
D-R1 スペック表

「録るナビ」 録画予約一覧

30時入力変換

残量計算

予約履歴

インプログレス予約

録画予約入/切

予約名設定

ジャンル設定

無音部分・自動チャプター分割

最高画質レート容量節約モード

DVD互換モード設定

DVD-Video記録時画面比

ジャスト録画

カスタム録画・画質／音質設定

予約ディスク

「見るナビ」 タイトル一覧

チャプター一覧

タイトルサムネイル設定

チャプターサムネイル設定

同一毎週予約プレイリスト化

同一月金予約プレイリスト化

表示切替

並べ替え

頁指定ジャンプ

かな漢字変換文字入力

タイトル情報

ディスク情報

カレントタイトル

タイトル毎レジューム

タイトル間連続再生

「編集ナビ」 DV連動録画

DVシーン切れ目自動チャプター
分割

DV日付自動チャプター分割

チャプター編集

フレームシフト

ＧＯＰシフト

プレイリスト編集

オリジナルタイトル結合

一括削除

タイトル/チャプター名２秒表示

●録画予約毎に予約名を全角32文字まで入力可能。指定内容は、見るナビのタイトル名に月日付で継承

●録画予約毎に音楽クリップ番組専用設定として可能
* 番組や楽曲によって適切な分割ができない場合があります。音楽クリップ番組以外では、適切な効果は得られま
せん。また、録画予約中に他のタイトルの再生等をした場合、正しく分割されません。

●開始時刻が過ぎている予約を、設定が入ると即録画開始

●2ヶ月分32番組の予約、画質・音質のカスタム選択可能

●最新8件の予約について、任意の画質/音質の組み合わせで計算可能

●過去の予約履歴 (最新36件まで) を自動登録し、録画予約に流用可能。一件ずつの「予約履歴削除」や「全予約
履歴削除」が可能。

●30時59分までの深夜時間を翌日の24時間表示に自動変換可能。
　たとえば、26:00と入力すると翌日の02:00として登録。

●録画予約毎にジャンル設定可能。指定内容は、見るナビのタイトルに継承

●録画予約毎に最高画質選択時の容量節約指定可能

●最後に再生/録画/編集/選択のいずれかをしたタイトルを保持

●タイトル、チャプターから任意選択可能、連結部分プレビュー可能。作成中のプレイリストの長さ (時間) を表示可
能

●DVD-RAM上でダビングせずに数秒程度で可能。２つのオリジナルタイトルを１つのタイトルに結合

●タイトル一覧、チャプター一覧を頁番号指定して頁切替可能

●録画した日付の境界で自動的にチャプター分割。
* DVD-R/-RW 録画時には、「シーン切れ目」、「日付」の境界の約0.5秒単位の近似点に自動的にチャプター分割す
るか、５分、10分、15分、20分単位に自動的にチャプター分割するかを選択可能。

●タイトル間を行き来可能。レジュームはメディアにつき１つ。タイトル毎レジュームと設定切替え可

●タイトル名、チャプター名、ディスク名を全角32文字まで入力可能

●本機側の操作でDV機器の遠隔制御 (再生、停止) し、DV映像の取込み可能。取込み音声はステレオ1または2か
ら選択可。DV機器の接続状態、記録先残量などを確認しながらの「詳細表示モード」と、動画を確認しやすい「フル
画面表示モード」の切替可能。録画・画質/音質を任意設定可能。タイトル単位または、録画一時停止をしながらの
連続取込み可能。
* 接続する機種によってはAV/Cコマンドに正常に反応しないため、正しく認識できない場合や正常に動作しない場
合があります。
* パソコンとの接続には対応していません。

●全タイトル個別に可能。タイトル間連続再生と設定切替え可

●チャプター分割された境界部分をフレーム単位で前後に移動し、分割位置の微調整可能。(VRモード用)

●フレーム単位の分割、5 分・10 分・15 分・20 分単位での自動生成、 前・後のチャプターとの結合、全結合、チャプ
ター名入力、画面比表示。タイトル、チャプター番号表示。起動時にタイトル毎レジューム位置を表示。

