
・	この手引書は、ソニー製スカパー！ HD対応チューナー（DST-HD1) から録画するための接続や設定について
	 説明しています。

■		スカパー !	HD対応チューナーの映像を録画（「スカパー !	HD録画」）

LAN

録画予約設定

スカパー! HD対応チューナー
本機

LAN

録画予約設定

スカパー！ HD対応チューナーから録画するための手引き

接続・設定の流れ

1. 本機とスカパー！ HD対応チューナーを
	 LAN接続します	........................................................................................1

2. 本機の設定をします	..................................................................................2

3. スカパー！ HD対応チューナーで本機を
	 録画機器として設定します	.......................................................................2

2010年 6月現在

・スカパー！ HD対応チューナーから予約を設定する、予約を取り消すときは
-	予約を設定するときは、スカパー！ HD対応チューナーで予約を設定してください。（本機で予約を
設定する必要はありません。）
-	予約の設定や取り消しは本機の電源を入れた状態で行ってください。電源が切れているとスカパー！ HD
対応チューナーで予約の設定や取り消しを行っても実行されません。

重要

ソニー製チューナー_WEB.indd   1 2010/08/07   9:10:53



1.	接続する
・	接続方法は LANケーブルを使い本機とスカパー！ HD対応チューナーを直接接続する方法 (インターネットを利用しない
接続方法）と、ブロードバンドルータ経由で接続する方法の２種類があります。

・	接続に使用する LANケーブル（市販品）は、カテゴリー5以上（100BASE-T 対応）のケーブルをご使用ください。
・	本機とスカパー！ HD対応チューナーを直接接続するときは、LANケーブルクロスタイプのご使用をおすすめします。
・	LANに接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。（電源を入れた状態で LAN接続したときは、
回線接続ができない場合があります。）

■	 本機とスカパー！ HD対応チューナーを直接接続する

■	 本機とスカパー！ HD対応チューナーをブロードバンドルータ経由で接続する

・	接続後は、本機及びスカパー！ HD対応チューナーの	LAN設定を必ず行ってください。
	 LAN設定は本機及びスカパー！ HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。
・	本機のホームネットワーク設定を行ってください。⇒２ページをご覧ください。
・	スカパー！ HD対応チューナーで本機を録画機として設定してください。⇒２～３ページをご覧ください。	

・	本機のホームネットワーク設定を行ってください。⇒2ページをご覧ください。
・	スカパー！ HD対応チューナーで本機を録画機として設定してください。⇒2～３ページをご覧ください。	

1

LANケーブル（市販品）

LAN端子へ

スカパー! HD
対応チューナー

LAN端子へ

LANケーブル（市販品）

カテゴリー５以上(１００BASEーT対応）

通信端末
モデムや回線終端装置などインターネット ハブまたは

ブロードバンドルーター
ブロードバンド回線

データ信号 LANケーブル

LANケーブル（市販品）

LAN端子へ スカパー! HD
対応チューナー

WAN側へ

LAN 側

カテゴリー５以上(１００BASEーT対応）

・  通信端末にルーター機能がない場合は、ハブではなく、
　ブロードバンドルーターを接続してください。
・  通信端末認定品の市販ルーターなどを用いてLAN接続
　してください。

パソコンなど
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2.	本機の設定をする

「 視聴準備」−「通信設定」を選ん
で決定します

「 	設定」を選んで決定します

ホーム画面を表示させます

ホーム

REC

録画機能設定

お知らせ チャンネル設 定

表録画・裏録設定

携帯電話転送設定

HD録画画質設定 [HD10]

選んで

決定する

　　　　　	または　　　

　　		へ

（ふた内）

押す 押す

ホーム

メニューを選択する 項目を選択する メインメニューに戻る

レコーダー

REC

日付・時刻設定

アンテナ設定

地域設定

暗証番号設定

視聴年齢制限設定 [無制限]

双方向サービス設定 [禁止しない]

ダウンロード設定 [ する ]

リモコン番号設定 [    1    ]

視聴準備

チャンネル設定

予 約 消 去 ディスク
管理 お知らせ チャンネル再生

・編集 設 定ダビング

通信設定

「ホームネットワーク設定」を選んで
決定します

を押して設定を終了します

「する」を選んで決定します
■設定［視聴準備…通信設定］　　　　　　　　　　　　　　＊＊／＊＊［＊］午前＊＊：＊＊

　　で選択し　　　　を押す　／　　　で前の画面に戻る　　　　　で終了

ホームネットワーク設定
ＬＡＮ設定

する しない

ホームネットワーク（ＬＡＮ接続）により、
スカパー！ＨＤなど他の機器からの本機への
録画や、ＡＱＵＯＳなど他の機器で本機の
再生ができるようにしますか？

※この設定は、LAN接続しているときに
　有効です。

決定 戻る スタートメニュー

■各種設定［デジタル設定…通信設定］　　　　　　　　　　＊＊／＊＊［＊］午前＊＊：＊＊

　　で選択し　　　　を押す　／　　　で前の画面に戻る　　　　　で終了

ホームネットワーク設定
ＬＡＮ設定

する しない

ホームネットワーク（ＬＡＮ接続）により、
スカパー！ＨＤなど他の機器からの本機への
録画や、ＡＱＵＯＳなど他の機器で本機の
再生ができるようにしますか？

※この設定は、LAN接続しているときに
　有効です。

決定 戻る スタートメニュー

・	本機を、「スカパー！ HD対応チューナー」から録画機として使用するための設定を行います。
・	本機のリモコンで設定します。

2

選んで

決定する

本機の電源を入れます

3.	スカパー！ HD対応チューナーの設定をする - ソニー製
・	「スカパー！ HD対応チューナー」で本機を録画機として設定をします。
・	スカパー！ HD対応チューナーのリモコンを使い設定します
・	設定は必ず本機の電源を入れた状態で行います。

クイックパネルを押す

で「設定」を選び を
押します

☞

決定

☞

で「通信設定」を選び
を押します

決定

☞
で「ネットワーク設定」を

選び を押します

決定

☞

選んで

決定する

選んで

決定する
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3

で「DHCP を利用」を選び

を押します

で「確定」を選び を
押します

で「ホームネットワーク設定」

を選び を押します

で「サーバー機器一覧」を

選び を押します

登録済   AQUOS BD   [ BD-HDW55 ]

で登録したい機器を選び
を押します

で「登録」を選び を
押します

  AQUOS BD   [ BD-HDW55 ]

戻る
を押します

で「録画先サーバー選択」

を選び を押します

クイックパネルを2回押し設定を終了します

ホームネットワークで接続するサーバー機器
「本機」を設定します

決定

☞

決定

☞

決定

☞

決定

☞

決定

☞

決定

☞

録画先サーバー機器を「本機」に設定します

決定

☞
で登録したい機器を選び

を押します

決定

☞
録画先   AQUOS BD   [ BD-HDW55 ]

  AQUOS BD   [ BD-HDW55 ]

で「設定」を選び を
押します

戻る
を押します

決定

☞

・	登録済みのサーバー機器が「サーバー機器一覧」画面に
表示されない場合は、本体前面のリセットボタンをペン
の先などで軽く押し、手順1からやりなおしてください。
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