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ネットワーク接続と
設定 …………………

2
接続早見表 ……… 2

ネットワークにつないで
楽しむために
ネットワーク接続したサーバーに保存されている、写真、音楽、映像ファイル
を本機で再生できます。
離れた部屋の VAIO に保存してあるデジタル写真を本機で楽しんだり、別の部
屋のブルーレイディスクレコーダーに記録されているテレビ番組を本機で見た
りできます。
ホームネットワークに関する情報を、以下のホームページでも確認できます。

http://www.sony.jp/event/DLNA/
この機能を利用するには、DLNA
（Digital Living Network Alliance）
に対応したサーバーが必要です。

本機とサーバー
をつなぐ ……………

4

サーバーの設定と
機器登録 ……………

6
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VAIO を起動できる

ように設定する …… 13
VAIO がスタンバイ
状態になるまでの時間
を設定する ………… 15
VAIO のサーバー名を
変更する …………… 16
サーバーに
固定 IP アドレスを
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故障かな？と思ったら
………………………… 19

お買い上げいただきありがとうございます。
別冊の取扱説明書もあわせてお読みください。





接続早見表
本機をサーバー（VAIO やブルーレイディスクレコーダーなど）に接続する方法は、ご使用の環境によって
異なります。下記をご参照いただき、ご自分の環境にあった接続方法を探してください。

ネットワーク接続と設定

スタート！

LAN ケーブルを使用して接続している
サーバーの LAN 端子は、モデムなどに接続されていますか？


ADSL モデム／光ファイバーモデムなど
→「はい」へ

 集合住宅などで屋外への LAN へ直結している
→「いいえ」へ

はい

いいえ

ADSL モデム／光ファイ

集合住宅などで屋外へ

バーモデムなど

の LAN へ直結している

お 使 い の ADSL モ デ ム／ 光

ハ ブ 付 き ルー ター が 必 要

ファイバーモデムなどには、 お使いの ADSL モデム／光ファイ
バーモデムなどに、ルーター機能
ルー ター 機 能 が あ り ま す
があるかどうかは、モデムなどに
か？
付属の取扱説明書をご覧ください。

です。

はい

いいえ

ルーター機能あり

ルーター機能なし

ADSL モ デ ム ／ 光 フ ァ イ
バーモデムなどの LAN ポー

ハブ付きルーターが必要
です。

トに空きがありますか？
（ハブ機能がありますか？）
はい

いいえ

LAN ポートに空きが

LAN ポートに空きが

ある

ない

空きポートに接続して

ハブが必要です。

ください。

3 ページ



へ

3 ページ



へ

ルーターのない接続環境でホームネットワークにつなぐ
ときは
下記を行ってください。
 本機とサーバーをクロスケーブルでつなぐ
 本機とサーバーそれぞれで、固定 IP を設定する
（17 ページ）