●シーンの切れ目を検出し自動的にチャプター分割。
* DVD-R/-RW 録画時には、「シーン切れ目」、「日付」の境界の約0.5秒単位の近似点に自動的にチャプター分割す
るか、５分、10分、15分、20分単位に自動的にチャプター分割するかを選択可能。

●タイトル一覧を、タイトル名順、ジャンル順、曜日順、日付降順、保存順に並べ替え可能。Ｂボタンで表示切替と並
べ替えの履歴を戻って表示することが可能。

●任意のシーンにフレーム単位で変更可能。DVD-Ｖｉｄｅｏ メニューのサムネイルに引き継がれる。通常再生時のレ
ジューム位置が初期表示位置となる。初期設定で、0秒、3秒、10秒、35秒、1分、5分から設定可能

●録画予約毎に実行の入/切設定可能。決定ボタンのみで切替え。

●ディスク残量に応じて任意音質で、最適画質を自動設定

●サムネイル、チャプター名、簡単再生、頁レジューム機能付。

●タイトル一覧を指定ジャンルのみの表示に切替可能な「ジャンル別表示」、オリジナルタイトルのみ表示する「オリ
ジナル表示」、プレイリストタイトルのみ表示する「プレイリスト表示」可能。電源を切っても結果を保持。Ｂボタンで表
示切替と並べ替えの履歴を戻って表示することが可能。

●録画予約毎に DVD 互換モードが指定可能

●現在選択されている番組と同一のシリーズ番組をプレイリストとしてまとめ、連続再生が可能。
* 曜日と時刻とチャンネルが一致している番組が対象。
* 自動更新する機能はありません。

●現在選択されている番組と同一の月曜～金曜のベルト番組ををプレイリストとしてまとめ、連続再生が可能。
* 曜日と時刻とチャンネルが一致している番組が対象。
* 自動更新する機能はありません。

●画面比の混在する素材に対して、規格違反とならないよう 4:3 または 16:9 に画面比を固定しての録画設定が可
能

ソフトウェアスペック

●DVD-RAM ディスク番号変更可能。録画・画質/音質設定に応じて、６つの設定による残量を一覧表示。DVDディス
クの種類や記録モード、DVD-R/DVD-RW のファイナライズの有無、DVD-Video作成の可否、追記の可否などを表
示。

●画質3種・38段階・音質3種の組み合わせを５設定

●通常予約と混在可能。複数枚設定可能

●サムネイル、タイトル名、ジャンル名、簡単再生、頁レジューム機能付

●指定チャプター内の任意シーンにフレーム単位で変更可能。DVD-Ｖｉｄｅｏメニューのサムネイルに引き継がれる

●タイトル名とチャプター名変更、ジャンル変更、保護/非保護可能。チャプターサムネイル付でチャプター表示を頁
切替可能

●チャプター分割された境界部分をＧＯＰ単位で前後に移動し、分割位置の微調整可能。(Videoモード用)

