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この取扱説明書は、BSデジタル放送をご覧いただくための操作や設定を説明しています。
新しいデジタル放送の110度CSデジタル放送については、同梱の「110度CS操作ガイドブック」
で補足説明しています。110度CSデジタル放送をご覧になるための操作や機能は、BSデジタル放
送とほぼ同じです。詳しくは、「110度CS操作ガイドブック」を参照してください。
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BSデジタル
放送って何？

2000年12月に本放送が開始された放送衛星
BS-4後発機を利用したデジタル衛星放送
（BS*）です。従来のテレビ放送（VHF/UHF）
やBSアナログ放送と違い、映像や音声をデジ
タル化して大容量の情報を扱えるため、高画質
な映像や多チャンネルの番組を楽しめます。幅
広いジャンルの番組内容で、デジタルハイビ
ジョン信号 を中心に、ラジオ放送、デー
タ放送（双方向サービス）が楽しめます。
特に「デジタルハイビジョン信号 」では
1125iと750pの画像方式があり、大画面に
なっても走査線（テレビ画面を水平に走る線）
が目立たなく、臨場感あふれる高精細画質を楽
しめます**。

* BSはBroadcasting Satellite（放送衛星）の略です。
**BSデジタルの画質や画像方式、走査線についての詳しい説
明は、161ページをご覧ください。

ここでは、BSデジタルの特長や、BS
テレビを見たり、BSテレビやBSラジ
オと連動しているBSデータを見たりす
るときの操作について説明していま
す。

BSテレビを
見る

本機�

テレビ�

BSアンテナ�

B-CASカードをお客様に貸与し、
BSデジタル放送局との双方向サー
ビスを提供する。

視聴料や番組購入料の支払い、
契約状況の送信など

番組の送信

B-CAS
（183
ページ）

BS
デジタル
放送局

B-SAT
（放送衛星
会社）

BS-4後発機
（東経110度）
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ニュース�
　　 (192ch)

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

ひとつのBSテレビ局�

テニス�

　　 (191ch)

映 画�
　　 (代表チャンネル＝191ch)

ロックコンサート�

　　 (193ch)

SD (102ch)

�

…
�

ワ ー ル ド サ ッ カ ー�
　　  (191ch*)

連 続 ド ラ マ�
　　  (191ch*)

真上�
　　 (191ch)

バックネット裏 �

　　 (191ch)
 バックスタンド�

　　 (191ch)

  ワールドサッカー�

　　 (194ch)

引き続き�

～  プ  ロ  野  球  中  継  ～�

BSデジタル独自の多チャンネル放送って何？

BSデジタルでは、ひとつのBS放送局が、デジタルハイビジョン信号 の1チャンネル放送と、標
準テレビ信号 の多チャンネル（2～5チャンネル）放送を、下のイラストのように時間帯によっ
て切り換えながら放送する場合があります。

また、下のイラストのように、標準テレビ信号 の多チャンネル放送を利用したサービスには、
1マルチチャンネル放送：タイプ1、2マルチチャンネル放送：タイプ2、3マルチビュー放送があ
ります。

* 18:00から192chや193chを見ていたときは、代表チャンネルの191chに切り換わらないまま、見ていたチャンネルで引き続
き、その後の番組をご覧いただけることもあります。

1マルチチャンネル放送：タイプ1
（110ページ）

3 マルチビュー放送（152ページ）

2マルチチャンネル放送：タイプ2
（臨時放送）（110ページ）

次のページにつづく�

＝デジタルハイビジョン信号

＝標準テレビ信号

＝自動的に切り換わる

＝手動で切り換える

1 マルチチャンネル放送：
タイプ1
同じBS放送局の複数のチャ
ンネルで、それぞれ違う番
組を放送します。
例：テニス、ニュース、ロックコン
サートを、同じ放送局の別のチャン
ネルで、同じ時間帯に放送する

c 詳しくは、「画面に視聴中
の番組以外のチャンネル
番号が表示されたときは
［マルチチャンネル放送］」
（110ページ）をご覧く
ださい。

2 マルチチャンネル放送：
タイプ2 （臨時放送）
同じBS放送局の別のチャンネ
ルで、臨時放送を行います。
例：サッカー中継で、放送時間内に
試合が終わらないときに、同じ放送
局の別チャンネルで引き続き試合終
了まで放送し、元のチャンネルでは
予定どおりに、その後の連続ドラマ
を放送する

c 詳しくは、「画面に視聴中
の番組以外のチャンネル
番号が表示されたときは
［マルチチャンネル放送］」
（110ページ）をご覧く
ださい。

3 マルチビュー放送
生中継の番組などで、最大
3つの映像を同じチャンネ
ルで楽しめる放送です。
それぞれのカメラからの映
像を、本機のリモコンの映
像切換ボタンで切り換えて
見ることができます。
例：プロ野球中継で、3方向（バッ
クネット裏、真上、バックスタン
ド）からの画面を切り換えて見る

c 詳しくは、「マルチビュー
放送や第2映像などを見
る［映像切換ボタン］」
（152ページ）をご覧く
ださい。

この他にも、緊急時に同じBS放送局の別チャンネルで行われる緊急放送があります。
例：地震などの災害時に、緊急ニュース番組を放送する

 c 詳しくは、「緊急放送のお知らせが出たときは」（111ページ）をご覧ください。
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BSデジタル放送って何？
（つづき）

BSデジタルでは、テレビ以外にもサービスが
あるの？

BSラジオとBSデータがあります。
本機では、すべての放送を楽しめます。

BSラジオ
音楽CD並み（BSアナログ・Bモード並み）の高音質放送など
があります。

c 「BSラジオを聞く」（146ページ）

BSデータ
テレビ放送を、従来の「見るもの」から「参加するもの/使う
もの」へと変化させる、双方向的な番組が実現されていま

す。

BSテレビやBSラジオの番組と連動して放送されるBSデータ
（114ページ）と、BSデータだけを専門に放送するBS独立
データ（148ページ）があります。

たくさんのBSチャンネルから、どうやって
見たい番組を探すの？

見たい番組を簡単に探し出せるように、番組表（EPG:
Electronic Program Guide）があります。
番組表では、テレビ画面上でそのチャンネルの番組表を見る

ことができます。

また、本機ではMYプラスボタンを使ってチャンネル別の番
組表を見たり、ジャンル別の番組表を見たりすることができ

ます。

c「BSの番組を選ぶ」（118～33ページ）

BSデジタルは有料なの？

2000年12月から新たに放送開始された民放系BS新会社5局
は無料放送を行っています。

ただし、NHK（BS1、BS2、デジタルハイビジョン）や
WOWOW、スター・チャンネルBS、セント・ギガなどは有
料放送（NHKのBS受信料も含む）のため、視聴するには、各
局への加入申し込みと契約が必要です（次ページの表参照）。

BSデジタルは、録画できるの？

本機では、現行のテレビ（地上波）と同等の画質のアナログ

信号に変換し録画できます。

ただし、有料BS放送局などでは、著作権上の問題から、録画
できない番組もあります。

c「BSの番組を予約する」（134～44ページ）

BSアナログ放送はなくなるの？

従来のNHK（BS1、BS2）ハイビジョンの3チャンネルは、
デジタルとアナログの同時放送（サイマル放送）が行われる

ため、お持ちのBSアナログチューナー内蔵のテレビやビデオ
で引き続き見ることができます。ただし、2007年以降にBS
アナログは終わり、BSデジタルに1本化される予定です。
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加入申し込みが必要な有料BS放送局のカ
スタマーセンター（お問い合わせ先）一覧

以下のBSは有料放送（NHKのBS受信料も含
む）のため、視聴するには、各局へ加入申し込
みをして契約する必要があります。

加入申し込み方法はBS放送局により異なりま
す。詳しくは、ご覧になりたいBS放送局のカ
スタマーセンターへお問い合わせください。

なお、無料放送でも登録が必要な場合がありま
す。詳しくは、ご覧になりたいBS放送局へお
問い合わせください。

ビーキャス

また、B-CASカード（BSデジタル用ICカー
ド）を本体のICカード挿入口に入れて、B-
CAS用ユーザー登録はがきを投函してくださ
い（183ページ）。

ご注意

加入申し込みを行わずに、NHK（BS1、BS2、デジタルハイ
ビジョン）を受信すると、テレビ画面に連絡をお願いする案

内が、自動表示されることがあります。

BS放送局

NHK BS1
NHK BS2
NHK デジタル
　ハイビジョン

WOWOW

テレビ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。ラジオ
放送（WOWOW wave：491、492ch）と独立データ放送
（WOWOW navi：791、792ch）は無料放送です。

スター・
　チャンネルBS

テレビ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。独立
データ放送（800ch）は無料放送です。

セント・ギガ

ラジオ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。独立
データ放送（633、636ch）は無料放送です。

2001年10月現在の電話番号とホームページア
ドレスです。

お問い合わせ電話番号/
ホームページアドレス

03-3465-1111
受付 9:00～23:00（平日）

9:00～22:00（土日）
http://www.nhk.or.jp/

0570-008080
（携帯電話などをお使いの方
は、045-683-8080）
受付 9:00～20:00
http://www.wowow.co.jp/

0570-010-110
（携帯電話などをお使いの方
は、045-339-1555）
受付 10:00～20:00
http://www.star-ch.co.jp/

0120-336-765
受付 10:00～21:00
http://www.stgiga.co.jp/
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電 源�

引�

電源 �
電 源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

画面 表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

テレビ�
チャンネル�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

ラジオ／�
データ�

�
10キー入力�

テレビ入力切換ボタン

テレビコンポーネント
ボタン

BSテレビを見る

画面表示ボタン
番組タイトル/チャン
ネルが表示されます。
表示された番組タイト
ル/チャンネルは、数秒
後に自動的に消えます
（1115ページ）。

ジャンプボタン
押すたびに、

1つ前に見ていたチャンネル
           Y

今見ているチャンネル
と切り換わります。

テレビ

BSテレビチャンネル�
r

BSラジオチャンネル�
r�

BS独立データチャンネル�

d（連動データ）ボタン
BSテレビに連動している
BSデータを見るときに押
します（114ページ）。

ペイ・パー・ビュー（PPV）を選んだときは
ビーキャス

あらかじめ、「準備8：B-CASカード（BSデジ
タル用ICカード）を入れて登録する」を行って
ください（183ページ）。その後、「ペイ・
パー・ビュー（PPV）を見る」（115ページ）の
手順に従って、操作してください。

視聴年齢制限付き番組を選んだときは

暗証番号入力画面が表示されます。数字ボタン
で4桁の暗証番号（195ページ）を入力すると見
ることができます。

z画面表示についてのちょっと一言

「 （各種切換）」メニューの「チャンネル番号の表示時間」

で、画面表示ボタンを押した後の表示時間を選べます。

プラズマテレビをつないでいるときは、お買い上げ時の設定

「表示後数秒間で消す」のままお使いください。

ラジオ/データボタン
BSテレビに切り換えます。
チャンネル＋/－ボタンで
選べるチャンネルが、
押すたびに、次のように
切り換わります。

この番組は年齢制限付き番組です�
視聴するにはリモコンの数字ボタンで暗証番号を入力して�
ください�

１２８            ch

暗証番号�
確定�

取消�

ロマンムービー／ピンクのカーテン�

8/15(水)午後10:00ー午後11:00 ２０才～� ５００円�

テレビ電源ボタン
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1 テレビの電源を入れ、テレビ側で本機をつないだ端子の入力に
切り換える。
zちょっと一言
本機リモコンでテレビを操作できるように

設定すると便利です（194ページ）。

2 本機の電源を入れる。 本体 リモコン

または

3 リモコンを本機に向けて数字ボタンを押し、
BSテレビ局の代表チャンネル*1を選ぶ。

次の方法でも、チャンネルを選べます。
代表チャンネル以外のチャンネルを選ぶときは、次の方法で選んでください。

チャンネル＋/－ボタンで選ぶには

ご注意

BSラジオや独立データになっているときは、ラジ
オ/データボタンを押して、BSテレビに切り換えて
から選んでください。

例）202chを見るとき

3ケタのチャンネル番号で直接選ぶには
1 10キー入力ボタンを押す。
2 ～  までの数字ボタンで、BSテレビの3ケ
タのチャンネル番号を百の位から順に押す。

3 12/�
選局� ボタンを押す。（押さなくても、約3秒後に
切り換わりますが、押すとすぐに切り換わりま
す。）

番組表やMYプラスからBSテレビを選ぶには
「BSの番組を選ぶ」（118～33ページ）をご覧ください。

BSテレビを見ているときは、BSテレビの番組表のみが表示されます。

テレビの音量を調節する。
zちょっと一言
本機リモコンでテレビを操作できるように設定すると便利です（194ページ）。

4

*1リモコンの背面にも、対照表が載っています。

zちょっと一言
• *2 の付いたBS放送局は有料放送（NHKのBS受信料も含む）のため、視聴
するには、各局へ加入申し込みをして契約する必要があります（17ページ）。

• 、 12/�
選局� ボタンに、お好きなBSチャンネルを登録できます（191ページ）。

押し続けると、BSテレビ内でチャ
ンネル番号のみ早く切り換わり、
離すとそのBSテレビのチャンネル
が映ります。

電源� 入力切換�

テレビ� テレビ�

電 源 �
電源 �

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8 9

11 12/�
選局�

チャンネル�

22 12/�
選局�10/0

�
10キー入力�

テレビ音量�

次のページにつづく�

数字ボタン BS放送局（代表チャンネル）

1 NHK  BS1（101）*2

2 NHK  BS2（102）*2

3 NHK  デジタルハイビジョン（103）*2

4 BS日テレ（141）

5 BS朝日（151）

数字ボタン BS放送局（代表チャンネル）

6 BS-i（161）

7 BSジャパン（171）

8 BSフジ（181）

9 WOWOW（191）*2

10/0 スター・チャンネルBS（200）*2

（2001年10月現在）

または

コンポー�
ネント�

テレビ�
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画面に視聴中の番組以外の
チャンネル番号が表示された
ときは［マルチチャンネル放送］

標準テレビ信号 の多チャンネル放送を
利用した、マルチチャンネル放送が行われて
います。
マルチチャンネル放送には2タイプあります。

• マルチチャンネル放送：タイプ1
同じ放送局の複数のチャンネルで、それぞれ
違う番組を放送します。
例：テニス、ニュース、ロックコンサートを、同じ放送局

の別のチャンネルで、同じ時間帯に放送する。

• マルチチャンネル放送：タイプ2（臨時放送）
同じ放送局の別のチャンネルで、臨時放送を
行います。
例：サッカー中継で、放送時間内に試合が終わらないとき

に、同じ放送局の別チャンネルで引き続き試合終了まで

放送し、元のチャンネルでは予定どおりに、その後の連続

ドラマを放送する。

A マルチチャンネル放送（タイプ1）開始
…代表チャンネルへ自動的に移行します。

B マルチチャンネル放送中の選局
…10キー入力ボタンと数字ボタンで3ケタのチャンネル
番号を入力して切り換えます。

C マルチチャンネル放送（タイプ1）終了
…18:00から192chや193chを見ていたときは、代表
チャンネルの191chに切り換わらないまま、見ていた
チャンネルで引き続き、その後の番組（ワールドサッカー
や連続ドラマ）をご覧いただけます。

D 臨時放送開始
…中継延長になり から に変わり、引き続き放送
します。ご覧になるときは、10キー入力ボタンと数字ボ
タンで3ケタの新しいチャンネル番号（上の例では
194ch）を入力して切り換えます。

E 臨時放送終了
…代表チャンネルへ自動的に移行します。

マルチチャンネル
放送：タイプ2
（臨時放送）

ニュース�
　　 (192ch)

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

ひとつのBSテレビ局�

テニス�
　　 (191ch)

映 画�
　　 (代表チャンネル＝191ch)

ロックコンサート�
　　 (193ch)

SD (102ch)

ワ ー ル ド サ ッ カ ー�
　　  (191ch)

連 続 ド ラ マ�
　　  (191ch)

  ワールドサッカー�
　　 (194ch)

引き続き�

＝自動的に
切り換わる
＝リモコンで手動
で切り換える

マルチチャンネル
放送：タイプ1

BSテレビを見る（つづき）

z選局についてのちょっと一言
• BSテレビを見ているときに、画面上に、臨時ニュースなど
の文字スーパーが表示されることがあります。文字スー
パー放送は、終了するまで消すことはできません。

• 数字ボタンを押して選局できるチャンネルは、お好みで変
更できます。（「 ボタン、 12/�

選局�ボタンに好みのBSチャンネ
ルを登録する」191ページ）

• チャンネル＋/－ボタンを押して選局できるチャンネルは、
お好みで変更できます。（「チャンネル＋/－ボタンや番組表
で選べるBSチャンネルを設定する」192ページ）

「降雨対応放送に切り換わりました」と表示
されたときは

降雨対応放送を受信しています。
お買い上げ時は、降雨時に受信状態が悪くなる
と、降雨対応放送に自動的に切り換わるように
設定されています（対応していない番組もあり
ます）。
降雨対応放送は、画質や音質が通常の放送に比
べ低下します。

ご注意

降雨時「受信できません　大雨・大雪やアンテナの調整ズレ

などの場合もあります」と表示されて、映像や音声が出なく

なる場合は、受信中の放送が降雨対応でないためか、降雨対

応放送で対応できない気象状況となっているためです。

z降雨対応放送についてのちょっと一言
• お買い上げ時は、天候回復後、自動的に通常の放送に戻る
ように設定されています。

•「 （初期設定）」メニューの「衛星設定」で、「降雨対応放
送受信」を「切」にすると、降雨対応放送に切り換わりませ
ん。
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256　257

255漫画・日本昔ばなし＃１８�

マルチチャンネル放送中�

現在視聴中のBS放送局でマルチチャンネ
ル放送が始まると

画面右端にマルチチャンネル放送のチャンネル
番号*が数秒間表示されます。
* チャンネル＋/－ボタンや番組表で選べるように設定した
チャンネル（192ページ）は表示されません。

マルチチャンネル
放送のチャンネル
番号

次のページにつづく�

マルチチャンネル放送を見るときは

1 10キー入力ボタンを押す。

2 数字ボタンで、マルチチャンネル放送を
行っている3ケタのチャンネル番号を、百の
位から順に押す。

3 12/�
選局�ボタンを押す。（押さなくても、約3秒後に
切り換わりますが、押すとすぐに切り換わり
ます。）
マルチチャンネル放送を見ることができます。

電源 �
電源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

�
10キー入力�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

テレビ�
チャンネル�

予約一覧�

数字ボタン

12/選局ボタン

10キー入力
ボタン

画面表示ボタン

マルチチャンネル放送を行っているか確認
するときは

画面表示ボタンを押す。
マルチチャンネル放送を行っているときは、
チャンネル番号*が数秒間表示されます。
* チャンネル＋/－ボタンや番組表で選べるように設定した
チャンネル（192ページ）は表示されません。

�
10キー入力�

752 12/�
選局�

例）257chで行われているマルチチャンネルを見るとき

255漫画・日本昔ばなし＃１８�

256　257

マルチチャンネル放送中�

ご注意

チャンネル＋/－ボタンでは、マルチチャンネル放送のチャン
ネルは選べません。

緊急放送のお知らせが出たときは

標準テレビ信号 の多チャンネル放送を
利用した緊急放送が行われています。
緊急放送には、地震などの災害時に放送される
緊急ニュース番組などがあります。

緊急放送が始まると

放送局から緊急放送のお知らせが表示され、
緊急放送を行っているチャンネル番号が表示さ
れます。

ご注意

緊急放送のお知らせは約30秒間表示されます。

100CHで緊急放送を行ってい�
ます�
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BSテレビを見る（つづき）

緊急放送を見るときは

例）100chで行われている緊急放送を見るとき

10/010/01 12/�
選局�

�
10キー入力�

電源 �
電源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

�
10キー入力�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

テレビ�
チャンネル�

予約一覧�

数字ボタン

12/選局ボタン

10キー入力
ボタン

BSテレビを見る（つづき）番組説明を見る
［番組説明ボタン］

決定� b

視聴中の番組の出演者やあらすじ、ジャンルや各
種情報など、番組内容を見ることができます。
また、番組表ボタン（120～22ページ）やMY
プラスボタン（123～33ページ）で表示され
る番組一覧から、放送開始前の番組を選ぶと、
番組説明を見ることができ、そのまま予約に進
めます（134～44ページ）。

b
番組説明�

1 番組を見ているときに、番組説
明ボタンを押す。
「番組説明」画面が表示されます。

2 番組説明が2ページ以上あるとき
は、B/bで「次へ」を選び、決定
ボタンを押す。

HDd 字�

次へ�信号切換� 戻る�

BS朝日�

［監督／出演］　　　　　　　　　　　　　　1/3�
●アメリカ映画・1996年公開作品�
●監督：トーマス・コリンズ�
●出演：ヘンリー・ブランド／マレーネ・ガルボほか�
数多くの映画賞を獲得した作品。本格派俳優ヘンリー�
・ブランドが描く愛と感動の人間ドラマ。急き立てら�
れる生活に疲れた主人公が摩天楼の片隅で見つけた小�
さなオアシス。それは、ロジャーが幼い頃に忘れた夢�
のかけらを蘇らせていく。ロジャーの心にうるおいが�
戻ったとき、小さな奇跡がやがて世界を変えていく。�

１５１       ch

8/11（土）午後  0:00–午後  1:30 18才～� 500円�

テレビ�
16:9　1125i�

ステレオ�

サービスタイプ�

映像情報�

音声情報�

ジャンル�

映画�

洋画�

コピーコントロール�

アナログ録画可�

�

素顔の心に愛は揺れ�字� �

HDd 字�

次へ�前へ�信号切換� 戻る�

BS朝日�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2/3�
●原作：フランチェスカ・ウルマン�
●脚色／脚本：シドニ－・バンデラス�
●音楽：エンリオ・ウイリアムズ�
●サウンドトラック：SPMEレコード�
●制作：ミリオネア・ドリーム・チーム�

１５１       ch

8/11（土）午後  0:00–午後  1:30 18才～� 500円�

テレビ�
16:9　1125i�

ステレオ�

サービスタイプ�

映像情報�

音声情報�

ジャンル�

映画�

洋画�

コピーコントロール�

アナログ録画可�

�

素顔の心に愛は揺れ�字� �

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

10/0 11 12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

2

1

1 10キー入力ボタンを押す。

2 数字ボタンで、緊急放送を行っている3ケタ
のチャンネル番号を百の位から順に押す。

3 12/�
選局�ボタンを押す。（押さなくても、約3秒後
に切り換わりますが、押すとすぐに切り換
わります。）
緊急放送を見ることができます。

ご注意

チャンネル＋/－ボタンでは、緊急放送のチャンネルは選べま
せん。



Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
を
見
る

13

番組説明を消すときは

もう1度、番組説明ボタンを押す。
または、B/bで「戻る」を選び、決定ボタンを押す。

「番組説明」画面について

�

HDd 字�
素顔の心に愛は揺れ�

次へ� 戻る�予約� 予約一覧�

BS朝日�

［監督／出演］　　　　　　　　　　　　　　1/3�
●アメリカ映画・1996年公開作品�
●監督：トーマス・コリンズ�
●出演：ヘンリー・ブランド／マレーネ・ガルボほか�
数多くの映画賞を獲得した作品。本格派俳優ヘンリー�
・ブランドが描く愛と感動の人間ドラマ。急き立てら�
れる生活に疲れた主人公が摩天楼の片隅で見つけた小�
さなオアシス。それは、ロジャーが幼い頃に忘れた夢�
のかけらを蘇らせていく。ロジャーの心にうるおいが�
戻ったとき、小さな奇跡がやがて世界を変えていく。�

１５１         ch

8/11（土）午後  0:00–午後  1:30 18才～� 500円�

テレビ�
16:9　1125i�

ステレオ�

サービスタイプ�

映像情報�

音声情報�

ジャンル�

映画�

洋画�

コピーコントロール�

アナログ録画可�

�

開始前�

字�

「予約一覧」
予約一覧を表示します。

「予約」
番組予約の画面を
表示します。

表示マークについて
字�： 字幕のある放送（155ページ）
d ： BSテレビやBSラジオと連動しているBSデータ放

送（114ページ）
MV： マルチビュー放送（152ページ）
HD： デジタルハイビジョン信号 （161ページ）
SD： 標準テレビ信号 （161ページ）　
： 視聴年齢制限付き番組です。（18ページ）
： ペイ・パー・ビュー（PPV）など有料番組（115
ページ）

： 録画予約した番組（134～39ページ）
： 視聴予約した番組（140～41ページ）

zちょっと一言
MV、HDまたはSDは同じ場所に表示されるため、いずれ

か1つが表示されます。

番組一覧から「番組説明」画面を表示した
ときは
以下の番組一覧から、「番組説明」画面を表示
すると、「信号切換」の代わりに「予約」や「予
約一覧」の項目が表示されて、そのまま録画予
約や視聴予約、予約の確認/取消に進めます。
予約方法については、134～44ページをご覧
ください。
• 番組表ボタンで「番組表」から120～22ページ
• MYプラスボタンで「  MYチャンネル番組
表」画面から125～26ページ

• MYプラスボタンで「  MYジャンル番組
表」画面から127～30ページ

• MYプラスボタンで「  全ジャンル番組表」
画面から131～33ページ

ご注意

• すでに放送が終了した番組は予約できません。
• 独立データ放送は予約できません。

下記の番組はフィクションであり、実際のBS放送局での放送
内容や、実際の人物、地名などとは関係ありません。

HDd 字�

次へ�信号切換� 戻る�

BS朝日�

［監督／出演］　　　　　　　　　　　　　　1/3�
●アメリカ映画・1996年公開作品�
●監督：トーマス・コリンズ�
●出演：ヘンリー・ブランド／マレーネ・ガルボほか�
数多くの映画賞を獲得した作品。本格派俳優ヘンリー�
・ブランドが描く愛と感動の人間ドラマ。急き立てら�
れる生活に疲れた主人公が摩天楼の片隅で見つけた小�
さなオアシス。それは、ロジャーが幼い頃に忘れた夢�
のかけらを蘇らせていく。ロジャーの心にうるおいが�
戻ったとき、小さな奇跡がやがて世界を変えていく。�

１５１       ch

8/11（土）午後  0:00–午後  1:30 18才～� 500円�

テレビ�
16:9　1125i�

ステレオ�

サービスタイプ�

映像情報�

音声情報�

ジャンル�

映画�

洋画�

コピーコントロール�

アナログ録画可�

�

開始前�

素顔の心に愛は揺れ�字�

�

番組タイトル

番組説明
番組の出演者やあらすじ
などの番組内容です。
番組説明が複数ページあ
るときは、ページ数が表
示されます。この例で
は、3ページ中の1ペー
ジ目を表します。

信号切換
「信号切換」画面（153
ページ）を表示します。
第2音声など、映像や音
声、データに信号が複数
ある番組のときに切り換
えられます。

番組の状況
「プレビュー」や「開始前」、
「予約済」、「終了」などが表示
されます。
マーク表示欄

「戻る」
「番組説明」画面を消します。
もう1度、番組説明ボタンを押
しても消せます。

番組情報欄
「サービスタイプ」：テレビ、
ラジオ、データのいずれか

「映像情報」：画面の横縦比
（16:9か4:3）と画像方式
（1125i、750p、525p、
525i）（161、77ページ）

「音声情報」：ステレオや二重
音声など（150ページ）

「ジャンル」：番組のジャンル
（分野やテーマ）（127～33
ページ）

「コピーコントロール」：録画
が可能かの情報

「前へ」、「次へ」
前ページまたは次ページ
を表示します。
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BSテレビを見る（つづき）

BSテレビ（18ページ）やBSラジオ（146ペー
ジ）を視聴しているときに、番組に連動してい
るBSデータを見ることができます。
視聴するだけではなく、視聴者がリモコンのボ
タンを使って参加できる番組もあります。
番組と連動してBSデータを行っているかどう
かの案内は、各BS局によって異なります。

BSテレビやBSラジオと
連動しているBSデータ
を見る［d（連動データ）ボタン］

1 BSテレビやBSラジオを視聴中、
d（連動データ）ボタンを押して、
番組と連動しているBSデータが
行われているか確認する。
番組と連動しているBSデータの放送が行
われているときは、そのBSデータの画面
が表示されます。
「データ取得中です」と表示された場合は、しばらく

お待ちください。

2 BS番組と連動しているBSデー
タがあるときは、画面の指示に
従って、リモコンを操作する。
BSデータ番組の指示に従って、次のボタ
ンを使ってください。
「データ取得中です」と表示された場合は、しばらく

お待ちください。

• V/v/B/b決定ボタン（選んで決定すると
きなど）

• 戻るボタン
• ～  までの数字ボタン
（数字を入力するときなど）

• カラーボタン（ ・ ・ ・ ）

zちょっと一言
終了する場合も、画面の指示に従って操作してくださ

い。指示が無い場合は、d（連動データ）ボタンや戻
るボタンで終了できる場合もあります。

電源 �
電源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

�
10キー入力�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

テレビ�
チャンネル�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

d�
（連動データ）�

ご注意

• あらかじめ電話回線の接続（171ページ）と設定（185ペー
ジ）を行ってください。視聴者参加型の番組に参加できな
かったり、情報を選べなかったりする場合があります。

• BSテレビやBSラジオに連動しているBSデータでは、本機
に接続された電話回線を使って通信を行う場合があるた
め、電話回線の通話料がかかる場合があります。

• 番組によっては、BSテレビやBSラジオに連動しているBS
データが自動的に画面に表示されることがあります。

• リモコンのボタンは、BSデータの番組で使うときだけ機能
が変わる場合があります。この場合の操作については、テ
レビ画面に表示されるBSデータ番組の指示にしたがってく
ださい。

• BSデータの番組では、本機につないだ電話回線を使って通
信を行う場合があります。通信中（本機の表示窓に「通話」
と表示）は、電話機やファクシミリなど同一回線上の通信
機器は使えません。

zちょっと一言

BSデータだけを専門に放送するBS独立データもあります。
（148ページ）

V/v/B/b決定ボタン

d（連動データ）ボタン

戻るボタン

カラーボタン

数字ボタン
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ペイ・パー・ビュー
（PPV）を見る

ペイ・パー・ビュー（PPV：PAY PER VIEW）
とは、「見るたびに支払う」の意味で、番組単位
で随時、視聴購入します。また、一日ずつ契約
できるペイ・パー・デイ（PPD）もあります。
ペイ・パー・ビュー（PPV）には、購入前に内
容を確認（プレビュー：事前視聴）できる番組
もあります。

zプレビューについて
• PPV番組により見られる回数、時間が異なります。プレ
ビューが終了しても、購入操作は引き続き行えます。

• プレビューを見た後、購入をやめるときは、チャンネルを
変えてください。

この番組はすでに始まっています�
この番組を購入するには［決定］を押します�
購入しないときはチャンネルを切り換えてください�

２００         ch ロッドストック30周年特集�
8/15(水)午後7:00ー午後9:00 １８才～� ５００円�

購入手続�

SD

この番組を購入しますか？�

２００            ch

取消�購入する�

ロッドストック30周年特集�

8/15(水)午後7:00ー午後9:00 １８才～� ５００円� SD

購入手続きが完了しました�

1 PPV番組を選ぶ。

2「購入手続」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

3  購入手続きを行う。

購入するときは
B/bで「購入する」を選び、決定ボタンを
押す。
購入したPPV番組が映ります。

購入をやめるときは
B/bで「取消」を選び、決定ボタンを押
す。

ご注意

購入操作の途中に他のチャンネルを選ぶと、購入は中止され
ます。この場合は、手順1から操作し直してください。

決定�

次のページにつづく�

決定�
2~3

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

チャンネル�テレビ音量�

PPV番組を見る前に
• 必ず電話回線をつないでください（171
ページ）。

•
ビーキャス

B-CASカード（BSデジタル用ICカード）
を本体のICカード挿入口に入れて、
B-CAS用ユーザー登録はがきを投函して
ください（183ページ）。

• 加入申し込みが別途必要になるBS放送局
もあります（190ページ）。

b

b
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ペイ・パー・ビュー（PPV）を見る
（つづき）

こんなメッセージが表示されたら

「この番組は録画できません」

購入するときは
B/bで「視聴のみ」を選び、決定ボタンを押す。

購入をやめるときは
B/bで「取消」を選び、決定ボタンを押す。

「この番組を録画するには別途料金がかかります」
録画有料番組となります。「録画する」の前に「 」マークが

付きます。

見るだけのときは
B/bで「視聴のみ」を選び、決定ボタンを押す。

録画するときは
B/bで「録画する」を選び、決定ボタンを押す。
録画防止信号が解除され、本機のS2映像/映像/音声出力
端子につないだビデオで録画できるようになります。

購入をやめるときは
B/bで「取消」を選び、決定ボタンを押す。

「ICカードのデータがいっぱいになったので購入できませ
ん　電話線をつなぐと自動的にデータが送られて購入で
きるようになります」
購入額がカードの上限金額を越えています。
また、番組の購入可能件数を越えたときにもこの表示が出ま
す。
電話回線をつないでください。

「購入時間が過ぎているため購入できません」
番組によっては購入可能時間が決まっているため購入できな
い場合があります。

「この番組は視聴できません」
番組に視聴不可の制御情報が送られているため、視聴できま
せん。「了解」が選ばれていることを確認し、決定ボタンを押
してください。

録画防止機能について
本機は、録画防止機能（コピープロテクション）が付いて
います。そのため、番組によっては、正常な画像で録画で
きなかったり、録画したものを正常な画像で再生できな
かったりするものがあります。
また、音声に関しても、本機後面の光デジタル音声出力端
子からの信号を、正しく録音できない番組があります。ご
注意ください。
本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョ
ン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその
他の知的財産権によって保護されています。この著作権保
護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、
マクロビジョン社の許可がない限り家庭用及びその他の一
部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造
することも禁じられています。

追加信号について
PPV番組によっては、最大4種類の映像、最大8種類の音声か
ら切り換えられます。映像/音声を選ぶ画面で、追加したい信
号を選んで番組を楽しめます。
なお、「 」マークの付いた映像、音声などを選ぶと、選んだ
分の追加料金が発生します。