2

3 ページ



へ

3 ページ



へ

接続環境

ネットワーク設定

本機 と ADSL モデムなど 「DHCP を利用する」

ルーター機能付き ADSL モデム
などの LAN ポートに空きがある
場合

の LAN ポートを LAN ケー （7 ページ）を行ってく
ブルでつないでください。 ださい。

ルーター機能付き
ADSL モデムなど

本機



ルーター機能付き ADSL モデム
などの LAN ポートに空きがない
場合

ハブが必要です。

ハブを追加して接続 
（4 ページ）のようにつ
ないでください。

ルーター機能付き
ADSL モデムなど
本機



ADSL モデムなどにルーター機
能が付いていない場合

ハブ付きルーターが
必要です。

ルーター機能がない
ADSL モデムなど

ハブ付きルーターを追加
して接続 （4 ページ）
のようにつないでくださ
い。

本機



集合住宅など、屋外の LAN に直
接接続している場合

ハブ付きルーターが
必要です。

ハブ付きルーターを追加
して接続 （5 ページ）
のようにつないでくださ
い。

本機

お使いの ADSL モデムなどにルーター機能があるかどうかは、
ADSL モデムなどに付属の取扱説明書をご覧ください。

3

ネットワーク接続と設定



接続方法

本機とサーバーをつなぐ
「接続早見表」
（2 ページ）に従って、接続環境を確認した上で、接続してください。

接続 
ネットワーク接続と設定

インターネット

ルーター機能を持つ ADSL モデム／
光ファイバーモデムなど 1

ネットワーク
端子へ

LINE

LAN

本機

LAN

VAIO1

LAN

ハブ 2

LAN ケーブル
LAN 端子 3 へ
LAN ケーブル

LAN ケーブル
ネットワーク
端子へ

1 お客様の接続環境によっては、接続方法が異なります。
詳しくは、契約しているまたはこれから契約する接続
サービス業者にお問い合わせください。
2 100BASE-TX に対応しているハブをお使いください。
3 LAN 端子の位置については、別冊の取扱説明書をご覧
ください。

VAIO2

接続 
インターネット

ルーター機能がない ADSL モデム／
光ファイバーモデムなど 1

ネットワーク
端子へ

LINE

LAN

本機

LAN

VAIO1

WAN

ハブ付き
ルーター2

LAN ケーブル
LAN 端子 3 へ
LAN ケーブル
ネットワーク
端子へ

VAIO2

4

LAN ケーブル
1 お客様の接続環境によっては、接続方法が異なります。
詳しくは、契約しているまたはこれから契約する接続
サービス業者にお問い合わせください。
2 100BASE-TX に対応しているハブ付きルーターをお使い
ください。
3 LAN 端子の位置については、別冊の取扱説明書をご覧
ください。

接続 
ネットワーク
端子へ

LAN

ネットワーク接続と設定

本機
ハブ付きルーター 1

LAN

VAIO1

WAN

LAN ケーブル
LAN 端子 2 へ
LAN ケーブル
ネットワーク
端子へ

VAIO2

LAN ケーブル
100BASE-TX に対応しているハブ付きルーターをお使い
ください。
2 LAN 端子の位置については、別冊の取扱説明書をご覧
ください。
1

5

ネットワーク設定早見表
本機をサーバー（VAIO やブルーレイディスクレコーダーなど）に接続する方法は、ご使用の環境によって
異なります。下記をご参照いただき、ご自分の環境にあった接続方法を探してください。

スタート！
ルーターを使っていますか？
（ 〜 
（3ページ）の接続をしましたか？）

サーバーの設定と機器登録

はい

いいえ

本機のネットワーク設定

本機のネットワーク設定

をする：

をする：

DHCP を利用する

固定IPアドレスを指定する

7 ページ

7 ページ

［接続診断］結果が
「DNS サーバーが
応答しません。」と
表示される。

［接続診断］結果
が「正常です。」
と表示される。

ホームネットワーク

故障かな？と思ったら
19 ページ

本機とサーバーをつない
で写真や音楽、映像を楽

接続と設定をそれぞれ確

しみますか？

認してください。

はい

いいえ

本機とサーバーの設定を
する。
「サーバーの準備」

9 ページ
「本機にサーバーを登
録する」11 ページ
「接続サーバー診断を
する」12 ページ

設定終了

設定終了

インターネットやアプリキャスト、

インターネットやアプリキャスト

つないだサーバーにある写真や音

を楽しめます。

楽、映像を楽しめます。

6

本機のネットワーク設定をする
すべて本機での設定です。別冊の取扱説明書もご
覧ください。

固定 IP アドレスを指定する
サーバーと直接つなぐときやお使いのルーターの
使用状況に合わせた値、プロバイダーが指定する

DHCP を利用する

値があるときに設定します。

ここではネットワークの設定を自動（DHCP）で割
り当てる操作を説明します。本機をつないだルー
クに必要な IP アドレスなどの設定値を自動的に割
り 当 て ま す。 こ の 方 法 を DHCP（Dynamic