●タイトルとチャプターの混在指定が可能
* 同一タイトル・チャプターの混在指定は不可　*DVD-R/-RWではチャプターの選択は不可

●編集ナビの各画面で、カーソルを移動するたびに、選択されたタイトルやチャプターのタイトル名、チャプター名、
時間情報を画面下部に２秒間表示。



ディスク一覧 ディスク一覧

「ダビング」 高速ライブラリダビング

「DVD-R/-RW機
能」

見るナビ操作

追記・ファイナライズ

タイトル削除

DVD-Video記録時画面比

DVD-Video時チャプター分割

DVD-RW (VRモード) 再生

「タイムスリップ」 追っかけ再生

TVお好み再生

「プレーヤー」 DVDプレーヤー

「初期設定」 初期設定

映像調整

ジャンル設定

DVD-RAM物理フォーマット

カスタム録画・画質/音質設定

その他 クイックメニュー

録画中チャプター分割

終了後自動電源オフ

終了後ブザー通知

リモコン一時無効モード

リモコンモード ●３種類

プログレスカウンター表示

スキップ時タイトル・チャプター名
表示

タイムバー

状態表示

残量表示

DVDメディア表示

ビットレート・インジケーター表示

Vリモート

ジャストクロック

入力自動録画

●スキップ操作時に状態表示バーにタイトル名、チャプター名を３秒間表示

●字幕やテロップなどを避けた下の位置へのシフト表示可能、チャプター分割位置、フレームカウンター表示。
* DVD-RAMのみ。NTSC 映像信号方式のドロップ・フレーム規格の制限により、正確な表示はできません。

●各種動作状態表示、タイトル、チャプター番号/経過時間/残時間、他

●BS/CSチューナー信号を検知しての自動録画開始
* 本機は電源を入れてから録画できる状態になるまでに時間がかかります。従って、接続したチューナーの種類によっては、録画開始時間になっても番組
冒頭部分が録画できない場合があります。　* 入力３端子に接続されている機器に対してのみ機能します。

●時報放送に合せ1日3回自動で時刻修正を実行

●タイトル単位の削除が可能。
* 本機で作成したディスクのみ
* DVD-RWで最後に記録したタイトル削除時のみ、空き容量が増加。DVD-Rはタイトルを削除しても空き容量は増え
ない。ファイナライズ済みDVD-RWディスクは解除が必要。ファイナライズ済みDVD-Rは解除できません。

●初期設定、録画予約毎、DV連動録画、通常録画中にそれぞれ 4:3 または 16:9 に指定可能。

●D-R1で録画／ディスク登録したDVD-RAM（最大60枚）のディスク名と空き残量を一覧表示することが可能

●画質（SP/ LP/マニュアル38段階）/音質（3種）の組合せより５設定登録可能

●再生時の転送レートを表示

●DVD-RAM 残量バー表示。画質・音質変更に対応

●本体前面の表示管でダビングをパーセント表示

●各種再生操作、音声、字幕、アングル切換が画面で可能

●予約録画、入力自動録画、高速ライブラリダビング、ファイナライズで自動電源オフの入/切設定可。

●タイトル、チャプター、プレイリスト単位の属性情報付き高速無変換ダビング、自動電源オフ対応。DVD-RAM 上で
対応。DVD-RAM上のプレイリストのオリジナル化も可能

●DVD-RAMのみ対応。自動一時停止待機、終了後保存が可能、PinP 対応

●見るナビでの表示、再生可能
* コピーワンス番組を録画したものを除く

●DVD-Video 再生, ビデオCD 再生 (PBC対応)、音楽 CD 再生、CD-R、CD-RW  に記録された CD-DA 再生が可能

●VHF/UHF、３入力端子別録音レベル設定 (dB表示) など、各種設定多数

●白レベルの輝度調整がスルー、録画共に可能

●DVD-R/DVD-RW を見るナビから表示、再生可能。
* 本機で作成したディスクのみ

●一時的にリモコンからの信号受信を止めることが可能

●ドライブ内に挿入されているDVD記録メディア種別（DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW）をLED表示

●録画中、TVお好み再生、追っかけ再生でチャプター分割可能
* 録画中は録画位置で、TVお好み再生、追っかけ再生中は再生位置でチャプター分割される

●高速ライブラリダビング、物理フォーマット終了時に終了音で通知

●DVD-RAM 初期化が行なえないディスクの救済機能

●状況、状態別にそのとき可能な機能をインテリジェントに表示

●追記、ファイナライズ、ファイナライズ解除対応。
* 本機で作成したディスクのみ　* DVD-Rのファイナライズ解除は不可

●ジャンル項目に150種類以上の小ジャンルから10種類までをカスタマイズ設定可能。ジャンルは録るナビ、見るナ
ビ、ライブラリでの指定や並べ替えで活用可能

●初期設定、DV連動録画、通常録画中にそれぞれ自動チャプター分割可能 (切/５分/１０分/１５分/２０分) 指定可
能。「チャプター分割」キー、「一時停止」キーにより任意の位置にチャプターを設定可能。

