DVD-R ディスクに VR モードで録画するには、VR モードで初期化する必要があります。
・ 新品の DVD-R ディスクのみ初期化できます。
・ 一度 VR モードで初期化するとビデオモードには戻せません。また、一度ビデオモードで録画された
DVD-R ディスクは VR モードで初期化できません。

ディスクテーブルを開閉して
初期化したい DVD-R ディ
スクをセットする

ホームメニューから
[ディスク設定]を選んで
決定を押す

印刷面を上に
します。

番組表

ディスク設定

ディスクナビ

本体設定

録画予約

画質/音質設定

ダビング

プレイモード

ディスク一覧

フォトビューワ−

[初期化]→[VR モード]→[開始]を選んで決定を押す
ディスク設定
基本
初期化
ファイナライズ
HDDの最適化

VRモード
ビデオモード

開始

初期化実行中です

8ch
残り： 2分

初期化が終わると、
VRモードのディスク
として使えます。

・ ビデオモードで使いたいときは、VR モードに初期化しないでください。

DVD-R ディスクを VR モードで使うには(初期化)
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Q&A

記録方式(VR モードとビデオモード)

未使用の DVD-R ディスクを初期化してください(初期化しないと自動でビデオモー

を切り換えられない。

ドで録画されます)。

VR モードで録画した DVD-R ディス

・ DVD-ROMドライブで再生するときは、
ファイナライズしてください(ファイナラ

クをDVDプレーヤーまたは他のDVD
レコーダーで再生できない。

イズしても再生できない DVD-ROM ドライブもあります)。
・ 記録したレコーダーの記録特性、ディスクの特性、ディスクの傷 / 汚れ、本機の
ピックアップレンズの汚れ / 結露などにより再生できないことがあります。
・ DVD プレーヤーでは再生できません。
・ 他社の DVD レコーダーでは再生できないことがあります。

追いかけ再生または同時録画再生がで

・ 追いかけ再生はできません。

きない。

・ DVD-Rディスクに録画中は、そのディスクに録画されている他のタイトルを再生
できません。

タイトルを消去したが残量が増えない。 DVD-Rディスクでは、消去されたタイトルが表示されなくなるだけで残量は増えま
せん。
DVD-Rディスクの残量がなくなると編集操作ができなくなることがあります(DVD-

編集できない。

R ディスクに管理情報を記録するための容量がなくなるためです)。
ファイナライズするときに背景が選べ

VR モードで録画された DVD-R ディスクはファイナライズできますが、背景は選べ

ない。

ません。

ファイナライズが解除できない。

ファイナライズは解除できませんが、ファイナライズ済でも追加して録画/編集できます。
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