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2004 年 10 月 22 日 

 

 
地上・ＢＳ・110 度ＣＳデジタルチューナーを搭載し、ハイビジョン録画が可能な 

ハイビジョン HDD/DVD レコーダー「          」シリーズのエントリーモデルを発売 
 

 

 

 

 

 

 

日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ（グループ長＆CEO 立花 和弘、以下 日立）は、 

地上・BS・110 度 CS デジタルチューナーと、大容量 HDD 及び DVD マルチドライブを搭載したハイビジョン

HDD/DVD レコーダー「           」シリーズ「DV-DH400T」「DV-DH250T」の 2 機種(既発売)に加

え、160GB HDD を搭載した「DV-DH160T」を、11 月上旬から発売します。 

日立は、日立グローバルストレージテクノロジーズ（CEO：成瀬淳、以下日立 GST）の HDD 技術、株式会

社日立エルジーデータストレージ（CEO：堀一哉）の DVD ドライブ技術、日立のハイビジョン受信、録画技

術やユーザーインターフェイス技術を結集することにより、高画質で信頼性が高く、使い勝手に優れた製品

を提供し、今後、急速な普及が見込まれるデジタル放送およびハイビジョン録画機器市場に積極的に参入

していきます。 

 

■型式、価格及び発売日 

品名 型式 本体希望小売価格 発売日 当初月産台数

ハイビジョン 

160GB HDD/DVD レコーダー 
DV-DH160T オープン価格 11 月上旬 15,000 台 

 

■開発背景と商品特徴 

DVD レコーダーの市場は急速に成長を続けています。普及にともない、より快適に、より簡単に使える操

作性が求められるとともに、ハイビジョン高画質映像や 5.1 チャンネル音声放送など、より魅力的なコンテンツ

を放送するデジタル放送への対応を望む声が増加しています。 

こうした要望にこたえ、既に日立は、地上・BS・110 度 CS デジタルチューナー内蔵の「DV-DH400T」

「DV-DH250T」を 10 月中旬から販売していますが、さらにより多くの方にデジタル放送の視聴、録画生活を

楽しんでいただくためのエントリーモデルとして、今回「DV－DH160T」を発売します。 

本製品は、「DV-DH400T」「DV-DH250T」同様、信頼性に優れた日立 GST の HDD と、5 倍速 DVD-RAM、

4 倍速 DVD-RW、8 倍速 DVD-R の録画･再生、および+RW、+R の再生にも対応した日立エルジーデータス

トレージの DVD マルチドライブを搭載しています。また、業界に先駆けて TSX モードを搭載し、ハイビジョン

映像を世界最高速の約５倍の速度で DVD－RAM にムーブ（移動）することができます*1。なお、DVD-RAM

使用時は最大約 30 倍、DVD-RW は最大約 24 倍、DVD-R は最大約 40 倍で、HDD から DVD へのダビン

グ、ムーブ（移動）が可能です*2。 

さらに予約システムは、好評の EPG（電子番組表）に加え、日立独自の「ミルカモ予約」機能を採用してい

ます。これにより、カレンダーを見ながら、１週間分の予約と再生時の検索を簡単にできます。 

 

日立は、「美しい映像」にこだわるファミリー向け製品群として「      」ワールドを展開してきました。この

たび、フラットパネルテレビ、DVD ビデオカメラ、液晶プロジェクターに続き、DVD レコーダーのラインアップを

DV-DH160T
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拡大することにより、「      」ワールドをさらに充実させ、お客様の新しい価値を提案していきます。 

 

＊       は 3 つの「Wo～」を意味しています。 

（Wonder－驚きがある。World standard－世界の新しい基準である。Worthwhile－高い価値がある。） 

＊ ハイビジョン画質での録画は HDD 録画のみになります 

＊ １：民生のハイビジョン録画対応 DVD レコーダーとして。2004 年 10 月 22 日時点。それぞれ、対応の速度のメディアを使用し  

た場合。状態によって値は異なります。DVD にムーブ後は XP モード相当の画質（DVD 画質）となります。 

＊ ２：EP モード番組をダビング、ムーブ時。それぞれ、対応の速度のメディアを使用した場合。状態によって値は異なります。 

 