Host

Configuration Protocol）といいます。

要になります。
（左記）の手順 1 〜 5 を行う。
1 「DHCPを利用する」

2

で［固定 IP アドレスを指定］を選んで、 決定 を押
す。

1

を押す。

2

 で （設定）を選ぶ。

3

で手動入力する項目を選んで、 決定 を押す。

3

で （通信設定）を選んで、 決定 を押す。

4

〜
の数字ボタンまたはで 3 桁の数値を
入力する。

4

で［ネットワーク設定］を選んで、 決定 を押す。

5

で右の枠に移動する。

5

で［IP アドレス取得方法］を選んで、 決定 を押す。

6

6

で［DHCP を利用（DNS 自動）］または［DHCP

手順 4、5 をくり返して 4 つの枠に入力し、 決定 を
押す。

7

他の項目を設定するときは、手順 3 〜 6 をくり返
す。

8

で［接続診断］を選んで、 決定 を押す。

を利用（DNS 手動）］を選んで、 決定 を押す。
［DHCP を 利 用（DNS 手 動 ）］を 選 ん だ と き は、
［DNS サーバー
（プライマリ）］と［DNS サーバー
（セカンダリ）］を入力してください。入力のしか
た に つ い て は、「 固 定 IP ア ド レ ス を 指 定 す る 」
（右記）の手順 3 〜 6 をご覧ください。

7

9 ［はい］が選ばれていることを確認して、

決定

を押す。

接続診断が始まります。

で［接続診断］を選んで、 決定 を押す。

8 ［はい］が選ばれていることを確認して、

/0

「正常です。」と表示される
決定

を押す。

接続診断が始まります。
「正常です。」と表示される
戻るボタンをくり返し押して、設定を終了してく
ださい。

戻るボタンをくり返し押して、設定を終了してく
ださい。
「DNS サーバーが応答しません。」と表示される
「故障かな？と思ったら」
（19 ページ）をご覧に
なり、接続と設定を確認してください。

「DNS サーバーが応答しません。」と表示される
「故障かな？と思ったら」
（19 ページ）をご覧に
なり、接続と設定を確認してください。

次のページにつづく

7

サーバーの設定と機器登録

ターや一部のプロバイダーによっては、ネットワー

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲー
トウェイ、DNS サーバー（プライマリ）の設定が必

本機のネットワーク設定をする（つづき）

設定項目

オプションでできること…

項目

説明

IP アドレス

ネットワークに接続する機器に割
り当てられる固有の番号です。通常
は 3 桁の数字 4 組を点で区切った形
になっています。
例：169.254.xxx.xxx
「xxx」は 1 〜 254 の任意の数字を入

サーバーの設定と機器登録

力します。
サブネットマスク

ネットワークを区切るために、ネッ
トワークに接続する機器に割り当
てられる IP アドレスの範囲を限定す
るしくみです。
例：255.255.xxx.xxx

デフォルトゲート

IP アドレスの取得方法が［固定 IP ア

ウェイ

ドレスを指定］の場合で、インター
ネットに接続しないときは、本機の

IP アドレスを指定してください。
例：169.254.xxx.xxx
DNS サーバー

ドメイン名を IP アドレスに置き換え

（プライマリ）／

る機能を持つサーバーで、IP アドレ

DNS サーバー
（セカンダリ）

MAC アドレス

スで特定されています。
例：169.254.xxx.xxx
ネットワーク上で、ネットワークイ
ンターフェースを識別するために
設定されている固有の番号を表示
します。入力はできません。

8

● ネットワーク設定画面表示中
項目

できること

プロキシ設定

プロキシサーバー使用：インターネッ
ト プ ロ バ イ ダー か ら プ ロ キ シ サー
バーの指定があるときは、［する］に
設定してください。
プ ロ キ シ サー バー：
［ プ ロ キ シ サー
バー使用］を［する］に設定したときに
入力してください。
例：proxy.xxx.xxx.xxx
ポート（1 〜 65535）
：
［プロキシサー
バー使用］を［する］に設定したときに
入力してください。