この番組は録画できません�

２００     ch

取消�視聴のみ�

ロッドストック30周年特集�

8/15(水)午後7:00ー午後9:00 １８才～� ５００円� SD

この番組を録画するには別料金500円かかります�
録画するにはビデオを操作してください�

２００          ch ロッドストック30周年特集�
8/15(水)午後7:00ー午後9:00 １８才～� ５００円�

取消�　　録画する�視聴のみ�

SD

SDd 字�
ロッドストック30周年特集�

次へ� 確定�

スターチャンネルBS２００ch

8/15（水）午後  7：00–午後  9：00 18才～� 500円�

開始前�

映像�

映像１�

映像２�

音声�

音声１�

音声２�

音声３�

音声４�

データ�

追加信号合計 　      500円�
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b

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

ペイ・パー・ビュー購入合計金額�

ここに表示される料金はおよその料金です　実際に支�
払う料金と異なる場合があります�

７月分合計　　　２５８０円�

戻る�

８月分合計　　　　　　０円�

メニュー�

決定�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

ペイ・パー・ビュー（PPV）の
購入概算額を見る

先月分と今月分の購入概算額を確認できます。
正確な購入合計額については、ご覧になってい
る各BS放送局のカスタマーセンターへお問い
合わせください（17ページ）。

ご注意

• 「ペイパービュー購入合計額」にはペイ・パー・シリーズな
どの購入金額は含まれません。

• ペイ・パー・デイ（PPD）の月極契約では、概算金額と実
際に請求される金額が大きく異なることがあります。概算
金額では、見た日数分だけの合計金額が加算されます。

1 メニューボタンを押す。

2 V/vで「 （お知らせ）」を選び、
決定ボタンを押す。

3 V/vで「ペイパービュー購入合計
額」を選び、決定ボタンを押
す。
購入したPPV番組の前月分と今月分の概
算額が表示されます。

4 メニューボタンを押して、
メニューを消す。

b決定�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

10/0 11 12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

2~3

1,4

b
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BSの番組を
選ぶ

ここでは、テレビ画面に表示されるBS
の番組一覧を使ってできる操作につい
て説明しています。
番組一覧から見たいBS番組を探して選
局したり、番組説明を見たりできま
す。
また、リモコンのMYプラスボタンを
使って、チャンネル別やジャンル別の
番組表を表示し、簡単に視聴したい番
組を選べます。

こんな番組一覧が
あります

BS放送は、テレビ画面に番組一覧を表示しな
がら、簡単に選局や検索ができます。

18

8/11(土）午前 11:58

12                  ( 日 ）�13                  ( 月 ）�14                  ( 火 ）�15                  ( 水 ）�16                  ( 木 ）�17               ( 金 ）�18                  ( 土 ）�今日�
1:001:000:000:0011:0011:00午前�

101

102

103

141

151

161

171

181

191

200

151 午後0:00ー1:30BS朝日�

囲碁のひととき�

ロココとマダムポ…�

フランス・アル…�

サーフィンツ…� 密着・大都会24時� 今週のTOP1…�

ピータ…�お昼のニュース�

オールスターゲーム・第１戦生中継�

ゴールをねらえ� ポエム＃１１２�

ボイスラッ…�マネー講座� 日々新聞編集� BSドキュメン…�

父をたずねて海…�

20世紀の達人列伝� ドイツ・ロマンチック街道を訪…�

帰ってきたサラ…� おかあさんのクッキング� ロミングウェイ…�

ハワイからア…�キルトの世界�世界の格闘技　�

素顔の心に愛は揺れ�

ディープ…�ショー…� 熱血先生と…�

リバティ・アイランドをめざして�

字�

字�素顔の心に愛は揺れ�
HDd 字�

画面表示�衛星切換� 音声切換�映像切換�

決定�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

ラジオ／�
データ� 番組表�

b

番組表ボタンで、約1週間先までの番組
表から視聴したい番組を選べます
（120ページ）。

番組表（EPG）

現在放送中の番組を選ぶと、その番組を
視聴できます。
また、放送開始前の番組を選ぶと「番組
説明」画面から、そのまま録画予約や視
聴予約に進めます。
予約方法については、134～44ページ
をご覧ください。

番組表（EPG*）からすばやく選ぶ
*

エレクトロニック・プログラム・ガイド

EPGは、電子番組表（Electronic Program Guide）
の略です。
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よく視聴するチャンネルを一覧表示して簡
単に選べます（123ページ）。

特定のBSチャンネルの番組表だけを表示
して簡単に探せます（125ページ）。

登録�登録�

MYジャンル検索(BS)MYジャンル検索(BS)

スポーツ�
すべて�

音楽�
すべて�

洋画�
映画�

趣味／教育�
車・オートバイ�

ドキュメンタリー／教養�
 歴史・紀行�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

ニュース／報道�
�
情報／ワイドショー�
ドラマ�
音楽�
バラエティ�
映画�
アニメ／特撮�
ドキュメンタリー／教養�
劇場／公演�
趣味／教育�
福祉�
�

登録�登録�

全ジャンル検索(BS)全ジャンル検索(BS)�
�

スポーツ�
�

［決定］ジャンル検索�
［　］大ジャンル選択�
［決定］ジャンル検索�
［　］大ジャンル選択�

社会・時事�
歴史・紀行�
自然・動物・環境�
宇宙・科学・医学�
カルチャー・伝統文化�
文学・文芸�
スポーツ�
ドキュメンタリー全般�
インタビュー・討論�
その他�

画面表示�衛星切換� 音声切換�映像切換�

決定�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

ラジオ／�
データ�

MYプラス�

特集・人体の謎�
ニュースワイド�
昼の奥様劇場「絆」�
今日の夕飯は何？�
仲よし奥様３人組気･･･�
ニュース・トゥデー･･･�
オールスター・サッ･･･�
月曜ドラマ：愛と追･･･�
ミッドナイトニュー･･･�
今日のスポーツハイ･･･�登録�登録�

141�
�
�

MYチャンネル番組表(BS)MYチャンネル番組表(BS)

　特集・人体の謎�　特集・人体の謎�
ＢＳ日テレ�

字�

字�字�

13(月 ) 午前 11：30 ー 0：00
午後 0：00 ー 1：00
午後 1：00 ー 1：30
午後 1：30 ー 2：00
午後 2：00 ー 6：00
午後 6：00 ー 7：00
 午後 7：00 ー 10：00
午後 10：00 ー 11：00
午後 11：00 ー 11：45
午後 11：45 ー 12：00

1件目/248件中�

HDd 字�

SDd 字�

登録�登録�

全ジャンル検索(BS)全ジャンル検索(BS) 1件目/115件中�
ドキュメンタリー／教養＞歴史・紀行で検索�

103 NHK h

101�
�
�141�
�
181�
�
�

181�
�
�

191�
�

101�
�
171�
�

　ハワイ～常夏の楽…�
移民は自由の女神を…�
　インカの時代�
大いなる世界遺産�
実録・日本史「その…�
中国二千年の秘宝�
平安の美を求めて�
東海道グルメ一人旅�
世界の山岳鉄道の旅�

13(月)　午後　0：00 　 1：00
午後　1：00 　 3：00
午後　2：00 　 3：30
午後　2：30 　 3：00
午後　4：00 　 5：30
午後　5：15 　 6：00

　午後　7：00 　 8：00
午後　7：30 　 9：00
午後　9：00 　 10：30

字�

字�

　ハワイ～常夏の楽園に眠る神話�字�　ハワイ～常夏の楽園に眠る神話�字�

103�
�
�

161�
�

b
BS101 BS102 BS103 BS141

BS151 BS161 BS171 BS181

BS191 BS200 BS900 BS910

BS933 BS940 BS950 BS963

BS997

MYチャンネル選局�MYチャンネル選局�

登録�登録�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

登録�登録�

MYジャンル検索(BS)MYジャンル検索(BS) 1件目/251件中�
映画＞洋画で検索�

191 WOWOW

141�
�

181�
�
�

191�
�

200�
�
�

171�
�

171�
�

正義への大脱出�
タップ！ステップ！ダ･･･�
恋人たちの白夜（ノー･･･�
ジュ・テ－ム～あなた･･･�
それいけ！カンフーキ･･･�
愛は沈黙を越えて＜完･･･�
パープル・ロンリネス�
素顔の心に愛は揺れ�
蒼い大平原�

13(月)　午後　1：00 　 3：00
午後　1：30 　 3：15
午後　2：30 　 5：20
午後　3：05 　 4：55
午後　4：30 　 6：00
午後　5：00 　 7：40
　午後　7：00 　 9：15
午後　9：00 　 11：45
午後　9：15 　 11：15

正義への大脱出�正義への大脱出�

103�
�
�

161�
�

151�
�
�

字�

字�字�
SDd 字�

 MYジャンル検索  全ジャンル検索

よく視聴するジャンルから番組を絞り込ん
で探せます（127ページ）。

すべてのジャンルから番組を絞り込んで探
せます（131ページ）。

 MYチャンネル番組表 MYチャンネル選局

登録�登録�

MYチャンネル番組表(BS)MYチャンネル番組表(BS)

101�
�
�

N H K　B S 1�
�

102�
�
�103�
�
�141�
�
151�
�
�161�
�
171�
�
�181�
�
191�
�
�200�
�

N H K　B S 2�
�
�N H K　h�
�
�
�
B S 日テレ�
�
�
B S 朝日1�
�
�
�
B S －ｉテレビ6

B S ジャパン�
�B S フジ・１８１�
�
�WＯWＯW�
�
�スター・チャンネル�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

MYプラスボタンで、お好みのチャンネルや
ジャンル（分野やテーマ）から視聴したい番組
を簡単に探せます。MYプラスには、4とおり
の中から番組を探したり選んだりできます。

現在放送中の番組を選ぶと、その番組を視聴できます。
また、放送開始前の番組を選ぶと「番組説明」画面から、そのまま録画予約や視聴予約に進めます。
予約方法については、134～44ページをご覧ください。
ただし、MYチャンネル選局からは、放送開始前の番組を選べないので予約はできません。

MYプラスで視聴したい番組をすばやく探す
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1 見たい番組表のBSの種類（放送
サービス）を、 ラジオ／�

データ�ボタンをく
り返し押して選ぶ。
選んだBSに切り換わります。

2 番組表ボタンを押す。
選んだBSの番組表（例えば、BSテレビ
のときはBSテレビの番組表）が表示され
ます。
約1週間先までの番組情報を見ることがで
きます。
「データ取得中です」と表示された場合は、しばらく

お待ちください。

番組表についての詳しい説明は
122ページをご覧ください。

2
1

押すたびに

3

番組説明ボタン
画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

10/0 11 12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

ラジオ／�
データ�

BSの番組表から
見たい番組を選ぶ
［番組表ボタン］

BS放送では、BS放送局が送信する番組情報を
元に、BSの番組表：EPG*を約1週間先まで見
ることができます。

1度に1つの放送サービス（BSテレビ、BSラジ
オ、BS独立データ）の番組表を表示できま
す。

*
エレクトロニック・プログラム・ガイド

EPGは、電子番組表（Electronic Program Guide）の略
です。

放送開始前の番組を選ぶと、番組説明を見る
ことができ、そのまま録画予約や視聴予約に
進めます。予約方法については、134～44
ページをご覧ください。

8/11(土）午前 11:58

12                  ( 日 ）�13                  ( 月 ）�14                  ( 火 ）�15                  ( 水 ）�16                  ( 木 ）�17               ( 金 ）�18                  ( 土 ）�今日�
1:001:000:000:0011:0011:00午前�

101

102

103

141

151

161

171

181

191

200

151 午後0:00ー1:30BS朝日�

囲碁のひととき�

ロココとマダムポ…�

フランス・アル…�

サーフィンツ…� 密着・大都会24時� 今週のTOP1…�

ピータ…�お昼のニュース�

オールスターゲーム・第１戦生中継�

ゴールをねらえ� ポエム＃１１２�

ボイスラッ…�マネー講座� 日々新聞編集� BSドキュメン…�

父をたずねて海…�

20世紀の達人列伝� ドイツ・ロマンチック街道を訪…�

帰ってきたサラ…� おかあさんのクッキング� ロミングウェイ…�

ハワイからア…�キルトの世界�世界の格闘技　�

素顔の心に愛は揺れ�

ディープ…�ショー…� 熱血先生と…�

リバティ・アイランドをめざして�

データ取得中です�

字�

字�素顔のの心に愛は揺れ�
HDd 字�

番組表�

b

   BSテレビ t BSラジオ�

BS独立データ�
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b決定�

3 V/v/B/bで見たい番組を選び、
決定ボタンを押す。

放送中の番組を選ぶと

選んだ番組になります。

z ちょっと一言
決定ボタンの代わりに番組説明ボタンを押すと、「番
組説明」画面が表示されます。

放送開始前の番組を選ぶと

受信中の映像と音声が消えて「番組説明」
画面が表示されます。

�

HDd 字�
素顔の心に愛は揺れ�

次へ� 戻る�予約� 予約一覧�

BS朝日�

［監督／出演］　　　　　　　　　　　　　　1/3�
●アメリカ映画・1996年公開作品�
●監督：トーマス・コリンズ�
●出演：ヘンリー・ブランド／マレーネ・ガルボほか�
数多くの映画賞を獲得した作品。本格派俳優ヘンリー�
・ブランドが描く愛と感動の人間ドラマ。急き立てら�
れる生活に疲れた主人公が摩天楼の片隅で見つけた小�
さなオアシス。それは、ロジャーが幼い頃に忘れた夢�
のかけらを蘇らせていく。ロジャーの心にうるおいが�
戻ったとき、小さな奇跡がやがて世界を変えていく。�

１５１         ch

8/11（土）午後  0:00–午後  1:30 18才～� 500円�

テレビ�
16:9　1125i�

ステレオ�

サービスタイプ�

映像情報�

音声情報�

ジャンル�

映画�

洋画�

コピーコントロール�

アナログ録画可�

�

開始前�

字�

録画予約するときは
134ページ
視聴予約するときは
140ページ
予約しないときは
V/v/B/bで「戻る」を選び、決定ボタ
ンを押す。

z ちょっと一言

日時をすばやく移動したいときは（高速スクロール）
B/bを押し続け、見たい時間帯になったらボタンを離
します。高速スクロール中は番組タイトル欄の表示が
消えます。

決定ボタンの代わりに番組説明ボタンを押すと
受信中の映像と音声が消えて「番組説明」画面が表示さ
れます。放送中の番組を選んでも、「番組説明」画面が
表示されます。

決定� b

次のページにつづく�

「番組表」画面を消すときは

もう1度、番組表ボタンを押す。
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表示マークについて
： マルチチャンネル放送（同じ放送局の複数のチャンネ
ルで、それぞれ違う番組を放送110ページ）

字� ： 字幕放送（155ページ）
d ： BSテレビやBSラジオと連動しているBSデータ放送

（114ページ）
MV ： マルチビュー放送（152ページ）
HD ： デジタルハイビジョン信号 （161ページ）
SD ： 標準テレビ信号 （161ページ）　
： 視聴年齢制限付き番組（18ページ）
： PPV番組など有料番組（115ページ）
： 録画予約した番組（134ページ）
： 視聴予約した番組（140ページ）

zちょっと一言
、MV、HDまたはSDは同じ場所に表示されるため、

いずれか1つが表示されます。

8/11(土）午前 11:58

12                  ( 日 ）�13                  ( 月 ）�14                  ( 火 ）�15                  ( 水 ）�16                  ( 木 ）�17               ( 金 ）�18                  ( 土 ）�今日�
1:001:000:000:0011:0011:00午前�

101

102

103

141

151

161

171

181

191

200

151 午後0:00ー1:30BS朝日�

囲碁のひととき�

ロココとマダムポ…�

フランス・アル…�

サーフィンツ…� 密着・大都会24時� 今週のTOP1…�

ピータ…�お昼のニュース�

オールスターゲーム・第１戦生中継�

ゴールをねらえ� ポエム＃１１２�

ボイスラッ…�マネー講座� 日々新聞編集� BSドキュメン…�

父をたずねて海…�

20世紀の達人列伝� ドイツ・ロマンチック街道を訪…�

帰ってきたサラ…� おかあさんのクッキング� ロミングウェイ…�

ハワイからア…�キルトの世界�世界の格闘技　�

素顔の心に愛は揺れ�

ディープ…�ショー…� 熱血先生と…�

リバティ・アイランドをめざして�

字�

字�素顔の心に愛は揺れ�
HDd 字�

チャンネルロゴ
（マーク）と
チャンネル番号

現在日時
放送局からの信号を受けて自動表示されるため、時
計合わせは不要です。万一、正しく時刻が表示され
ていないときは、「リセットボタンについて」
（1105ページ）をご覧ください。

番組表（EPG）について

他に、BS放送局から、ニカ国語放送やニュースなど番組の種
類を表すマークが付いてくる場合があります。以下はその一

例です。

二�： 二か国語放送（150ページ）

S ： ステレオ放送（151ページ）

字�： 字幕放送

B ： 圧縮Bモードステレオ放送（151ページ）

N ： ニュース番組

番組の表示色について
：現在選んでいる番組（カーソル）

：現在放送中の番組

：すでに終了した番組

：放送開始前の番組

：録画予約した番組（134ページ）

：視聴予約した番組（140ページ）

BSデジタルの種類
現在番組表に表示されているBSデジタルの放送サー
ビスの種類（BSテレビ、BSラジオ、BS独立データ）
が表示されます。

日付と時刻

番組タイトル
1ページ内に、3時間分の番
組が表示されます。

番組情報欄
（カーソル）で選ん

でいる番組の情報です。

カーソル（選ばれている
ところ）
黄色で表示され、リモコンの
V/v/B/bで移動できます。

BSの番組表から見たい番組を選ぶ
［番組表ボタン］（つづき）

下記の番組はフィクションであり、実際のBS放送局での放送内容
や、実際の人物、地名などとは関係ありません。
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決定� b

決定� b

登録(BS)登録(BS)

登録�登録�

MYチャンネルの登録�

MYジャンルの登録�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

登録�登録�

MYチャンネルの登録(BS)

初期化�

クリア�

戻る�

MYチャンネルの登録(BS)

101�
�
�

N H K　B S 1�
�102�

�
�

N H K　B S 2
103�
�
�

N H K　h
141�
�

B S 日テレ�
142�
�
�

B S 日テレ�
143�
�

B S 日テレ�
151�
�
�

B S 朝日 1

152�
�

B S 朝日 2
153�
�
�

B S 朝日 3
160�
�

B S －ｉテレビ6

各登録数�

合計  17個�
（最大20個）�

BS�
CS1�
CS2

17個�
0個�
0個�

1 MYプラスボタンを押す。

2 V/vで 登録�を選び、決定ボタンを
押す。

3 V/vで「MYチャンネルの登録」
を選び、決定ボタンを押す。

4 V/vで登録したいチャンネルを選
び、決定ボタンを押す。
お買い上げ時は、あらかじめ、BSテレビと
BS独立データの代表チャンネルが登録され
ています（ に、�がすでに付いていま
す）。
選んだBSチャンネルの に�が付き、MY
チャンネルに登録されます。

ご注意

臨時チャンネルは も表示されず登録できません。

�をはずすには
�の付いているチャンネルを選び、決定
する。

MYプラス�

b

BS101 BS102 BS103 BS141

BS151 BS161 BS171 BS181

BS191 BS200 BS900 BS910

BS933 BS940 BS950 BS963

BS997

MYチャンネル選局�MYチャンネル選局�

登録�登録�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

よく視聴するBSチャンネルをテレビ、ラジ
オ、独立データの区別なく登録し、登録した

BSチャンネルの一覧［MYチャンネル選局］を
表示し、すばやくチャンネルを選べます。
さらに登録した中から、チャンネル別の番組表
も表示できます［MYチャンネル番組表］
（125ページ）。

よく視聴するBSチャンネルをあ
らかじめMYチャンネルに登録
する

BSのテレビ、ラジオ、独立データの区別なく、
最大20チャンネルまで登録できます。

好みのBSチャンネル一
覧からBSチャンネルを
選ぶ［  MYチャンネル選局］

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量� 1,6
2~5

101�
�
�

N H K　B S 1�
�102�

�
�

N H K　B S 2
103�
�
�

N H K　h
141�
�

B S 日テレ�
142�
�
�

B S 日テレ�
143�
�

B S 日テレ�
151�
�
�

B S 朝日 1

152�
�

B S 朝日 2
153�
�
�

B S 朝日 3
160�
�

B S －ｉテレビ6登録�登録�

MYチャンネルの登録(BS)MYチャンネルの登録(BS)

初期化�

クリア�

戻る�

各登録数�

合計  17個�
（最大20個）�

BS�
CS1�
CS2

17個�
0個�
0個�

「クリア」
すべての�をはずす。

「初期化」
お買い上げ時の設定
に戻す。

「戻る」
1つ前の画面に戻る。

次のページにつづく�

現在登録済みの
チャンネル数
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「MYチャンネル選局」画面から
BSチャンネルを選ぶ

あらかじめ登録したMYチャンネルから、視聴
したいチャンネルを選びます。

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

2~3
1

決定� b

MYチャンネル選局�MYチャンネル選局�

BS101 BS102 BS103 BS141

BS151 BS161 BS171 BS181

BS191 BS200 BS900 BS910

BS933 BS940 BS950 BS963

BS997登録�登録�

ＮＨＫ　ＢＳ1
［MY プラス］で終了�
ＮＨＫ　ＢＳ1
［MY プラス］で終了�

b決定�

1 MYプラスボタンを押す。

2 V/vで「 （MYチャンネル選
局）」を選び、決定ボタンを押
す。
「MYチャンネル選局」画面が表示されま
す。

3 V/v/B/bで視聴したいチャンネル
を選び、決定ボタンを押す。
選んだBSチャンネルになります。

「MYチャンネル選局」画面を消すときは
もう1度、MYプラスボタンを押す。

5 引き続きチャンネルを登録する
ときは、手順4をくり返す。
テレビ、ラジオ、独立データの区別なく
最大20チャンネルを登録できます。

6 MYプラスボタンを押して、
「MYチャンネルの登録」画面を
消す。

「MYチャンネル選局」画面

好みのBSチャンネル一覧からBSチャンネ
ルを選ぶ［MYチャンネル選局］（つづき）

b

BS101 BS102 BS103 BS141

BS151 BS161 BS171 BS181

BS191 BS200 BS900 BS910

BS933 BS940 BS950 BS963

BS997

MYチャンネル選局�MYチャンネル選局�

登録�登録�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

MYプラス�
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好みのBSチャンネル
の番組表から番組を
探す［  MYチャンネル番組表］

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

チャンネル�テレビ音量�

3~5

MYチャンネルに登録したチャンネル（123～
24ページ）の中から、チャンネル別の番組表を
約1週間先まで見ることができます。

放送開始前の番組を選ぶと、番組説明を見る
ことができ、そのまま録画予約や視聴予約に
進めます。予約方法については、134～44
ページをご覧ください。

2

1 番組表を表示したいチャンネル
を、MYチャンネルにあらかじ
め登録しておく。
「よく視聴するBSチャンネルをあらかじ
めMYチャンネルに登録する」（123～24
ページ）を行ってください。
すでに登録済みのときは、この操作は不
要です。

決定� b

登録�登録�

102�
�
N H K　B S 2

103�
�
�141�
�
151�
�
�161�
�
171�
�
�181�
�
191�
�
�200�
�

101�
�

N H K　h

B S 日テレ�

B S 朝日1

B S －ｉテレビ6

B S ジャパン�

B S フジ・１８１�

WＯWＯW

スター・チャンネル�

N H K　B S 1

MYチャンネル番組表(BS)MYチャンネル番組表(BS)

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

b

BS101 BS102 BS103 BS141

BS151 BS161 BS171 BS181

BS191 BS200 BS900 BS910

BS933 BS940 BS950 BS963

BS997

MYチャンネル選局�MYチャンネル選局�

登録�登録�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

MYプラス�

2 MYプラスボタンを押す。

3 V/vで「 （MYチャンネル番組
表）」を選び、決定ボタンを押
す。
MYチャンネルに登録したBSチャンネル
が一覧表示されます。

4 V/vでチャンネルを選び、決定ボ
タンを押す。
現在放送中の番組を先頭に、選んだチャ
ンネルだけの番組表が表示されます。

ご注意

本機の電源を切った状態から、次に電源を入れた後

は、番組表に表示される番組が少ないことがありま

す。電源を入れた後、BS放送局が送信する最新の番
組情報をデータ取得し直しているためです。

他のチャンネルの番組表を見たいときは
Bを押してから、チャンネルを選び直す。

「MYチャンネル番組表」画面について
の詳しい説明は126ページをご覧くだ
さい。

特集・人体の謎�
ニュースワイド�
昼の奥様劇場「絆」�
今日の夕飯は何？�
仲よし奥様３人組気･･･�
ニュース・トゥデー･･･�
オールスター・サッ･･･�
月曜ドラマ：愛と追･･･�
ミッドナイトニュー･･･�
今日のスポーツハイ･･･�登録�登録�

141�
�
�

MYチャンネル番組表(BS)MYチャンネル番組表(BS)

　特集・人体の謎�　特集・人体の謎�
ＢＳ日テレ�

字�

字�字�

13(月 ) 午前 11：30 ー 0：00
午後 0：00 ー 1：00
午後 1：00 ー 1：30
午後 1：30 ー 2：00
午後 2：00 ー 6：00
午後 6：00 ー 7：00
 午後 7：00 ー 10：00
午後 10：00 ー 11：00
午後 11：00 ー 11：45
午後 11：45 ー 12：00

1件目/248件中�

HDd 字�

決定� b

「MYチャンネル番組表」画面

次のページにつづく�
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5 V/vで番組を選び、決定ボタンを
押す。
放送中の番組を選ぶと
その番組になります。

z ちょっと一言
決定ボタンの代わりに番組説明ボタンを押すと、「番
組説明」画面が表示されます。

放送開始前の番組を選ぶと
受信中の映像と音声が消えて「番組説明」
画面が表示されます。

 「MYチャンネル番組表」画面について

特集・人体の謎�
ニュースワイド�
昼の奥様劇場「絆」�
今日の夕飯は何？�
仲よし奥様３人組気･･･�
ニュース・トゥデー･･･�
オールスター・サッ･･･�
月曜ドラマ：愛と追･･･�
ミッドナイトニュー･･･�
今日のスポーツハイ･･･�登録�登録�

141�
�
�

MYチャンネル番組表(BS)MYチャンネル番組表(BS)

　特集・人体の謎�　特集・人体の謎�
ＢＳ日テレ�

字�

字�字�

13(月 ) 午前 11：30 ー 0：00
午後 0：00 ー 1：00
午後 1：00 ー 1：30
午後 1：30 ー 2：00
午後 2：00 ー 6：00
午後 6：00 ー 7：00
 午後 7：00 ー 10：00
午後 10：00 ー 11：00
午後 11：00 ー 11：45
午後 11：45 ー 12：00

1件目/248件中�

HDd 字�

チャンネルロゴ
（マーク）と
チャンネル番号

録画予約するときは
134ページ

視聴予約するときは
140ページ

予約しないときは
V/v/B/bで「戻る」を選び、決定ボタンを押
す。

「MYチャンネル番組表」画面を消すときは
もう1度、MYプラスボタンを押す。

番組タイトルと放送開始日時
上下にv/Vがあるときは、リ
モコンのV/vで前後の番組を
見ることができます。

番組情報欄
（カーソル）で選ん

でいる番組の情報です。

カーソル
黄色で表示され、リモコンの
V/vで移動できます。

好みのBSチャンネルの番組表から番組を
探す［MYチャンネル番組表］（つづき）

番組の表示色や表示マークについては、
122ページをご覧ください。

下記の番組はフィクションであり、実

際のBS放送局での放送内容や、実際の
人物、地名などとは関係ありません。

決定� b

�

HDd
仲良し奥様3人組・気ままぶらり旅�

次へ� 戻る�予約� 予約一覧�

BS日テレ�１４１         ch

8/13（月）午後  2:00–午後  6:00

テレビ�
16:9　1125i�

ステレオ�

サービスタイプ�

映像情報�

音声情報�

ジャンル�

情報／ワイドショー�

グルメ・料理�

コピーコントロール�

アナログ録画可�

�

開始前�

第12回「京都～悲恋の里にめでる懐石』　　1/3�
●ナレーター：トーマス藤村�
今回も視聴者から選ばれた仲良し奥様トリオが、旅
にグルメにと羽を伸します。第12回の行き先は「
京都」。大原、嵯峨野、東山、そして宇治へ。平安
の姫君達の切ない思いに涙しながらも、季節感溢れ
る懐石料理の数々に舌鼓をうつ。最新の京都情報が
満載です。もちろん視聴者プレゼントもあるのでご
期待ください。�

決定� b

表示件数
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画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

2~7
1,8

好みのジャンルの
一覧から番組を
探す［  MYジャンル検索］

BS放送局が送信する番組ジャンル情報*を元
に、よく視聴するジャンル（分野やテーマ）を
登録しておけば、視聴したいジャンル別の番組
一覧をテレビ、ラジオ、独立データの区別なく
約1週間先まで最大999番組を表示し、すばや
く番組を探せます［MYジャンル検索］。
また、すべてのジャンルから視聴したい番組を
探し出すこともできます［全ジャンル検索］
131～33ページ。

* 1つの番組が最大3つのジャンル情報を持ち、それぞれの
ジャンルで検索できます。ただし、「番組説明」画面
（113ページ）の番組情報欄に表示される「ジャンル」には
代表的なジャンルが1つだけ表示されます。

よく視聴するジャンルをあらか
じめMYジャンルに登録する

最大5つのジャンルを、大ジャンルまたは、さら
に細かいジャンル（小ジャンル）で登録できます。

決定� b

登録(BS)登録(BS)

登録�登録�

MYチャンネルの登録�

MYジャンルの登録�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

決定� b

［決定］でジャンル登録画面へ�

登録�登録�

MYジャンルの登録(BS)

［決定］でジャンル登録画面へ�

戻る�

MYジャンルの登録(BS)

スポーツ�
すべて�

ドキュメンタリー／教養�
歴史・紀行�

音楽�
すべて�

登録１�

登録２�

登録３�

登録４�

登録５�

MYプラス�

b

BS101 BS102 BS103 BS141

BS151 BS161 BS171 BS181

BS191 BS200 BS900 BS910

BS933 BS940 BS950 BS963

BS997

MYチャンネル選局�MYチャンネル選局�

登録�登録�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

1 MYプラスボタンを押す。

2 V/vで 登録�を選び、決定ボタンを
押す。

3 V/vで「MYジャンルの登録」を
選び、決定ボタンを押す。
お買い上げ時にあらかじめ設定されてい
る3つのジャンルが表示されます。

ご注意

新たにジャンルを追加したり、登録済みのジャンルを

入れ換えて上書きできますが、登録済みのジャンルを

空欄にはできません。

4 V/vで新たに追加または入れ換え
たいジャンル（ここでは「登録4」）
を選び、決定ボタンを押す。
ジャンルが一覧表示されます。

次のページにつづく�

ここでは例として、「登録4」に「大ジャンル：
映画、小ジャンル：洋画」を登録する手順を説
明します。

決定� b

［決定］ジャンル登録�
［　］小ジャンル選択�

ニュース／報道�
�
情報／ワイドショー�
ドラマ�
音楽�
バラエティ�
映画�
アニメ／特撮�
ドキュメンタリー／教養�
劇場／公演�
趣味／教育�
福祉�
�

定時・総合�
天気�
特集・ドキュメント�
政治・国会�
経済・市況�
海外・国際�
解説�
討論・会談�
報道特集�
ローカル・地域�
交通�
その他�

登録�登録�

MYジャンルの登録(BS)MYジャンルの登録(BS)

［決定］ジャンル登録�
［　］小ジャンル選択�

スポーツ�
�

小ジャンル欄大ジャンル欄
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「MYジャンル検索」画面から番
組を探す

あらかじめ登録したMYジャンルから、視聴し
たいジャンル別の番組一覧をテレビ、ラジオ、
独立データの区別なく約1週間先まで最大999番
組を表示し、視聴したい番組を探せます。

放送開始前の番組を選ぶと、番組説明を見る
ことができ、そのまま録画予約や視聴予約に
進めます。予約方法については、134～44
ページをご覧ください。

5 ジャンルを選ぶ。
大ジャンルと小ジャンルを登録したい
ときは

V/vで登録したい大ジャンル（ここでは
「映画」）を選び、bを押す。
小ジャンルを選ぶ画面になります。

大ジャンルだけ登録したいときは

V/vで登録したい大ジャンル（ここでは
「映画」）を選び、決定ボタンを押す。
小ジャンルは、MYジャンルに「すべて」として登録
されます。

手順7に進んでください。

6 V/vで登録したい小ジャンル（こ
こでは「洋画」）を選び、決定ボ
タンを押す。
選んだ大ジャンルとその小ジャンルが、

MYジャンルに登録されます。

7 引き続きジャンルを登録すると
きは、手順4～6をくり返す。
最大5つのジャンルを登録できます。

8 MYプラスボタンを押して、
「MYジャンルの登録」画面を消す。

好みのジャンルの一覧から番組を
探す［MYジャンル検索］（つづき）

ニュース／報道�
�
情報／ワイドショー�
ドラマ�
音楽�
バラエティ�
映画�
アニメ／特撮�
ドキュメンタリー／教養�
劇場／公演�
趣味／教育�
福祉�
�

洋画�
邦画�
アニメ�
その他�

登録�登録�

MYジャンルの登録(BS)MYジャンルの登録(BS)

スポーツ�
�

［決定］ジャンル登録�
［　］大ジャンル選択�
［決定］ジャンル登録�
［　］大ジャンル選択�

決定� b

決定� b

［決定］でジャンル登録画面へ�

登録�登録�

MYジャンルの登録(BS)

［決定］でジャンル登録画面へ�

戻る�

MYジャンルの登録(BS)

スポーツ�
すべて�

ドキュメンタリー／教養�
歴史・紀行�

音楽�
すべて�

すべて�
映画�

登録１�

登録２�

登録３�

登録４�

登録５�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

2~4
1

MYプラス�

b

BS101 BS102 BS103 BS141

BS151 BS161 BS171 BS181

BS191 BS200 BS900 BS910

BS933 BS940 BS950 BS963

BS997

MYチャンネル選局�MYチャンネル選局�

登録�登録�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

ここでは例として、「大ジャンル：映画、小
ジャンル：洋画」を探す手順を説明します。

1 MYプラスボタンを押す。

決定� b

［決定］でジャンル登録画面へ�

登録�登録�

MYジャンルの登録(BS)

［決定］でジャンル登録画面へ�

戻る�

MYジャンルの登録(BS)