■他社商標注記 
・各製品、各社名は各社の登録商標、または、商標です。 

 

■お客様からの問合せ先およびカタログ請求先 

安心コールセンタ 

電話：0120-122-790 (フリーコール) 

時間：月～金 10：00～20：00   土・日 10：00～17：30 （年末年始を除く） 

 

■製品紹介ホームページ 

「日立 AV ワールドホームページ」   URL ： http://av.hitachi.co.jp/ 

 

 

以上 
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【添付資料】 
＜新製品の主な特徴＞ 

 
１． 地上・BS・110 度 CS デジタルチューナー内蔵 

2000 年 12 月から開始された BS デジタル放送はもちろん、2002 年 4 月から開始された 110 度 CS デ

ジタル放送、2003 年 12 月から 3 大都市圏(関東、中京、近畿の一部)で放送が開始され、2006 年までに

全国放送が開始される予定の地上デジタル放送に対応したデジタルチューナーを搭載しています。これ

により、高画質なハイビジョン放送はもちろん、これまでのアナログ放送では楽しめなかった 5.1 チャンネ

ルの臨場感あふれる音声や、データ放送を受信することができます。 

また、デジタル放送で受信した映像はデジタル情報のままの画質で HDD に記録します。 

*ハイビジョン画質での録画、5.1 チャンネル、データ放送の録画は HDD 録画のみになります。 

 

２． 多彩なメディアに対応する日立エルジーデータストレージ社製 DVD マルチドライブ搭載 

（１）５倍速 DVD-RAM 対応ドライブを採用 

DVD ドライブは、5 倍速 DVD-RAM(DVD-RW は 4 倍速、DVD-R は 8 倍速)に対応し、DVD-RAM

使用時は最大約 30 倍、DVD-RW は最大約 24 倍、DVD-R は最大約 40 倍でのダビング、ムーブが可

能です。 

*EP モード番組をダビング、ムーブ時。それぞれ、対応の速度のメディアを使用した場合。状態によって値は異なります。 

 

（２）３種類の DVD に録画できるマルチドライブ搭載 

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R の記録に対応し、用途にあわせて DVD メディアを選ぶことができる

ので、安心して使用できます。DVD-RW は編集が楽しめる VR モードと、DVD プレーヤーとの互換性が

高いビデオモードの双方に対応しています。 

 

（３）ハイビジョン映像の高速ムーブ(移動)に対応した TSX モードを採用 

録画時に TS データに加え、DVD-RAM/-RW[VR]に高速ムーブするための付加データをあわせて

記録することにより、DVD-RAM/-RW[VR]へのムーブ時間を、大幅に短縮しました。60 分の映像をム

ーブする際に必要な時間は、DVD-RAM には、約 13 分、DVD-RW[VR]には約 15 分となります。 

 

（４）幅広い DVD が再生できるスーパーマルチ再生 

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R に加え、+RW、+R の再生も可能なスーパーマルチ再生を実現し、

様々な DVD が幅広く再生できます。 

 

（５）デジタル放送のコピー制御信号に対応 

デジタル放送で送信される「１回だけ録画可能」な番組を HDD、DVD-RAM、DVD-RW[VR]に録画

したり、HDD に録画した番組を DVD-RAM、DVD-RW[VR]にムーブして保存することができます。 
*｢1 回だけ録画可能｣なコピー制御信号の番組をハードディスクに録画したものは DVD-RAM、DVD-RW にムーブできますが、ハー

ドディスクからは自動的に消去されます。 

*DVD-R および DVD-RW のビデオモード、CPRM に対応していない DVD-RAM、DVD-RW へは、ムーブできません。 

 