サーバーの準備
写真や音楽、映像を保存しているブルーレイディ
スクレコーダーや VAIO などを総称して、サーバー

3 ［ネットワークアクセス］タブを開いて、［ネット

ワーク上の他の機器からこのコンピュータへのア

と呼びます。

クセスを可能にする］
と［新たにアクセスがあった

ネットワークを通して、本機で写真や音楽、映像

機器からの接続を、自動的に許可する］
にチェッ

を楽しむために、まずサーバーの準備をします。

クを付ける。

サーバーの設定と機器登録

ソニー製のブルーレイディスク
レコーダーの場合
ブルーレイディスクレコーダー側で、［通信設定］
→［ホームサーバー設定］を行ってください。詳し
くは、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明
書をご覧ください。

VAIO Media Ver4.1/5.0 以降で
VAIO Media Ver5.x 以前の場合
VAIO を起動して、本機から VAIO にアクセスでき
るように設定します。すべて VAIO 側での設定です。
VAIO にセキュリティソフトを入れているときは、外部機器からの
接続を許可してください。詳しくは、セキュリティソフトの説明
書をご覧ください。

1

VAIOの画面で［スタート］メニューから［すべての
プログラム］
−
［VAIO Media］
−
［サーバー］
−
［VAIO Media コンソール］
の順にクリックして

4 ［ファイアウォール］タブを開く。

「Windows ファイアウォールの状態」
が「有効」に
なっている場合は、［ネットワーク上の他の機器
からサーバーへのアクセスを可能にする］
に
チェックを付ける。

選ぶ。
「VAIO Media コンソール」
画面が表示されます。
「サーバー
2 ［サーバーの状態と管理］タブを開いて、
の開始と停止」
で
［開始］
をクリックして、
「サー
バーの状態」
を
「開始」
にする。

その際、確認画面が表示されるので、内容をお確
かめのうえ、ボタンをクリックしてください。本
機から VAIO にアクセスするためには、［はい］を
選ぶ必要があります。

5 ［OK］をクリックする。
次のページにつづく

9

サーバーの準備
（つづき）

VAIO Media Ver6.0 以降の場合
VAIO を起動して、本機から VAIO にアクセスでき
るように設定します。すべて VAIO 側での設定です。

5

画面左の
［ファイアウォール］
をクリックする。

6 「「Windowsファイアウォール」の状態」が「有効」
となっている場合は、［ネットワーク上の他の機

器からこのコンピュータのサーバーへアクセスを
VAIO にセキュリティソフトを入れているときは、外部機器からの
接続を許可してください。詳しくは、セキュリティソフトの説明
書をご覧ください。

サーバーの設定と機器登録

1

VAIOの画面で［スタート］メニューから［すべての
プログラム］
−
［VAIO Media］
−
［VAIO Media の

可能にする］
にチェックを付ける。
［ネットワーク上の他の機器からこのコンピュー
タのサーバーへアクセスを可能にする］は［VAIO

Media の準備］をするとチェックが付きます。

準備］
の順にクリックして選ぶ。
「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示さ
れますが、
［続行］
を選んで先に進んでください。

2

内容を確認して、
［開始］
をクリックする。

3 ［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−
［VAIO Media］
−
［サーバー］
−
［VAIO Media の
サーバー設定］
の順にクリックして選ぶ。
「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示さ
れますが、
［続行］
を選んで先に進んでください。

4

画面左の
［ネットワークアクセス］
をクリックして
選んで、
［ネットワーク上の他の機器からこのコ
ンピュータへのアクセスを可能にする］
と
［新たに
アクセスがあった機器からの接続を、自動的に許
可する］
にチェックを付ける。
［ネットワーク上の他の機器からこのコンピュー
タへのアクセスを可能にする］
は
［VAIO Media の
準備］
をするとチェックが付きます。