スポーツ�
すべて�

ドキュメンタリー／教養�
歴史・紀行�

音楽�
すべて�

洋画�
映画�

登録１�

登録２�

登録３�

登録４�

登録５�
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決定� b
登録�登録�

MYジャンル検索(BS)MYジャンル検索(BS) 1件目/251件中�
映画＞洋画で検索�

191 WOWOW

141�
�

181�
�
�

191�
�

200�
�
�

102�
�

171�
�

正義への大脱出�
タップ！ステップ！ダ･･･�
恋人たちの白夜（ノー･･･�
ジュ・テ－ム～あなた･･･�
それいけ！カンフーキ･･･�
愛は沈黙を越えて＜完･･･�
パープル・ロンリネス�
素顔の心に愛は揺れ�
蒼い大平原�

13(月)　午後　1：00 　 3：00
午後　1：30 　 3：15
午後　2：30 　 5：20
午後　3：05 　 4：55
午後　4：30 　 6：00
午後　5：00 　 7：40
　午後　7：00 　 9：15
午後　9：00 　 11：45
午後　9：15 　 11：15

正義への大脱出�正義への大脱出�

103�
�
�

161�
�

151�
�
�

字�

字�字�
SDd 字�

決定�

登録�登録�

MYジャンル検索(BS)MYジャンル検索(BS)

スポーツ�
すべて�

音楽�
すべて�

洋画�
映画�

趣味／教育�
車・オートバイ�

ドキュメンタリー／教養�
 歴史・紀行�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

b

「MYジャンル検索」画面

「MYジャンル番組表」画面

2 V/vで「 （MYジャンル検索）」
を選び、決定ボタンを押す。
「MYジャンル検索」画面が表示されます。

3 V/vで視聴したいジャンルを選び、
決定ボタンを押す。
現在放送中の番組を先頭に、選んだジャ
ンルだけの番組表が開始時刻順に表示さ
れます。

ご注意

本機の電源を切った状態から、次に電源を入れた後

は、番組表に表示される番組が少ないことがありま

す。電源を入れた後、BS放送局が送信する最新の番

組情報をデータ取得し直しているためです。

他のジャンルの番組表を見たいときは
Bを押してから、視聴したいジャンルを選
び直す。

「MYジャンル番組表」画面についての詳
しい説明は130ページをご覧ください。

次のページにつづく�

決定�

決定� b

4 V/vで番組を選び、決定ボタンを
押す。

放送中の番組を選ぶと

その番組になります。

z ちょっと一言
決定ボタンの代わりに番組説明ボタンを押すと、「番

組説明」画面が表示されます。

放送開始前の番組を選ぶと

受信中の映像と音声が消えて「番組説明」
画面が表示されます。

録画予約するときは
134ページ

視聴予約するときは
140ページ

予約しないときは
V/v/B/bで「戻る」を選び、決定ボタンを押す。

「MYジャンル番組表」画面を消すときは
もう1度、MYプラスボタンを押す。

b

�

HDd 字�
素顔の心に愛は揺れ�

次へ� 戻る�予約� 予約一覧�

BS朝日�

［監督／出演］　　　　　　　　　　　　　　1/3�
●アメリカ映画・1996年公開作品�
●監督：トーマス・コリンズ�
●出演：ヘンリー・ブランド／マレーネ・ガルボほか�
数多くの映画賞を獲得した作品。本格派俳優ヘンリー�
・ブランドが描く愛と感動の人間ドラマ。急き立てら�
れる生活に疲れた主人公が摩天楼の片隅で見つけた小�
さなオアシス。それは、ロジャーが幼い頃に忘れた夢�
のかけらを蘇らせていく。ロジャーの心にうるおいが�
戻ったとき、小さな奇跡がやがて世界を変えていく。�

１５１         ch

8/13（月）午後  9:00–午後 11:45 18才～� 500円�

テレビ�
16:9　1125i�

ステレオ�

サービスタイプ�

映像情報�

音声情報�

ジャンル�

映画�

洋画�

コピーコントロール�

アナログ録画可�

�

開始前�

字�
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SDd 字�

登録�登録�

MYジャンル検索(BS)MYジャンル検索(BS) 1件目/251件中�
映画＞洋画で検索�

191 WOWOW

141�
�

181�
�
�

191�
�

200�
�
�

102�
�

171�
�

正義への大脱出�
タップ！ステップ！ダ･･･�
恋人たちの白夜（ノー･･･�
ジュ・テ－ム～あなた･･･�
それいけ！カンフーキ･･･�
愛は沈黙を越えて＜完･･･�
パープル・ロンリネス�
素顔の心に愛は揺れ�
蒼い大平原�

13(月)　午後　1：00 　 3：00
午後　1：30 　 3：15
午後　2：30 　 5：20
午後　3：05 　 4：55
午後　4：30 　 6：00
午後　5：00 　 7：40
　午後　7：00 　 9：15
午後　9：00 　 11：45
午後　9：15 　 11：15

正義への大脱出�正義への大脱出�

103�
�
�

161�
�

151�
�
�

字�

字�字�

 「MYジャンル番組表」画面について

チャンネルロゴ
（マーク）と
チャンネル番号 番組タイトルと放送開始日時

上下にv/Vがあるときは、リモ
コンのV/vで前後の番組を見る
ことができます。

カーソル
黄色で表示され、リモコンの
V/vで移動できます。

ジャンル表示

表示件数

好みのジャンルの一覧から番組を
探す［MYジャンル検索］（つづき）

番組情報欄
（カーソル）で選ん

でいる番組の情報です。

番組の表示の色や表示マークについては、
122ページをご覧ください。

下記の番組はフィクションであり、実際

のBS放送局での放送内容や、実際の人
物、地名などとは関係ありません。
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次のページにつづく�

b

BS101 BS102 BS103 BS141

BS151 BS161 BS171 BS181

BS191 BS200 BS900 BS910

BS933 BS940 BS950 BS963

BS997

MYチャンネル選局�MYチャンネル選局�

登録�登録�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

で選択し［決定］�
［MY プラス］で終了�

決定� b

［決定］ジャンル検索�
［　］小ジャンル選択�

ニュース・報道�
�
情報／ワイドショー�
ドラマ�
音楽�
バラエティ�
映画�
アニメ／特撮�
ドキュメンタリー／教養�
劇場／公演�
趣味／教育�
福祉�
�

定時・総合�
天気�
特集・ドキュメント�
政治・国会�
経済・市況�
海外・国際�
解説�
討論・会談�
報道特集�
ローカル・地域�
交通�
その他�

登録�登録�

全ジャンル検索(BS)全ジャンル検索(BS)

［決定］ジャンル検索�
［　］小ジャンル選択�

スポーツ�
�

ここでは例として、「大ジャンル：ドキュメン
タリー/教養、小ジャンル：歴史・紀行」を探す
手順を説明します。

1 MYプラスボタンを押す。

2 V/vで「 （全ジャンル検索）」を
選び、決定ボタンを押す。
すべてのジャンルが一覧表示されます。

MYプラス�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

10/0 11 12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

2~5
1

BS放送局が送信する番組ジャンル情報*を元
に、すべてのジャンル（分野やテーマ）［全ジャ
ンル検索］から、視聴したいジャンル別の番組
一覧をテレビ、ラジオ、独立データの区別なく
約1週間先まで最大999番組を表示し、すばや
く番組を探せます。

* 1つの番組が最大3つのジャンル情報を持ち、それぞれの
ジャンルで検索できます。ただし、「番組説明」画面
（113ページ）の番組情報欄に表示される「ジャンル」には
代表的なジャンルが1つだけ表示されます。

すべてのジャンルの
一覧から番組を探す
［  全ジャンル検索］

「全ジャンル検索」画面

大ジャンルを一覧表示します。
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すべてのジャンルの一覧から番組
を探す［全ジャンル検索］（つづき）

3 ジャンルを選ぶ。

大ジャンルと小ジャンルを選んで検索
したいときは
V/vで大ジャンルを選び、bを押す。
小ジャンルを選ぶ画面になります。

大ジャンルだけで検索したいときは
V/vで大ジャンルを選び、決定ボタンを押
す。
現在放送中の番組を先頭に、選んだ大ジャンルの番組
表が開始時刻順に表示されます。

ご注意

本機の電源を切った状態から、次に電源を入れた後

は、番組表に表示される番組が少ないことがありま

す。電源を入れた後、BS放送局が送信する最新の番
組情報をデータ取得し直しているためです。

手順5に進んでください。

「全ジャンル番組表」画面についての詳し
い説明は133ページをご覧ください。

他のジャンルの番組表を見たいときは
Bを押してから、視聴したいジャンルを選
び直す。

決定� b

SDd 字�

登録�登録�

全ジャンル検索(BS)全ジャンル検索(BS) 1件目/115件中�
ドキュメンタリー／教養�

103 NHK h

　ハワイ～常夏の楽…� 13(月)　午後　0：00 　 1：00字�

ハイビジョン特集� 午後　0：30 　 1：45

字�

　ハワイ～常夏の楽園に眠る神話�字�　ハワイ～常夏の楽園に眠る神話�字�

103�
�
�101�
�
� ステンドグラス講座� 午後　0：30 　 1：00151�
�
�101�
�
�161�
�
191�
�
�

171�
�
�181�
�

移民は自由の女神を…�

ハリウッド映画をさ…�
　インカの時代�
サイエンス特集「人…�

午後　1：00 　 3：00
驚異の宇宙� 午後　1：00 　 3：00

午後　2：00 　 4：00
午後　2：30 　 3：00
午後　4：00 　 5：00

大いなる世界遺産� 午後　4：00 　 5：30

141�
�

決定� b

ニュース／報道�
�
情報／ワイドショー�
ドラマ�
音楽�
バラエティ�
映画�
アニメ／特撮�
ドキュメンタリー／教養�
劇場／公演�
趣味／教育�
福祉�
�

登録�登録�

全ジャンル検索(BS)全ジャンル検索(BS)

スポーツ�
�

［決定］ジャンル検索�
［　］大ジャンル選択�
［決定］ジャンル検索�
［　］大ジャンル選択�

社会・時事�
歴史・紀行�
自然・動物・環境�
宇宙・科学・医学�
カルチャー・伝統文化�
文学・文芸�
スポーツ�
ドキュメンタリー全般�
インタビュー・討論�
その他�

「全ジャンル番組表」画面

決定� b

SDd 字�

登録�登録�

全ジャンル検索(BS)全ジャンル検索(BS) 1件目/115件中�
ドキュメンタリー／教養＞歴史・紀行で検索�

103 NHK h

101�
�
�141�
�
181�
�
�

181�
�
�

191�
�

101�
�
171�
�

　ハワイ～常夏の楽…�
移民は自由の女神を…�
　インカの時代�
大いなる世界遺産�
実録・日本史「その…�
中国二千年の秘宝�
平安の美を求めて�
東海道グルメ一人旅�
世界の山岳鉄道の旅�

13(月)　午後　0：00 　 1：00
午後　1：00 　 3：00
午後　2：00 　 3：30
午後　2：30 　 3：00
午後　4：00 　 5：30
午後　5：15 　 6：00

　午後　7：00 　 8：00
午後　7：30 　 9：00
午後　9：00 　 10：30

字�

字�

　ハワイ～常夏の楽園に眠る神話�字�　ハワイ～常夏の楽園に眠る神話�字�

103�
�
�

161�
�

小ジャンルを一覧表示します。

「全ジャンル番組表」画面

4 V/vで小ジャンルを選び、決定ボ
タンを押す。
現在放送中の番組を先頭に、選んだ小
ジャンルの番組表が開始時刻順に表示さ
れます。

ご注意

本機の電源を切った状態から、次に電源を入れた後

は、番組表に表示される番組が少ないことがありま

す。電源を入れた後、BS放送局が送信する最新の番
組情報をデータ取得し直しているためです。

他のジャンルの番組表を見たいときは
Bを押して、ジャンルを選び直す。

「全ジャンル番組表」画面についての詳し
い説明は133ページをご覧ください。
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SDd 字�

登録�登録�

全ジャンル検索(BS)全ジャンル検索(BS) 1件目/115件中�
ドキュメンタリー／教養＞歴史・紀行で検索�

103 NHK h

101�
�
�141�
�
181�
�
�

181�
�
�

191�
�

101�
�
171�
�

　ハワイ～常夏の楽…�
移民は自由の女神を…�
　インカの時代�
大いなる世界遺産�
実録・日本史「その…�
中国二千年の秘宝�
平安の美を求めて�
東海道グルメ一人旅�
世界の山岳鉄道の旅�

13(月)　午後　0：00 　 1：00
午後　1：00 　 3：00
午後　2：00 　 3：30
午後　2：30 　 3：00
午後　4：00 　 5：30
午後　5：15 　 6：00

　午後　7：00 　 8：00
午後　7：30 　 9：00
午後　9：00 　 10：30

字�

字�

　ハワイ～常夏の楽園に眠る神話�字�　ハワイ～常夏の楽園に眠る神話�字�

103�
�
�

161�
�

b決定�

5 V/vで番組を選び、決定ボタン
を押す。
放送中の番組を選ぶと
その番組になります。

z ちょっと一言
決定ボタンの代わりに番組説明ボタンを押すと、「番

組説明」画面が表示されます。

放送開始前の番組を選ぶと
受信中の映像と音声が消えて「番組説明」
画面が表示されます。

録画予約するときは
134ページ

視聴予約するときは
140ページ

予約しないときは
V/v/B/bで「戻る」を選び、決定ボタンを押
す。

 「全ジャンル番組表」画面について

チャンネルロゴ
（マーク）と
チャンネル番号

番組タイトルと放送開始日時
上下にv/Vがあるときは、リ
モコンのV/vで前後の番組を
見ることができます。

番組情報
（カーソル）で選ん

でいる番組の情報です。

カーソル
黄色で表示され、リモコンの
V/vで移動できます。

ジャンル表示

表示件数

番組の表示の色や表示マークについては、
122ページをご覧ください。

決定� b

「全ジャンル検索」画面を消すときは

もう1度、MYプラスボタンを押す。

下記の番組はフィクションであり、実際

のBS放送局での放送内容や、実際の人
物、地名などとは関係ありません。

�

HDd 字�
ハワイ～常夏の楽園に眠る神話�

次へ� 戻る�予約� 予約一覧�

NHK  H１０３   ch

8/13（月）午後  0:00–午後  1:00

テレビ�
16:9　1125i�

ステレオ�

サービスタイプ�

映像情報�

音声情報�

ジャンル�

ドキュメンタリー／教養�

歴史・紀行�

コピーコントロール�

アナログ録画可�

�

開始前�

●出演：姫野美鈴�
●ナビゲーター：ジェフリー高松�
日本人観光客でにぎわう大平洋の楽園ハワイ。かつ
て、この島々は大いなる伝説に満ち溢れた禁断の世
界であった。神秘のベールを、映画女優の姫野美鈴
が、今、解き明かしていく。これを見れば、ハワイ
の奥深さがより一層増すこと間違いなし。�
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BSの番組を
予約する

ここではBSの番組を予約する操作を説
明しています。例えば、ビデオにAVマ
ウスでアナログ録画したり、見たい番
組に自動的に切り換えたり、予約内容
を確認/取消したりする操作です。
また、放送開始時刻の変更に対応して
録画したり、二重音声放送の録画音声
を選んだり、番組の始めにタイトルを
入れたりする操作についても説明して
います。

下図のように、付属のAVマウスを使って、ビ
デオ側で予約設定せずにビデオと本機を連動さ
せ、BSデジタル放送を現行のテレビ（地上波）
と同等の画質でアナログ録画できます。
他の予約（140ページ）と合わせて、最大15
件まで予約できます。

ご注意

次の番組はアナログ録画予約できません。
－独立データ放送のとき（148ページ）
－放送時間が未定のとき
－コピープロテクションにより録画できない番組のとき
－未契約チャンネルのとき
－視聴できないデータサービスのとき
－すでに予約が15件あるとき（141ページ）
－PPV番組ですでに放送開始しているとき
－視聴予約（140ページ）を行っているとき

ビデオにAVマウ
スでアナログ録
画予約する

12

3

番組開始

アンテナ

本機

ビデオ　

AVマウス
赤外線リモコン
信号
リモコン受光部

コントロール信号

録画開始

番組開始時間に合わせて、本機がビデオに録画開始の赤外線
リモコン信号を送ります。

34
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�

HDd 字�
素顔の心に愛は揺れ�

取消�視聴のみ� 録画する�

BS朝日�１５１       ch

8/11（土）午後 0:00–午後  1:30 18才～�

開始前�

この番組を録画しますか？�
「録画する」を選ぶと録画が自動的に始まります�

b

この番組は年齢制限付き番組です�
視聴するにはリモコンの数字ボタンで暗証番号を入力して�
ください�

１２８            ch

暗証番号�
確定�

取消�

ロマンムービー／ピンクのカーテン�

8/15(水)午後10:00ー午後11:00 ２０才～� ５００円�

予約する前に確認してください。
• AVマウスを設定し、ビデオを正しく操作できるか確
認してください（187ページ）。
AVマウスでビデオを正しく操作できないときは、
137ページをご覧ください。

• ビデオ側で以下の設定をした後、ビデオの電源を切っ
ておいてください。
ビデオの電源が入ったままだと、録画できない場合が
あります。
－ビデオの入力を、本機をつないだ入力に切り換える。
－ビデオの録画モード（標準/3倍やSP/LPなど）を選ぶ。

• 二重音声番組を予約するときは、録画する音声をあら
かじめ選んでください（138ページ）。お買い上げ時
は主音声のみが記録されるように設定されています。

• 録画するときに番組冒頭にタイトル画面を入れるかを
あらかじめ選んでください（139ページ）。お買い上
げ時は、記録されるように設定されています。

• 字幕放送を予約するときは、録画する字幕をあらかじ
め選んでください（155ページ）。お買い上げ時は、
「第1言語」の字幕が記録されるように設定されていま
す。

• B-CASカードを正しく入れ、ICカード挿入口のふた
を閉めてください（183ページ）。

• 前の番組が延長されて、開始時刻が変更される可能性
があるときは、「放送開始時刻の変更に対応してBS録
画予約する」（144ページ）を行ってください。

1 予約したい番組の「番組説明」画
面を表示させる。
独立データ放送は録画予約できません。

• 番組表ボタンで「番組表」から
120～22ページ

• MYプラスボタンで「  MYチャンネ
ル番組表」画面から125～26ページ

• MYプラスボタンで「  MYジャンル
番組表」画面から127～30ページ

• MYプラスボタンで「  全ジャンル番
組表」画面から131～33ページ

すでに番組が放送中のときは
番組説明ボタンを押して「番組説明」画面
を表示させます。

ご注意

• 放送中の番組で終了時刻前2分を切っているとき
は、録画予約はできません。

• 番組を視聴中に番組説明ボタンを押しても「予約一
欄」ボタンは表示されないので、手順2以降の録画
予約操作はできません。

2 B/bで「予約」を選び、決定ボタ
ンを押す。

「予約が重複しています　重なっている予約は、
実行されない場合があります　この番組を予約し
ますか？」と表示されたときは
B/bで「予約する」を選び、決定ボタンを押せば予約
できます。正しく録画されるかは、「予約一覧」画面

で予約内容を確認してください（141ページ）。

視聴年齢制限付き番組を選んだときは
暗証番号入力画面が表示されます。 ～ までの
数字ボタンで4桁の暗証番号を入力してください。

�

HDd 字�

次へ� 戻る�予約� 予約一覧�

BS朝日�

［監督／出演］　　　　　　　　　　　　　　1/3�
●アメリカ映画・1996年公開作品�
●監督：トーマス・コリンズ�
●出演：ヘンリー・ブランド／マレーネ・ガルボほか�
数多くの映画賞を獲得した作品。本格派俳優ヘンリー�
・ブランドが描く愛と感動の人間ドラマ。急き立てら�
れる生活に疲れた主人公が摩天楼の片隅で見つけた小�
さなオアシス。それは、ロジャーが幼い頃に忘れた夢�
のかけらを蘇らせていく。ロジャーの心にうるおいが�
戻ったとき、小さな奇跡がやがて世界を変えていく。�

１５１         ch

8/11（土）午後  0:00–午後  1:30 18才～�

テレビ�
16:9　1125i�

ステレオ�

サービスタイプ�

映像情報�

音声情報�

ジャンル�

映画�

洋画�

コピーコントロール�

アナログ録画可�

�

開始前�

素顔の心に愛は揺れ�字�

2~4

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

1,5
1,5

決定�

次のページにつづく�
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ビデオにAVマウスでアナログ録画
予約する（つづき）

確定�

HD
素顔の心に愛は揺れ�

次へ� 取消�

BS朝日�１５１ch

8/11（土）午後  0：00–午後  1：30 18才～� 500円�

開始前�

映像�

映像１�

映像２�

音声�

音声１�

音声２�

音声３�

音声４�

追加信号合計 　      500円�

4「了解」が選ばれていることを確認し、決定ボタンを押す。
見ていた番組一覧（番組表やMYチャンネ
ル番組表など）に戻り、予約した番組に
が表示されます。

また、本体前面の予約ランプが点灯します。

5 番組一覧を消す。
「番組表」のときは番組表ボタンを押す。
「MYチャンネル番組表」や「MYジャンル
番組表」、「全ジャンル番組表」のときは

MYプラスボタンを押す。

zちょっと一言
「予約一覧」画面で予約内容を確認することをおすすめしま
す（141ページ）。他の予約と重なっていると正しく録画
できないためです。

3 B/bで「録画する」を選び、決定
ボタンを押す。

録画する�のときは

PPV番組のため、別途料金がかかります（115～
17ページ）をご覧ください。

映像/音声の信号などが複数ある番組のときは
信号を選ぶ画面が表示されます。
V/v/B/bで録画したい信号を1つ選べます（選べな
い信号は録画できません）。「次へ」を選ぶと、5種
類目以降の信号が表示されます。

HDd 字�
素顔の心に愛は揺れ�

了解�

BS朝日�１５１   ch

8/11（土）午後 0:00–午後  1:30 18才～�

開始前�

予約手続き完了しました �
予約内容は予約一覧で確認できます�決定� b

決定� b

電 源�

引�

予約�

8/11(土）午前 11:58

12                  ( 日 ）�13                  ( 月 ）�14                  ( 火 ）�15                  ( 水 ）�16                  ( 木 ）�17               ( 金 ）�18                  ( 土 ）�今日�
1:001:000:000:0011:0011:00午前�

101

102

103

141

151

161

171

181

191

200

151 午後0:00ー1:30BS朝日�

囲碁のひととき�

ロココとマダムポ…�

フランス・アル…�

サーフィンツ…� 密着・大都会24時� 今週のTOP10…�

ピータ…�お昼のニュース�

オールスターゲーム・第１戦生中継�

ゴールをねらえ� ポエム＃１１２�

ボイスラッ…�マネー講座� 日々新聞編集� BSドキュメン…�

父をたずねて海…�

20世紀の達人列伝� ドイツ・ロマンチック街道を訪…�

帰ってきたサラ…� おかあさんのクッキング� ロミングウェイ…�

ハワイからア…�キルトの世界�世界の格闘技　�

素顔の心に愛は揺れ�

ディープパ…� ショー…� 熱血先生と…�

リバティ・アイランドをめざして�

字�

字�素顔の心に愛は揺れ�
HDd 字�

例：手順1で番組表を表示して
いたとき
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1 35～36ページの手順1～5を行
う。

2 お手持ちのビデオで、録画予約
する。
ビデオ側で、本機をつないだビデオ側の
入力を、予約したい番組放送時刻に録画
できるように予約します。ビデオの取扱
説明書もあわせてご覧ください。

ご注意

録画実行中のご注意
予約した番組の放送開始時刻の変更には対応できません。
例：スポーツ番組の延長などのため番組の開始時刻が繰り下

がったとき、予約した番組は途中までしか録画されませ
ん。PPV番組などの場合は、途中までの録画でも料金が
かかりますのでご注意ください。

AVマウスが使えないときは

お手持ちのビデオの予約機能を使って録画予約
してください。

本体表示窓

次のページにつづく�

予約した時刻になると

本機と連動してビデオの電源が入り、録画が終
了すると、自動的に電源が切れます。
開始時刻の約1分前に予約したチャンネルに切
り換わり、約10秒前から録画が始まります。
録画中は本体前面の表示窓に「予約実行中」と
表示されます。

ご注意

録画実行中のご注意
• BSの操作（例：BSチャンネル切換、BSデータの操作、信
号切換、番組表の表示など）はできません。

• 次のときは録画が解除されます。
－ 他の予約と重なっているとき（141ページ）
－ 電源ボタンを押したとき（電源が切れます）

• ビデオのAPC（アダプティブ・ピクチャー・コントロー
ル）機能などが働くと、録画の冒頭が途切れることがあり
ます。
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ビデオにAVマウスでアナログ録画
予約する（つづき）

b

メニュー�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

録画予約する二重音声番組の音
声をあらかじめ選ぶ

選んだ音声に固定されるため、録画予約の実行
中は音声切換ボタンを押しても音声は切り換わ
りません。
お買い上げ時は主音声のみが記録されるように
設定されています。

決定�

決定�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

二重音声設定�

二重音声番組の予約時に、ビデオへ録音する音声を設�
定します�

主� 副�
�

主／副�
�

戻る�

b

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

二重音声設定�

二重音声番組の予約時に、ビデオへ録音する音声を設�
定します�

主� 副�
�

主／副�
�

戻る�

b

［メニュー］終了�

予約設定�

予約方法の設定�
AVマウス確認�
二重音声設定�
いれたいとる�

で選択し［決定］�

b

2~4

1,5画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

10/0 11 12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

2 V/vで「 （予約設定）」を選び、
決定ボタンを押す。

3 V/vで「二重音声設定」を選び、
決定ボタンを押す。

4 V/v/B/bで「主」、「副」または
「主/副」を選び、決定ボタンを押
す。
設定を変更しないかぎり、すべての二重
音声番組が選んだ音声で録画されます。

5 メニューボタンを押して、メ
ニューを消す。

1 メニューボタンを押す。

決定�
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2~4

1,5

1 メニューボタンを押す。

2 V/vで「 （予約設定）」を選び、
決定ボタンを押す。

3 V/vで「いれたいとる」を選び、
決定ボタンを押す。

4 V/vで「録画する」（お買い上げ
時の設定）または「録画しない」
を選び、決定ボタンを押す。
設定を変更しないかぎり、すべての番組
が選んだ設定で録画されます。

「録画する」を選ぶと
ビデオ機器に出力され、番組冒頭にタイトルを録画で

きるようになります。

5 メニューボタンを押して、メ
ニューを消す。

b

b

b

b

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

メニュー�

決定�

［メニュー］終了�

予約設定�

予約方法の設定�
AVマウス確認�
二重音声設定�
いれたいとる�

で選択し［決定］�

決定�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

いれたいとる�

戻る�

いれたいとるを�

録画しない�
録画する�

予約した番組の冒頭にタイトルを録画します�

決定�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

いれたいとる�

戻る�

いれたいとるを�

録画しない�
録画する�

予約した番組の冒頭にタイトルを録画します�

録画予約の始めにタイトルを入
れる［いれたいとる］

お買い上げ時は、番組冒頭に「タイトル」画面が
記録されるように設定されています。「録画す
る」（お買い上げ時の設定）に設定すると、テレ
ビ画面にも「タイトル」画面が表示されます。

ご注意

録画予約したとき、お使いのビデオ機器のメーカーによって

は、録画の冒頭やタイトル画面が途切れる場合があります。ま

た、ビデオのAPC（アダプティブ・ピクチャー・コントロー
ル）機能が働いても、同様なことがおきる場合があります。

2001年8月11日（ 土 ）午後 0：00 ー 1：30

素顔の心に愛は揺れ�

151�
�

B S 朝日�

「タイトル」画面
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決定�

HDd 字�
素顔の心に愛は揺れ�

了解�

BS朝日�１５１   ch

8/11（土）午後 0:00–午後  1:30 18才～�

開始前�

予約手続き完了しました �
予約内容は予約一覧で確認できます�

b

この番組は年齢制限付き番組です�
視聴するにはリモコンの数字ボタンで暗証番号を入力して�
ください�

１２８            ch

暗証番号�
確定�

取消�

ロマンムービー／ピンクのカーテン�

8/15(水)午後10:00ー午後11:00 ２０才～� ５００円�

2~4

電源 �
電源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

�
10キー入力�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

テレビ�
チャンネル�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

見たいBSの番組に
切り換える
［視聴予約］

開始時刻になると、本機の電源が入り、他の

BSを見ていても予約したBSチャンネルに自動
的に切り換わります。ただし、独立データ放送
チャンネルは視聴予約できません。
他の予約（134～39ページ）と合わせて、最
大15件まで予約できます。

予約開始時刻にテレビの電源は自動的に入り
ません。
予約開始時刻までに、あらかじめテレビの電
源を入れ、テレビ側で本機をつないだ端子の
入力に切り換えておいてください。

1,5

1,5

1 視聴予約したい番組の「番組説
明」画面を表示させる。
独立データ放送は視聴予約できません。

• 番組表ボタンで「番組表」から
120～22ページ

• MYプラスボタンで「  MYチャンネ
ル番組表」画面から125～26ページ

• MYプラスボタンで「  MYジャンル
番組表」画面から127～30ページ

• MYプラスボタンで「  全ジャンル番
組表」画面から131～33ページ

2 B/bで「予約」を選び、決定ボタ
ンを押す。

「予約が重複しています　重なっている予約は、
実行されない場合があります　この番組を予約
しますか？」と表示されたときは
B/bで「予約する」を選び、決定ボタンを押せば予約
できます。正しく録画されるかは、「予約一覧」画面
で予約内容を確認してください（141ページ）。

視聴年齢制限付き番組を選んだときは
暗証番号入力画面が表示されます。 ～ までの
数字ボタンで4桁の暗証番号を入力してください。

3 B/bで「視聴のみ」を選び、決定
ボタンを押す。

決定�

�

HDd 字�
素顔の心に愛は揺れ�

取消�視聴のみ� 録画する�

BS朝日�１５１       ch

8/11（土）午後 0:00–午後  1:30 18才～�

開始前�

この番組を録画しますか？�
「録画する」を選ぶと録画が自動的に始まります�

b

�

HDd 字�

次へ� 戻る�予約� 予約一覧�

BS朝日�

［監督／出演］　　　　　　　　　　　　　　1/3�
●アメリカ映画・1996年公開作品�
●監督：トーマス・コリンズ�
●出演：ヘンリー・ブランド／マレーネ・ガルボほか�
数多くの映画賞を獲得した作品。本格派俳優ヘンリー�
・ブランドが描く愛と感動の人間ドラマ。急き立てら�
れる生活に疲れた主人公が摩天楼の片隅で見つけた小�
さなオアシス。それは、ロジャーが幼い頃に忘れた夢�
のかけらを蘇らせていく。ロジャーの心にうるおいが�
戻ったとき、小さな奇跡がやがて世界を変えていく。�

１５１         ch

8/11（土）午後  0:00–午後  1:30 18才～�

テレビ�
16:9　1125i�

ステレオ�

サービスタイプ�

映像情報�

音声情報�

ジャンル�

映画�

洋画�

コピーコントロール�

アナログ録画可�

�

開始前�

素顔の心に愛は揺れ�字�
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4「了解」が選ばれていることを確認し、決定ボタンを押す。
見ていた番組一覧（番組表やMYチャンネ
ル番組表など）に戻り、予約した番組に
が表示されます。

また、本体前面の予約ランプが点灯しま
す。

5 番組一覧を消す。
「番組表」のときは番組表ボタンを押す。
「MYチャンネル番組表」や「MYジャンル
番組表」、「全ジャンル番組表」のときは

MYプラスボタンを押す。

zちょっと一言
「予約一覧」画面で予約内容を確認することをおすすめします
（141ページ）。他の予約と重なっていると解除されることが
あるためです。

予約した時刻になると

本機の電源が入り、予約したBSチャンネルに
切り換わります。
また、本体前面の表示窓に「予約実行中」と表
示されます。

zちょっと一言
映像/音声/データの信号などが複数ある番組のときは、視聴
中に信号を切り換えてください（153ページ）。

本体表示窓

決定� b

8/11(土）午前 11:58

12                  ( 日 ）�13                  ( 月 ）�14                  ( 火 ）�15                  ( 水 ）�16                  ( 木 ）�17               ( 金 ）�18                  ( 土 ）�今日�
1:001:000:000:0011:0011:00午前�

101

102

103

141

151

161

171

181

191

200

151 午後0:00ー1:30BS朝日�

囲碁のひととき�

ロココとマダムポ…�

フランス・アル…�

サーフィンツ…� 密着・大都会24時� 今週のTOP10…�

ピータ…�お昼のニュース�

オールスターゲーム・第１戦生中継�

ゴールをねらえ� ポエム＃１１２�

ボイスラッ…�マネー講座� 日々新聞編集� BSドキュメン…�

父をたずねて海…�

20世紀の達人列伝� ドイツ・ロマンチック街道を訪…�

帰ってきたサラ…� おかあさんのクッキング� ロミングウェイ…�

ハワイからア…�キルトの世界�世界の格闘技　�

素顔の心に愛は揺れ�

ディープパ…� ショー…� 熱血先生と…�

リバティ・アイランドをめざして�

字�

字�素顔の心に愛は揺れ�
HDd 字�

例：手順1で番組表を表示して
いたとき

電 源�

引�

予約�

予約が正しく実行
されるか確認する
［予約一覧ボタン］

予約が重なっていたり、連続していたりする
と、録画予約/視聴予約が正しく実行されない
ことがあります。
「予約一覧」画面で確認し、予約の変更や取消
を行ってください。

1,5

3~4

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

1 予約一覧ボタンを押す。
「予約一覧」画面が表示され、予約状況*
が確認できます。
*BS放送局側で放送時刻の変更や中止をすると、予約
状況も変更され、予約が実行されるごとに「予約一

欄」画面が更新されます。

戻る�

予約一覧�
102 録画できます�

録画できません�

視聴できません�

途中から録画できます�

500円�

500円�

141

171

151

200

�
予約を取り消すには番組を選び［決定］を押してください�

次へ�

ディープパルス�
8/11（土）午後 0:00:00–午後 1:45:00 AVマウス�

AVマウス�

AVマウス�

今週のTOP100
8/11（土）午後 1:00:00–午後 2:00:00

父をたずねて海岸へ�
8/11（土）午後 1:05:00–午後 2:30:00

上海から来た娘�
8/12（日）午後 5:00:00–午後 6:50:00

ザ・チャレンジャー�
8/12（日）午後 5:00:00–午後 6:30:00

b

「予約一覧」画面

予約一覧�

次のページにつづく�
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予約が正しく実行されるか確認する
［予約一覧ボタン］（つづき）