（６）日立 DVD カム「      」で撮影した未ファイナライズの 8cmDVD-R を再生できます。 

DVD-RAM はもちろん、日立 DVD カムで撮影した未ファイナライズの 8cmDVD-R も再生して楽し

むことができます。ファイナライズしていないので、本機で再生した後、同じ 8cmDVD-R に DVD カム

で撮影することもできます。 

また、日立 DVD カムで撮影した映像を編集することもできます。思い出のたくさんつまった

8cmDVD-RAM／-R の映像を HDD に転送後、順番を並べ替えたり、お気に入りのシーンだけをまとめ

たオリジナル DVD を作成することができます。 
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３． 日立グローバルストレージテクノロジーズ社製 160GB ＨＤＤにより、ハイビジョン画質録画時間約 16 時間、

最長録画時間約 220 時間を実現 

（１）高画質なハイビジョン映像録画を実現 

DV-DH160T は 160GB HDD を搭載し、ハイビジョン映像なら約 16 時間、EＰモードで最長約 220 時

間の録画が可能です。 

*番組あたりの最長連続録画時間は 9 時間です。最大プログラム数は 999 になります。 

 

（２）耐震性に優れた高信頼性 

日立 GST 社独自の「ヘッドロード/アンロード機構」を採用した HDD を搭載しています。待機時はヘ

ッドが所定位置に戻るため、万一衝撃を受けたときにもディスクを傷めにくく、耐震性に優れた高い信

頼性を確保しています。 

 

 
４．快適な予約録画機能 

使用シーンによって選べる 3 つの予約録画機能を搭載しています。 

（１）EPG で簡単予約録画 

デジタル放送で配信されるデータ情報を自動受信し､テレビ画面に新聞のテレビ欄同様の番組ガイ

ドを表示できる EPG（電子番組表）機能を搭載しています。EPG を使って、番組内容や出演者を確認し

たり、簡単に予約録画の指定ができます。また、指定したジャンルで、目的の番組情報を素早く検索す

ることもできます。スポーツや映画放送など、特定の番組の予約録画に便利な機能です。 

さらに、文字によるフリーワード検索も可能です。検索方法には、50 音式文字入力と、携帯電話方式

の文字入力を選んで使うことができます。 

また、視聴中のチャンネルの放送予定を2日分、テロップにして確認することができるテロップEPGを

搭載しています。番組視聴を邪魔せずに見たい番組を探せます。 

*地上・BS・110 度デジタル放送の番組情報が利用できます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「ミルカモ予約」で快適予約録画 

見るかもしれない番組を HDD にどんどん録画し、

録画番組が簡単に検索･再生できる日立独自の

「ミルカモ予約」機能を搭載しています。本機に搭

載の「ミルカモ予約」は EPG と連動し、タイトル情

報などを自動入力することができます。連続ドラマ

など、毎週同じスケジュールで放送される連続番

組の予約録画に便利な機能です。 

 

 

 

① 連続した６時間・1 週間分の録画予約と、過去 1 週間分の録画済み番組の情報を 1 画面に表示

します。画面スクロールにより、24 時間の番組の録画予約に対応しています。 

② 予約したい曜日と時間帯にカーソルをあわせ、リモコンのダイレクトチャンネルボタンを押すだけ

で簡単に予約録画ができます。また、一度予約した番組は次週以降も自動的に予約録画されま

す。 

【EPG 画面】 【検索画面】 

【ミルカモ予約画面】 
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③ 再生したい曜日の時間帯にカーソルをあわせて再生ボタンを押すと、選んだ番組を即座に頭出