10

7 ［OK］をクリックする。

本機にサーバーを登録する
接続したサーバーをホームメニューから選べるよ
うに設定します。なお、接続したサーバーは 10 台
まで自動的に設定されます。

オプションでできること…
● 接続サーバー設定画面表示中

すべて本機での設定です。別冊の取扱説明書もご

項目

覧ください。

サーバーリスト更新 サーバーリストを最新の情報に更

サーバーを登録する
を押す。

2

 で （設定）を選ぶ。

3

で （通信設定）を選んで、 決定 を押す。

4

で［接続サーバー設定］を選んで、 決定 を押す。

新できます。
情報

選んだサーバーの情報を表示でき
ます。

サーバーの設定と機器登録

1

できること

「接続サーバー設定」画面が表示されます。

5
6

（オプション）を押す。
で［サーバーリスト更新］を選んで、 決定 を押す。
接続しているサーバーが本機に登録されます。

サーバーをホームメニューに表示しない
ようにするには

1

上記の手順 1 〜 4 を行う。

2

でホームメニューに表示しないサーバーを選

3

で［使用］を選んで、 決定 を押す。

4

で［しない］を選んで、 決定 を押す。

んで、 決定 を押す。

11

接続サーバー診断をする
接続したサーバーを正しく認識できるか確認しま

診断結果が失敗だったときは

す。

理由と対処方法を見て、接続や設定を確認してく

すべて本機での設定です。別冊の取扱説明書もご

ださい。詳しくは、
「故障かな？と思ったら」

覧ください。

（19 ページ）
をご覧ください。

サーバーの設定と機器登録

1

を押す。

2

 で （設定）を選ぶ。

3

で （通信設定）を選んで、 決定 を押す。

4

で［接続サーバー診断］を選んで、 決定 を押す。

通信設定／接続サーバー診断 − 詳細
サーバーへのアクセスが許可されていません。

5 ［はい］が選ばれていることを確認して、

決定

サーバー名：
ＵＤＮ：
ＩＰアドレス：
ＭＡＣアドレス：
ＴＣＰポート：

サーバーへのアクセスが許可されていません。
サーバーにテレビが登録されていない可能性があります。
サーバー側の設定をしてください。

を押

す。

6

で確認したいサーバーを選んで、 決定 を押す。
通信設定／接続サーバー診断 − 結果一覧
接続サーバー診断結果
成功:

２

失敗:

１

ＨｏｍｅＳｅｒｖｅｒ

失敗

Ｓｙｏｔｗ̲ｍａ
ｉ
ｎ

成功

書斎

成功

ホームネットワーク上で
見つかったサーバー

7

診断結果内容を確認する。
通信設定／接続サーバー診断 − 詳細
サーバーへのアクセスが許可されていません。
サーバー名：
ＵＤＮ：
ＩＰアドレス：
ＭＡＣアドレス：
ＴＣＰポート：

ＨｏｍｅＳｅｒｖｅｒ
ｕｕ
ｉ
ｄ
：３５６１９ｂｂ０４ｄｄ８-１０１０-７０００-００１３ｄ４ｄ３３６６ｄ
１９２．
１６８．
０．
１００
００：１ａ
：２ｂ
：３ｃ
：４ｄ
：５ｅ
５１６２６

サーバーへのアクセスが許可されていません。
サーバーにテレビが登録されていない可能性があります。
サーバー側の設定をしてください。
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ＨｏｍｅＳｅｒｖｅｒ
ｕｕ
ｉ
ｄ
：３５６１９ｂｂ０４ｄｄ８-１０１０-７０００-００１３ｄ４ｄ３３６６ｄ
１９２．
１６８．
０．
１００
００：１ａ
：２ｂ
：３ｃ
：４ｄ
：５ｅ
５１６２６