4 B/bで「予約取消」を選び、決定
ボタンを押す。
予約は取り消されます。

5 予約一覧ボタンを押す。
予約一覧が消えます。

zちょっと一言
番組表（EPG）（120～22ページ）やMYプラス（123～33
ページ）の番組一覧で、「番組説明」画面から「予約一覧」を

選んでも、「予約一覧」画面を表示できます。

戻る�

予約は取り消されました�

予約一覧�
102 録画できます�

視聴できません�

途中から録画できます�

500円�

171

151

200

予約を取り消すには番組を選び［決定］を押してください�

次へ�

ディープパルス�
8/11（土）午後 0:00:00–午後 1:45:00 AVマウス�

AVマウス�
父をたずねて海岸へ�

8/11（土）午後 1:05:00–午後 2:30:00

上海から来た娘�
8/12（日）午後 5:00:00–午後 6:50:00

ザ・チャレンジャー�
8/12（日）午後 5:00:00–午後 6:30:00

b決定�2 予約重複マークがないか確認す
る。

予約重複マークが1つも表示されていない
ときは
すべての予約が正しく実行されます。
予約一覧ボタンを押して、「予約一覧」画
面を消してください。これ以降の手順を
行う必要はありません。

予約重複マークが表示されているときは
予約時間が重複しているため、正しく実
行されない予約があります。
予約重複マークや、予約がどのように実
行されるかについて「重複している予約
はどうなるの？」（143ページ）で確認し
てから、手順3に進んでください。

3 V/vで取り消したい番組を選び、
決定ボタンを押す。

戻る�

予約一覧�
102 録画できます�

録画できません�

視聴できません�

途中から録画できます�

500円�

500円�

141

171

151

200

�
予約を取り消すには番組を選び［決定］を押してください�

次へ�

ディープパルス�
8/11（土）午後 0:00:00–午後 1:45:00 AVマウス�

AVマウス�

AVマウス�

今週のTOP100
8/11（土）午後 1:00:00–午後 2:00:00

父をたずねて海岸へ�
8/11（土）午後 1:05:00–午後 2:30:00

上海から来た娘�
8/12（日）午後 5:00:00–午後 6:50:00

ザ・チャレンジャー�
8/12（日）午後 5:00:00–午後 6:30:00

予約重複マーク

戻る�

予約一覧�
102 録画できます�

録画できません�

途中から録画できます�

視聴できません�

500円�

500円�

141

171

151

200

予約を取り消しますか？�

ディープパルス�
8/11（土）午後 0:00:00–午後 1:45:00 AVマウス�

AVマウス�

AVマウス�

今週のTOP100
8/11（土）午後 1:00:00–午後 2:00:00

父をたずねて海岸へ�
8/11（土）午後 1:05:00–午後 2:30:00

上海から来た娘�
8/12（日）午後 5:00:00–午後 6:50:00

ザ・チャレンジャー�
8/12（日）午後 5:00:00–午後 6:30:00

予約取消�

b決定�

予約一覧�
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戻る�

予約一覧�
102 録画できます�

録画できません�

途中から録画できます�

視聴できません�

500円�

500円�

141

171

151

200

予約を取り消しますか？�

予約取消�

ディープパルス�
8/11（土）午後 0:00:00–午後 1:45:00 AVマウス�

AVマウス�

AVマウス�

今週のTOP100
8/11（土）午後 1:00:00–午後 2:00:00

父をたずねて海岸へ�
8/11（土）午後 1:05:00–午後 2:30:00

上海から来た娘�
8/12（日）午後 5:00:00–午後 6:50:00

ザ・チャレンジャー�
8/12（日）午後 5:00:00–午後 6:30:00

「予約一覧」画面について

予約重複マーク

：すべて録画/視聴できる
：録画/視聴できない。

：途中から録画/視聴できる
カーソル
（選ばれて
いるところ）
黄色で表示され、
リモコンのV/v
で移動できます。

メッセージ
表示部

予約の種類
：録画予約

：視聴予約

：ビデオにAVマウスでアナロ
グ録画するとき

下記の番組はフィクションであり、実際のBS放送局での放送内容
や、実際の人物、地名などとは関係ありません。

zちょっと一言
「予約一覧」画面では、予約した番組の放送時刻が秒単位まで表

示され、秒単位で時刻が重なっていても重複している予約となり

ます。

• 　　　の部分は実行されません（録画予約のときは録画されません）。
• PPV番組（115ページ）は、番組の途中からは録画されず、予約自体が自動的に取り消されま
す。

放送時刻が重なっているときは？
先に始まる番組（予約1）が優先されます（ ）。
後から始まる番組（予約2a）は、予約1の終了約10秒後から
録画されます（ ）。ただし、PPV番組（115ページ） （予
約2b）は、予約自体が自動的に取り消されます（ ）。

開始時刻が同じときは？
PPV番組（115ページ）（予約1）が優先されます（ ）。
重なった他の予約（予約2）がPPV番組より放送時間が長い
ときは、予約1の終了約10秒後から録画されます（ ）。
両方ともPPV番組のときや、両方ともPPV番組でないとき
は、小さいチャンネル番号（予約3）の予約が優先されます
（ ）。

前の番組が延長されて、他の予約に重複したときは？
延長された番組（予約1）が自動的に番組終了まで録画（視
聴）されます（ ）。
延長により重複した番組（予約2a）は、予約1の終了約10
秒後から録画されます（ ）。ただし、PPV番組（115
ページ） （予約2b）は、予約自体が自動的に取り消されます
（ ）。

前の予約の終了時刻と、後の予約の開始時刻が同じとき
（予約が連続しているとき）は？
録画予約が重複していないため、予約重複マークは表示さ
れません。
ただし、先に始まる番組（予約1）が録画予約のときは、終
了前の約1分弱は録画されません。後から始まる番組（予約
2）にチャンネルが切り換わるためです。

重複している予約はどうなるの？

7:00 8:00 9:00 10:00
予約1

予約2

終了前の約1分弱�

7:00 8:00 9:00 10:00

予約1

予約2a
予約1の終了
約10秒後まで�

予約2b

（PPVでないとき）�

（PPVのとき）�

7:00 8:00 9:00 10:00

予約1

予約2
予約1の終了
約10秒後まで�

予約4
（大きいチャンネル番号）�

（PPVのとき）�

（PPVでないとき）�

予約3
（小さいチャンネル番号）�

7:00 8:00 9:00 10:00

予約1

予約2a
予約1の終了
約10秒後まで�

（PPVでないとき）�

予約2b
（PPVのとき）�

延長部分� 自動的に番組終了まで録画�
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メニュー�

b

決定�

［メニュー］終了�

予約設定�

予約方法の設定�
AVマウス確認�
二重音声設定�
いれたいとる�

で選択し［決定］�

b

2 V/vで「 （予約設定）」を選び、
決定ボタンを押す。

3 V/vで「予約方法の設定」を選
び、決定ボタンを押す。

決定�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

予約方法の設定�
�予約後に開始時刻が変更されたとき、予約を変更された�
時刻で実行するか取り消すかを設定します�
�

開始時刻が変わったら予約を取り消す�

開始時刻に合わせて予約も変更する�
�

戻る�

b

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

放送開始時刻の変
更に対応してBS録
画予約する

1,5

2~4

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

10/0 11 12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

スポーツ番組の延長などで、予約した番組の開
始時刻が繰り下がったときに、その時刻に合わ
せて録画されるように設定できます。

BS放送局が送信する放映時刻情報を本機が検
知して、3時間以内の遅れであれば対応できま
す。
お買い上げ時は、開始時刻が変更されると予約
も取り消されるように設定されています。

ご注意

以下のときは、放送時刻の変更に対応しません。
－放送局が放映時刻情報を送信しない番組のとき
－AVマウスを使わないで、ビデオの予約機能を使って録画す
るとき（137ページ）

1 メニューボタンを押す。

4 V/vで「開始時刻に合わせて予約
も変更する」を選び、決定ボタ
ンを押す。

「開始時刻が変わったら予約を取り消す」（お買い上
げ時の設定）を選ぶと
開始時刻が変更された場合は、予約自体が取り消され

ます。

5 メニューボタンを押して、メ
ニューを消す。

ご注意

「開始時刻に合わせて予約も変更する」を選び、開始時刻が

変更されて、次の予約番組と時間が重複したときは、前の番

組が自動的に番組終了まで録画されます。後の番組は前の番

組の終了約10秒後から録画されます。ただし後の番組がPPV
番組のときは、予約自体が自動的に取り消されます（143
ページ）。

予約した番組の終了時刻が繰り下がったときは
予約していたスポーツ番組の放送が延長されたなど、終了時
刻が繰り下がったときは、どちらの設定でも、自動的に放送
終了まで録画されます。

決定�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

予約方法の設定�
�予約後に開始時刻が変更されたとき、予約を変更された�
時刻で実行するか取り消すかを設定します�
�

開始時刻が変わったら予約を取り消す�

開始時刻に合わせて予約も変更する�
�

戻る�

b
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その他の
BS操作

ここでは、BSラジオを聞いたり、BS
データを見たりするときの操作につい
て説明しています。
また、BS特有の多彩な機能の操作につ
いても説明しています。音声を切り換
えたり、マルチビュー放送や字幕放送
を見たりするなどの操作です。

BS放送局からのお知らせを見たりする
ときの操作も説明しています。

45

そ
の
他
の
Ｂ
Ｓ
操
作
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電 源�

引�

電源 �
電 源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

画面 表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

テレビ�
チャンネル�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

ラジオ／�
データ�

�
10キー入力�

テレビ入力切換ボタン

テレビ

オーディオ機器

BSテレビチャンネル�
r

BSラジオチャンネル�
r�

BS独立データチャンネル�

ジャンプボタン
押すたびに、

1つ前に見ていたチャンネル
           Y

今見ているチャンネル
と切り換わります。

画面表示ボタン
番組タイトル/チャン
ネルが表示されます。
表示された番組タイト
ル/チャンネルは、数
秒後に自動的に消えま
す（1115ページ）。

ラジオ/データボタン
ラジオに切り換えます。

BSチャンネル＋/－ボタンで
選べるチャンネルが、
押すたびに、次のように
切り換わります。

d（連動データ）ボタン
BSラジオに連動している
BSデータを見るときに押
します（114ページ）。

テレビコンポーネント
ボタン

BSラジオでは、静止画像や連動したデータ
（114ページ）を楽しめるラジオ放送と、音声
のみのラジオ放送があり、番組によっては、音
楽CD並みの高音質が楽しめます。

次のBS放送局が放送を予定しています。
（2001年10月現在）

BS放送局 チャンネル

ビー・エス・
300, 301

コミュニケーションズ

ミュージックバード 316～319

ジェイエフエヌ衛星放送 320～323

セント・ギガ1） 333

BS日テレ 444, 445

BS朝日 455, 456

BS-i 461, 462

BSジャパン 471, 472

LFX 488 488

BSQR 489 489

WOWOW wave2） 491, 492

BSラジオを聞く

1) 有料放送のため、視聴するには加入申し込みをして契約す
る必要があります（17ページ）。

2) WOWOW wave（WOWOWのラジオ放送）は無料放送で
す。

zちょっと一言
本機リモコンでテレビを操作できるように設定すると便利で

す（194ページ）。

z画面表示についてのちょっと一言

「 （各種切換）」メニューの「チャンネル番号の表示時間」

で、画面表示ボタンを押した後の表示時間を選べます。

プラズマテレビをつないでいるときは、お買い上げ時の設定

「表示後数秒間で消す」のままお使いください。

テレビ電源ボタン
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ラジオに切り換わるとテレビ画面に
「この番組はデジタルラジオ放送です」*
と表示されます。

この番組はデジタルラジオ�
放送です�

3 ラジオ/データボタンをくり返し押して、ラジオに切り換える。

1 テレビの電源を入れ、テレビ側
で本機をつないだ端子の入力に
切り換える。

2 本機の電源を入れる。 本体 リモコン

または

テレビ画面

b
表示窓

オーディオ機器の電源を入れ、
オーディオ側で本機をつないだ
入力に切り換える。

ラジオに切り換わると本機の表示窓に
「ラジオ」と表示されます。

b

テレビ�：テレビのスピーカーで、

デジタルラジオ放送を聞く場合

オーディオ�：本機につないだオーディオ

機器などのスピーカーで、デジタルラジオ
放送を聞く場合

4 リモコンを本機に向けてチャンネル＋/－
ボタンを押し、BSラジオチャンネルを選ぶ。
BSテレビやBS独立データに切り換わることなく、
BSラジオの中で順送りに選局します。

3ケタのチャンネル番号で直接選ぶには
1 10キー入力ボタンを押す。
2 ～  までの数字ボタンで、BSラジオの3ケタの
チャンネル番号を百の位から順に押す。

3 12/�
選局�ボタンを押す。（押さなくても、約3秒後に切り換わり
ますが、押すとすぐに切り換わります。）

番組表やMYプラスから番組を選ぶには
「BSの番組を選ぶ」（118～33ページ）をご覧ください。

BSラジオを聞いているときは、BSラジオのチャンネルのみの番組表が表示されます。

チャンネル�

例）440chを選ぶとき

10/04 4 12/�
選局�

�
10キー入力�

テレビの音量を
調節する。
zちょっと一言
本機リモコンでテレビを操作できるように設定する
と便利です（194ページ）。

5
オーディオ機器の音量を調節する。

テレビ�

テレビ� オーディオ�

電源 �

電 源 �

押し続けると、BS
ラジオ内でチャンネ
ル番号のみ早く切り
換わり、離すとその
BSラジオのチャン
ネルが映ります。

テレビ音量�

ラジオ／�
データ� ラジオ／�

データ�

テレビ� オーディオ�

オーディオ�

* BS放送局によっては
表示されません。
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電 源�

引�

電源 �
電源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

テレビ�
チャンネル�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

ラジオ／�
データ�

10キー入力�

BS独立データを
見る

戻るボタン

テレビ

カラーボタン

d（連動データ）ボタン
BSテレビやBSラジオに連
動しているBSデータを見る
ときに押します。
（114ページ）

ジャンプボタン
押すたびに、
1つ前に見ていたチャンネル
           Y

今見ているチャンネル
と切り換わります。

ラジオ/データボタン
独立データに切り換えます。
チャンネル＋/－ボタンで
選べるチャンネルが、
押すたびに、次のように
切り換ります。

BSテレビチャンネル�
r

BSラジオチャンネル�
r�

BS独立データチャンネル�

V/v/B/b決定ボタン

BSテレビやBSラジオの番組に連動して見るこ
とができるBSデータ（114ページ）とは別に、
BSデータのみを専門に放送するBS独立データ
があります。
様々なニュースや情報を見たり、クイズやゲーム
など双方向サービス*1を楽しんだりできます。

以下のBS独立データ専門局があります（2001
年10月現在）。
*1双方向サービスを受けるためには、登録が必要な場合があ
ります。詳しくは、ご覧になりたいBS放送局のカスタマー
センターへお問い合わせください。

BS放送局 チャンネル

メガポート放送 900, 901, 906, 908, 909

ウェザーニュース 910

デジキャス 933～935

日本データ放送 940, 944, 945

BS955 950～956, 959

Tivi!963 963

ch999 997～999

また、次のBSテレビ/ラジオ局でも、独立デー
タ専用チャンネルがあります。*2の付いたBS
放送局もBS独立データ放送は無料です。

BS放送局 チャンネル

セント・ギガ*2 633, 636

BS日テレ 744

BS朝日 755

BS-i 766

BSジャパン 777

WOWOW navi*2 791, 792

スター・チャンネルBS*2 800

ご注意

• あらかじめ電話回線の接続（171ページ）と設定（185ペー
ジ）を行ってください。視聴者参加型の番組に参加できな
かったり、情報を選べなかったりする場合があります。

• BS独立データ放送では、本機に接続された電話回線を使っ
て通信を行う場合があるため、電話回線の通話料がかかる場
合があります。

• リモコンのボタンは、BSデータの番組で使うときだけ機能
が変わる場合があります。この場合の操作については、テ
レビ画面に表示されるBSデータ番組の指示にしたがってく
ださい。

• BSデータの番組では、本機につないだ電話回線を使って通
信を行う場合があります。通信中（本機の表示窓に「通話」
と表示）は、電話機やファクシミリなど同一回線上の通信
機器は使えません。

z画面表示についてのちょっと一言

「 （各種切換）」メニューの「チャンネル番号の表示時間」

で、画面表示ボタンを押した後の表示時間を選べます。

プラズマテレビをつないでいるときは、お買い上げ時の設定

「表示後数秒間で消す」のままお使いください。

画面表示ボタン
番組タイトル/チャンネル
が表示されます。
表示された番組タイトル/
チャンネルは、数秒後に自
動的に消えます（1115
ページ）。
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例）970chを選ぶとき

3
ラジオ／�
データ�ボタンをくり返し押して、

BS独立データに切り換える。

4 チャンネル＋/－ボタンを押して、
BS独立データチャンネルを選ぶ。
BSテレビやBSラジオに切り換わることなく、
BS独立データの中で順送りに選局します。

3ケタのチャンネル番号で直接選ぶには
1 10キー入力ボタンを押す。
2 ～ までの数字ボタンで、BS独立データの3ケタ
のチャンネル番号を百の位から順に押す。

3 12/�
選局�ボタンを押す。（押さなくても、約3秒後に切り換わり
ますが、押すとすぐに切り換わります。）

番組表やMYプラスからBS独立データを選ぶには
「BSの番組を選ぶ」（118～33ページ）をご覧ください。
BS独立データを見ているときは、BS独立データのチャンネルのみ番組表が表示されます。

5

押し続けると、BS独
立データ内でチャンネ
ル番号のみ早く切り換
わり、離すとそのBS
独立データのチャンネ
ルが映ります。

画面の指示に従ってリモコンを操作する。
BSデータ番組の指示にしたがって、次のボタンを使ってください。
「データ取得中です」と表示された場合は、しばらくお待ちください。

• V/v/B/b決定ボタン（選んで決定するときなど）
• 戻るボタン
• ～  までの数字ボタン（数字を入力するときなど）
• カラーボタン（ ・ ・ ・ ）

6

テレビの音量を調節する。
zちょっと一言
本機リモコンでテレビを操作できるように設定すると便利です（194ページ）。

1 テレビの電源を入れ、テレビ側で本機をつないだ端子の入力に
切り換える。
zちょっと一言
本機リモコンでテレビを操作できるように設定すると便利です。

（194ページ）

2 本機の電源を入れる。 本体 リモコン

または

電源� 入力切換�

テレビ� テレビ�

電 源 �

電源 �

ラジオ／�
データ�

   BSテレビ t BSラジオ�

BS独立データ�

チャンネル�

10/09 12/�
選局�7

�
10キー入力�

テレビ音量�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8 9

11 12/�
選局�

または

コンポー�
ネント�

テレビ�
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BSの音声を切り換
える［音声切換ボタン］

二か国語番組など二重音声番組のときや、第2
音声など、音声信号が複数ある番組（153ペー
ジ）では聞きたい音声を選べます。

ご注意

二重音声放送や第2音声などがないときは、切り換わりませ
ん。

音声切換ボタン

こんばんは�
Good �
evening.

主／副�

例:「主／副」を選んだとき

左スピーカー
（主音声）

右スピーカー
（副音声）

音声切換�

画面表示 テレビの テレビの
左スピーカーの 右スピーカーの
音声 音声

主 　　　　両方とも主音声

副 　　　　両方とも副音声

主／副 　  主音声 　  副音声

電源 �
電源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

�
10キー入力�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

テレビ�
チャンネル�

決定�

予約一覧�

チ ネルビ

音声切換ボタンをくり返し押し
て選ぶ。
押すたびに音声が切り換わります。

第2音声など音声信号が複数ある番組
のとき

音声信号の数（最大で第8音声まで）は番
組ごとに異なります。また、テレビの両方
のスピーカーから選んだ音声が出ます。

（音声1）ステレオ�

（音声２）ステレオ�

（音声３）ステレオ�

愛してるんだ。 

I love you. 

Je t'aime. 

音声切換�

zちょっと一言
アナログ録画予約時（134ページ）は、録画したい音声をあ
らかじめ選びます（138ページ）。

ニか国語番組など二重音声番組のとき
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BSデジタルの音声について

BSデジタル放送には、次のような音声モード
があります。

モノラルモード
通常のニュース放送などに使われています。

ステレオモード
音楽番組などに使われています。

• ステレオ
• ステレオ（高音質モード）：「番組説明」画面
（113ページ）の右側の番組情報欄で「音声情
報」に「圧縮Bモード」と表示されます。

サラウンド
映画などに使われています。

• サラウンド
• 5.1chサラウンド

「番組説明」画面
（113ページ）
での表示

モノラル

ステレオ

圧縮Bモード

3/1サラウンド*
3/2サラウンド*
5.1サラウンド*

* どのサラウンド信号を送信するかは、BS放送局側が決定す
るため、本機側では好みのサラウンド信号に切り換えられ
ません。

テレビ（モノラルテレビは除く）のスピー
カーや本機後面の音声出力端子につないだ
オーディオ機器で音声を聞くとき

5.1ch（チャンネル）サラウンドなどの音声
は、通常のステレオ放送（2ch）に変換されま
す。
（L：左フロント、R：右フロント、RL：左リア、RR：右リ
ア、C：センター）

本機後面の光デジタル音声出力端子から出
力される信号について（198ページ）
光デジタル入力対応のオーディオ機器に接続する
と、BSデジタルの高音質な音声を楽しめます。
「 （各種切換）」メニューで、「光デジタル出

力」を設定してください。

AACデコーダー内蔵のAVアンプなどをつない
でいるときは

「 （各種切換）」メニューで、「光デジタル出

力」を「AAC」に設定してください。
BSデジタルのデジタル音声がAAC音声（BSデ
ジタル放送用音声方式）がそのまま出力されま
す。

サンプリングレートコンバーター内蔵のMD
デッキなどをつないでいるときは

「 （各種切換）」メニューで、「光デジタル出

力」を「PCM」（お買い上げ時の設定）に設定し
てください。

BSデジタルのデジタル音声が、PCM音声
（2ch）のデジタル信号に変換されて、本機後面
の光デジタル音声出力端子から出力されます。

左スピーカー
の音声

モノラル

ステレオ（L）

ステレオ（L）

ステレオ
（L+RL+C）

右スピーカー
の音声

モノラル

ステレオ（R）

ステレオ（R）

ステレオ
（R+RR+C）
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マルチビュー放送
や第2映像などを見
る［映像切換ボタン］

マルチビュー放送や第2映像など、映像信号が
複数ある番組（153ページ）では、見たい映像
を選べます。

ご注意

マルチビュー放送や第2映像などがないときは切り換わりま
せん。

マルチビュー放送って何？

マルチビュー放送とは、生中継の番組などで、
最大3つの映像を同じチャンネルで楽しめる放
送です。
それぞれのカメラからの映像を、映像切換ボタ
ンで切り換えて見ることができます。

例：プロ野球中継で、3方向（バックネット裏、真上、バック
スタンド）からの画面を切り換えて見る

A マルチビュー放送開始
…主画面へ自動的に移行します。

B マルチビュー放送中の選局
…映像切換ボタンで切り換えます。

21:00

22:00

23:00

SD (102ch)

連 続 ド ラ マ�
　　  (191ch)

真上�
　　 (191ch)

バックネット裏 �

　　 (191ch)
 バックスタンド�

　　 (191ch)

～  プ  ロ  野  球  中  継  ～�

  ワールドサッカー�

　　 (194ch)

引き続き�

＝自動的に切り換わる

＝手動で切り換える

マルチビュー放送

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

画面表示ボタン

映像切換ボタン

映像切換ボタンを押す。
押すたびに映像と音声が切り換わりま
す。

マルチビュー放送のとき
現在視聴中のBS放送局でマルチビュー放
送が始まると、画面右端に「マルチ
ビュー放送中」と数秒間表示されます。

主番組�

副番組1

副番組2

映像切換�
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第2映像や第2音声、
第2データなどを選ぶ
［信号切換］

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

10/0 11 12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

1,5

2~4

番組によっては、第2映像や第2音声、第2デー
タなど複数の映像/音声/データ信号の中から視
聴したい信号を選べます。

ご注意

• 切り換えられる信号がないときは切り換わりません。
• BS予約の録画実行中は切り換わりません。

1 BSの番組を視聴中に番組説明ボ
タンを押す。

番組説明�

b

HDd 字�

次へ�信号切換� 戻る�

BS朝日�

［監督／出演］　　　　　　　　　　　　　　1/3�
●アメリカ映画・1996年公開作品�
●監督：トーマス・コリンズ�
●出演：ヘンリー・ブランド／マレーネ・ガルボほか�
数多くの映画賞を獲得した作品。本格派俳優ヘンリー�
・ブランドが描く愛と感動の人間ドラマ。急き立てら�
れる生活に疲れた主人公が摩天楼の片隅で見つけた小�
さなオアシス。それは、ロジャーが幼い頃に忘れた夢�
のかけらを蘇らせていく。ロジャーの心にうるおいが�
戻ったとき、小さな奇跡がやがて世界を変えていく。�

１５１       ch

8/11（土）午後  0:00–午後  1:30 18才～� 500円�

テレビ�
16:9　1125i�

ステレオ�

サービスタイプ�

映像情報�

音声情報�

ジャンル�

映画�

洋画�

コピーコントロール�

アナログ録画可�

�

素顔の心に愛は揺れ�字� �

（映像１）�

（映像2）�

（映像3）�

映像切換�

第2映像など映像信号が複数ある番組
のとき

映像信号の数（最大で第4映像まで）は番
組ごとに異なります。

マルチビュー放送を行っているか確認するとき
は、画面表示ボタンを押す。
マルチビュー放送を行っているときは、「主番組」ま

たは「副番組1」、「副番組2」と表示されます。
また、以下のときもマルチビュー放送が行われていま

す。

•「マルチビュー放送中」などと画面に表示されるとき

• 番組表（122ページ）でMVが表示されるとき

次のページにつづく�
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HDd 字�

次へ�信号切換� 戻る�

BS朝日�

［監督／出演］　　　　　　　　　　　　　　1/3�
●アメリカ映画・1996年公開作品�
●監督：トーマス・コリンズ�
●出演：ヘンリー・ブランド／マレーネ・ガルボほか�
数多くの映画賞を獲得した作品。本格派俳優ヘンリー�
・ブランドが描く愛と感動の人間ドラマ。急き立てら�
れる生活に疲れた主人公が摩天楼の片隅で見つけた小�
さなオアシス。それは、ロジャーが幼い頃に忘れた夢�
のかけらを蘇らせていく。ロジャーの心にうるおいが�
戻ったとき、小さな奇跡がやがて世界を変えていく。�

１５１       ch

8/11（土）午後  0:00–午後  1:30 18才～� 500円�

テレビ�
16:9　1125i�

ステレオ�

サービスタイプ�

映像情報�

音声情報�

ジャンル�

映画�

洋画�

コピーコントロール�

アナログ録画可�

�

素顔の心に愛は揺れ�字� �

決定�

決定�

b

b

b

2 B/bで「信号切換」を選び、決定
ボタンを押す。

3 V/v/B/bで切り換えたい信号を選
び、決定ボタンを押す。
選んだ信号（第2映像や第2音声、第2
データなど）に切り換わります。

zちょっと一言
最大で表示される信号は、映像が4種類、音声が8種
類、データが16種類です。5種類目以降の信号は「次
へ」を選ぶと表示されます。

4 V/v/B/bで「確定」を選び、決定
ボタンを押す。
「番組説明」画面に戻ります。

5 番組説明ボタンを押す。
視聴中のBS番組に戻ります。

b

ご注意

• チャンネルを切り換えたとき（例：第2音声に設定中）は、
お買い上げ時の設定（第1音声）に切り換わります。

• 切り換えた信号（例：第2音声に設定したとき）の番組が終
了し、次の番組にも同じ信号（この例では第2音声）がある
ときは引き続き、その信号を受信します。
次の番組では第2音声が購入対象（ マークが表示される）

になる場合があります。このときは、お買い上げ時の設定
（第1音声）に切り換わります。第2音声を購入して引き続
き視聴するときは、153～54ページの手順に沿って、第2
音声を購入し直してください。
また、次の番組に切り換えた信号がないときにも、お買い
上げ時の設定（第1音声）に切り換わります。

• 信号を切り換えることにより、購入（ マークが表示され

ます）が必要になることがあります（115ページ）。

番組説明�

決定�

第2映像や第2音声、第2データなど
を選ぶ［信号切換］（つづき）

HDd 字�
素顔の心に愛は揺れ�

BS朝日�１５１ch

8/11（土）午後  0:00–午後  1:30 18才～�

開始前�

映像�

映像１�

映像２�

音声�

音声１�

音声２�

音声３�

音声４�

データ�

データ１�

データ２�

データ３�

データ４　�

追加信号合計             0 円�

確定�次へ�

HDd 字�
素顔の心に愛は揺れ�

次へ� 確定�

BS朝日�１５１       ch

8/11（土）午後  0:00–午後  1:30 18才～� 500円�

データ2

映像�

映像１�

映像２�

音声�

音声１�

音声２�

音声３�

音声４�

データ�

データ１�

データ２�

データ３�

データ４　�

追加信号合計　       500円�
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字幕放送を見る

字幕放送は最大2言語の放送が行われます。
字幕放送が行われているときに、お買い上げ時
は「第1言語」の字幕が自動的に表示されるよう
に設定されています。
字幕を消したり、字幕の言語を切り換えたりで
きます。

字幕放送を行っているか確認するときは

画面表示ボタンを押す。
字幕放送を行っているときは、画面右上に
「字幕有」と表示されます。

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

b

メニュー�

決定�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

各種切換�

字幕入切：　　　第1言語�
光デジタル出力：　PCM�
表示窓の明るさ：　明るい�
チャンネル番号の表示時間�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

第1言語�
�・ 第2言語�

・ 切�

各種切換�

字幕入切：　　　第1言語�
光デジタル出力：　PCM�
表示窓の明るさ：　明るい�
チャンネル番号の表示時間�

2~4

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

10/0 11 12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

1,5

決定�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

各種切換�

字幕入切：　　　第2言語�
光デジタル出力：　PCM�
表示窓の明るさ：　明るい�
チャンネル番号の表示時間�

�

b決定�

1 メニューボタンを押す。

2 V/vで「 （各種切換）」を選び、
決定ボタンを押す。

3「字幕入切」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押
す。
選ばれていないときは、V/vで選び、決定
ボタンを押す。

4 V/vで「第1言語」または「第2言
語」、「切」を選び、決定ボタン
を押す。
設定を変更しないかぎり、すべての字幕
放送番組が選んだ設定で、表示および録
画されます。

字幕を録画したいときは
「第1言語」または「第2言語」を選んでください。

5 メニューボタンを押して、メ
ニューを消す。

「第1言語」に戻すときは
上記の手順4で「第1言語」を選びます。

ご注意

メニューで「切」を選んでも、BS放送局側で字幕を消せない
設定にしている番組もあります。

画面表示ボタン

b

b
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4 V/vで「メール」を選び、決定ボ
タンを押す。
「BS/CS放送からのメール」は24通まで、
「自己発行メール」（本機からのメール）は

10通まで一覧表示されます。

• 既読の古いメールから順に削除され、新しいメール
を追加します。既読メールがないときは、未読の古
いメールから順に削除します。

• メールはお客様自身で削除できません。

5 V/v/B/bで見たいメールを選び、
決定ボタンを押す。

6 読み終えたら、メニューボタン
を押して、メニューを消す。

お客様に宛てたBS放送局や本機からのお知ら
せ（メール）を見ることができます。

1  本体のメールランプが点灯して
いるのを確認する。
新しいメールや未読のメールがあるとき
は、本体前面の「メール」ランプが点灯し
ます。

2　メニューボタンを押す。

3「 （お知らせ）」が選ばれている
ことを確認し、決定ボタンを押
す。
選ばれていないときは、V/vで選び、決定
ボタンを押す。

BS放送局からの
お知らせを見る

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

決定�

予約一覧�

b

メニュー�

決定�

2,6

3~5

電 源�

引� メール�

b

決定�

「前へ」
前ページのメールを
表示する。

「次へ」
次ページのメール
を表示する。

「戻る」
1つ前の画面に
戻る。

決定�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

メール�

降雨などの理由により、５月１５日（月）�
午後１０：００～午後１１：００の「ロックン�
ロール３０周年特集」は中止になりました�

前へ� 次へ� 戻る�

v

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

メール�

戻る�

123124
B

121122 119120 117
B B

118 115116

165535 220001 165535 120000 165535

113114 111
C

112

C

103

C

104 101

C

102

C C

109110 107

C C

108 105106

BS／CS放送からのメール�

自己発行メール�

B

B B

B

B BCC C C

C C C

「戻る」
1つ前の画面に
戻る。

「  既読マーク」
すでに読んだ
メール。

「  未読マーク」
まだ読んでいないメール。

v
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接続
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�
�

ここでは、本機とBSアンテナ、テレビ、
ビデオとのつなぎかた、およびテレビ
に合わせた本機の設定や、BSデジタル
を見るための設定などを説明しています。
オーディオ機器などをつなぐときは、
198ページをご覧ください。

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめ
てください。

リモコン（1個）、
単3型乾電池（2個）

BSデジタルチューナーDST-BX300（1）

電源コード（1本）

映像/音声コード（1本）

リモコンに電池を入れるには

ビーキャス

B-CASカード（BSデジタル用
ICカード）（1）と
B-CAS用ユーザー
登録はがき台紙（1）
取扱説明書（1）
110度CS操作ガイドブック（1）
簡単操作ガイド（1）
安全のために（1）
ソニーご相談窓口のご案内（1）
保証書（1）

　単3型乾電池（付属）

テレホンコード（10m）
（1本）

モジュラーテレホンコード
カプラー（1個）

必ずイラストのようにE極側から電
池を入れてください。無理に入れた
り逆に入れたりするとショートの原
因になり、発熱することがありま
す。

電 源�

引�

準備1：　
付属品を確かめる

AVマウス（1本）

本機の上面に、物を置いたり、布など
でふさいだりしないでください。
本機上面と底面には通風孔があります。
ふさいでしまうと、内部に熱がこもっ
て本体内部の温度上昇の原因となるこ
とがあります。
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準備2：　
BSアンテナを
つなぐ

本機の電源コードは、すべての接続が終
わってからつないでください。

BSコンバーター電源のショートを防ぐため
にも、下記の手順で接続してください。
1サテライト用同軸ケーブルをつなぐ。
2接続がすべて終わった後に、電源コード
をつなぐ。

3本機の電源を入れる。

ご注意

• BS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸ケーブルを
つないでください。BS IF入力端子からはBSアンテナ用の
電源（DC 15V）が供給されているため、サテライト用同
軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災
などの原因となります。
推奨ケーブル
– 室外用防水型：SAK-C10/C20/C30*など