しして再生できます。 

④ 2 週間以上経過した番組は自動的に消去されるので、古い番組を消去する手間が省けます。2

週間経過する前に、自動消去されない領域（ディスクナビゲーション）に移動したり DVD へダビン

グすることもできます。また、手動で任意の番組を消去することもできます。 

⑤ EPG と連動し、タイトル情報を自動入力します。自動入力されたタイトルは、自動消去されない領

域（ディスクナビゲーション）に移動したり DVD にダビングしたときも引き継がれますので、後で再

生する時にも便利です。 

 

（３）予約内容を手元で確認できる液晶 G コード予約リモコン 

予約内容を手元の液晶表示窓で確認してから本体へ転送できますので、テレビの視聴中でも邪魔

することなく予約ができます。 
*地上アナログ放送の録画予約ができます。 

 

５．ディスク録画ならではの便利な機能 

（１）見たい録画番組をすぐに探せるディスクナビゲーション機能 

録画日時やチャンネル、タイトル等をもとに番組の検索に便利なディスクナビゲーション機能を搭載。

ディスクナビゲーションは画像を見ながら視覚的に映像を検索するサムネイル表示モードと、文字情報

を見ながらすばやく検索できるリスト表示モードを搭載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）見たいシーンを探すのに便利なタイムナビ機能 

番組内の再生場面を分単位で指定して、 

即座に頭出しできるタイムナビ機能を搭 

載しています。 

タイムナビは、画面上のカーソルを動か 

すことで 9:30 や 11:43 という様に録画 

した時刻を指定して再生できるので、ス 

ポーツ中継延長などで、放送開始が遅れ 

た番組の先頭を探すのに便利な機能です。 
＊タイムナビ機能は、HDD、DVD-RAM 使用時、および、ファイナライズされていない DVD-RW、DVD-R 使用時に利用できます。 

 

（３）録画しながら、録画中の番組のはじめから再生できる「追いかけ再生」 

帰宅時にすでに予約録画がスタートしているとき、予約録画終了を待たずにその番組の最初から再

生して見ることができます。 

＊追いかけ再生は、HDD、DVD-RAM 使用時に使用できます。 
 

（４）録画中に、すでに録画済みの番組が見られる「同時録画再生」 

今週のドラマを録画しながら、まだ見ていない録画済みの先週のドラマを先に見ることができます。 

＊同時録画再生は、HDD(TS モード)、DVD-RAM 使用時に使用できます。 
 

 

【サムネイル表示画面】 【リスト表示画面】 
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６．高画質高音質設計 

（１）高画質と長時間を両立する VBR（Variable Bit Rate control）方式 

単純な映像では圧縮率を高め、情報量の多い複雑な映像は圧縮率を低くして最適な圧縮率に可変

制御する VBR 録画方式を採用しました。画質低下を抑えて HDD、DVD に効率よく記録します。 

 

（２）市販の DVD 映画ソフトをチラツキの少ない自然な映像で再生できるプログレッシブ再生 

斜線や文字のギザギザやチラツキが少なく、大画面でもクッキリした鮮明画像を実現します。 

 

（３）再生時の色にじみやカラーノイズを低減するデジタル 3 次元 Y/C 分離回路搭載 

 

（４）映像ノイズを高精度に除去し、輪郭のザラつきを抑える 3 次元 DNR 搭載 

 

 

７．充実の機能 

（１）視聴中の番組をさかのぼって見られる「タイムシフト再生」 

 

（２）音声を聞きながら素早く映像の内容をチェックできる「1.5 倍速再生」(TSX/TS モード再生時のみ) 

 

（３）早口のセリフが聞き取りやすい「ゆっくり再生」(デジタル放送視聴時、および、TSX/TS モード再生の

み) 
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＜主な仕様＞ 
型式 DV-DH160T 参考：DV-DH400T 参考：DV-DH250T 