失敗した理由と対処方法

VAIO を起動できるように設定する
「スタンバイ」または「休止状態」の VAIO を、本機か
ら起動できるように設定できます。本機から離れ

3 ［ネットワークアダプタ］の

をクリックする。

た場所にある VAIO を起動させることができるので
便利です。
ご注意
 接続している VAIO の設定や環境により、この機能が使えない場
合があります。ノートブック型 VAIO や無線 LAN で接続してい
る VAIO などでは、この機能が使えない場合があります。
 接続する VAIO が「スタンバイ」または「休止状態」になっている状
態から、この機能を使って起動させることができます。本機と
の通信がなくなったときに、接続している VAIO がどのような状
態（スタンバイ、休止状態）になるかは、VAIO の電源管理の設定
により異なります。設定によっては、VAIO が「スタンバイ」や「休
止状態」などに移行するまでに、非常に時間がかかる場合があ
ります。

4

本機が接続されているネットワークデバイス名を
ダブルクリックする。

VAIO にセキュリティソフトを入れているときは、外部機器からの
接続を許可してください。詳しくは、セキュリティソフトの説明
書をご覧ください。

Windows XP の場合

1

サーバーでのその他の設定

すべて VAIO 側での設定です。

本機が接続されているネットワークデバイスには、
［電源の管理］
タブがあります。ネットワークデバ
イスが複数ある場合、［電源の管理］
タブがある
ネットワークデバイスを選んでください。

VAIO の画面で［スタート］メニューから［コント
ロールパネル］
−
［パフォーマンスとメンテナン
ス］
−
［システム］
の順にクリックして選ぶ。

2 ［ハードウェア］タブを開いて、［デバイス マネー
ジャ］
をクリックする。

次のページにつづく
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VAIO を起動できるように設定する（つづき）
5 ［電源の管理］タブを開いて、［このデバイスで、

コンピュータのスタンバイ状態を解除できるよう

4

本機が接続されているネットワークデバイス名を
ダブルクリックする。

にする］と［管理ステーションでのみ、コンピュー
タのスタンバイ状態を解除できるようにする］に
チェックを付ける。

 ここにチェック
を付ける。
 ここにチェック
を付ける。

本機が接続されているネットワークデバイスには、
［電源の管理］タブがあります。ネットワークデバイ
スが複数ある場合、［電源の管理］タブがあるネット
ワークデバイスを選んでください。

6 ［OK］をクリックする。
7 「デバイス マネージャ」画面を閉じ、「システムの
サーバーでのその他の設定

プロパティ」画面で［OK］をクリックする。

Windows Vista の場合

1

VAIO の画面で［スタート］メニューから［コント

ロールパネル］−［システムとメンテナンス］−［シ
ステム］の順にクリックして選ぶ。

2

画面左の［デバイス マネージャ］をクリックする。

5 ［電源の管理］タブを開いて、［このデバイスで、

コンピュータのスタンバイ状態を解除できるよう
にする］と［管理ステーションでのみ、コンピュー
タのスタンバイ状態を解除できるようにする］に
チェックを付ける。

①ここにチェック
を付ける。
②ここにチェック
を付ける。

6 ［OK］をクリックする。
3 ［ネットワークアダプタ］の
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をクリックする。

7 「デバイス マネージャ」画面を閉じる。

VAIO がスタンバイ状態になるまでの
時間を設定する

VAIO のスタンバイ状態の設定を確認・変更するこ
とができます。
本機との通信がなくなったあと、接続していた

VAIO が自動的に「スタンバイ」になるように設定し
ておけば、離れたところにある VAIO を操作せずに
すむので便利です。自動的にスタンバイにならな
いように設定すると、接続している VAIO を操作し
てスタンバイにしたり電源を切ったりする必要が
あります。
ご注意
スタンバイ状態または休止状態に移行する時間の設定が短すぎる
と、フォルダ階層の移動操作や再生などをしばらくしていない場
合に、VAIO がスタンバイ状態または休止状態に移行してしまうこ
とがあります。