• 次のようなときはBSを受信できなかったり、受信状態が悪
かったりしますが、故障ではありません。
– お住まいの地域またはBSを送信する放送衛星会社（14
ページ）の地域が雷雨、強風などの悪天候のとき

– BSアンテナに雪が付着しているとき

BSアンテナを本機に直接つなぎます。BSアン
テナの設置には技術が必要なため、お買い上げ
店などに依頼することをおすすめします。
マンションなどの共同受信システムなどVHF/
UHF/BS混合のときは、160ページをご覧く
ださい。

– 強風などでアンテナの向きが変わったとき（BSアンテナ
の向きを調整してください。179ページ）

• サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは
（160ページ）、どの端子からも電源を供給するタイプ
（別売りEAC-BC2*またはEAC-BC4*など）を必ずお使い
ください。

• アンテナや分配器、ブースター（増幅器）、および共同受信
システムが110度CSデジタル放送に対応していても、お使
いのビデオによっては110度CSデジタル放送を受信できな
いことがあります。

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品
切れや生産完了のときはご容赦ください。

右�（副）�
�

左�（主）�
�

コントロール�
S 入力�

光デジタル�
音声出力�
�

AVマウス�
（ビデオ）� 音声出力�

�
映像出力�S2映像出力�サービス用端子� 回線�

D1/D3/D4�
 映像出力�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

BSアナログチューナー�
内蔵ビデオ�

BSアナログチューナー内蔵ビデオを
お持ちのときは

下の接続をすると、ビデオのBSアナログ
チューナーも使えるため、ビデオでBSアナ
ログを録画しながら、本機で他のBSデジタ
ルを見ることができます。

防水型コネクター

サテライト用同軸
ケーブル（室外用
防水型:別売り）

BS IF入力端子へ

本機後面

本機のBS IF入力端子へ

BS IF出力端子より

BS IF入力端子へ

BSアンテナより

推奨BSアンテナ
SAN-40BK1*
SAN-40B1*
SAN-50B1*
（いずれも別売り）

サテライト用同軸ケーブル
（室内用：別売り）

BSアンテナへ
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すでにBSアナログ放送をご覧いただいているときは
お持ちのBSアンテナの向きを変えることなく、そのままBSデジタルもBSアナログもそれぞれに対
応したBSチューナーで受信できます。
ただし、一部のBSアンテナでは、性能の劣化やデジタル化に必要な性能が確保されていないことも
あります。受信状況が悪い場合は、BSアンテナ製造元のお客様窓口や、BSアンテナを購入した電気
店などにお問い合わせください。

BSアナログチューナー内蔵テレビをお持ちのときは
別売りのサテライト分配器EAC-BC2*などを使うと、テレビでBSアナログを受信できます。

BSアナログチューナー内蔵ビデオとBSアナログチューナー内蔵テレビの両方をお持ちのときは
別売りのサテライト分配器EAC-BC2*などを使うと、ビデオとテレビでBSアナログを受信できます。

「取扱説明書をご覧いただき、BSアンテナ電源（コンバーター電源）を確認してくださ
い」という表示が出たら

「 （初期設定）」メニューの「衛星設定」で、「衛星アンテナ設定」が自動的に「切」になります。

1 いったん本機の電源を切る。

2 サテライト用同軸ケーブルの芯線が、BS IF端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていな
いか、またはショートしていないか確認してください。

3 再び電源を入れた後、「 （初期設定）」メニューの「衛星設定」で、「衛星アンテナ設定」を
「入」または「オート」に設定する（178ページ）。

芯線がBS-IF入力端子やケーブルのまわり
の金属部分に触れないように、気をつけて
ください。

正しい

BS IF入力
端子へ

電 源�

引�BSアンテナより

BSアナログ
チューナー
内蔵テレビ

サテライト分配器
（別売り：EAC-BC2*など）

BS IF入力
端子へ

本機

本機とテレビとの接続は、161ページ
以降をご覧ください。

電 源�

引�

BS IF入力
端子へ

BSアンテナより

サテライト分配器
（別売り：EAC-BC2*など）

BS IF入力
端子へ

本機

BS IF入力
端子へ

BS IF出力
端子へ

BSアナログチューナー
内蔵ビデオ

本機とテレビとの接続は161ペー
ジ以降を、ビデオとの接続は170
ページをご覧ください。

BSアナログ
チューナー
内蔵テレビ

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

次のページにつづく�
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右�（副）�
�

左�（主）�
�

コントロール�
S 入力�

光デジタル�
音声出力�
�

AVマウス�
（ビデオ）� 音声出力�

�
映像出力�S2映像出力�サービス用端子� 回線�

D1/D3/D4�
 映像出力�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

マンションなどの
共同受信システムのときは

壁のアンテナ端子ひとつでBS放送とテレビ
放送を受信できる共同受信システムのときは、
下の接続図のように、BS放送とテレビ放送を
分波して接続してください。
また、「 （初期設定）」メニューの「衛星設定」
で「衛星アンテナ設定」を「切」にしてください
（178ページ）。

zちょっと一言
マンションなどの共同受信システムで、BS放送のアンテナ
レベルが低いときは、サテライトブースターをつなぐなど、

信号の流れを見直す必要があります。マンション管理会社

（または管理人や管理組合など）に確認してください。

デジタルCS放送*2を含めた共同受信システムのときは
お住まいのマンションの共同受信システムによって、壁のアンテナ端子への接続のしかたが異なりま
す。マンション管理会社（または管理人や管理組合など）に、共同受信システム方式を確認して、そ
の指示に従って、接続および受信方法の設定（178ページ）を行ってください。
*2 2001年10月現在放送されているスカイパーフェクTV!のことです。110度CS放送ではありません。

110度CSデジタル放送を受信するには
110度CSデジタル放送にアンテナや分配器、ブースター（増幅器）、および共同受信システムが対応
していれば、110度CSデジタル放送を受信できます。詳しくは、同梱の「110度CS操作ガイドブッ
ク」をご覧ください。

マンションな
どの共同受信
システム
（VHF/UHF/
BS混合）

壁のアンテナ端子

BSアナログチューナー内蔵テレビやBSアナログチューナー内蔵ビデオをお持ちのときは
159ページをご覧になり、お持ちの機器に合わせて、サテライト分配器で信号を分けて、機器をつない
でください。

VHF/UHF側

BS側
サテライト用同軸ケーブル
（室内用：別売り） 本機後面

テレビVHF/UHF端子へ

BS IF入力端子へ

本機とテレビとの接続は、161
ページ以降をご覧ください。

サテライト用同軸ケーブル
（室内用：別売り）

準備2：BSアンテナをつなぐ
（つづき）

サテライト/UV混合分波器
（別売り：EAC-BCUV*1など）

アンテナ接続ケーブル（別売り）

*1 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

「取扱説明書をご覧いただき、BSアンテナ電源（コンバーター電源）を確認してくださ
い」という表示が出たら
「 （初期設定）」メニューの「衛星設定」で、「衛星アンテナ設定」が自動的に「切」になります。
以下の操作をしてください。

1 いったん本機の電源を切る。

2 同軸ケーブルやアンテナコネクターの芯線などがショートしていないか確認する。

芯線がBS-IF入力端子やケーブルのまわりの金属部分に
触れないように、気をつけてください。正しい
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準備3：　
テレビをつなぐ

BSデジタルの画質について

BSデジタルには、高画質のデジタルハイビジョン信号 と、テレビ（地上波）と同等の画質の標
準テレビ信号 の2種類があります。それぞれの放送に2つずつ、以下のように全部で4種類の画
像方式があります。本機は、すべての画像方式を受信できます。
お手持ちのテレビの種類によって、本機からテレビに出力する画像方式を切り換える必要がありま
す。お手持ちのテレビに合わせたつなぎかたや、本機の設定については、「テレビのつなぎかたを選
ぶ」（162ページ）をご覧ください。

750本（720本）全部の走査線を順番どおりに描く（順次
走査：プログレッシブ方式*）画像方式。画面や文字のち
らつきが少ないため、静止画放送に適しています。

1125本（1080本）の走査線*を約1/60秒ごとに奇数ライ
ンと偶数ラインを交互に流す（飛び越し走査：インター

レース方式*）画像方式。

1125i（1080i）の
デジタルハイビジョン信号 

iはインターレース（飛び越し走査）、pはプログレッシブ（順次走査）の略。（　）内は有効走査線数*で数えたときの別称です。
* の詳しい説明は、用語集（1109～110ページ）をご覧ください。

750p（720p）の
デジタルハイビジョン信号 

525本（480本）の走査線を約1/60秒ごとに奇数ラインと
偶数ラインを交互に流す（インターレース方式*）画像方式。
テレビ（地上波）放送やBSアナログ放送と同等の解像度
です。

525本（480本）全部の走査線を順番どおりに描く（プロ
グレッシブ方式*）画像方式。画面や文字のちらつきが少
なくなります。

525p（480p）の標準テレビ信号 525i（480i）の標準テレビ信号 

1コマ目
（第1フィールド）

2コマ目（第2フィールド）

540本
偶数ライン

540本
奇数ライン

約1/60秒

1コマ目
（第1フレーム）

2コマ目
（第2フレーム）

720本  全ライン

720本  全ライン

1コマ目
（第1フレーム）

2コマ目
（第2フレーム）

480本  全ライン

480本  全ライン

240本
偶数ライン

240本
奇数ライン

約1/60秒

約1/60秒

約1/60秒 480本

第1フレーム

第1フレーム

b

1080本

b

本機の上面に、物を置いたり、布などでふさ
いだりしないでください。
本機上面と底面には通風孔があります。ふさ
いでしまうと、内部に熱がこもって本体内部
の温度上昇の原因となることがあります。

次のページにつづく�

1コマ目
（第1フィールド）

2コマ目（第2フィールド）
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準備3：テレビをつなぐ（つづき）

テレビのつなぎかたを選ぶ

お手持ちのテレビの映像入力端子によって
－本機とテレビのつなぎかた
－本機前面の映像出力切換（D1/D3/D4/1125i
固定）の設定

の2つがそれぞれ異なります。
よりよい画質でお楽しみいただくために、お手
持ちのテレビのタイプに合わせて、本機とつな
いでください。
なお、テレビがA～Fのどのタイプか分からな
いときは、テレビのメーカーのお客様窓口または
テレビのお買い上げ店にお問い合わせください。

映像出力切換�

ステップ1：
テレビの映像入力端
子を調べて、テレビ
のつなぎかたを、タ
イプA ～F から選
ぶ。

ステップ3：
テレビをつなぐ。
つなぎかたについて詳しくは、下記のページを

ご覧ください。

A D 4またはD 3映像
入力端子があるとき

「D3」を表示させる。 別売りのD端子ピンケーブル1）でデジタル
ハイビジョン信号 も標準テレビ信号

も、オリジナル画像を生かした高画

質のまま楽しめます。

C 166ページ

「1125i固定」を表示させる。 別売りのD端子ピンケーブル1）で1125iのデ
ジタルハイビジョン信号 はオリジナル
映像を生かした高画質のまま、その他の放
送もすべて1125iに変換して気軽に楽しめま
す。
D 167ページ

D ハイビジョン入力
専用のコンポーネン
ト入力端子（Y/PB/
P R）があるハイビ
ジョンテレビなどの
とき3）

E DVD入力端子（Y/
CB/CR）があるとき

「D1」を表示させる。 別売りのD端子ピンケーブル1）でデジタル
ハイビジョン信号 も標準テレビ信号

も、すべて525iに変換して気軽に楽
しめます。

E 168ページ

b b

ステップ2：
本機前面の映像出力切換ボタ
ンを設定する。
（お買い上げ時は「D3」に設定されて
います）
本機後面のD1/D3/D4映像出力端子か
ら出力する信号を設定します。

C HD/DVD入力端子
（Y PB/CB PR/CR）
があるハイビジョン
テレビなどのとき

テレビのD映像入力端子と同じ
「D4」または「D3」を表示させ
る。

別売りのD端子ケーブル1）でつなぎます。
テレビのD端子の種類によって画質は異な
ります。
A 163～64ページ

F S映像入力端子また
は映像入力端子しか
ないテレビのとき

付属の映像/音声コードでデジタルハイビジョ
ン信号 も標準テレビ信号 も、すべ
て525iに変換して気軽に楽しめます。
F 169ページ

b

映像出力切換�

b

映像出力切換�

b

映像出力切換�

b

本体表示窓

本体表示窓

本体表示窓

本体表示窓

「D1」を表示させる。 別売りのD端子ケーブル1）でデジタルハイ
ビジョン信号 も標準テレビ信号
も、すべて525iに変換して気軽に楽しめま
す。
B 165ページ

B D2またはD12）映像
入力端子があるとき 映像出力切換�

b

本体表示窓

または

「D1」を表示させる。

映像出力切換�

b

本体表示窓
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1）別売りのD端子ケーブルやD端子ピンケーブルがなくて
も、付属の映像/音声コードを使って、お手持ちのテレビの
映像入力端子につなげます。
「F S映像入力端子または映像入力端子しかないテレビの
とき」（169ページ）をご覧になり、テレビをつないでく
ださい。

2）D1映像入力端子があるソニー製テレビには、DVD入力
（Y/CB/CR）端子も備えているものがあります。このとき
は、D1映像入力端子につないでください。

3）該当するソニー製テレビの型名は、167ページをご覧くだ
さい。

ご注意

• 本機後面のS2映像/映像/音声出力端子からの信号は、映像
出力切換の設定に関係なく、つねに525i（480i）の標準テ
レビ信号 に変換されて出力されます。

• ビデオ一体型テレビをモニターとして本機とつないで視聴
すると、テレビによってコピープロテクションが付いた番
組が映らないことがあります。このときは、本機をビデオ
一体型テレビのテレビ側の入力端子に直接つないでくださ
い。なお、ビデオ側の入力端子しかないテレビでは、コ
ピープロテクションの付いた番組は視聴できません。

次のページにつづく�

テレビをつないで本機の映像出
力切換の設定をする

A
テレビにD4またはD3映像入力端子
があるとき

映像出力切換�

コントロール�
S 入力�

光デジタル�
音声出力�

�

AVマウス�
（ビデオ）� 映像出力�S2映像出力�サービス用端子� 回線�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

右�（副）�
�

左�（主）�
�

音声出力�
�

D1/D3/D4�
 映像出力�

1
コンポーネント入力�

デジタル�
チューナー�

D4映像�D4映像�

左�

音声�

右�

2

右�（副）�
�

左�（主）�
�

音声出力�
�

D1/D3/D4�
 映像出力�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

テレビ後面

D4または
D3映像入力
端子へ

D1/D3/D4
映像出力
端子へ

音声出力端子へ
（映像コード
はつながない
でくださ
い。）

映像・音声
コード（付属）

D端子ケーブル
（別売り：VMC-
DD20*1など）

音声入力端子へ
（映像コードはつなが
ないでください。）

：映像・音声信号の流れ 本機後面

b

映像出力切換を設定する

くり返し押す

「D4」
にする

表示窓

本機前面の

*1 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切
れや生産完了のときはご容赦ください。

テレビのD映
像入力端子が
D4のときは

テレビのD映
像入力端子が
D3のときは 「D3」

にする
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準備3：テレビをつなぐ（つづき）
テレビに出力される信号について
テレビのD映像入力端子の種類と、それに合わ
せた本機の映像出力切換の設定によって異なり
ます。

テレビがD3映像入力端子で、
本機表示窓も「D3」と点灯しているとき

本機が受信する

BSデジタル信号

　　
　　（750p）

　　
　　（1125i）

　　
　　（525p）

　　
　　 （525i）

デ
ジ
タ
ル
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン

信
号

標
準
テ
レ
ビ
信
号

b

b

b

b

本機後面のD1/D3/D4
映像出力端子からテレ
ビに出力する信号*2

　　
　　  （750p）

　　
　　  （1125i）

　　
　　 （525p）

　　
　　 （525i）

テレビがD4映像入力端子で、
本機表示窓も「D4」と点灯しているとき

本機が受信する

BSデジタル信号

　　
　　 （750p）

　　
　　（1125i）

　　
　　 （525p）

　　
　　 （525i）

デ
ジ
タ
ル
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン

信
号

標
準
テ
レ
ビ
信
号

b

b

b

b

本機後面のD1/D3/D4
映像出力端子からテレ
ビに出力する信号*2

　　
　　 （1125i）

　　
　　 （1125i）

　　
　　 （525p）

　　
　　  （525i）

コントロールS出力端子付きのソニー製テレビをお持ちの
ときは
別売りのコントロールS接続コード（RK-G34*1など）を使っ

て、本機のコントロールS入力端子と、テレビのコントロー
ルS出力端子をつないでください。
本機のリモコンをテレビに向けて、本機を操作できます。

ただし、テレビの主電源が入っていない（スタンバイ/オフタ
イマーランプが点灯していない）ときは、本機に向けて操作

してください。

テレビによっては、テレビのリモコンで本機を操作できます。

詳しくは、テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

コントロール�
S 入力�

光デジタル�
音声出力�
�

サービス用端子� 回線�
D1/D3/D4�
 映像出力�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

AVマウス�
（ビデオ）�

右�（副）�
�

左�（主）�
�

音声出力�
�

映像出力�S2映像出力�

コントロール�
S 入力�

本機後面

テレビ

コントロールS接続コード
（別売り：RK-G34*1など）

コントロールS入力端子へ

コントロールS
出力端子へ

BSデジタルを見るときは
テレビ側で、本機をつないだ端子の入力
（「コンポーネント」など）に切り換える。
詳しくは、テレビの取扱説明書もあわせて
ご覧ください。

*2本機後面のS2映像/映像/音声出力端子からの信号は、映像
出力切換の設定に関係なく、つねに525i（480i）の標準テ
レビ信号 に変換されて出力されます。

*1 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切
れや生産完了のときはご容赦ください。

：信号の流れ
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B
テレビにD2またはD1映像入力端子
があるとき

BSデジタルを見るときは
テレビ側で、本機をつないだ端子の入力
（「コンポーネント」など）に切り換える。
詳しくは、テレビの取扱説明書もあわせて
ご覧ください。

テレビに出力される信号について

テレビがD2またはD1映像入力端子で、
本機表示窓に「D1」と点灯しているとき

本機が受信する

BSデジタル信号

　　
　　 （750p）

　　
　　（1125i）

　　
　　（525p）

　　
　　 （525i）

デ
ジ
タ
ル
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン

信
号

標
準
テ
レ
ビ
信
号

本機後面のD1/D3/D4
映像出力端子からテレ
ビに出力する信号*2

　　
　　 （525i）

b

b

b

b

*2本機後面のS2映像/映像/音声出力端子からの信号は、映像
出力切換の設定に関係なく、つねに525i（480i）の標準テ
レビ信号 に変換されて出力されます。

zちょっと一言

D1映像入力端子があるソニー製テレビには、DVD入力（Y/
CB/CR）端子も備えているものがあります。このときは、D1
映像入力端子につないでください。

コントロールS出力端子付きのソニー製テレビをお持ちの
ときは
164ページをご覧ください。

次のページにつづく�

映像出力切換�

コントロール�
S 入力�

光デジタル�
音声出力�
�

AVマウス�
（ビデオ）� 映像出力�S2映像出力�サービス用端子� 回線�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

右�（副）�
�

左�（主）�
�

音声出力�
�

D1/D3/D4�
 映像出力�

1
コンポーネント入力�

デジタル�
チューナー�

D1映像�D1映像�

左�

音声�

右�

2

右�（副）�
�

左�（主）�
�

音声出力�
�

D1/D3/D4�
 映像出力�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

テレビ後面

D2または
D1映像入力
端子へ

D1/D3/D4
映像出力
端子へ

音声出力端子へ
（映像コード
はつながない
でくださ
い。）

映像・音声
コード（付属）

D端子ケーブル
（別売り：VMC-
DD20*1など）

音声入力端子へ
（映像コードはつなが
ないでください。）

：映像・音声信号の流れ 本機後面

b

映像出力切換を設定する

くり返し押す

「D1」にする。

表示窓本機前面の

*1 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切
れや生産完了のときはご容赦ください。
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C
HD/DVD入力端子（Y PB/CB PR/
CR）があるハイビジョンテレビなど
のとき

準備3：テレビをつなぐ（つづき）

本機が受信する

BSデジタル信号

　　
　　 （750p）

　　
　    （1125i）

　　
　　 （525p）

　　
　　  （525i）

本機後面のD1/D3/D4
映像出力端子からテレ
ビに出力する信号*2

　　
　　  （1125i）

　　
　　  （1125i）

　　
　　 （525p）

　　
　　  （525i）

デ
ジ
タ
ル
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン

信
号

標
準
テ
レ
ビ
信
号

b

b

b

b

*2本機後面のS2映像/映像/音声出力端子からの信号は、映像
出力切換の設定に関係なく、つねに525i（480i）の標準テ
レビ信号 に変換されて出力されます。

コントロールS出力端子付きのソニー製テレビをお持ちの
ときは
164ページをご覧ください。

BSデジタルを見るときは
テレビ側で、本機をつないだ端子の入力
（「HD/DVD」や「コンポーネント」など）に
切り換える。
詳しくは、テレビの取扱説明書もあわせて
ご覧ください。

テレビに出力される信号について

映像出力切換�

右� 左�（主）�
�

音声出力�
�

コントロール�
S 入力�

光デジタル�
音声出力�
�

AVマウス�
（ビデオ）� 映像出力�S2映像出力�サービス用端子� 回線�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

（副）�
�

D1/D3/D4�
 映像出力�

Y

PB/CB/B-Y

PR/CR/R-Y

HD/DVD入力 (コンポーネント入力)

映像�

音声�

左�

右�

右�（副）�
�

左�（主）�
�

音声出力�
�

D1/D3/D4�
 映像出力�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

D1/D3/D4映
像出力端子へ

Y PB/CB PR/CR

端子へ

テレビ後面

音声出力端子へ
（映像コードはつ
ながないでくだ
さい。）

映像・音声コード
（付属） D端子ピンケーブル

（別売り：VMC-
DP20*1など）

音声入力端子へ
（映像コードはつなが
ないでください。）

本機後面：映像・音声信号の流れ

b

映像出力切換を設定する

くり返し押す
「D3」にする

表示窓
本機前面の

*1 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切
れや生産完了のときはご容赦ください。



接
続

67

映像出力切換�

右� 左�（主）�
�

音声出力�
�

コントロール�
S 入力�

光デジタル�
音声出力�
�

AVマウス�
（ビデオ）� 映像出力�S2映像出力�サービス用端子� 回線�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

（副）�
�

D1/D3/D4�
 映像出力�

Y

PB

PR

HD入力�

音声�

左�

右�

右�（副）�
�

左�（主）�
�

音声出力�
�

D1/D3/D4�
 映像出力�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

Y/PB/PR

端子へ

テレビ後面

D端子ピンケーブル
（別売り：VMC-
DP20*など）

本機後面

音声出力端子へ
（映像コードはつなが
ないでください。）

映像・音声コード
（付属）

音声入力端子へ（映像コードは
つながないでください。）

D1/D3/D4
映像出力端子へ

：映像・音声信号の流れ

b

映像出力切換を設定する

くり返し押す

「1125i固定」
にする

表示窓本機前面の

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切
れや生産完了のときはご容赦ください。

D
ハイビジョン入力専用のコンポーネ
ント入力端子（Y/PB/PR）があるハイ
ビジョンテレビなどのとき

該当するソニー製テレビは下記です。

• ハイビジョンテレビ（96年以前発売の下記モデル）：
KW-28HD1、KW-28HD2、KW-28HD5、
KW-32HD1、KW-32HD5、KW-2810HD、
KW-3200HD、KW-3210HD、KW-3220HD

• モニター：KX-32HV50

BSデジタルを見るときは
テレビ側で、本機をつないだ端子の入力
（「HD/DVD」や「コンポーネント」など）に
切り換える。
詳しくは、テレビの取扱説明書もあわせて
ご覧ください。

テレビに出力される信号について

本機が受信する

BSデジタル信号

　　
　　 （750p）

　　
　　（1125i）

　　
　　 （525p）

　　 （525i）

デ
ジ
タ
ル
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン

信
号

標
準
テ
レ
ビ
信
号

b

b

b

b

本機後面のD1/D3/D4
映像出力端子からテレ
ビに出力する信号*2

　　
　　 （1125i）

次のページにつづく�

*2本機後面のS2映像/映像/音声出力端子からの信号は、映像
出力切換の設定に関係なく、つねに525i（480i）の標準テ
レビ放送 に変換されて出力されます。

コントロールS出力端子付きのソニー製テレビをお持ちの
ときは
164ページをご覧ください。
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E
DVD入力端子（Y/CB/CR）があると
き

zちょっと一言

DVD入力端子（Y/CB/CR）があるソニー製テレビには、D1映
像端子も備えているものがあります。このときは、D1映像入
力端子につないでください。

本機が受信する

BSデジタル信号

　　
　　（750p）

　　
　　（1125i）

　　
　　（525p）

　　
　　 （525i）

デ
ジ
タ
ル
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン

信
号

標
準
テ
レ
ビ
信
号

BSデジタルを見るときは
テレビ側で、本機をつないだ端子の入力
（「DVD入力」や「ビデオ入力」など）に切り
換える。
詳しくは、テレビの取扱説明書もあわせて
ご覧ください。

テレビに出力される信号について

*2本機後面のS2映像/映像/音声出力端子からの信号は、映像
出力切換の設定に関係なく、つねに525i（480i）の標準テ
レビ信号 に変換されて出力されます。

コントロールS出力端子付きのソニー製テレビをお持ちの
ときは
164ページをご覧ください。

本機後面のD1/D3/D4
映像出力端子からテレ
ビに出力する信号*2

　　
　　 （525i）

b

b

b

b

準備3：テレビをつなぐ（つづき）

右� 左�（主）�
�

音声出力�
�

コントロール�
S 入力�

光デジタル�
音声出力�
�

AVマウス�
（ビデオ）� 映像出力�サービス用端子� 回線�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

（副）�
�

D1/D3/D4�
 映像出力�

映像出力切換�

ビデオ入力�

Y

CB

CR

DVD入力�
（映像）�

右�（副）�
�

左�（主）�
�

音声出力�
�

D1/D3/D4�
 映像出力�S2映像出力�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

テレビ後面

Y/CB/CR端子へ

D1/D3/D4映像
出力端子へ

音声出力端子へ
（映像コードはつ
ながないでくだ
さい。）

映像・音声コード
（付属）

D端子ピンケー
ブル（別売り：
VMC-DP20*1

など）

音声入力端子へ
（映像コードは
つながないで
ください。）

本機後面 ：映像・音声信号の流れ

b

映像出力切換を設定する

くり返し押す

「D1」にする

表示窓本機前面の

*1 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切
れや生産完了のときはご容赦ください。
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F S映像入力端子または映像入力端子
しかないテレビのとき

*1 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切
れや生産完了のときはご容赦ください。

BSデジタルを見るときは
テレビ側で、本機をつないだ端子の入力
（「ビデオ1」など）に切り換える。
詳しくは、テレビの取扱説明書もあわせて
ご覧ください。

本機が受信する

BSデジタル信号

　　
　　（750p）

　　
　　（1125i）

　　
　　（525p）

　　
　　（525i）

デ
ジ
タ
ル
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン

信
号

標
準
テ
レ
ビ
信
号

テレビに出力される信号について
本機前面表示窓の映像出力切換表示に関係なく、
次のように変換されてテレビに出力されます。

*2本機後面のS2映像/映像/音声出力端子からの信号は、映像
出力切換の設定に関係なく、つねに525i（480i）の標準テ
レビ信号 に変換されて出力されます。

コントロールS出力端子付きのソニー製テレビをお持ちの
ときは
164ページをご覧ください。

本機後面のS2映像/映
像出力端子（TVへ）
からテレビに出力す
る信号*2

　　
　　（525i）

b

b

b

b

コントロール�
S 入力�

光デジタル�
音声出力�

�

サービス用端子� 回線�
D1/D3/D4�
 映像出力�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

右�（副）�
�

左�（主）�
�

音声出力�
�

映像出力�S2映像出力�

S1映像�S1映像�

左�

右�

映像�

音声�

ビデオ入力�
1 3

右�（副）�
�

左�（主）�
�

AVマウス�
（ビデオ）� 音声出力�

�
映像出力�S2映像出力�

テレビ後面

映像・音声出力
端子へ

本機後面：映像・音声信号の流れ

ビデオ入力
端子へ

映像・音声コード（付属）
別売りのS映像コード（YC-10V*1

など）を使ってつなぐときは、映像
コードはつながないでください。

映像出力切換を設定する

「D1」にする

表示窓本機前面の

映像出力切換�
b

くり返し押す
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準備4：　
ビデオをつなぐ

本機でBSデジタル放送をビデオにアナログ録画
予約したりするための接続です。
現行のテレビ放送と同等の画質（525i）に変換
された信号でお手持ちのビデオに録画できま
す。
ビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機のS2映像/映像/音声出力端子につないだときのご注意
• デジタルハイビジョン信号 も標準テレビ信号 も、
すべて525iに変換して出力されます。

• BSデジタルを録画するときは、BS録画予約することをお
すすめします（134ページ）。BS録画予約をしないと、録
画中にチャンネルを選んだりしたときなどに、画像が切り
換わったり、乱れたりします。

• BSラジオやBSデータの音声は記録できますが、画像は正
しく記録されないことがあります。

録画防止機能について
本機は、録画防止機能（コピープロテクション）が付いて
います。そのため、番組によっては、正常な画像で録画で
きなかったり、録画したものを正常な画像で再生できな
かったりするものがあります。
また、音声に関しても、本機後面の光デジタル音声出力端
子からの信号を、正しく録音できない番組があります。ご
注意ください。
本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョ
ン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその
他の知的財産権によって保護されています。この著作権保
護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、
マクロビジョン社の許可がない限り家庭用及びその他の一
部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造
することも禁じられています。

本機とビデオを重ねて、置かないでください。
本機の上面に、物を置いたり、布などでふさいだりしないでください。
本機上面と底面には通風孔があります。ふさいでしまうと、内部に熱が
こもって本体内部の温度上昇の原因となることがあります。

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

本機後面

コントロール�
S 入力�

光デジタル�
音声出力�

�

サービス用端子� 回線�
D1/D3/D4�
 映像出力�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

右�（副）�
�

左�（主）�
�

AVマウス�
（ビデオ）�

音声出力�
�

映像出力�S2映像出力�

ビデオ�

右�（副）�
�

左�（主）�
�

AVマウス�
（ビデオ）� 音声出力�

�
映像出力�S2映像出力�

S映像・音声コード
（別売り：YC-810S*など）
ビデオにＳ映像入力端子がないときは、Ｓ映像コー
ドの代わりに映像コードでつないでください。

S2映像/音声
出力端子へ

ビデオのリモコン受光部の近くへ
「準備10：AVマウスを設定する」
（187ページ）で取り付けるため、
まだ取り付けないでください。

AVマウス（付属） AVマウス端子
（ビデオ）へ

S映像/音声入力端子へ

：信号の流れ

お買い上げ時の設定でビデオに出力される画面表示や信号
本機のS2映像/映像/音声出力端子から、テレビに表示さ
れている次の画面表示や信号がつないだビデオ機器にそ
のまま出力され、記録できます。
－ 画面表示*
－「番組説明」画面*（112ページ）
－ 番組表ボタンやMYプラスボタンで表示できる
番組一覧*（118、19ページ）

－ 録画するときに番組冒頭に入る「タイトル」画面
（139ページ）
－ 文字スーパー
－ BSデータの画像や効果音
－ 字幕放送の字幕（155ページ）

*録画予約時には記録されません。
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準備5：　
電話回線につなぐ

次のときのために、必ず本機を電話回線につな
ぐ必要があります。

•
ビーキャス

B-CASカード（BSデジタル用ICカード）に
記憶された番組購入・契約状況などの情報
を、電話回線を通じて定期的に本機から放送
局へ自動送信するため

• ぺイ・パー・ビュー（PPV）契約をして、番
組単位で購入するとき（115ページ）

• BSデータを見ているときに放送局と通信を
行うとき（表示窓に「通話」と表示されま
す。）（114、48ページ）

ご注意

次の電話回線には、つなげません。

• 公衆電話および、共同電話、地域集団電話
• 携帯電話および、PHS、自動車電話
• 船舶電話
• 外線に電話するときに、電話番号の頭に「0」または「9」
以外の数字を付けるとき

zちょっと一言

番組購入・契約状況などの情報の送受信について
• 購入情報などの送受信中には、本機の表示窓に「通話」と
表示されます。

• 本機が電源スタンバイ（1112ページ）のまま、自動的に購
入情報などを送受信することがあります。

• 購入情報などの送信には、1回あたり約30秒程度かかりま
す。このときは、本機表示窓に「通話」と表示され、電話
がかかってきたときは話し中になります。

• 本機が放送局と、購入情報などを送受信しているときは、
電話機やファクシミリなど同一回線上の通信機器は使えま
せん。
その際、一部の通信機器で呼び出し音が鳴ることがありま
す。このときは、付属のモジュラーテレホンコードカプラー
の代わりに、別売りの自動転換機TL-P20*を使ってくださ
い。なお、パソコンなどをお使いの場合は、高速データ通信
用自動転換器SMD-AP20*（2口用）をご使用ください。
また、このときに緊急に電話をかけたいときなどは、本機
の電源コードを抜いて、電源を切ってください。

電話回線の使用状況に合わせて
つなぐ

お住まいの電話回線の状況を次ページから選ん
で、つないでください。
また、壁の電話コンセントがモジュラージャッ
ク式でないときは「その他のとき」（174ペー
ジ）をご覧ください。

ご注意

ホームテレホンのときは、壁の電話コンセントがモジュラー

ジャック式でも専門業者による工事が必要です。

モジュラージャック

本体表示窓

• BS放送局によっては、ナンバーディスプレイで電話番号を
「回線ごと非通知設定」にしていると通信できないことがあり
ます。NTTに問い合わせて、「回線ごと非通知設定」を解除
してください。

• 電話機やファクシミリを使っているときは、購入情報など
の送受信はできません。

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切
れや生産完了のときはご容赦ください。

次のページにつづく�
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準備5：電話回線につなぐ
（つづき）

壁の電話コンセントから電話を直接つないでいるとき

;：信号の流れ

壁の電話コンセントからパソコンなどをつないでいるとき

zちょっと一言
パソコンなどの通信や、すでに電話機やファクシミリなど通信機器を2台以上電話回線につないでいるときは、接続された通信
機器がお互いに影響しあって、通信がうまくできないことがあります。このときは、付属のモジュラーテレホンコードカプラーの