容量 160GB 400GB 250GB 

TSX HD 約 11 時間*1 約 27 時間*1 約 17 時間*1 

TSX SD 約 20 時間*1 約 51 時間*1 約 31 時間*1 

TS HD 約 16 時間*1 約 40 時間*1 約 25 時間*1 

TS SD 約 48 時間*1 約 120 時間*1 約 75 時間*1 

XP 約 32 時間*1 約 80 時間*1 約 50 時間*1 

SP 約 65 時間*1 約 160 時間*1 約 100 時間*1 

LP 約 130 時間*1 約 320 時間*1 約 200 時間*1 

HDD 

録画時間 

EP 約 220 時間*1 約 555 時間*1 約 340 時間*1 

DVD-RAM （VR） ○*2 

DVD-RW  （VR /ビデオ） ○/○ 

録画可能 

メディア  

DVD-R   （ビデオ） ○*2 

DVD-RAM （VR） ○/○*3 

DVD-RW  （VR /ビデオ） ○/○*3 

DVD-R   （ビデオ） ○ 

+RW/+R ○/○*4 

DVD ビデオ ○ 

ビデオ CD/音楽 CD ○/○*5 

再生可能 

メディア  

CD-RW/R ○/○*6 

XP  約 1 時間/約 2 時間*7 

SP 約 2 時間/約 4 時間*7 

LP 約 4 時間/約 8 時間*7 

DVD-RAM 

DVD-RW 

DVD-R 

（12cm) 

録画時間 

(片面/両面) 

EP 約 6 時間/約 12 時間*7 

「１回だけ録画可能」な番組の録画 ○*8 CPRM 対応 

「１回だけ録画可能」な番組のムーブ ○*9 

地上デジタル 000～999 チャンネル 

BS デジタル 000～999 チャンネル 

110 度 CS デジタル 000～999 チャンネル 

受信 

チャンネル 

VHF/ UHF/ CATV 1～12 チャンネル/13～62 チャンネル/ C13～C38 チャンネル*10 

GRT － ○ － 

3 次元 Y/C 分離 ○ 

3 次元 DNR 〇 

高画質 

回路 

プログレッシブ再生 ○*11 

EPG（デジタル放送） ○ 

EPG 連動ミルカモ ○ 

G コード ○ 

予約 

プログラム数 42 番組/月(含むミルカモ予約) 

バーチャルサラウンド ○*12 

ｉ.LINK 端子 S400(TS) － 2*13 

LAN 端子(10BASE-T/100BASE-T) 1 

電話回線接続端子 1 

拡張端子 － １*14 － 

SD/MMC カードスロット ○ 

S 映像 3 系統（内前面 1 系統） 
3 系統（内前面 1 系統） 

金メッキ 
3 系統（内前面 1 系統） 

コンポジット映像 3 系統（内前面 1 系統） 
3 系統（内前面 1 系統） 

金メッキ 
3 系統（内前面 1 系統） 

入力 

アナログ音声（2ｃｈ） 3 系統（内前面 1 系統） 
3 系統（内前面 1 系統） 

金メッキ 
3 系統（内前面 1 系統） 

D4 １系統 

S 映像 2 系統 2 系統 金メッキ 2 系統 

コンポジット映像 2 系統 2 系統 金メッキ 2 系統 

アナログ音声（2ｃｈ） 2 系統 2 系統 金メッキ 2 系統 

入出力端

子 

出力 

デジタル音声（光） 1 系統（PCM、ドルビーデジタル、DTS） 

映像 DAC 10bit/74.25MHz 

音声 DAC 24bit/192MHz 

外形寸法(幅 X 高さ X 奥行) 430×68×330mm 

質量 約 5.4kg 

消費電力(待機時) 約 47W(約 1.8W) 約 49W(約 1.8W) 約 47W(約 1.8W) 

電源 AC100V 50/60Hz 
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＊ １：1 番組あたりの最長連続録画時間は９時間です。最大プログラム数は９９９になります。TSX、TS は、デジタル放送のみの録画となります。 