Windows Vista の場合

1

VAIO の画面で［スタート］メニューから［コント

ロールパネル］−［システムとメンテナンス］−［電
源オプション］の順にクリックして選ぶ。

2

画面左の［コンピュータがスリープ状態になる時
間を変更］をクリックする。

3 ［コンピュータをスリープ状態にする］でスリープ
状態に移行するまでの時間を選んで、［変更の保
存］をクリックする。

すべて VAIO 側での設定です。

1

サーバーでのその他の設定

Windows XP の場合
VAIO の画面で［スタート］メニューから［コント

ロール パネル］−［パフォーマンスとメンテナン
ス］−［電源オプション］の順にクリックして選ぶ。
「電源オプションのプロパティ」画面が表示されま
す。

2 ［電源設定］タブを開く。
3 ［システム スタンバイ］または［システム休止状

態］でスタンバイ状態または休止状態に移行する
までの時間を選ぶ。

4 ［OK］をクリックする。
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VAIO のサーバー名を変更する
すべて VAIO 側での設定です。

Windows Vista の場合

Windows XP の場合

1

1

VAIO の画面で［スタート］メニューから［コント

ロール パネル］−［パフォーマンスとメンテナン
ス］−［システム］の順にクリックして選ぶ。

「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示さ

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

2 ［コンピュータ名］タブを開いて、［変更］をクリッ
クする。

VAIOの画面で［スタート］メニューから［すべての
プログラム］−［VAIO Media］−［サーバー］−
［VAIO Media のサーバー設定］−［VAIO Media
Integrated Server］の順にクリックして選ぶ。
れますが、［続行］を選んで先に進んでください。

2 ［任意の名前を指定する］にチェックを付けて、
サーバー名を入力し、［OK］をクリックする。

ここに現在の
コンピュータ名
が表示される。

サーバーでのその他の設定

3

名前を入力して、［OK］をクリックする。

4

VAIO を再起動する。
名前の変更が有効になります。

3

サーバー再起動の確認画面で、［OK］をクリック
する。
サーバーが再起動し、名前の変更が有効になりま
す。
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サーバーに固定 IP アドレスを設定する
すべて VAIO 側での設定です。
ご注意
接続環境にルータ−（またはハブ付きルータ−）がある場合は、こ
の設定は行わないでください。

Windows XP の場合

1

6 ［次のIPアドレスを使う］をクリックして選んで、

［IP アドレス］と［サブネット マスク］を入力する。
設定項目について詳しくは、8 ページをご覧く
ださい。

7 ［OK］をクリックする。

VAIO の画面で［スタート］メニューから［マイ コ

ンピュータ］をクリックする。

2 ［その他］で［マイ ネットワーク］をクリックする。
3 ［ネットワーク タスク］で［ネットワーク接続を表
示する］をクリックする。

4 ［ローカル エリア接続］を右クリックして表示さ

れるリストから［プロパティ］を選んで、「ローカ
ル エリア接続のプロパティ」画面を表示する。

サーバーでのその他の設定

5 ［全般］タブの［この接続は次の項目を使用します］
の中にある［インターネット プロトコル（TCP/

IP）］をクリックして選んで、［プロパティ］をク
リックする。

次のページにつづく
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サーバーに固定 IP アドレスを設定する（つづき）

Windows Vista の場合

1

VAIO の画面で［スタート］メニューから［コント

4 ［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/

IPv4）］をクリックして選んで、［プロパティ］を
クリックする。

ロールパネル］−［ネットワークとインターネッ
ト］−［ネットワークと共有センター］の順にク
リックして選ぶ。

2

画面右側の［状態の表示］をクリックする。

5 ［次のIPアドレスを使う］をクリックして選んで、

［IP アドレス］と［サブネット マスク］を入力する。

サーバーでのその他の設定

設定項目について詳しくは、8 ページをご覧く
ださい。

3

画面左下の［プロパティ］をクリックする。
「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示さ
れますが、［続行］を選んで先に進んでください。

6 ［OK］をクリックする。
7 「ローカル エリア接続のプロパティ」画面で［閉じ
る］をクリックする。

8 「ローカル エリア接続の状態」画面で［閉じる］を
クリックする。
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故障かな？と思ったら
接続診断結果
症状
「DNS サーバーが応答しません。」と
表示される。