代わりに、別売りの高速データ通信用自動転換器SMD-AP20*（2口用）やSMD-AP300*（3口用）を使ってください。

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

回線�

光デジタル�
音声出力�
�

サービス用端子�
D1/D3/D4�
 映像出力�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

AVマウス�
（ビデオ）�

コントロール�
S 入力� 右�（副）�

�
左�（主）�

�

音声出力�
�

映像出力�S2映像出力� 回線�

電話機または
ファクシミリなど

モジュラーテレホン
コードカプラー（付属）

または

回線端子へ

回線�

光デジタル�
音声出力�
�

サービス用端子�
D1/D3/D4�
 映像出力�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

AVマウス�
（ビデオ）�

コントロール�
S 入力� 右�（副）�

�
左�（主）�

�

音声出力�
�

映像出力�S2映像出力� 回線�

電話機または
ファクシミリなどパソコン

回線端子へ

モジュラーテレホン
コードカプラー（付属）
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回線�

光デジタル�
音声出力�
�

サービス用端子�
D1/D3/D4�
 映像出力�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

AVマウス�
（ビデオ）�

コントロール�
S 入力� 右�（副）�

�
左�（主）�

�

音声出力�
�

映像出力�S2映像出力� 回線�

デジタルCS�
チューナー�

光デジタル�
音声出力�
�

サービス用端子�
D1/D3/D4�
 映像出力�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

AVマウス�
（ビデオ）�

コントロール�
S 入力� 右�（副）�

�
左�（主）�

�

音声出力�
�

映像出力�S2映像出力�

回線�

回線�

ターミナルアダプター

回線端子へ

電話機または
ファクシミリなど

ISDN回線を使っているとき
お手持ちのターミナルアダプターやダイヤルアップルータ－のアナログポートに直接、本機をつ
ないでください。

ご注意

• アナログポートには、付属のモジュラーテレホンコードカプラーをつながないでください。2分配すると、正しく本機
が働かないことがあります。

• ISDN回線端子に付属のモジュラーテレホンコードカプラーをつながないでください。無理に押し込むと破損すること
があります。

• ターミナルアダプターによっては、うまく通信できないことがあります。詳しくは、ターミナルアダプターの製造元に
お問い合わせください。

• 本機の電話回線を「トーン」に設定してください（185ページ）。
• 別売りのコードレス通信ユニットCTU-50*とは併用できません。また、別売りのコードレス通信ユニットSPP-TU1*
と併用するときは、うまく通信できないことがあります。

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

ADSL回線を使っているとき

スプリッター

ADSLモデム

ご注意

ADSLモデムと本機を直接つながないでください。本機はADSL回線には対応していません。

電話機または
ファクシミリなど

次のページにつづく�

回線端子へ

モジュラーテレホン
コードカプラー

パソコン
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3ピンプラグ式

ローゼット式

直付けタイプ

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

その他のとき

壁の電話コンセントが3ピンプラグ式のとき
電話コンセントと付属のモジュラーテレホンコードカプラーの間に、別売りの
テレホンモジュラーアダプターTL-30*をつないでください。

壁の電話コンセントがローゼット式ジャックのとき
別売りのモジュラーアダプター（TL-36*など）でつなげます。
この方式の電話工事は、「工事担任者」資格者（NTT116番）に依頼してください。

壁の電話コンセントが直付けタイプのとき
「工事担任者」資格者（NTT116番）に、モジュラージャックへの変換工事を依頼し
てください。

壁の電話コンセントと本機を使う場所が離れているとき
別売りのコードレス通信ユニットCTU-50*やSPP-TU1*などが使えます。

壁の電話コンセントに3つの通信機器をつなぐとき
別売りのテレホンモジュラートリプルアダプターTL-23*を使ってください。なお、パソコンなど
をお使いの場合は、高速データ通信用自動転換器SMD-AP300*（3口用）を使ってください。

壁埋め込みタイプのホームテレホン（電話機、ターミナルボックス、ドアホンアダプター）のとき
専門業者による工事が必要です。

準備5：電話回線につなぐ
（つづき）
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受
信
設
定

受信設定

ここでは、テレビの横縦比に画像のサイ
ズを合わせたり、BSデジタルを視聴す
るための設定を説明しています。
準備6～11（175～90ページ）まで行え
ば、BSを視聴することができます。

����
電 源�

引�

準備6：テレビの
横縦比に画像を
合わせる

本機とテレビの電源を入れた後、テレビの横縦
比に合った画像が映るように設定します。
テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

1 本機付属の電源コードを壁の
コンセントにつなぐ。

5~7

4,8

3

1

電源 �
電源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

�
10キー入力�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

テレビ�
チャンネル�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

壁のコンセントへ

電 源�

引�

次のページにつづく�
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で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

準備6：テレビの横縦比に画像を
合わせる（つづき）

* ワイドモードとは
下のイラストのように、BSデジタルやDVDプレーヤー、ビ
デオカメラなどで、あらかじめ縦長に圧縮（スクィーズ）し

て記録された横縦比4:3映像を、元の16:9のワイド画像で見
ることができるテレビの機能です。画面上下の黒帯を除いた

映像部分に水平走査線を集めるため、16:9のワイド画像をよ
りオリジナルに近い画質で楽しめます。

ご注意

本機前面の映像出力切換の設定が「D3」または「D4」のとき
は「4:3」を、「1125i固定」のときは「4:3」と「4:3ワイド
モード」を選べません。

オリジナルの映像
（16:9映像を4:3に
縦長圧縮した映像）

ワイドモードが働いた
テレビでの映像
走査線を密にして
より高画質にします。

走査線なし

走査線あり

b

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　　　　16：9�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

・ 4：3
・ 4：3ワイドモード�
・16：9

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　　　　 4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

4：3
・ 4：3ワイドモード�
・16：9

テレビ（横縦比4:3）でワイドモード*が
あるときは
V/vで「4:3ワイドモード」を選び、決定
ボタンを押す。

ワイドテレビ（横縦比16:9）のときは
V/vで「16:9」を選び、決定ボタンを押す。

zちょっと一言
テレビ（横縦比4:3）でワイドモード*があるかないか
は、テレビの取扱説明書で確認してください。

8 メニューボタンを押して、
メニューを消す。

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　4：3ワイドモード�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

・ 4：3
・ 4：3ワイドモード�
・16：9

決定�

決定�

決定�

b

b

b

2 テレビの電源を入れ、テレビ側
で本機をつないだ端子の入力に
切り換える。

3  電源ボタンを押す。

4 メニューボタンを押す。

5 V/vで「 （初期設定）」を選び、
決定ボタンを押す。

6「テレビ選択」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。
選ばれていないときは
V/vで選び、決定ボタンを押す。

7 お使いのテレビのタイプを選ぶ。
テレビ（横縦比4:3）でワイドモード*が
ないときは
V/vで「4:3」を選び、決定ボタンを押す。

b

メニュー�

b

決定�

決定�

［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　　　　4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

で選択し［決定］�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

初期設定�

・ 4：3テレビ選択：　　　　 4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

・ 4：3ワイドモード�
・16：9

b

電源 �
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ワイドテレビやワイドモード付きのテレビのときは、テレビ側のワイドモード設定もあわせて行って
ください。テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

BSデジタルの画質（ と ）については、161ページもご覧ください。

オリジナルの映像

走査線なし

1） 1） 1）

1） 1） 1）

走査線を密にして
より高画質にします。

2）

2）

テレビ画面での画像の見えかた一覧

「テレビ選択」の設定によるテレビ画面での画像の見えかた

「16:9」を選んだとき 「4:3ワイドモード」 「4:3」を選んだとき
を選んだとき

デジタルハイビジョン
信号  の16:9映像

標準テレビ信号  の
16:9映像

標準テレビ信号  の
レターボックス4:3映像
（画面上下の黒帯を除いた
映像部分は16:9）

デジタルハイビジョン信号 
のサイドパネル16:9映像
（画面左右の黒帯を除いた
映像部分は4:3）

標準テレビ信号  の
4:3映像

標準テレビ信号  の
サイドパネル16:9映像
（画面左右の黒帯を除いた
映像部分は4:3）

2）

2）、3）

1）本機前面の映像出力切換の設定が「D1」のときは標準テレビ信号  の画質（525i）に変換されて映ります。
2）本機前面の映像出力切換の設定が「1125i固定」のときは、デジタルハイビジョン信号  の画質（1125i）に変換されて
映ります。

3）本機前面の映像出力切換が「D1」、「D3」または「D4」のときは、テレビ側のワイド設定によっては、チャンネル表示など
が画面からはみ出ることがあります。

走査線なし

走査線を密にして
より高画質にします。

b

b

b

b

b

b
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電源 �
電源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

�
10キー入力�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

テレビ�
チャンネル�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

準備7：
BSアンテナの設定を
する

BSデジタルを見るときは、BSアンテナ電源
（コンバーター電源）の設定と、BSアンテナの
向きの調整を行ってください。
また、お住まいの地域に特有の放送を受信する
ために、地域設定を行ってください。

BSアンテナ電源を設定する

BSアンテナのつなぎかた（マンションなどの
共同受信システムか、本機などに直接つないで
いるかなど）に合わせて、BSアンテナへの電
源供給を設定します。

2~5

1,6

メニュー�

決定�

［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　　　　4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

で選択し［決定］�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

決定�

決定�

［メニュー］終了�

衛星設定�

衛星アンテナ設定：オート�
衛星アンテナレベル�
降雨対応放送受信：オート�
地域設定�
衛星ダウンロード : オート�

で選択し［決定］� 戻る�

［メニュー］終了�

衛星設定�

　オート�
・入�
・切�

衛星アンテナ設定：オート�
衛星アンテナレベル�
降雨対応放送受信：オート�
地域設定�
衛星ダウンロード : オート　 

で選択し［決定］�

b

b

b

b

1 メニューボタンを押す。

2 V/vで「 （初期設定）」を選び、
決定ボタンを押す。

3 V/vで「衛星設定」を選び、決定
ボタンを押す。

4 V/vで「衛星アンテナ設定」を選
び、決定ボタンを押す。
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設定

オート
（お買い
上げ時の
設定）

入

切

BSアンテナへの電源供給の
しかた

本機の電源が入っているときに、
本機がBSアンテナに電源を供給
するかどうかを自動的に判断す
る。本機の電源が切れているとき
は供給しない。

本機の電源が入っているときはつ
ねに電源を供給する。本機の電源
が切れているときは供給しない。

電源を供給しない。

5 マンションなどの共同受信シス
テムのときは
V/vで「切」を選び、決定ボタンを押す。

BSアンテナをつないでいるときは
V/vで「オート」（お買い上げ時の設定）ま
たは「入」を選び、決定ボタンを押す。

BSが映ったり消えたりするときは「入」
を選んでください。

6 メニューボタンを押して、
メニューを消す。

ご注意

•「オート」にしていても、BSアンテナの電源供給システム
によっては、うまく働かないことがあります。このときは
「入」にしてください。

• 1本のBSアンテナに分配器などをつないでBS電波を分け、
本機とテレビやビデオ機器の両方でBSを受信できるように
しているときは、本機を「オート」に、他の機器を「入」（ま
たは「連動」）にしてください。このようにしないと、本機
の電源を切るとテレビやビデオ機器からBSアンテナに電源
が供給されないことがあります。他の機器の取扱説明書も
あわせてご覧ください。

レベルは�
どう？�

��
もう少し�
アンテナ�
動かして����

BSアンテナの向きを調整する

BSアンテナを本機に直接つないだときは、
アンテナの向きを2人で調整します。1人がテ
レビ画面のレベル表示を見て、もう1人がBSア
ンテナを動かしながら、レベル表示が最大にな
るように調整します。
向きや角度については、BSアンテナの取扱説
明書もあわせてご覧ください。

一部のBSアンテナでは、性能の劣化やデジタル化に必要
な性能が確保されていないことがあります。受信状況が悪

い場合は、BSアンテナ製造元のお客様窓口や、BSアンテ
ナを購入した電気店などにお問い合わせください。

ご注意

「衛星アンテナ設定」が「切」になっているときは、「オート」

または「入」にした後、電源を入れ直してください（178
ページ）。

1人で調整するときは
手順4まで行ったのち、「1人で調整するときは」（181ペー
ジ）の手順にしたがって調整してください。

1,6

2~4

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

次のページにつづく�
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準備7: BSアンテナの設定をする
（つづき）

5 BSアンテナを動かして、アンテ
ナレベルを調整する。
アンテナレベルが、できるかぎり最大の
数値になるように、アンテナの向きを調
整し固定します。

6 メニューボタンを押して、
メニューを消す。
BSの画面が映ります。画面がきれいに映
らない場合は、お買い上げ店やソニー
サービス窓口などにご相談ください。

110度CSのアンテナレベルを確認するには
はじめに、BSアンテナの設定を行ってから確
認してください。

1 衛星切換ボタンをくり返し押して、110度
CSに切り換える。

2 004chに切り換える。

3 手順1～4を行う。
「現在受信中のネットワーク」に名称が表示
されて、アンテナレベルを確認できます。

ご注意

アンテナレベルがBSと比べて低いときは、アンテナや分配
器、ブースターなどが110度CSに対応していないことがあり
ます。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお

問い合わせください。

�

BS  Digital

入�ビープ音�

現在受信中のネットワーク�

受信レベル�

戻る�

現在�

切�現在のチャンネル：BS 101CH

最大�２８�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

アンテナレベル�

２６�

410/0 12/�
選局�10/0

�
10キー入力�

最大値受信中のアンテナレベル
で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

1 メニューボタンを押す。

2 V/vで「 （初期設定）」を選び、
決定ボタンを押す。

3 V/vで「衛星設定」を選び、決定
ボタンを押す。

4 V/vで「衛星アンテナレベル」を
選び、決定ボタンを押す。

メニュー�

［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　　　　4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

で選択し［決定］�

［メニュー］終了�

衛星設定�

衛星アンテナ設定：オート�
衛星アンテナレベル�
降雨対応放送受信：オート�
地域設定�
衛星ダウンロード : オート�

で選択し［決定］� 戻る�

入�ビープ音�

現在受信中のネットワーク�

受信レベル�

戻る�

現在�

切�

最大�０�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

アンテナレベル�

０�

決定�

決定�

決定�

b

b

b

b
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音を聞いて調整するには
画面で確認できないときに便利です。

1 手順4のあと、 V/v/B/bで「ビープ音」の
「入」を選び、決定ボタンを押す。

2 手順5で最も高い音階の音になるよう、BS
アンテナを調整する。

1人で調整するときは
調整は本体表示窓のアンテナレベル表示を見な
がら行います。

1  テレビ画面に「衛星アンテナレベル」の画面
（180ページの手順4の画面）が表示されて
いる状態のまま、本機の電源を入れたまま
で、電源コードを抜く。

2  アンテナ設置場所に本機を移動する。

3 市販の延長コードなどを利用して本機の電
源を入れ、数秒間待つ。
表示窓にアンテナレベルが表示されます。

4 表示窓のアンテナレベル表示を見ながら、
BSアンテナを動かして調整する。
アンテナレベルが、少しでも大きくなるよう
に、アンテナの向きを調整し固定します。

5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

1,12

2~9,11

電源 �
電源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

�
10キー入力�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

テレビ�
チャンネル�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

アンテナレベル

10

お住まいの地域に設定する

BSデジタルでは、地域ごとに特有の放送が行
われる場合があります。お住まいの地域の放送
を受信できるように、地域設定を行っておく必
要があります。

1 メニューボタンを押す。

メニュー�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

b

次のページにつづく�
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準備7: BSアンテナの設定をする
（つづき）

7 V/vで、お住まいの都道府県名を
選び、決定ボタンを押す。

ちょっと一言
「東北海道」と「西北海道」は下記の地域です。

「東北海道」：宗谷、上川、留萌、網走、根室、釧路、

十勝の各支庁

「西北海道」：石狩、空知、後志、胆振、日高、渡島、

桧山の各支庁

8 V/vで「確定」を選び、決定ボタン
を押す。

9 vで「郵便番号入力」を選び、決
定ボタンを押す。

［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　　　　4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

で選択し［決定］�

［メニュー］終了�

地域設定�

県域設定�
郵便番号入力�

で選択し［決定］� 戻る�

2 V/vで「 （初期設定）」を選び、
決定ボタンを押す。

3 V/vで「衛星設定」を選び、決定
ボタンを押す。

4 V/vで「地域設定」を選び、決定
ボタンを押す。

5「県域設定」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押
す。

6 Vで「受信都道府県」を選び、決
定ボタンを押す。
都道府県名の表示欄がオレンジ色になり
ます。

決定�

受信都道府県� なし�

確定� 戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

県域設定�

視聴している場所を選んでください�

b決定�

b決定�

［メニュー］終了�

衛星設定�

衛星アンテナ設定：オート�
衛星アンテナレベル�
降雨対応放送受信：オート�
地域設定�
衛星ダウンロード : オート�

で選択し［決定］� 戻る�

受信都道府県� 神奈川�

確定� 戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

県域設定�

視聴している場所を選んでください�

b決定�

決定�

b

決定� 確定�

戻る�
ー�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

郵便番号入力�

視聴している場所の郵便番号を入力してください�

決定� b

受信都道府県� なし�

確定� 戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

県域設定�

視聴している場所を選んでください�

b決定�

［メニュー］終了�

地域設定�

県域設定�
郵便番号入力�

で選択し［決定］� 戻る�

b

b
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10 ～  までの数字ボタンで、お住
まいの地域の郵便番号7ケタを入
力する。
「0」を入力するときは、  ボタンを押す。
郵便番号を間違えたときはBで戻り、入力
し直してください。

例）郵便番号が　012-3456

ご注意

お住まいの地域の郵便番号７ケタを正しく入力してく

ださい。間違った郵便番号を入れると、お住まいの地

域に密着した情報が受信できなかったり、お住まいで

ない地域の情報を誤って受信したりするためです。

11「確定」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

12 メニューボタンを押して、メニューを消す。

zちょっと一言
郵便番号を入力するときは、リモコンのV/v/B/b決定ボタンで
も行えます。B/bで入力するケタを選び、V/vで0～9の数字が
選べます。bボタンを押すと、数字が決定して次のケタに移動
します。7ケタすべての数字を入力したら、最後に決定ボタン
を押します。

5

10/0 1 2

3 4 6

戻る�
ー�0 1 2 3 4 5 6

確定�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

郵便番号入力�

視聴している場所の郵便番号を入力してください�

b
戻る�

ー�0 1 2 3 4 5 6
確定�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

郵便番号入力�

視聴している場所の郵便番号を入力してください�

決定�

IC カード　　引�

ビーキャス

準備8：B-CASカード（BS
デジタル用ICカード）を入
れて登録する

B-CAS*カード（BSデジタル用ICカード）はお
客様とBS放送局をつなぐカードで、個々のお
客様独自の番号などが記録されています。

BSデジタルでは、このカードを利用してCAS
（限定受信システム）が採用されています。
ご登録いただくと各種サービスが利用できるよ
うになります。

B-CASカードを本機に入れた後、必ずユー
ザー登録はがきを記入し、投函してください。

* B-CASは（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシス
テムズの略称です。

ご注意

ユーザー登録をしないと、PPV番組（115ページ）が視聴でき
なかったり、BSデータ放送の双方向サービスが受けられなかっ
たりします。また、連絡先不明のため、カードの交換や更改な

どのサービスが受けられません。

1  本機前面のパネルを開ける。

2  ICカード挿入口のふたを手前に開ける。

引�

次のページにつづく�
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IC カード　　引�

リセット�

6  同梱のB-CAS用ユーザー登録
はがきに必要事項を記入し、投
函する。
B-CAS用ユーザー登録はがきの登録作業
が終了すると、各種サービスが利用でき
るようになります。

ご注意

• B-CASユーザー用登録はがき台紙は、大切に保管
しておいてください。有料放送に視聴を申し込む
（190ページ）ときに必要なバーコードシールが付
いていたり、B-CASカスタマーセンターへのお問
い合わせ先が案内されていたりするためです。

• 転居などの際には、B-CASカスタマーセンターに
連絡してください。

zちょっと一言

こんなメッセージが表示されたら...
（ICカードはB-CASカードのことです。）

•「ICカードとのアクセスが成立しません
ICカードを抜き差ししても直らない場合はカスタマーセン
ターへ連絡してください：XXXX」
t B-CASカードが奥までしっかり入っていない。
t B-CASカードが前後逆向きに入っている。
t B-CASカードが表裏逆向きに入っている。
t B-CASカードが破損している。
t B-CASカードとは別の種類のカードが入っている。
t 上記のことを全て確認しても表示が消えず、メッセー
ジの終りの部分に「：FFFF」と表示されているときは、
お買い上げ店、またはソニーサービス窓口へお問い合わ

せください。

t ご覧になっている各BS放送局のカスタマーセンター
（190ページ）またはB-CASカスタマーセンター
（電話番号0570-000-250）へお問い合わせください。

•「ICカード挿入口のふたを閉めてください」
t ICカード挿入口のふたが開いている。

•「ICカードを入れてください」
t B-CASカードが奥までしっかり入っていない。

•「このICカードは使用できません」
「ICカードを交換してください」
t ご覧になりたいBS放送局のカスタマーセンター（190
ページ）またはB-CASカスタマーセンター
（電話番号0570-000-250）へお問い合わせください。

3  同封の「ビーキャス（B-CAS）
カード使用許諾契約約款」の内
容をお読みになり了解された上
で、台紙からB-CASカードをは
がす。
B-CAS用ユーザー登録はがき台紙の内容
にご不明な点があるときは、B-CASカス
タマーセンター（電話番号0570-000-
250）へお問い合わせください。

4 B-CASカードを奥までしっかり
挿入する。

5  ICカード挿入口のふたを閉める。
ご注意

ふたを閉めないと、B-CASカードが正しく挿入されて
いると本機が判断できないため、「ICカードの挿入口の
ふたを閉めてください」とメッセージが表示されます。

B-CASと描かれた面を上にして、
印刷された矢印の方向に挿入する。

ビーキャス

準備8: B-CASカード（BSデジタル用ICカード）
を入れて登録する（つづき）

はがす
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電話回線の設定と、接続テストを行います。
お買い上げ時は、「自動設定」で「通常発信」の
電話回線に設定されています。

1 メニューボタンを押す。

2 V/vで「 （初期設定）」を選び、
決定ボタンを押す。

準備9：
電話回線を設定する

［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　　　　4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

で選択し［決定］�

2~6

1,7画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

b

メニュー�

決定�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

b

次のページにつづく�

決定�

決定�

お知らせ�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

Sony無線通信ユニット/1０pps

電話回線モード切換�

接続している電話回線の種類を選んでください�

電話回線接続テスト� 戻る�

通常発信� ０発信する� ９発信する�

自動設定� トーン� ２０pps

3 V/vで「電話回線モード切換」を
選び、決定ボタンを押す。

4 V/B/bで、電話回線を選び、決定
ボタンを押す。
お買い上げ時は、「自動設定」に設定され
ています。

●「自動設定」でうまく通信できないときは

NTTの料金明細書で「プッシュホン回線使用料」が
請求されているときは、「トーン」を選んでくださ
い。
請求されていないときは、「20pps」を選んでくだ
さい。

● ISDN回線などによるターミナルアダプターやダ
イヤルアップルーターを使っているときは（173
ページ）
「トーン」を選んでください。

● ADSL回線を使っているときは（173ページ）
「自動設定」（お買い上げ時の設定）のままお使い
ください。

● 別売りのコードレス通信ユニットCTU-50や
SPP-TU1を使っているときは（174ページ）
「Sony無線通信ユニット／10pps」を選んでくだ
さい。

お知らせ�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

Sony無線通信ユニット/1０pps

電話回線モード切換�

接続している電話回線の種類を選んでください�

電話回線接続テスト�

通常発信� ０発信する� ９発信する�

自動設定� トーン� ２０pps

戻る�

電話回線

b

b
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6 vで「電話回線接続テスト」を
選び、決定ボタンを押す。
正しい接続であれば、「電話回線は正しく
接続されています」と表示されます。

「電話回線を他の機器で使用中か、正しく接続され
ていません　接続を確認してください」と表示され
たときは
接続を確認し、また電話回線を他の機器で使っていな

いか確認してください（171～74ページ）。

ご注意

「電話回線接続テスト」は、本機と電話回線が物理的

に接続されてやり取りできるかをテストするもので、

実際に電話が放送局へつながるかどうかはテストされ

ていません。

そのため、本機と電話回線が接続されていても電話が

つながらないことがあります。

このときは、再び、手順4で電話回線の種類（「トー
ン」や「20pps」、「Sony無線通信ユニット／
10pps」）を正しく設定し直してください。

7 メニューボタンを押して、
メニューを消す。

お知らせ�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

電話回線モード切換�

電話回線接続テスト中です�
このままお待ちください�

電話回線接続テスト�

決定� b
5 B/bで、発信方法を選び、決定ボ
タンを押す。
お買い上げ時は「通常発信」に設定されて
います。

外線に電話するときに、相手の電話番号
にそのままかけるときは
手順6に進んでください。

外線に電話するときに、電話番号の前に
「0」または「9」を付けるときは
寮や会社、学校、団体、法人などでPBX
（交換機）を使い、外線に電話するとき
に、電話番号の頭に「0」を付ける（0発信
する）、または「9」を付ける（9発信する）
場合のみ、次のように設定します。

0発信するとき t「0発信する」を選ぶ。
9発信するとき t「9発信する」を選ぶ。

ご注意

• 会社や法人などでビジネス回線を使っているとき
は、本機をつなげません。寮やビルの電話を管理し
ている担当の方に「2線式一般アナログ回線」を依
頼してください。通常、ファクシミリはこの回線に
接続されています。

• 引っ越しなどで外線に電話する方法が変わったとき
は、必ず発信方法の設定を行ってください。

• BS放送局によっては、ナンバーディスプレイで電
話番号を「回線ごと非通知設定」にしていると通信
できないことがあります。NTTに問い合わせて、
「回線ごと非通知設定」を解除してください。

準備9: 電話回線を設定する
（つづき）

お知らせ�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

Sony無線通信ユニット/1０pps

電話回線モード切換�

接続している電話回線の種類を選んでください�

電話回線接続テスト� 戻る�

通常発信� ０発信する� ９発信する�

自動設定� トーン� ２０pps

決定�

発信方法

b
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AVマウスは、本機と連動してビデオでアナロ
グ録画予約できるように（134ページ）信号を
出します。そのため、AVマウスから発信され
る信号を、お手持ちのビデオのリモコンコード
に合わせて設定します。
本機と連動してビデオにアナログ録画予約する
ときは、必ずAVマウスを設定してください。

準備10：
AVマウスを設定する

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

5,15

6~12

次のページにつづく�

1 AVマウスに付属のシールを貼
る。
AVマウスに付属のシールの代わりに、市
販の両面テープも使えます。

裏面のシールはまだ
はがさないでください。

ビデオのリモコン受光部

ビデオ

AVマウスの発光部

b

メニュー�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

b
決定�

［メニュー］終了�

予約設定�

予約方法の設定�
AVマウス確認�
二重音声設定�
いれたいとる�

で選択し［決定］�

2 AVマウスを本機後面のAVマウ
ス端子につなぐ。
接続のしかたについて、詳しくは「ビデオ
をつなぐ」（170ページ）をご覧ください。

3 AVマウスの取り付け予定位置を
決める。
ビデオの取扱説明書でビデオのリモコン
受光部位置を確認し、受光部の真上にAV
マウスを置きます。

ご注意

• AVマウス裏面のシールは、まだはがさないでく
ださい。

• 取り付け位置によっては、動作しにくいビデオ
があります。できるだけ受光部に近い位置に取
り付けてください。

ちょっと一言
• AVマウスがビデオに届かない場合は、別売りの
接続コード RK-G131*（3m）で延長してください。

• ソニー製ビデオのリモコン受光部には マークが
付いています。

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、
品切れや生産完了のときはご容赦ください。

4 ビデオの電源を切っておく。

5 メニューボタンを押す。

6 V/vで「 （予約設定）」を選び、
決定ボタンを押す。
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b

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

AVマウス確認�
�

戻る�電源オン／オフ�
�

V T R 1ビデオ�
V T R 4

V T R 2
V T R 5

V T R 3
V T R 6

ソニー�お使いのメーカー�
�リモコンコードの種類を選んでください�
�決定�

準備10: AVマウスを設定する
（つづき）

b

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

AVマウス確認�
�

戻る�電源オン／オフ�
�

V T R 1ビデオ�

AVマウスのテストを行ってください�

V T R 4
V T R 2
V T R 5

V T R 3
V T R 6

ソニー�お使いのメーカー�
�リモコンコードの種類を選んでください�
�

例）：ソニー製ビデオを選ぶとき

決定�

b

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

AVマウス確認�
�

戻る�電源オン／オフ�
�

V T R 1ビデオ�

AVマウスのテストを行ってください�

V T R 4
V T R 2
V T R 5

V T R 3
V T R 6

ソニー�お使いのメーカー�
�リモコンコードの種類を選んでください�
�決定�

b
決定�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

AVマウス確認�
�　予約録画前にAVマウスの確認を行います�
　お使いのビデオメーカー名を選んでください�

戻る�

東芝�
ソニー�

三菱�
サンヨー�
シャープ�
フナイ�

日立�
松下�
�

日本ビクター�
アイワ�
N E C

7 V/vで「AVマウス確認」を選び、
決定ボタンを押す。

8 V/v/B/bでお使いのビデオのメー
カー名を選び、決定ボタンを押
す。

9 V/v/B/bでリモコンコードを選
び、決定ボタンを押す。
お買い上げ時はソニーの「VTR3」を操作
できるように設定されています。

リモコンコード表

メーカー リモコンコード番号

ソニー VTR1　VTR2　VTR3
VTR4　VTR5　VTR6

松下 1 2 3 4 5

東芝 1 2

日立 1 2

三菱 1 2 3 4

日本ビクター 1 2 3 4

サンヨー 1 2 3 4

アイワ 1 2 3

シャープ 1 2 3

NEC 1 2 3 4

フナイ 1

10 V/v/B/bで「電源オン/オフ」を選
び、決定ボタンを押す。
AVマウスの動作テストが始まります。

ビデオの電源が自動的に入ると、テスト
は完了です。手順12に進んでください。
電源が入らないときは、手順3でAVマウ
スの位置を再確認してから、もう1度手順
10を行ってください。
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14 手順3で決めた取り付け予定位置
にAVマウスを固定する。
無料番組などで録画予約できる（134
ページ）ことをもう1度確かめてから、使
うことをおすすめします。

ご注意

ビデオにほこりが付いていると、きちんと固定できま

せん。

ビデオのほこりを取り除いてからAVマウスを固定し
てください。

15 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

動作テストに1度成功しても、リモコンの受光感度の低いビ
デオによっては、AVマウスでのアナログ録画予約（134～
37ページ）がうまくいかないことがあります。詳しくは、ビ
デオの取扱説明書をご覧ください。

決定�

シールをはがす

11 ビデオにリモコンコードが2個
以上ある場合は、ビデオを操作
できるまで、リモコンコードの
設定を変えてテストする。

zちょっと一言
手順9で選んだ番号とビデオのリモコンコードの番号
を合わせてください。その番号で操作できないとき

は、本機とビデオのリモコンコード番号を変えてくだ

さい。本機とビデオのリモコンコード番号が異なって

いても、操作できる場合があります。

ご注意

• 次のときはAVマウスは使えないため、取り付ける
必要はありません。お手持ちのビデオの予約機能を

使って録画予約してください（137ページ）。
– ビデオ一体型テレビ（テレビデオやビデオコンボ
など）のとき

– AVマウスのリモコンコードでビデオが操作でき
ないとき（メーカーによっては、本機で操作でき
ないリモコン信号が採用されているためです）

– 電源スイッチが入/切の2つの状態切換でなく、入/
スタンバイ/切など3つの状態切換になるビデオの
とき

• AVマウスが使えないときは、はずしておいてくだ
さい。

12「電源オン/オフ」が選ばれている
ことを確認して、決定ボタンを
押す。
ビデオの電源が切れます。

13 動作テストが終わったら、AVマ
ウスの裏面のシールをはがす。

電 源�

引�

テレビ

AVマウス
ビデオ

本機
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準備11：
各局に視聴を申し込む

加入申し込みが必要な有料BS放送局のカ
スタマーセンター（お問い合わせ先）一覧

以下のBSは有料放送（NHKのBS受信料も含
む）のため、視聴するには、各局へ加入申し込
みをして契約する必要があります。

加入申し込み方法はBS放送局により異なりま
す。詳しくは、ご覧になりたいBS放送局のカ
スタマーセンターへお問い合わせください。

なお、無料放送でも登録が必要な場合がありま
す。詳しくは、ご覧になりたいBS放送局へお
問い合わせください。

ビーキャス

また、B-CASカード（BSデジタル用ICカー
ド）を本体のICカード挿入口に入れて、B-
CAS用ユーザー登録はがきを投函してくださ
い（183ページ）。

ご注意

加入申し込みを行わずに、NHK（BS1、BS2、デジタルハイ
ビジョン）を受信すると、テレビ画面に連絡をお願いする案

内が、自動表示されることがあります。

2001年10月現在の電話番号とホームページア
ドレスです。

BS放送局

NHK BS1
NHK BS2
NHK デジタル
　ハイビジョン

WOWOW

テレビ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。ラジオ
放送（WOWOW wave：491、492ch）と独立データ放送
（WOWOW navi：791、792ch）は無料放送です。

スター・
　チャンネルBS

テレビ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。独立
データ放送（800ch）は無料放送です。

セント・ギガ

ラジオ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。独立
データ放送（633、636ch）は無料放送です。

お問い合わせ電話番号/
ホームページアドレス

03-3465-1111
受付 9:00～23:00（平日）

9:00～22:00（土日）
http://www.nhk.or.jp/

0570-008080
（携帯電話などをお使いの方
は、045-683-8080）
受付 9:00～20:00
http://www.wowow.co.jp/

0570-010-110
（携帯電話などをお使いの方
は、045-339-1555）
受付 10:00～20:00
http://www.star-ch.co.jp/

0120-336-765
受付 10:00～21:00
http://www.stgiga.co.jp/
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BSチャンネルを
手動で設定する