●DVD-RAMのみ対応。PinP 対応



録画機能 記録可能メディア

録画方式

画質モード

録音方式

記録時間の目安

映像信号方式

予約番組数

Ｇコード予約

録画3次元DNR回路

再生3次元DNR回路

モスキートＮＲ

ブロックＮＲ

3次元Y/C分離回路

簡易TBC回路

再生機能 再生可能メディア

映像ＤＡＣ

音声DAC

アダプティブ・リアル・シアター
モードプログレッシブ再生

高速ピクチャーサーチ

1.5倍速早見早聞

スロー／逆スロー再生

コマ送り／コマ戻し

ワンタッチスキップ

ワンタッチリプレイ

1/20分割ジャンプ

PinP

インスタントダイジェスト再生

イントロスキャン

リピート／ランダム／メモリー再
生3Dサラウンド

ドルビーデジタル＆DTSデジタル
出力対応

可変ズーム再生

●192kHz24bit

●リモコンの左右方向キーでチャプター分割をせずにタイトルの長さに応じた1/20単位の間隔での前後へのスキッ
プ操作が可能。

●リモコンのピクチャーサーチボタン１つで1.5倍速の音声付早見早聞可能。

●ドルビーデジタル (M1モード: 転送レート192kbps, 2ch / M2モード: 転送レート 384kbps, 2ch)、 リニアPCM
(48kHz/16bit、2ch)

●MPEG2 (可変ビットレート対応、解像度：D1, 2/3D1, 1/2D1, CIF対応、スクィーズ方式のワイド放送録画対応)
* DVD互換モード時は、規格の制限により解像度は Half D1, D1対応 となります。
* 解像度D1：720×480、2/3D1：480×480、1/2D1：352×480。DVD互換モード時は、規格の制限により解像度は
1/2D1、D1対応となります。
* 転送レート1.4Mbpsの場合は、解像度CIF：352×240。

●SPモード、LPモード、Justモード、マニュアルモード (1.4Mbpsの１段階と 2.0Mbps～9.2Mbps まで 0.2Mbpsずつ 37
段階計38段階設定可能。リニアPCM音声時は上限が 8.0Mbps)
* 画像圧縮技術であるMPEG2の特性により、特にマニュアルモードの1.4Mbps時は明暗や模様、動きの激しい映像の圧縮には適しておりません。大切な
ライブラリを保存する場合は、最低3Mbps以上、上記のような悪条件の場合には6Mbps以上を推奨します。

* DVD-RAM 片面ディスクの 場合は上記時間の半分ずつで連続再生は不可。
* 音声が ドルビーデジタル2ch/192Mbps時。記録時間は、その性能を保証するものではなく、実際の記録では入力映像の画質やそ
の他の条件により、表記の時間を下回る場合があります。

●ＮＴＳＣ方式

■DVD-RW (4.7GB/片面ディスク Ver.1.1）約1時間～約6時間

●DVD-RAM  (9.4GB両面ディスク時）
　SPモード：約4時間、　LPモード：約8時間
　MN (マニュアル) モード：約2時間から約12時間
　Just (ジャスト) モード：約5時間以内

●DVD-R (4.7GB/片面ディスク）約1時間～約6時間

■１押し目２８秒、以降１押しごとに３０秒ずつ加算してスキップ。初期設定で ５秒、１０秒、３０秒、５分のいずれかに
変更可能。
* DVD-RAM、DVD-Video、DVD-R、DVD-RW 対応

●現在選択されているタイトルを先頭から５秒再生し、１分単位までスキップし、５秒再生。また次の１分単位までス
キップするという動作を繰り返しながらタイトル末尾まで再生するモード。決定ボタンを押すとその場所から通常再生
されます。
* DVD-RAM のみ有効。