＊ ２：カートリッジ入りの 12cmDVD-RAM に録画する場合は、ディスクをカートリッジから取り出して使用します。8cmDVD-RAM に録画する場合

は、ディスクをカートリッジやホルダーから取り出して使用します。8cmDVD-R に記録する場合は、ディスクをキャディーやホルダーから取り

出して使用します。 

＊ ３： DVD ビデオカメラや DVD レコーダーで DVD ビデオレコーディング規格(VR モード)に準拠して録画された DVD-RAM ディスク

(12cm/8cm)/DVD-RW(１２cm)、DVD ビデオ規格(ビデオモード)に準拠して録画された DVD-RW(12cm)/DVD-R(12cm/8cm)の再生ができ

ます。カートリッジ入りの 12cmDVD-RAM を再生する場合は、ディスクをカートリッジから取り出して使用します。8cmDVD を再生する場合は、

ディスクをカートリッジやキャディー、ホルダーから取り出して使用します。他の機器で記録した DVD-RW、DVD-R を再生する場合は、記録

に使用した機器でファイナライズしたディスクのみに対応しています。ただし、日立 DVD ビデオカメラで記録した 8cmDVD-R はファイナライ

ズをしなくても再生できます。使用するディスクの特性・汚れ・傷または、ピックアップの汚れ・結露等により再生できない場合があります。 

＊ ４：DVD レコーダーで録画された+RW(12cm)、+R (12cm)の再生ができます。+RW、+R を再生する場合は、記録に使用した機器でファイナラ

イズしたディスクのみに対応しています。使用するディスクの特性・汚れ・傷または、ピックアップの汚れ・結露等により再生できない場合があ

ります。 

＊ ５：CD の標準規格に準拠していない「コピーコントロール CD」などのディスクについては、再生の状態を保証できません。特殊ディスク再生

時にのみ支障をきたす場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。CD 規格外ディスクを再生した場合、いろいろな不具合が発生

することがあります。 

＊ ６：CD-RＷ/R の再生は、音楽 CD 形式に準拠して記録したディスクに限ります。また、使用するディスクの特性・汚れ・傷または、ピックアッ

プの汚れ・結露等により再生できない場合があります。 

＊ ７：A 面 B 面の連続録画はできません。 

＊ ８：DVD-R、および、DVD-RW のビデオモード、CPRM に対応していない DVD-RAM/-RW へは、「１回だけ録画可能」な番組は、記録でき

ません。 

＊ ９：DVD-R、および、DVD-RW のビデオモード、CPRM に対応していない DVD-RAM/-RW へは、ムーブできません。 

＊ １０：CATV の受信には、CATV 会社との契約が必要です。 

＊ １１：DVD ビデオ、および、プログレッシブ放送を HDD に TSX、TS モードで録画した場合の再生時。  

＊ １２：デジタル放送視聴時、および、TSX、TS モード再生時。 

＊ １３： D-VHS デッキ等に搭載されている i.LINK 端子との接続ができます。（一部の機器とは接続できない場合があります）本機同士やケー

ブルテレビのセットトップボックス、デジタルチューナーに搭載されている i.LINK 端子との接続には対応していません。また、DV 端子つきの

DV ビデオカメラとの接続には対応していません。 

＊ １４：デジタルカメラの USB 接続端子と接続して画像を再生できます。デジタルカメラは USB マスストレージクラスに対応している必要があり

ます。すべてのデジタルカメラとの接続を保障するものではありません。DCF 規格に準拠した JPEG 形式のファイルを表示できます。DVD ビ

デオカメラの USB 端子と接続することはできません。 

 
 

■他社商標注記 
・ドルビー、ドルビーデジタル、Dolby はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。 

・「DTS」および「DTS DIGITAL OUT」は、米国デジタル・シアター・システムズ社の登録商標です。 

・Ｇコードは、ジェムスター社の登録商標です。 

・i.LINK と i.LINK のロゴはソニー株式会社の商標です。 

・各製品、各社名は各社の登録商標、または、商標です。 

 
以上 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、 

お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と

情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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