ボタン、 12/�
選局�ボタンに好みの

BSチャンネルを登録する

お買い上げ時は、 ～ の数字ボタンを押せ
ば、あらかじめ登録されているBSテレビの代
表チャンネル（19ページ）を選局できます。

本機は、これに加えて、 ボタンと 12/�
選局�ボタンに

お好きなBSチャンネルを登録して、選局でき
ます。

また、次のようなときに、 ～ ボタンに登
録されているチャンネルも変更できます。

• BSラジオやBS独立データのチャンネルを、
～ 12/�

選局�の数字ボタンで選びたいとき

• ～ ボタンに、好みの別のBSチャンネル
を登録したいとき

zちょっと一言

10キー入力ボタンを使って、3ケタのBSチャンネル番号で選
局する方法もあります（19ページ）。

1,6

2~5

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�
次のページにつづく�

［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　　　　4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

で選択し［決定］�

［メニュー］終了�で選択し［決定］�

BSチャンネル設定変更�

BSチャンネル登録�

BSチャンネル設定の初期化�

戻る� C H

BS１０２�
BS１０３�
BS１４１�
BS１５１�
BS１６１�
BS１７１�

BS２：�
BS３：�
BS４：�
BS５：�
BS６：�
BS７：�

BS１０１�BS１：�

［メニュー］終了�で選択し［決定］�

BSチャンネル設定変更�

戻る� C H

BS１９１�
BS２００�
－－�

－－�

BS９　：�
BS１０：�
BS１１：�
BS１２：�

BS１８１�BS８　：�

決定�

決定�

決定�

メニュー�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

ここでは、例として ボタンに新しくBSチャ
ンネルを登録する手順を説明します。

～ 12/�
選局�の

数字ボタン

1 メニューボタンを押す。

2 V/vで「 （初期設定）」を選び、
決定ボタンを押す。

3 V/vで「BSチャンネル設定変更」
を選び、決定ボタンを押す。

4 V/vで、「BS11」を選び、決定ボ
タンを押す。

b

b

b

b
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チャンネル＋/－ボタンや番組表で
選べるBSチャンネルを設定する

～ 12/�
選局�の数字ボタンで選べないチャンネル

を、チャンネル＋/－ボタンで選んだり、番組
表で表示したりできるように追加できます。
また、「自動登録」に設定するだけで、現在視
聴できるBSチャンネルをすべて自動登録し、
リモコンのチャンネル＋/－ボタンや番組表で
選べるようにできます。

ご注意

～ 12/�
選局�の数字ボタンで選べないチャンネルは、次の操作で追

加しないと番組表に表示されません。

メニュー�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

1,6

2~5

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

10/0 11 12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

1 メニューボタンを押す。

BSチャンネルを手動で設定する
（つづき）

5 V/vで、登録したいBSチャンネ
ル番号を選び、決定ボタンを押
す。
放送のあるチャンネルから選べます。
リモコンの数字ボタンを押したとき、
この操作で選んだチャンネルが選局され
ます。

6 メニューボタンを押して、
メニューを消す。

登録されているBSチャンネルを変更した
いときは

1 手順4で、変更したい ～ 12/�
選局�の数字ボタン

を選び、決定する。

2 手順5で、変更したいBSチャンネル番号を
選び、決定する。

お買い上げ時の設定に戻すには

手順4で「BSチャンネル設定の初期化」を選
び、決定ボタンを押す。
数字ボタンで選べるBSチャンネルが、お買い
上げ時の設定（各BSテレビ局の代表チャンネ
ル）に戻ります。

決定�

［メニュー］終了�で選択し［決定］�

BSチャンネル設定変更�

戻る� C H

BS１９１�
BS２００�

－－�

BS９　：�
BS１０：�
BS１１：�
BS１２：�

BS１８１�BS８　：�

BS３００�b

設定した
チャンネル
（番組表など
に載ってい
る3ケタの
チャンネル）

～ 12/�
選局�の数字ボタン

b
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［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　　　　4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

で選択し［決定］�

決定�

［メニュー］終了�で選択し［決定］�

BSチャンネル設定変更�

BSチャンネル登録�

BSチャンネル設定の初期化�

戻る� C H

BS１０２�
BS１０３�
BS１４１�
BS１５１�
BS１６１�
BS１７１�

BS２：�
BS３：�
BS４：�
BS５：�
BS６：�
BS７：�

BS１０１�BS１：�
決定�

2 V/vで「 （初期設定）」を選び、
決定ボタンを押す。

3 V/vで「BSチャンネル設定変更」
を選び、決定ボタンを押す。

4 V/vで「BSチャンネル登録」を
選び、決定ボタンを押す。
BSのすべてのチャンネルが3ケタのチャ
ンネル番号順に表示されます。

決定�

101

152 153

169 171

161

104 105

173 179

143

102 103

172

141 142 144 151

162 163

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

BSチャンネル登録�
チャンネル＋／－ボタンや番組表で�
選べるチャンネルを選択してください�

自動登録� クリア�前へ�次へ� 戻る�

5 V/v/B/bで、変更したいチャンネ
ルにカーソルを合わせ、決定ボ
タンを押す。
選んだBSチャンネルの□に�が付き、リ
モコンのチャンネル＋/－ボタンや番組表
で選べるようになります。

zちょっと一言
•  のように明るく表示されるチャンネル
は、契約済みまたは無料のチャンネルです。

•  のように暗く表示されるチャンネルは、
未契約のチャンネルまたは臨時チャンネルです。

• □の付いているチャンネルにだけ、�を付けられま
す。

• 新しくBS放送局が開設されると、チャンネルが自
動で追加されます。

現在視聴できるBSチャンネルをす
べて自動登録するには

「自動登録」を選び、決定する。
現在視聴できるすべてのBSチャンネ
ルに�が付き、リモコンのチャンネル
＋/－ボタンや番組表で選べるように
なります。

�をはずすには

�の付いているチャンネルを選び、決定
ボタンを押す。

ご注意

• ～ 12/�
選局�の数字ボタンに登録されたチャンネルには、

あらかじめ□のない�が付いています。（�は、はず

せません。）

• 臨時チャンネルは選べません。□も表示されません。

6 メニューボタンを押して、
メニューを消す。

「次へ」
次ページを表示
する。

「自動登録」
すべての無料チャンネル
および契約済みのチャン
ネルに、�が付く。

「クリア」
リモコンの ～ 12/�

選局�の数字ボ

タンで選べるチャンネルを
除くすべての�をはずす。

「前へ」
前ページを表示
する。

「戻る」
1つ前の画面に
戻る。

101

152 153

169 171

161

104 105

173 179

143

102 103

172

141 142 144 151

162 163

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

BSチャンネル登録�
チャンネル＋／－ボタンや番組表で�
選べるチャンネルを選択してください�

自動登録� クリア�前へ�次へ� 戻る�

b

b

b
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ご注意

• リモコンの電池を取り出したり、電池が寿命になると、
設定した内容は消えて、お買い上げ時の設定に戻ります。
もう1度設定し直してください。

• メーカーによっては複数のリモコン信号を採用しているた
め、操作できないことがあります。そのときは、テレビの
リモコンでテレビを操作してください。

• 本機リモコンのボタンに対応する機能がテレビにない場合
は、そのボタンは働きません。

テレビを操作する

テレビのリモコン受光部に向けて、下記のボタ
ンを使ってください。

ご注意

本機チューナーのリモコン受光部に向けても、テレビは操作

できません。

電源ボタン
テレビの電源を入/切する。

チャンネル＋/ーボタン
テレビのチャンネルを切り
換える。

消音ボタン
テレビの音声を消す。

入力切換ボタン
テレビがビデオ入力に切り
換わり、テレビのビデオ入
力端子につないだ機器の映
像になる。

コンポーネントボタン
テレビがコンポーネント入
力に切り換わり、テレビの
コンポーネント入力端子に
つないだ機器の映像にな
る。

テレビ音量ボタン
テレビの音量を調節する。

電源 �
電源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

�
10キー入力�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

テレビ�
チャンネル�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

本機のリモコンを使ってテレビも操作できます。

メーカー登録番号を設定する
お買い上げ時は、ソニー製テレビを操作できる
設定になっています。他社製テレビを操作する
ときは、メーカー登録番号を設定してください。

　　

テレビ電源ボタンを押しながら、
操作したいテレビのメーカー登録
番号を2ケタ続けて押す。
登録番号が複数あるメーカーは、お手持
ちのテレビが操作できるまで、設定し直
してください。

メーカー登録番号表

3 1
電源�

を押しながら、� と順々に押す。�、�

メーカー 登録番号

ソニー 11（お買い上げ時の設定） 12 13

松下 21 22
東芝 31
日立 41 42

三菱 51 52 53

日本ビクター 61 62 63
サンヨー 71 72 73
アイワ 77 78 79

シャープ 81 82 83

NEC 91 92
フナイ 87 88 89　8+ 　8+ 12/�

選局�

パイオニア +1

例）：東芝製テレビ（登録番号31）の場合

テレビ電源ボタン

数字ボタン

電源 �
電源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

�
10キー入力�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

テレビ�
チャンネル�

予約一覧�

本機のリモコンで
テレビも操作する
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受
信
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暗証番号を
設定する

1,6

視聴年齢制限付き番組を視聴制限する（18
ページ）ためには、暗証番号の設定が必要で
す。

ご注意

設定した暗証番号は、忘れないようにしてください。
視聴年齢制限付き番組を見るときに入力が必要です。
万一、忘れたときは、ご覧になりたいBS放送局のカスタ
マーセンターへお問い合わせください。

1 メニューボタンを押す。

2,3,5

4

入力切換�
コンポー�
ネント�

�
10キー入力�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

メニュー�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�b

2 V/vで「 （初期設定）」を選び、
決定ボタンを押す。

3 V/vで「暗証番号設定」を選び、
決定ボタンを押す。

4 数字ボタンで4ケタの暗証番号
を入力する。
「0」を入力するときは、  ボタンを
押す。
暗証番号を間違えたときはBで戻り、
入力し直してください。

ご注意

設定した暗証番号は、忘れないようにしてください。
万一、忘れたときは、ご覧になりたいBS放送局のカ
スタマーセンターへお問い合わせください。

5「確定」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

6 メニューボタンを押して、
メニューを消す。

例）暗証番号が1234の場合

決定�

［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　　　　4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

で選択し［決定］�

b

暗証番号�
確定�

戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

暗証番号設定�

成人向けの番組の視聴を特定の年齢で制限できます�
制限解除に必要な暗証番号を設定してください�
�

b

決定� b

暗証番号�
確定�

戻る�
１�２�３�４�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

暗証番号設定�

成人向けの番組の視聴を特定の年齢で制限できます�
制限解除に必要な暗証番号を設定してください�
�

決定�
暗証番号�

確定�

戻る�
１�２�３�４�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

暗証番号設定�

成人向けの番組の視聴を特定の年齢で制限できます�
制限解除に必要な暗証番号を設定してください�
�

1 2 3 4

次のページにつづく�
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メニュー�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

視聴年齢制限付き番組（番組表120ページや
MYプラス125、27、31ページ、「番組説明」
画面112ページで のついている番組）を視聴
できる年齢を制限できます。
制限すると、設定した暗証番号（195ページ）
を入れないと、視聴できなくなります。
お買い上げ時、視聴年齢制限は設定されていませ
ん。

1 メニューボタンを押す。

1,8

4

2,3,

ネ ト 10キ 入力�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

ラジオ／�
データ�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

視聴年齢制限を
設定する

5~7

暗証番号を変更するには

1 メニューボタンを押す。

2 V/vで「 （初期設定）」を選び、決定ボタン
を押す。

3 V/vで「暗証番号設定」を選び、決定ボタン
を押す。

4 数字ボタンを押して、変更前の4ケタの暗証
番号を入力する。
変更前の暗証番号は、＊マークで表示され
ます。

変更前の暗証番号を忘れたときは、ご覧に
なりたいBS放送局のカスタマーセンターへ
お問い合わせください。

5「確定」が選ばれていることを確認して、決
定ボタンを押す。

6 数字ボタンを押して、好みの数字を入力
し、V/vで「確定」を選んで決定ボタンを
押す。
暗証番号が変更されます。

暗証番号�
確定�

戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

暗証番号設定�

暗証番号を変更するには現在の暗証番号�
を入力してください�

暗証番号�
確定�

戻る�
＊�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

暗証番号設定�

暗証番号を変更するには現在の暗証番号�
を入力してください�

暗証番号を設定する
（つづき）

b
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受
信
設
定

2 V/vで「 （初期設定）」を選び、
決定ボタンを押す。

3 V/vで「視聴年齢制限設定」を
選び、決定ボタンを押す。

4 数字ボタンで、設定してある4ケ
タの暗証番号（195ページ）を入
力する。
「0」を入力するときは、  ボタンを
押す。
暗証番号を間違えたときはBで戻り、入力
し直してください。
入力された数字は＊マークで表示されま
す。

5「確定」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

決定�

［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　　　　4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

で選択し［決定］�

1 2 3 4

例）暗証番号が1234の場合

決定�

許可年齢� 才以上�なし�
確定�

戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

視聴年齢制限設定�

成人向けの番組の視聴を制限できます�
許可年齢を上下キーで入力してください�
�

暗証番号�
確定�

戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

視聴年齢制限設定�

成人向けの番組の視聴を特定の年齢で制限できます�
年齢を設定する場合は暗証番号を入力してください�

決定�

決定�

6 V/vで年齢制限を設定し、決定ボ
タンを押す。
4歳～19歳で設定できます。
例えば「14歳以上」に設定すると、15歳から視聴可能
な番組を視聴するときに暗証番号の入力が必要です。

15歳から視聴可能な番組は、番組表（120ページ）
やMYプラス（125、27、31ページ）、「番組説明」
画面（112ページ）では「 15才～（15歳以上視聴
可能）」と表示されます。

すべての成人向け番組の視聴を制限するときは

「4歳以上」などの低い年齢に設定する。
視聴年齢制限付き番組を選ぶと、暗証番号を入力しな

いと見ることができなくなります。

視聴制限をしないときは
許可年齢を「なし」に設定する。

視聴年齢制限付き番組でも暗証番号を入力しな

いで、見ることができます。

7 V/v/B/bで「確定」を選び、決定
ボタンを押す。

8 メニューボタンを押して、
メニューを消す。

決定�

許可年齢� 才以上�14
確定�

戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

視聴年齢制限設定�

成人向けの番組の視聴を制限できます�
許可年齢を上下キーで入力してください�
�

b

［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　　　　4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

で選択し［決定］�

b

視聴年齢制限付き番組を選ぶと

暗証入力画面が表示されます。設定した暗証番
号を ～ の数字ボタンで入力すると、番組
を見ることができます。

この番組は年齢制限付き番組です�
視聴するにはリモコンの数字ボタンで暗証番号を入力して�
ください�

１２８            ch

暗証番号�
確定�

取消�

ロマンムービー／ピンクのカーテン�

8/15(水)午後10:00ー午後11:00 ２０才～� ５００円�

b

b

b

暗証番号�
確定�

戻る�
＊�＊�＊�＊�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

視聴年齢制限設定�

成人向けの番組の視聴を特定の年齢で制限できます�
年齢を設定する場合は暗証番号を入力してください�
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光デジタル入力対応のオーディ
オ機器をつなぐ

光デジタル音声入力端子を持つAACデコーダー内
蔵のAVアンプなどや、サンプリングレートコン
バーター内蔵のMDデッキなどをつなぎます。

本機はAAC音声信号に対応しているため、本
機後面の光デジタル音声出力端子からBSデジ
タル放送などのデジタル音声が出力されます。
詳しくは、つなぐオーディオ機器の取扱説明書
もあわせてご覧ください。

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切
れや生産完了のときはご容赦ください。

右�（副）�
�

左�（主）�
�

コントロール�
S 入力�

AVマウス�
（ビデオ）� 音声出力�

�
映像出力�S2映像出力�サービス用端子� 回線�

D1/D3/D4�
 映像出力�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

光デジタル�
音声出力�

�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

MDデッキ�

光デジタル�
音声出力�
�

本機後面

光デジタル音声
入力端子へ

光デジタル接続コード
（別売り：POC-10A*など）

光デジタル音声
出力端子へ

：音声信号の流れ

他機との
接続

ここでは、オーディオ機器へのつなぎか
たについて説明しています。
本機の光デジタル音声出力端子にMD
デッキなどをつないでデジタル音声を録
音したりできます。

��������
98

オーディオ機器を
つなぐ
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他
機
と
の
接
続

AACデコーダー内蔵のAVアンプなどをつ
なぐときは

「 （各種切換）」メニューで、光デジタル音声
出力端子の設定を「AAC」にしてください。
BSデジタル音声がAAC音声（BSデジタル放送
用音声方式）のまま出力されます。

1 メニューボタンを押して、メニューを出す。

2 V/vで「 （各種切換）」を選び、決定ボタン
を押す。

3 V/vで「光デジタル出力」を選び、決定ボタン
を押す。

4 V/vで「AAC」を選び、決定ボタンを押す。

5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

zちょっと一言

BSデジタル放送によっては、5.1chサラウンドなどの音声を
楽しめます。詳しくは、つなぐオーディオ機器の取扱説明書

もあわせてご覧ください。

サンプリングレートコンバーター内蔵の
MDデッキなどの機器をつなぐときは

「 （各種切換）」メニューで、光デジタル音声
出力端子の設定を「PCM」（お買い上げ時の設
定）にしてください。

BSデジタルのデジタル音声が、PCM音声
（2ch）のデジタル信号に変換されて出力されま
す。

1 メニューボタンを押して、メニューを出す。

2 V/vで「 （各種切換）」を選び、決定ボタン
を押す。

3 V/vで「光デジタル出力」を選び、決定ボタン
を押す。

4 V/vで「PCM」（お買い上げ時の設定）を選
び、決定ボタンを押す。

5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

BS録画予約実行中（134～37ページ）のご注意

音声信号が1つのときは
予約されたBSチャンネルの音声を出力します。
ただし、「PCM」に設定されているときは、二重音声番組
では、「 （予約設定）」メニューの「二重音声設定」

（138ページ）で設定した音声が出力されます。

第2音声など音声信号が複数あるときは
AVマウスでアナログ録画予約したとき（134ページ）
は、予約時に設定した音声が出力されます。

ご注意

• BSデジタル放送では、「光デジタル出力」を「AAC」にす
ると、光デジタル音声出力はAAC音声で出力されます。サ
ンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキなどの
AAC音声出力に対応していない機器につなぐときは、正し
く出力されません。必ず、「PCM」に設定してください。

• 本機は、録画防止機能が付いています。そのため、音声に
関しても、本機後面の光デジタル音声出力端子からの信号
を、録音できない番組があります。

• 光デジタル音声出力端子からは、BSデータでの効果音（ピ
ンポンとかブーなど）は出力されません。

本機後面

：音声信号の流れ

オーディオ機器�
（ステレオやアンプ、カセットデッキなど）�

右� 左�（主）�
�

音声出力�
�

コントロール�
S 入力�

光デジタル�
音声出力�
�

AVマウス�
（ビデオ）� 映像出力�S2映像出力�サービス用端子� 回線�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

（副）�
�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

D1/D3/D4�
 映像出力�

右�（副）�
�

左�（主）�
�

音声出力�
�

その他のオーディオ機器
（2ch入力対応）をつなぐ
オーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧く
ださい。

音声入力端子へ

音声コード
（別売り：RK-C310*など）

音声出力端子へ

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切
れや生産完了のときはご容赦ください。
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故障かな？
と思ったら

その他
ここでは、本機が正常に動かないときに
解決する方法などについて説明していま
す。
また、各部の名前や索引を使って、知り
たい情報を探すこともできます。

修理に出す前に、もう1度、点検をしてください。
それでも、正常に動作しないときは、お買い上げ
店またはソニーサービス窓口にご相談ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせくださ
い。

チューナー本体の型名：
ディーエスティー ビーエックス

DST-BX300

リモコンの型名：
   アールエム   ジェイ ディー

RM-J326D
故障の状況：できるだけくわしく

購入年月日：

100
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そ
の
他

症状　　                                                          対処のしかた

映
ら
な
い
／
乱
れ
る

• 一部のBSアンテナでは、性能の劣化やデジタル化に必要な性能
が確保されていないこともあります。BSデジタル対応の推奨ア
ンテナを使ってください (158ページ)。また、お手持ちのBSア
ンテナについては、BSアンテナ製造元のお客様窓口や、BSアン
テナを購入した電気店などにお問い合わせください。

• アンテナの前方に障害物がないところに設置してください。
• 取付金具は水平な位置に取り付けてください。
• アンテナ側は防水型コネクターをつないでください。
• アンテナと本機は、指定された別売りのサテライト用同軸ケーブ
ルでつないでください（158ページ）。

• アンテナの方向・角度を調整してください（179ページ）。
• 仰角固定ボルトをしっかり固定してください。
• 仰角の数値は、お住まいの地域の数値に合わせてください。
• 雨の強い日は衛星から電波が届きにくく、受信設定ができないこ
とがあります。

アンテナを直接つないでいる場合
• アンテナの前方に障害物があれば取り除いてください。
• アンテナ側は防水型コネクターをつないでください。
• ケーブルの芯線をコネクターに正しく差し込んでください。
•「 （初期設定）」メニューで「衛星設定」を選び、「衛星アンテナ
設定」を「オート」または「入」にしてください（178ページ）。

• アンテナの方向・角度を調整してください（179ページ）。
マンションなどの共同受信システムの場合
• ケーブルの芯線をコネクターに正しく差し込んでください。
• サテライト/UV分波器でVHF/UHFとBSを分波してください
（160ページ）。

•「 （初期設定）」メニューで「衛星設定」を選び、「衛星アンテナ
設定」を「切」にしてください（178ページ）。
複数のBS機器をサテライト分配器でつないでいる場合
• アンテナ用電源を供給する機器のスイッチを「入」にしてください。
その他
• 次のようなときはBSを受信できなかったり、受信状態が悪かっ
たりしますが、故障ではありません。
– お住まいの地域またはBSを送信する放送衛星会社（14ペー
ジ）の地域が雷雨、強風などの悪天候のとき

– BSアンテナに雪が付着しているとき
– 強風などでアンテナの向きが変わったとき（BSアンテナの向
きを調整してください。179ページ）

• 本機の近くで携帯電話や電子レンジなどを使用すると、映像や音
声が乱れることがあります。

• BS専用のケーブルを使ってください（158ページ）。
• 加入申し込みが必要なBSチャンネルもあります（190ページ）。

BSアンテナをつないでいるときは
159ページ下の内容を確認してください。それでも表示が消えな
いときは、本機の電源を切り、お買い上げ店またはサービス窓口

にご相談ください。

2表示が消えたときは、もう1度、受信設定してください（178
ページ）。そのときに、「 （初期設定）」メニューの「衛星設定」

で、「衛星アンテナ設定」を「オート」または「入」にしてから

行ってください。

マンションなど共同受信システムのときは

60ページ下の内容を確認してください。それでも表示が消えないと
きは、本機の電源を切り、お買い上げ店またはサービス窓口にご相

談ください。

アンテナの受信設定ができな
い/衛星が受信できない。

BSが映らない/画像が乱れて
いる。

• テレビ画面に「取扱説明書
をご覧いただき、BSアンテ
ナ電源（コンバーター電源）
を確認してください」と表
示される。

• 本体前面の表示窓に「ANT」
が点滅する。

BSについて

次のページにつづく�
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故障かな？と思ったら
（つづき）

症状　　                                                          対処のしかた

• 本機とテレビのつなぎかたと、映像出力切換の設定は正しいです
か？（158～69ページ）

• B-CASカードは正しい向きで入っていますか？（184ページ）
• ICカード挿入口のふたは閉まっていますか？（184ページ）
• 放送日や時間を確認してください。
• 受信契約（加入申し込み）をしていますか？（190ページ）
• 電源コードをしっかりつないでください。
• 長期間、コンセントやアンテナ、電話線を抜いたままにしないで
ください。視聴データなどの伝送ができなくなり、放送をご覧い
ただけなくなることがあります。

• 本機では、BSテレビとBSラジオ、BS独立データの、それぞれ
のチャンネル内で順送り選局します。ご覧になっている放送の種
類をご確認ください（19、47、49ページ）。

• ～ 12/�
選局� の数字ボタンで選べないチャンネルは、設定しないと

チャンネル＋/－ボタンで選局できません（191ページ）。
• マルチチャンネル放送の臨時放送（110ページ）や緊急放送
（111ページ）は選局できません。

• 予約一覧でBS予約した録画の実行中かを確認してください
（141ページ）。

• 音声だけのBSラジオのチャンネルが選ばれたためです。故障で
はありません。

• 激しい雨など受信状態が悪いときなどに、降雨対応放送に切り換
わる場合があります。ひんぱんに切り換わるときは、「 （初期
設定）」メニューの「衛星設定」で、「降雨対応放送受信」を「切」
にしてください（110ページ）。

• デジタルハイビジョン信号 と標準テレビ信号 など映像の
解像度が変化するときに、同期信号などの白い線が見えることが
ありますが、故障ではありません。

• テレビの横縦比に画像を合わせてください（175ページ）。

• 本機では、番組表ボタンで番組表を表示したときは、BSテレビ
とBSラジオ、BS独立データで、それぞれの番組表が表示されま
す。ご覧になっている番組表をご確認ください（120ページ）。

• リモコンのV/vで、番組表を上下に送って表示したいチャンネル
を選んでください。

• ～ 12/�
選局� の数字ボタンで選べないチャンネルは、設定しないと番

組表に表示されません（191ページ）。

• MYチャンネル番組表のチャンネルは、あらかじめ登録しないと
表示されません。「よく視聴するBSチャンネルをあらかじめMY
チャンネルに登録する」（123ページ）を行ってください。。

• 本機の電源を切った状態から、次に電源を入れた後は、番組表に表
示される番組が少ないことがあります。電源を入れた後、BS放送
局が送信する最新の番組情報をデータ取得し直しているためです。

•「番組説明」画面（113ページ）では、代表的なジャンルが1つし
か表示されませんが、1つの番組が最大3つのジャンル情報を
持っており、それぞれのジャンルで検索できるためです。

チャンネルが映らない

チャンネル＋/－ボタンで選局
できない。

BSのチャンネルが切り換わ
らない。

画面に何も映らない

映像が、通常に比べ画質/音質
が低下した映像に勝手に切り
換わる。

チャンネルを切り換えたり、
番組が切り換わったりすると
きにノイズが出る。

画面の横縦比がおかしい。

番組表に表示されないチャン
ネルがある。

MYチャンネル番組表に表示
されないチャンネルがある。

MYチャンネル番組表やMY
ジャンル番組表に表示される
番組数が少ない。

ジャンル検索した番組のジャ
ンルが「番組説明」画面で表示
されるジャンルと違っている。

映
ら
な
い
／
乱
れ
る

番
組
表
に
表
示
さ
れ
な
い
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症状　　                                                          対処のしかた

予約について

予
約
し
た
番
組
が
録
画
・
視
聴
で
き
な
い

• 音量の調節は、リモコンをテレビに向けて操作してください。
• 二か国語放送などで、副音声や第2音声になっていませんか？
（150ページ）

• S2映像/映像/音声出力端子からビデオに録画するときは、あらか
じめ「 （予約設定）」メニューの「二重音声設定」で「主」、「副」

または「主/副」を選んでください（138ページ）。「主/副」を選
んだときは再生時にビデオのリモコンで聞きたい音声を選んでく

ださい。

• 本機と電話回線が正しくつながれているか確認してください
（171～74ページ）。

• 電話回線の種類などが正しく設定されているか確認してください
（185ページ）。

• 番組によっては購入可能時間が決まっているものがあります。
• 番組の購入可能件数を越えると購入できなくなります。

次のページにつづく�

症状　　                                                          対処のしかた

音声が出ない/音声がおかし
い。

二か国語が混じってビデオに
録音されていた。

ペイ・パー・ビュー（PPV）
が購入できない。

音
声
が
乱
れ
る

番
組
の
購
入
な

ど
が
で
き
な
い

番組が予約できない。

録画予約した番組が録画され
ない。

AVマウスを使ってアナログ
録画予約した番組が録画され
ない。

視聴予約した番組に切り換わ
らない。

• BS独立データ放送は、録画予約、視聴予約ともにできません。

• 本機と連動させずにビデオ側の予約機能を使って予約したとき、
ビデオ側で予約を設定しましたか？（137ページ）

• 予約した番組の開始時刻が変わったとき、「 （予約設定）」メ
ニューの「予約方法の設定」が「開始時刻が変わったら予約を取
り消す」に設定されていると、予約は取り消されます（144ペー
ジ）。

• 予約が重複しているときは、PPV番組（115ページ）は、番組
の途中からは録画されず、予約自体が自動的に取り消されます
（143ページ）。

• 著作権が保護されている番組では、録画できない場合があります
（116ページ）。

• メール（156ページ）が送られていることがあります。メールを
読んで録画されなかった理由を確認してください。

• お使いのビデオのメーカー名とリモコンコードが正しく入ってい
て、AVマウスで操作できるか確認してください（188ページ）。

• お使いのビデオは、電源スイッチを押すたびに電源が入/切するタ
イプですか？入tスタンバイt切のように切り換わるタイプのビ
デオでは、正しく録画できないことがあります（189ページ）。

• 予約の際、ビデオの電源を「切」にしましたか？（135ページ）
• ビデオの入力切換は正しいですか？（135ページ）
• AVマウスの取り付け位置は正しいですか？（187ページ）
• 動作テストに1度成功しても、リモコンの受光感度が低いビデオ
によっては、AVマウスでのアナログ録画予約（134～37ペー
ジ）がうまくいかないことがあります。詳しくは、ビデオの取扱
説明書をご覧ください。

• 予約開始時刻までにテレビの電源を入れ、テレビ側で本機をつな
いだ端子の入力に切り換えた状態にしておきましたか？
視聴予約した番組は、テレビの電源が自動的に入らないため、番
組を見逃してしまいます（140ページ）。

予
約
で

き
な
い
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故障かな？と思ったら
（つづき）

症状　　                                                          対処のしかた

メニューやリモコンについて

メニューで選べない項目があ
る。

「ICカードとのアクセスが成
立しません　ICカードを抜き
差ししても直らない場合はカ
スタマーセンターへ連絡して
ください」と表示される。

リモコンのボタンを押しても
チューナーやテレビが動作し
ない。

• 黒く表示されている項目は選べません（見ている画像の種類やメ
ニューの設定によって、選べないように制約されています）。

• B-CASカードが奥までしっかり入っているか、入れる向きが前
後、表裏逆向きになっていないか確かめてから、もう1度正しい
向きで入れ直してください（183ページ）。
入れ直してもメッセージが表示されるときは、ご覧になっている

各BS放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください
（190ページ）。

• B-CASカードが破損している場合は、ご覧になっている各BS放送
局のカスタマーセンター（190ページ）またはB-CASカスタマーセ
ンター（電話番号0570-000-250）へお問い合わせください。

• 付属のB-CASカード以外は使えません（183ページ）。

• リモコン用の乾電池が古くなっていませんか？新しいものと取り
換えてください。テレビが動作してもチューナーが動作しないと

きも、乾電池が古くなってきています。

• 電池のeEを正しい向きに入れてください。
• チューナーを操作するには、リモコン発光部をチューナーのリモ
コン受光部に向けて操作します。テレビを操作するにはテレビの

リモコン受光部に向けてください。

• リモコン受光部（1111ページ）に蛍光灯などの強い照明があ
たっているときは、照明があたらないように、照明器具または本

機の位置を調整してください。

• リモコンのメーカー登録番号を、操作するテレビのメーカー登録
番号と合わせてください（194ページ）。

リ
モ
コ
ン
が

働
か
な
い

メ
ニ
ュ
ー
が
選
べ
な
い
／

表
示
が
消
え
な
い

症状　　                                                          対処のしかた

録画予約した番組の再生した
映像が映らない、乱れる。

番組冒頭のタイトル画面が録
画できない、途切れる。

• メール（156ページ）が送られていることがあります。
メールを読んで、録画時の状況を確認してください。

• あらかじめ「 （予約設定）」メニューの「いれたいとる」で「録画
する」を選んでください（139ページ）。

• 録画予約したとき、お使いのビデオ機器のメーカーによっては、録画
の冒頭やタイトル画面が途切れる場合があります。また、ビデオの

APC（アダプティブ・ピクチャー・コントロール）機能が働いても、
同様なことがおきる場合があります。

予
約
し
た
番
組
が
録
画
・

視
聴
で
き
な
い



105

そ
の
他

リセットボタンについて

過大な静電気や落雷による電源電圧の異常によ
り、まれに、本機が操作を受け付けなくなると
きがあります。この場合や以下のような症状が
発生した場合は、本体前面パネル内側のICカー
ド挿入口のふたを開けて、リセットボタンをペ
ンの先などで1回押してください。
本体がリセットされて、正常に動作するように
なります。

• 本機が操作を受け付けない
• 音が出ない。
• テレビ画面の映像が動かなくなった。

また、リセット後に異常が改善されない場合
は、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に
お知らせください。

リセットボタン本機前面

電 源� 映像出力切換�

サービス切換�チャンネル�

リセット�

症状　　                                                          対処のしかた

その他

電源スタンバイ（1112ペー
ジ）時に本体が
あたたかく感じられる。

• 故障ではありません。これは衛星からのデータを取得するために
本機の電源が自動的に入るためです。（このとき表示窓には

「データ取得中」と表示されます。）

本機は風通しの良い場所で使用し、ビデオなど他の機器を直接重

ねて置かないことをおすすめします。

そ
の
他
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自動で衛星ダウンロードする機能について
衛星ダウンロードとは、BSから送信されてくるソフトウェア書き換え用のデータ信号を本機が
受信し、電源スタンバイ（リモコンの電源ボタンや本体の電源スイッチで電源を切った状態
1112ページ）中に、本機内部のソフトウェアを最新の内容に自動で書き換える機能です。ソフ
トウェア書き換え用のデータ信号は、BSデジタル放送電波の中に含まれて送信されます。

お買い上げ時は、本機が衛星ダウンロードを自動で行う設定（「衛星ダウンロード：オート」）に
なっているため、お客様が操作や設定することなく、常に最新版に書き換えられたソフトウェア
で、BSデジタル放送を正しく受信し、お楽しみいただけます。

ご注意

• 手動では衛星ダウンロードできません。
• 衛星ダウンロードを行わないように設定すると、BSデジタル放送が正しく受信できなくなることがあります。そのため、
自動で衛星ダウンロードできる設定のまま、お使いいただくよう、強くお勧めします。