対処のしかた
接続の確認
 ルーターありの場合（4 〜 5 ページに接続図の記載がある場合）
− LAN ケーブルはストレートケーブルを使ってください。
−ケーブルがしっかりつながれているか確認してください。
−本機とルーターそれぞれの接続が正しいか確認してください。
 ルーターなしの場合（4 〜 5 ページに接続図の記載がない場合）
− LAN ケーブルはクロスケーブルを使ってください。
−ケーブルがしっかりつながれているか確認してください。
設定の確認
（7 ページ）で、下記を参考にして［DNS サー
「固定 IP アドレスを指定する」
バー］のアドレスを変更してください。
−インターネットプロバイダーに問い合わせる
−インターネットプロバイダーの DNS が不明な場合はブロードバンドルー
ターの IP アドレスを指定する

DLNA（ホームネットワーク）
症状
サーバーが見つからない、一覧の取
得に失敗する、再生に失敗する。

対処のしかた
 サーバーの設定を変更した場合は、テレビ本体の電源スイッチで主電源を入
れ直してください。


VAIO の負荷が高かったり、VAIO Media サーバーが不安定になったりして
いることがあります。下記を試してみてください。
− VAIO Media サーバーをいったん停止し、開始し直す
− VAIO を再起動する
− VAIO で起動しているアプリケーションの数を減らす
−コンテンツの量を減らす

 ハードディスク内で断片化されたファイルやデータをまとめて、ハードディスクを整
理すること。詳しくは、VAIO の取扱説明書をご覧ください。



VAIO では 20 台までしかアクセスを許可できません。すでに、20 台の機器が
許可されていて、新しい機器を許可したいときは、VAIO 側で「許可済みの機
器」から必要ない機器を削除してから行ってください。



VAIOの電源が入っていないとDLNAサーバーにアクセスできません。DLNA
サーバーにアクセス中は VAIO の電源を切らないでください。

 サーバーにセキュリティソフトを入れているときは、外部機器からの接続を
許可してください。詳しくは、セキュリティソフトの説明をご覧ください。
サーバーでの変更が反映されない／
表示内容がサーバーの内容と違う。

 サーバー側でコンテンツを追加したり、削除したりしても、本機での表示に
反映されないことがあります。その場合は、いったん上の階層に戻り、フォ
ルダまたはサーバーを開き直してください。

次のページにつづく
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故障かな？と思ったら

− VAIO でデフラグ  を実行する

故障かな？と思ったら（つづき）

（つづき）
DLNA（ホームネットワーク）
症状

対処のしかた

写真や音楽、映像ファイルが出ない／

事前の確認

アイコンが表示されない。

 つないだ機器が DLNA に対応しているか確認してください。
 すべてのサーバーに対して動作保障するものではありません。また、サーバー
の機能やコンテンツによって動作が異なります。
 つないだ機器の電源が入っているか確認してください。
接続の確認


LAN ケーブルやサーバーの電源コードがはずれていないか確認してくださ
い。

設定の確認
 つないだ機器が「接続サーバー設定」画面で登録されているか確認してくださ
い（11 ページ）。
 サーバーの設定が正しくされているか確認してください。
 選んだ機器がネットワークにつながれてアクセスできる状態か確認してくだ
さい。
［通信設定］の［ネットワーク設定］で［IP アドレス取得方法］を［DHCP を利用
（DNS 自動）］または［DHCP を利用（DNS 手動）］に設定している場合、DHCP
サーバーが存在しないと機器の認識に時間がかかる場合があります。［接続
サーバー診断］をしてください（12 ページ）。

インターネット／アプリキャスト
症状
ホームページ／アプリがまったく表
示されない。

対処のしかた
 LAN ケーブルがはずれていないか確認してください。
［通信設定］の［ネットワーク設定］、または［タイマー］の［現在時刻設定］が正
しく設定されているか確認してください。

故障かな？と思ったら
別冊の取扱説明書もあわせてお読みください。
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