●多段階の拡大・縮小が可能。チューナー映像対応。
*  DVD-R/-RW/市販DVD-Video、DVD-RAM、視聴中のチューナー映像、外部入力まで対応。

●Ｑサウンド

●

● *ディスクによっては制限される場合があります。

●１押しごとに１０秒前のシーンにさかのぼって再生。初期設定で ５秒、１０秒、３０秒、５分のいずれかに変更可能。
一時停止中、タイトルエンド時にも可能。
* 通常１倍速再生中のみ有効。

●上下左右４箇所に移動可能
* ディスクによっては制限される場合があります。

●ドライブごとに全タイトルの先頭５秒ずつを順番に再生
* ディスクによっては制限される場合があります。

●フレーム単位。追っかけ再生、TVお好み再生時対応。
*ディスクによっては制限される場合があります。

●ざらつきを抑えます

●輪郭部分のちらつきを抑えます

●1/2、1/8、1/16。
* ディスクによっては制限される場合があります。
* 早送り/早戻し、スローなどの特殊再生時に滑らかな動作ができない場合があります。

●MPEG2デジタル録画特有のブロックノイズを抑えます

●

●32番組/2ヶ月

●

ハードウェアスペック

●DVD-RAM （片面4.7GB/両面9.4GB のみ）、DVD-R （片面4.7GB DVD- R for General のみ）、DVD-RW (片面
4.7GB Ver.1.1）、
* DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW はディスク特性によっては記録ができない場合があります。

●×100、×30、×8、×1.5相当
* ディスクによっては制限される場合があります。
* 早送り/早戻し、スローなどの特殊再生時に滑らかな動作ができない場合があります。

●

●

●DVD- RAM （片面4.7GB / 両面9.4GB のみ）、DVD-R （片面4.7GB DVD-R for General のみ）、 DVD-RW (片面
4.7GB Ver.1.1）、DVD-Video、ビデオCD 、音楽CD 、CD-R　/　CD-RW （CD-DA フォーマット）
* ディスク特性、記録状態によっては、再生できない場合があります。

●10bit54MHz

●



その他 受信チャンネル

入力端子 ●Ｓ映像入力 ３系統 (金メッキ端子) (背面１系統はS1対応端子) (Y)1.0V(p-p)/75Ω, (C)0.286V(p-p)/75Ω

●映像入力 ３系統 (金メッキ端子) (ピンジャック) 1.0V(p-p)/75Ω

●DV連動入力 １系統

●2chアナログ
音声入力

３系統 (金メッキ端子) (ピンジャック)

●Ｄ１/2映像出力 １系統 (Y)1.0V(p-p)/75Ω, (CB)0.7V(p-p)/75, (CR)0.7V(p-p)/75Ω

●Ｓ映像出力 ２系統 (金メッキ端子) (２系統共S1対応端子) (Y)1.0V(p-p)/75Ω, (C)0.286V(p-p)/75Ω

●映像出力 ２系統 (金メッキ端子) (ピンジャック) 1.0V(p-p)/75Ω

アンテナ端子

電　　　源

本体寸法
●高さ：78mm

●奥行き：325mm

質　　　量

付　属　品

本体消費電力

●待機時：2.6W以下

●地上波アンテナ入出力端子

出力端子

１系統 (金メッキ端子) (Y)1.0V(p-p)/75Ω, (CB)0.7V(p-p)/75Ω, (CR)0.7V(p-p)/75Ω

●2chアナログ
音声出力

２系統 (金メッキ端子) (ピンジャック)

●コンポーネント
映像出力

■VHF: 1～12ch / UHF: 13～62ch / CATV: C13～C63ch

* Ｄ１/D2映像出力とコンポーネント映像出力の同時接続は不可

●デジタル音声出
力

１系統（光）

●リモコンユニット、リモコン用電池（単４×２）、ＡＶ接続ケーブル、同軸ケーブル、電源ケーブル

●4.2kg

●幅：430mm

* Ｓ映像入力、映像入力、2chアナログ音声入力のうち1系統は前面端子

●ＡＣ：１００Ｖ±１０％ （５０／６０Ｈｚ）

●待機時（省エネ設定時）：0.7W以下

●動作時：29W