• BS予約した録画の実行中（134～37ページ）は、衛星ダウンロードは行われません。

�

BS Digital

入�ビープ音�

現在受信中のネットワーク�

受信レベル�

戻る�

現在�

切�

最大�２８�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

アンテナレベル�

２６�

現在のチャンネル：BS 101CH

衛星ダウンロード
の流れについて

衛星ダウンロードが行われると
きは

放送衛星（BS）からソフトウェア書き換え用の
データ信号が送信されてきたときは、本体の
メールランプが点灯し、次のような「衛星ダウ
ンロードのお知らせ」のメールが届きます。

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

メール�

最新ソフトウェアをダウンロードするサービ�
スが10月　  5日から行われます。  衛星設定�
メニューの「衛星ダウンロード」を「オート」�
にしておけば、電源スタンバイ中に自動的�
にダウンロードされます。ダウンロードが終�
了するまで、電源を切る操作はリモコンで行�
なってください。本体で電源を切ったり、電�
源コードを抜いたり、メニューで「しない」�
に設定すると、ダウンロードされません。�
終了すると、お知らせが届きます。�
�
� 戻る�

文面は異なる場合が
あります。

20以上であれば、衛星ダウンロードが正しく行われ
ます。

電 源�

引� メール�

次の2つの条件を満たしていれ
ば、電源スタンバイ中に、自動で
衛星ダウンロードが行われます。

● BSアンテナの「現在の受信レベル」が『20
以上』になっている。

20未満のときは、衛星ダウンロードが正しく行
われません。アンテナの向きを調整して、受信
レベルを20以上にしてください。

BSアンテナの「現在の受信レベル」は、「 （初
期設定）」メニューの「衛星設定」で、「衛星アン
テナレベル」を選ぶと、画面に表示されます。

●「衛星ダウンロード：オート」の設定*に
なっている。

「衛星ダウンロード：しない」に設定されてい
ると、衛星ダウンロードが行われません。
なお、「衛星ダウンロード」設定は、「 （初期
設定）」メニューの「衛星設定」で、「衛星ダウ
ンロード」を選ぶと、画面に表示されます。

* お買い上げ時の設定です。
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で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

メール�

新しいソフトウェアの衛星ダウンロードが�
正常に終了しました。�
今後も、最新のソフトウェアで本機をお楽し�
みいただくために、メニューの衛星設定の衛�
星ダウンロードを「オート」にしておくこと�
をおすすめします。　　　　　　　2001.9.1�
�

戻る�

衛星ダウンロード
の実施日

文面は異なる場合が
あります。

「衛星ダウンロードのお知らせ」のメールを
確認したいときは

1 本体のメールランプが点灯しているのを確
認する。

2 メニューボタンを押して、メニューを出す。

3 V/vで「 （お知らせ）」を選び、決定ボタ
ンを押す。

4 V/vで「メール」を選び、決定ボタンを押
す。

5 V/v/B/bで新しいメールを選び、決定ボタン
を押す。
「衛星ダウンロードのお知らせ」のときは、
1106ページのような内容のメールが表示
されます。

6 メールを読んだ後、メニューボタンを押し
て、メニューを消す。

衛星ダウンロードの実行中は

衛星ダウンロードは電源スタンバイ（1112
ページ）時にのみ、自動的に行われます。
電源スタンバイ中、数時間ごとに、衛星から数
分程度のソフトウェア書き換え用のデータ信号
が送信され、本機がその信号を受信し、本機内
部のソフトウェアを最新の内容に自動で書き換
えます。書き換えには、30分前後かかります
（内容により時間は異なります）。
また、衛星ダウンロード中は、本体の表示窓に
「データ取得中」*と表示されます。

* 衛星放送が送信する番組情報などのデータを取得するとき
も表示されます。

ご注意

衛星ダウンロード中は、電源の入/切をしたり、電源コードを
抜いたりしないでください。衛星ダウンロードの中断によ

り、ソフトウェアの書き込みが途中で終了し、誤動作を起こ

す場合があります。

衛星ダウンロードについてのQ&A
「1回目の信号でうまく衛星ダウンロードできなかったら？」
ご安心ください。ソフトウェア書き換え用のデータ信号は、

一定の期間内に何回も送信されます。

「電源コードを抜いておくと衛星ダウンロードされないの？」

電源コードが抜かれているときは、衛星ダウンロードは行わ

れません。

「衛星ダウンロードによって、設定内容がお買い上げ時の状態
に戻ったりしないの？」

ご安心ください。お客様が設定した内容は書き換えられるこ

となく、保持されます。

衛星ダウンロードが正常に終了
すると

「衛星ダウンロードのお知らせ」のメールが自
動的に削除され、その代わりに、「衛星ダウン
ロード終了のお知らせ」のメールが届きます。

zちょっと一言

新しく「衛星ダウンロードのお知らせ」のメールが送られて

くると、その代わりに「衛星ダウンロード終了のお知らせ」

のメールは、自動的に削除されます。

「衛星ダウンロード終了のお知らせ」のメールが届かないと
きは

まず、次のことをご確認ください。

• BSアンテナの「現在の受信レベル」が『20以上』になって
いますか。

• 電源スタンバイ（1112ページ）状態になっていました
か。

それでも、メールが届かないときは、お買い上げ店か、ソ

ニーサービス窓口へご相談ください。
本体表示窓
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受信方式 BSデジタル放送方式
110度CSデジタル放送方式

受信チャンネル BS・110度CSデジタル（テレビ、ラジ
オ、独立データ）の各チャンネル

対応周波数 1022～2072 MHz
対応ローカル周波数 10.678 GHz
アンテナ入力 75 Ω、F型コネクター（コンバーター電

源出力DC15 V、最大 4 W、芯線側＋、
オート/入/切、メニュー切り換え）

映像出力 ピンジャック 1Vp-p 75 Ω
S2映像出力 ミニDIN 4ピン

Y：1 Vp-p 75 Ω、C：0.286 Vp-p 75 Ω
D1/D3/D4映像出力 14ピンマルチコネクター

Y：1 Vp-p （0.3 V 負同期付き）
Cb/Cr：± 350 mVp-p 出力インピーダ
ンス 75 Ω

音声出力 ステレオ、ピンジャック
光デジタル音声出力 AAC/PCM対応
コントロールS入力 ミニジャック

AVマウス（ビデオ） ミニジャック
電話回線端子 モジュラージャック、直流抵抗値195 Ω
モデム通信速度 2400 bps
使用周囲温度 0～40 ℃
電源 AC100 V，50/60 Hz
消費電力 約23 W

スタンバイ時（「表示窓の明るさ」が「暗い」
のとき）1W以下

最大外形寸法 280 × 67.5 × 292 mm
（幅×高さ×奥行き）（最大突起部含む）

本体質量 約 2.5 kg

主な仕様

付属品
• 電源コード（1）
• 映像/音声コード（1）
• AVマウス（1）
• テレホンコード（10m）（1）
• モジュラーテレホンコード
カプラー（1）

• リモコン  RM-J326D（1）
• 単3型乾電池 （2）
• B-CASカード（BSデジタル用ICカード）（1）と

B-CAS用ユーザー登録はがき台紙（1）
• 取扱説明書（1）
• 110度CS操作ガイドブック（1）
• 簡単操作ガイド（1）
• 安全のために（1）
• ソニーご相談窓口のご案内（1）
• 保証書（1）

• 本製品の一部には、Independent JPEG Groupの研究成
果を使用しています。

• このBSデジタルチューナーは日本国内用です。電源電圧、放
送規格の異なる外国ではお使いになれません。

• 仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがありま
すがご了承ください。

• 本機は電気通信事業法第50号第1項の規定に基づく技術基準適
合認定モデルです。

機器名 DST-BX300
認証番号 A02-0605JP
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用語集

五十音順

ア行

アンテナレベル（179ページ）
アンテナから入ってくる電波の強さで
す。天候や気温、アンテナの向きや角
度、アンテナ接続ケーブルの長さなどに
よって影響を受けます。

インターレース（飛び越し走査）（161
ページ）
例えば標準テレビ信号 では、有効
走査線480本のうち、まず奇数番目の走
査線（240本）を1/60秒かけて描き（こ
の1画面を1フィールドという）、次にそ
の間を埋めるように偶数番目の走査線
（240本）を描き、合わせて有効走査線
480本の1枚の完全な画面（フレーム）
を作っていく飛び越し走査のことです。

カ行

緊急放送（111ページ）
標準テレビ信号 の多チャンネル放
送を利用した放送です。緊急放送には、
地震などの災害時に放送される緊急
ニュース番組などがあります。

降雨対応放送（110ページ）
激しい雨による映像・音声の遮断を防ぐ
ために、通常の放送に並行して、降雨に
強い方式で同じ番組を送るものです。
本機では、お買い上げ時、番組によって
降雨対応放送に自動的に切り換わるよう
に設定されています。
降雨対応放送は、画質や音質が通常の放
送に比べ低下します。

サ行

字幕放送（155ページ）
画面上に、セリフなどの字幕を表示でき
る放送です。
本機では、字幕を入/切したり、字幕の
言語を切り換えたりできます。

走査線（161ページ）
テレビは、左から右へ流れる電子ビーム
を上から下へ送ることで画面を作ってい
ます。この電子ビームが作る線を走査線
と呼び、走査線によって、どのように画
面を作っていくかで、インターレースや
プログレッシブなどの方式があります。

保証書と
アフターサービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格
の異なる海外ではお使いになれません。

保証書
• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ
の際お受け取りください。

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に
保存してください。

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
「故障かな？と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを
点検してください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」
にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
各BS局との受信契約や番組に関しては、ご覧になりたいBS
放送局のカスタマーセンターやB-CASカスタマーセンター
（電話番号0570-000-250）に問い合わせてください。

部品の交換について
この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場
合があります。
その際、交換した部品は回収させていただきます。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で
修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社では、BSデジタルチューナーの補修用性能部品（製品の
機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間
保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせ
ていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっ
ては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、ソ
ニーサービス窓口にご相談ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

型名： DST-BX300
故障の状態：できるだけくわしく

お買い上げ年月日：

This BS digital tuner is designed for use in Japan
only and cannot be used in any other country.

お買い上げ店
TEL.
お近くのサービスステーション
TEL.

次のページにつづく�
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タ・ナ行

デジタルハイビジョン信号 （161
ページ）
1125iと750pの画像方式があり、大画
面になっても走査線（テレビ画面を水平
に走る線）が目立たなく、臨場感あふれ
る高精細画質を楽しめます。

ハ行

ハイビジョン放送
BSアナログでのBS9チャンネル（NHK
ハイビジョン）の放送です。BSデジタ
ル放送で行われるデジタルハイビジョン
信号 ではありません。

標準テレビ信号 （161ページ）
525pと525iの画像方式があり、525iは
テレビ（地上波）放送と同等の画質です。

プログレッシブ（順次走査）（161ペー
ジ）
例えば標準テレビ信号 では、飛び
越し走査（「インターレース」の項目を
参照）をしないで、第1フレームで480
本全部の有効走査線を順番どおりに描
き、次のフレームも同じ場所を480本全
部の走査線で描いていく順次走査のこと
です。

マ行

マルチチャンネル放送（15、10ページ）
標準テレビ信号 の多チャンネル放
送を利用した放送です。同じBS放送局
の複数のチャンネルで、それぞれ違う番
組を放送する「タイプ1」と、同じBS放
送局の別のチャンネルで臨時放送を行う
「タイプ2」があります。

マルチビュー放送（15、52ページ）
標準テレビ信号 の多チャンネル放
送を利用した放送です。生中継の番組な
どで、最大3つの映像を同じチャンネル
で楽しめます。
それぞれのカメラからの映像を、本機の
リモコンの映像ボタンで切り換えて見る
ことができます。

ヤ行

有効走査線数（161ページ）
走査線のうち、映像信号が載っている走
査線の数のことを言います。テレビ（地
上波）放送やBSアナログ放送および標
準テレビ信号 では、525本ある走
査線のうち有効走査線数は480本です。
BSアナログ放送のハイビジョン放送で
は同じく1125本中1035本、デジタル
ハイビジョン信号 では、1125本中
1080本となっています。なお、有効走
査線に含まれていない残りの走査線（映
像信号の載っていない走査線）には、画
面の横縦比を規定した識別制御信号など
が載っています。

ラ・ワ行

臨時放送（15、10ページ）
標準テレビ信号 の多チャンネル放
送を利用した放送です。同じBS放送局
の別のチャンネルで、臨時放送を行い
ます。

アルファベット・数字順

アルファベット

AAC（151、98ページ）
BSデジタル放送で標準に定められたデ
ジタル音声方式です。「アドバンスド・
オーディオ・コーディング
（Advanced Audio Coding）」 の略
で、高い圧縮率で音楽CD並みの音質を
実現します。

B-CASカード（ICカード）（183ペー
ジ）
プラスチック・カードに集積回路を埋
め込んだものです。チャンネルの契
約、購入内容などの情報がB-CASカー
ドに記録されます。記録された情報
は、電話回線を通じてBS放送局に送信
されます。

BSアナログ放送（16ページ）
従来からのBSアナログチューナー内蔵
テレビやビデオで受信できるBSアナロ
グ放送の4チャンネル（NHK BS1/
BS2、ハイビジョン、WOWOW ）と、
独立音声ラジオ放送1チャンネル（St.
GIGA）です。

BSデジタル放送（14ページ）
2000年12月から始まった、放送衛星
（BS）によってデジタル信号で映像や音
声を流す放送のことです。大量の情報
を扱えるので、多チャンネルの放送を
高画質・高音質で楽しめます。くっき
りはっきりした高画質のHDTV（高精細
度テレビ）や、また文字や画像などの
データ放送、音楽CD並みの高音質な放
送などがあります。

D端子（162、65ページ）
BSデジタル放送などに対応したコン
ポーネント映像端子です。D映像入力端
子付きのテレビなどと、1本のケーブル
で簡単に映像信号をやりとりして、よ
り高画質な画像を楽しめます。D端子に
は対応する信号フォーマットによっ
て、次の種類があります。

本機にはD1/D3/D4映像出力端子が付
いています。
• D1端子:525i （480i）の信号に対応
• D2端子:525i （480i）と525p
（480p）の信号に対応

• D3端子:525i （480i）と525p
（480p）、1125i（1080i） の信号に
対応

• D4端子: 525i（480i）と525p
（480p）、1125i（1080i）、750p
（720p）の信号に対応

iはインターレース、pはプログレッシ
ブの略です。
（  ）内は有効走査線数で数えたときの
別称です。

EPG（118、20ページ）
「エレクトロニック・プログラム・ガイ
ド（Electronic Program Guide）」の
略で、BS放送局から送信される電子番
組案内（タイトルや番組説明、放映時間
など）のことです。

PCM（151、99ページ）
アナログ音声をデジタル音声に変換す
る方式です。「パルス・コード・モジュ
レーション（Pulse Code
Modulation）」の略で、手軽にデジタ
ル音声を楽しめます。

PPV（ペイ・パー・ビュー）（115ペー
ジ）
「見るたびに支払う」という意味で、一
回視聴するごとに購入する番組のこと
です。

数字

5.1chサラウンド
（151ページ）
左フロント、右フロント、センター、左
リア、右リアの5本のスピーカーとサブ
ウーファーから、それぞれ独立した音声
を出力できるサラウンド方式です。
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本体前面部

各部の名前

電 源�

引�

電 源� 映像出力切換�

サービス切換�

リセット�

チャンネル�

15 電源ボタン（19、47、49、76ページ）
2メールランプ（156、106ページ）
3予約ランプ（136、41ページ）
4リモコン受光部
6映像出力切換ボタン
（162～63、65～68ページ）
7リセットボタン（1105ページ）

8チャンネル＋/－ボタン（19、47、49ページ
チャンネルボタンには、凸点（突起）が付いています。操

作の目印として、お使いください。

9サービス切換ボタン（18、46、48ページ）
詳しくは、同梱の「110度CS操作ガイドブック」をご覧
ください。

0 ICカード挿入口ふた（183ページ）
qa ICカード挿入口（184ページ）

リモコンにある同名のボタンと、同じ働きをします。

次のページにつづく�
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表示窓

1データ取得中表示（1107ページ）
2予約実行中表示（137、41ページ）
3通話表示（171ページ）
4テレビ/ラジオ/データ表示（147ページ）
5HD表示
6BS/CS表示

表示窓の明るさが気になるときは
「 （各種切換）」メニューで、「表示窓の明るさ」を

「暗い」にしてください。

7映像出力切換表示（162ページ）
8現在時刻/アンテナレベル表示
（181ページ）
9チャンネル表示（147ページ）

各部の名前（つづき）

電源スタンバイについて

リモコンの電源ボタンや本体の電源スイッチで電源を切った状態では、本機は電源スタンバイ状
態になります。お買い上げ時の設定では、電源スタンバイ中は、本体の表示窓が暗くなり、現在
時刻が表示されます。
電源コードを抜くと、本機は電源スタンバイ状態ではなくなるため、衛星ダウンロードなどの
データの送受信が行われなくなります。

ご注意

「 （各種切換）」メニューで「表示窓の明るさ」を「暗い」に設定しているときは、電源スタンバイ中には現在時刻も表示され

ません。
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本体後面部

右�（副）�
�

左�（主）�
�

コントロール�
S 入力�

光デジタル�
音声出力�
�

AVマウス�
（ビデオ）� 音声出力�

�
映像出力�S2映像出力�サービス用端子� 回線�

D1/D3/D4�
 映像出力�

コンバーター �
電源�

BS    IF  �
入力�

DC15V（4W）�

AC IN

ビデオ I D —  1 システム�

1BS IF入力端子（158～60ページ）
2コントロールS入力端子（164ページ）
3アース端子
4光デジタル音声出力端子（198ページ）
5AVマウス（ビデオ）端子（170、87ページ）
6サービス用端子
7音声出力端子（163、65～70ページ）
8映像出力端子（ビデオID-1システム）
（169～70ページ）

ID-1方式（ビデオID-1システム）
ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を加算することによ
り、画面の横縦比（16:9、4:3またはレターボックス）の情報
を記録するシステムの名前です。本機はID-1方式に対応して
ます。ID-1方式対応のテレビにつなぐと、ID-1方式の画像と
なります。

9S2映像出力端子（ビデオID-1システム）
（169～70ページ）
0D1/D3/D4映像出力端子（163、65～68ペー
ジ）

qa回線端子（モジュラージャック）（172～73ペー
ジ）

qs～AC IN（電源入力）端子（175ページ）

S2方式（S2映像）
S映像のC端子へ直流電圧を重畳することにより、画面の横
縦比（16:9、4:3またはレターボックス）の情報を記録するシ
ステムの名前です。

本機は、S2方式に対応しています。
S2映像入力端子が付いたテレビにつなぐと、S2方式の画像
となります。

次のページにつづく�
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リモコン

電源 �
電源�消音�

入力切換�
コンポー�
ネント�

画面表示�

ジャンプ�メニュー� 番組説明�

衛星切換� 音声切換�映像切換�

1 2 3

4 5 6

7

10/0

8

11

9
12/�
選局�

テレビ�
チャンネル�

BS
デジタルチューナー�

決定�

予約一覧�

チャンネル�テレビ音量�

番組表�MYプラス�

d�
（連動データ）�戻る�

ラジオ／�
データ�

�
10キー入力�

1テレビ用ボタン*（194ページ）
テレビチャンネル＋/－ボタンには、凸点（突起）が付いてい
ます。

2数字ボタン*（19、47、49、83、95、97ページ）
「5」のみ凸点（突起）が付いています。
3メニューボタン（117、115ページ）
4ジャンプボタン（18、46、48ページ）
5画面表示ボタン（18、46、48ページ）
6衛星切換ボタン
詳しくは、同梱の「110度CS操作ガイドブック」をご覧く
ださい。

7ラジオ/データボタン*（18、46、48ページ）
8MYプラスボタン（119ページ）

9V/v/B/b/決定ボタン（117、115ページ）
q;戻るボタン（114、48ページ）
qaテレビ音量＋/－ボタン（19、47、49ページ）
qs電源ボタン（19、47、49、75ページ）
qd 10キー入力ボタン（19、47、49ページ）
qf予約一覧ボタン（141ページ）
qg番組説明ボタン（112ページ）
qh音声切換ボタン*（150ページ）
qj映像切換ボタン（152ページ）
qk番組表ボタン（120ページ）
ql d（連動データ）ボタン（18、14、46ページ）
w;チャンネル＋/－ボタン*（19、47、49ページ）
waカラーボタン（114、49ページ）

zちょっと一言

*の付いたボタンには、凸点
（突起）が付いています。操

作の目印として、お使いくだ

さい。

本体にある同名のボタン
と、同じ働きをします。

各部の名前（つづき）



115

そ
の
他

［メニュー］終了�で選択し［決定］�

各種切換�

明るい�
暗い�

字幕入切：　　　第1言語�
光デジタル出力：　PCM�
表示窓の明るさ：　明るい�
チャンネル番号の表示時間�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

PCM�
�・AAC

各種切換�

字幕入切：　　　第1言語�
光デジタル出力：　PCM�
表示窓の明るさ：　明るい�
チャンネル番号の表示時間�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

第1言語�
�・ 第2言語�

・ 切�

各種切換�

字幕入切：　　　第1言語�
光デジタル出力：　PCM�
表示窓の明るさ：　明るい�
チャンネル番号の表示時間�

�

 各種切換（151、99、112ページ）

メニューはV/v/B/bで選んで、決定ボタンを押
します。

字幕入切
（155ページ）

メール
（156、107ページ）

光デジタル出力
（199ページ）

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

お知らせ�

メール�
ボード（CS）�
ペイパービュー購入合計額�
110度CSを見るには�

 お知らせ（117、56、107ページ）

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

各種切換�

字幕入切：　　　第1言語�
光デジタル出力：　PCM�
表示窓の明るさ：　明るい�
チャンネル番号の表示時間�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

ペイ・パー・ビュー購入合計金額�

ここに表示される料金はおよその料金です　実際に支�
払う料金と異なる場合があります�

７月分合計　　　２５８０円�

戻る�

８月分合計　　　　　　０円�

メニュー一覧

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

メール�

戻る�

123124
B

121122 119120 117
B B

118 115116

165535 220001 165535 120000 165535

113114 111
C

112

C

103

C

104 101

C

102

C C

109110 107

C C

108 105106

BS／CS放送からのメール�

自己発行メール�

B

B B

B

B BCC C C

C C C

次のページにつづく�

表示窓の明るさ
（1112ページ）

ペイ・パー・ビュー
購入合計金額
（117ページ）

ボード（CS）

110度CSを見るには

詳しくは、同梱の「110
度CS操作ガイドブッ
ク」をご覧ください。

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

1 1 0度CSを見るには�

 Ａ�
このメニューでは、1 1 0度CSデジタル�
放送を見るための説明をしています。�
�
１．1 1 0度CSデジタル放送とは�
２．リモコンの使いかた�
３．1 1 0度CSを受信するためには�
４．ご案内�
�
 （1／6）�

戻る�次へ�

操作ガイドが表示され
ます。

１２３２３�

１２３２３�

１２３２３�

１２３２３�

１２３２３�

１２３２３�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

ボード（CS1）�

戻る�

１２３２３�

１２３２４�
放送に関するお問い合せ�
ご請求方法の変更について�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

チャンネル番号の表示時間�

戻る�

表示し続ける�
表示後数秒間で消す�

画面表示ボタンを押したり、選局した時に表示する�
番組タイトルやチャンネルの表示時間を設定します�

チャンネル番号の
表示時間
（18、46、48ページ）
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メニュー一覧（つづき）

［メニュー］終了�

予約設定�

予約方法の設定�
AVマウス確認�
二重音声設定�
いれたいとる�

で選択し［決定］�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

予約方法の設定�
�予約後に開始時刻が変更されたとき、予約を変更された�
時刻で実行するか取り消すかを設定します�
�

開始時刻が変わったら予約を取り消す�

開始時刻に合わせて予約も変更する�
�

戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

AVマウス確認�
�　予約録画前にAVマウスの確認を行います�
　お使いのビデオメーカー名を選んでください�

戻る�

東芝�
ソニー�

三菱�
サンヨー�
シャープ�
フナイ�

日立�
松下�
�

日本ビクター�
アイワ�
N E C

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

二重音声設定�

二重音声番組の予約時に、ビデオへ録音する音声を設�
定します�

主� 副�
�

主／副�
�

戻る�

 予約設定（138、39、44、87ページ）

予約方法の設定
（144ページ）

AVマウス確認
（188ページ）

二重音声設定
（138ページ）

いれたいとる
（139ページ）

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

いれたいとる�

戻る�

いれたいとるを�

録画しない�
録画する�

予約した番組の冒頭にタイトルを録画します�
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お知らせ�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

Sony無線通信ユニット/1０pps

電話回線モード切換�

接続している電話回線の種類を選んでください�

電話回線接続テスト�

通常発信� ０発信する� ９発信する�

自動設定� トーン� ２０pps

戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

衛星設定�

オート�
切�

衛星アンテナ設定：オート�
衛星アンテナレベル�
降雨対応放送受信：オート�
地域設定�
衛星ダウンロード : オート�

［メニュー］終了�で選択し［決定］�

BSチャンネル設定変更�

BSチャンネル登録�

BSチャンネル設定の初期化�

戻る� C H

BS１０２�
BS１０３�
BS１４１�
BS１５１�
BS１６１�
BS１７１�

BS２：�
BS３：�
BS４：�
BS５：�
BS６：�
BS７：�

BS１０１�BS１：�

［メニュー］終了�

衛星設定�

　オート�
・入�
・切�

衛星アンテナ設定：オート�
衛星アンテナレベル�
降雨対応放送受信：オート�
地域設定�
衛星ダウンロード : オート　 

で選択し［決定］�

暗証番号�
確定�

戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

視聴年齢制限設定�

成人向けの番組の視聴を特定の年齢で制限できます�
年齢を設定する場合は暗証番号を入力してください�

暗証番号�
確定�

戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

暗証番号設定�

成人向けの番組の視聴を特定の年齢で制限できます�
制限解除に必要な暗証番号を設定してください�
�

入�ビープ音�

現在受信中のネットワーク�

受信レベル�

戻る�

現在�

切�

最大�０�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

アンテナレベル�

０�

［メニュー］終了�

衛星設定�

衛星アンテナ設定：オート�
衛星アンテナレベル�
降雨対応放送受信：オート�
地域設定�
衛星ダウンロード : オート�

で選択し［決定］� 戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

初期設定�

4：3テレビ選択：　　　　 4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

・ 4：3ワイドモード�
・16：9

テレビ選択
（176ページ）

衛星設定
（110、78、80、82、
93、106ページ）

電話回線モード切換
（185ページ）

暗証番号設定
（196ページ）

視聴年齢制限設定
（197ページ）

ICカード（BS）の
情報表示

衛星アンテナ設定
（178ページ）

衛星アンテナレベル
（180ページ）

地域設定
（182ページ）

降雨対応放送受信
（110ページ）

［メニュー］終了�

初期設定�

テレビ選択：　　　　4：3�
衛星設定�
BSチャンネル設定変更�
CS1チャンネル登録�
CS2チャンネル登録�
電話回線モード切換�
暗証番号設定�
視聴年齢制限設定�
ICカードの情報表示�

で選択し［決定］�

 初期設定（110、76、78、80、82、85、91、93、95、97、106ページ）

［メニュー］終了�

地域設定�

県域設定�
郵便番号入力�

で選択し［決定］� 戻る�

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

衛星設定�

オート�
しない�

衛星アンテナ設定：オート�
衛星アンテナレベル�
降雨対応放送受信：オート�
地域設定�
衛星ダウンロード : オート�

衛星ダウンロード
（1106ページ）

カード識別�
カード ID

グループ ID

戻る�

D121
0121  0121  0121  0121  0121
0121  0121  0121  0121  0121�
0121  0121  0121  0121  0121�
0121  0121  0121  0121  0121�
0121  0121  0121  0121  0121�
0121  0121  0121  0121  0121�
0121  0121  0121  0121  0121�
0121  0121  0121  0121  0121

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

ICカード（BS）の情報表示�

101

152 153

169 171

161

104 105

173 179

143

102 103

172

141 142 144 151

162 163

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

BSチャンネル登録�
チャンネル＋／－ボタンや番組表で�
選べるチャンネルを選択してください�

自動登録� クリア�前へ�次へ� 戻る�

BSチャンネル登録
（193ページ）BSチャンネル

設定変更
（191ページ）

CS1チャンネル登録
CS2チャンネル登録

詳しくは、同梱の「110
度CS操作ガイドブック」
をご覧ください。

301

391 392

403 940

400

341 351

950 960

372

302 303

941

361 371 373 381

401 402

で選択し［決定］� ［メニュー］終了�

CS1チャンネル登録�
チャンネル＋／－ボタンや番組表で�
選べるチャンネルを選択してください�

自動登録� クリア�前へ�次へ� 戻る�
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索引

五十音順

ア行

暗証番号 ................................................ 95

アンテナを設定する .............................. 78
アンテナを調整する .............................. 79

アンテナレベル ..................................... 79

いれたいとる ........................................ 39
衛星アンテナ設定 ................................. 78

衛星アンテナレベル .............................. 79

衛星設定 ................................................ 78
衛星ダウンロード .............................. 106

映像切換 ................................................ 52

映像入力端子 ........................................ 69
お知らせ .............................. 56、115

音声切換 ................................................ 50

オーディオ機器をつなぐ ...................... 98

カ行

各種切換 ........................................ 115

加入申し込み ........................................ 90
各部の名前 ......................................... 111

画面表示 ......................... 8、11、46、48

共同受信システム ........................ 60、78
緊急放送 ................................................ 11

県域設定 ................................................ 82

コードレス通信ユニット ............. 74、85
降雨対応放送 ........................................ 10

購入合計額 ............................................ 17
コピープロテクション ................. 16、70
コントロールS端子 ............................... 64

コンバーター電源 ................ 59、60、78

サ行

サテライト用同軸ケーブル .......... 58、60

サラウンド ............................................ 51
視聴年齢制限 .................................. 8、96
視聴申し込み ........................................ 90
視聴予約 ........................................... 40

自動設定 ................................................ 85

字幕入切 ................................................ 55

字幕放送 ................................................ 55
ジャンプ ..................................8、46、48

主音声 ................................................... 50

初期設定 ....................................... 117
信号切換 ................................................ 53

スター・チャンネルBS ........................ 90

セント・ギガ ........................................ 90

 全ジャンル検索 .............................. 31

タ行

第2映像/第2音声/第2データ ................. 53

地域設定 ................................................ 82

チャンネル切換 ....................... 9、47、49
チャンネル設定 ..................................... 91

チャンネル番号の表示時間 ..... 8、46、48

通常発信 ................................................ 85
通話表示 ................................................ 71

データ .......................................... 14、48

デジタルハイビジョン信号 ........... 61
デジタルラジオ ..................................... 46

デジタルCS放送 ................................... 60

テレビ選択 ............................................ 76
テレビをつなぐ ..................................... 61

電源スタンバイ .................................. 112

電池 ....................................................... 57
電話回線接続テスト .............................. 86

電話回線につなぐ ................................. 71

電話回線モード切換 .............................. 85
電話回線を設定する .............................. 85

トーン ................................................... 85
独立データ放送 ..................................... 48

ナ行

二重音声 ................................................ 50

二重音声設定 ........................................ 38

ハ行

番組一覧 ....................................... 18、19

番組説明 ................................................ 12
番組表（EPG）...................................... 20

ビープ音 ................................................ 80

ビデオをつなぐ ..................................... 70
光デジタル音声出力 ..................... 51、99

表示窓 ................................................ 112

表示窓の明るさ .................................. 112
標準テレビ信号 ............................. 61

副音声 ................................................... 50

付属品 ................................................... 57
プレビュー ............................................ 15

ペイ・パー・デイ（PPD）..................... 15

ペイ・パー・ビュー購入合計額 ............ 17
ペイ・パー・ビュー（PPV）を見る ...... 15

マ行

マルチチャンネル放送 .......................... 10

マルチビュー ........................................ 52

メニュー一覧 ..................................... 115
メール ................................................... 56

メールランプ ............................. 56、106

モジュラージャック .............................. 71
モジュラーテレホンコードカプラー .... 72

ヤ行

郵便番号入力 ........................................ 81
横縦比 ................................................... 75

予約一覧 ................................................ 41

予約する ....................................... 34、40
予約設定 ........................................ 116

予約重複 ................................................ 43
予約方法の設定 ..................................... 44

予約ランプ ................................... 36、41

ラ行

ラジオ放送 ............................................ 46

リセットボタン .................................. 105

リモコン ..................................... 57、114
連動データ ............................................ 14

録画する ................................................ 34

録画できない番組 ................................. 34
録画防止機能 ............................... 16、70

録画有料番組 ............................... 16、36

録画予約 ........................................... 34

ワ行

ワイドモード ........................................ 76

zちょっと一言
青色の文字は、メニュー中の項目です。
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アルファベット・数字順

アルファベット

AAC音声 ..................................... 51、99

ADSL回線 ............................................ 73

ANT ........................................... 79、101

AVマウス ............................. 34、70、87

B-CASカード ....................................... 83

BSアナログ ....................................... 110

BSアンテナをつなぐ ............................ 58

BSチャンネル設定変更 ........................ 91

BSデジタル ............................................ 4

BS独立データ ....................................... 48

D端子 ................................. 63、65、110

d（連動）データ .................................... 14

EPG ...................................................... 20

HD（ ）............................................ 61

HD/DVD入力端子 ................................ 66

ICカード ............................................... 83

ICカードの情報表示 .......................... 117

ISDN回線 ............................................. 73

MDデッキをつなぐ .............................. 99
 MYジャンル検索 ............................ 27
 MYチャンネル選局 ........................ 23
 MYチャンネル番組表 .................... 25

NHK デジタルハイビジョン ................ 90

NHK BS1............................................. 90

NHK BS2............................................. 90

PCM ............................................ 51、99

PPD（ペイ・パー・デイ）.................... 15

PPV（ペイ・パー・ビュー）................. 15

S映像入力端子 ...................................... 69

SD（ ）............................................ 61

Sony無線通信ユニット ................. 73, 85

St. GIGA（セント・ギガ）................... 90

WOWOW............................................. 90

Y CB CR入力端子 ................................. 68

Y PB/CB PR/CR入力端子 ....................... 66

Y PB PR入力端子 .................................. 67

数字

0発信する ............................................. 86

4:3 ........................................................ 76

4:3ワイドモード ................................... 76

5.1chサラウンド .................................. 51

9発信する ............................................. 86

10pps .................................................. 85

16:9 ...................................................... 76

20pps .................................................. 85

525i（480i）.......................................... 61

525p（480p）...................................... 61

750p（720p）...................................... 61

1125i（1080i）..................................... 61
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