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ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワ
ンセグ」を視聴することができます（海外では利用できません）。

ワンセグ用アンテナについて

ワンセグを視聴する際は、放送波を十分受信できるようにアンテナ
を伸ばしてご利用ください。

・ワンセグ用アンテナは、最後までしっかり伸ばしてください。
・ワンセグ用アンテナの向きを変える場合は、アンテナの根元を持

ち、無理な力を加えないでください。
・ワンセグ用アンテナを収納する場合は、アンテナをまっすぐにし

てから収納してください。

チャンネルを設定する（はじめてお使いに
なるとき）

ホーム画面で （テレビ）

使用許諾画面が表示されます。

同意する

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

地域選択（おすすめ）

・ チャンネルスキャン をタップすると、現在地で受信可能な放送

局をスキャンしてチャンネルを設定します。

地方をタップ 都道府県をタップ 地域をタップ

チャンネルのスキャン（検索）が始まり、チャンネル設定が終了
すると確認メッセージが表示されます。

OK

ワンセグが起動します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。
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ワンセグを視聴する

ホーム画面で （テレビ）

ワンセグ視聴画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

映像エリアをタップ

ワンセグ操作画面が表示されます。

任意のチャンネルをタップ

選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・映像エリアを左右にフリックしてもチャンネルを切り替えること
ができます。

ワンセグ視聴画面の見かた

映像エリア

データ放送エリア

字幕表示エリア

データ放送の操作ボタン

映像エリア／字幕表示エリアをタップしてワンセグ操作画面の表示
／非表示を切り替えます。また、左右にフリックしてチャンネルを
切り替えます。
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ワンセグ操作画面の見かた

項目 説明

番組情報
リモコン番号、放送局名、番組名が表示され
ます。

視聴中の
チャンネルの番
組表

タップすると、番組内容を確認できます。ロ
ングタッチすると、録画予約／視聴予約がで
きます。

選局ボタン
タップすると、チャンネルが切り替わりま
す。

チャンネル
切り替えボタン

／ をタップするとチャンネルが切り替
わります。
ロングタッチすると、チャンネルサーチを実
行できます。

音量調節
バー

左右にドラッグすると、音量を調節できま
す。

録画開始／
終了スイッチ

左にドラッグすると、録画が始まります。録
画中に右にドラッグすると、録画が終了しま
す。

ワンセグ利用時の操作

各種の設定をする

字幕、音声、表示などについての設定ができます。

ワンセグ視聴画面で 設定 各項目を設定

視聴画面の表示を縦または横に固定／解除する

映像エリアまたは字幕表示エリアをロングタッチ

固定すると一定時間 （プッシュピン）が表示されます。

テレビリンクを登録する

データ放送エリアを表示 テレビリンク登録可能な項目を選

択 はい

・テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

テレビリンクを表示する

登録したテレビリンクのサイトにアクセスします。

ワンセグ視聴画面で TVリンク テレビリンクを

ロングタッチ 接続

・テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

テレビリンクを削除する

ワンセグ視聴画面で TVリンク テレビリンクを

ロングタッチ 削除 はい

データ放送のトップページに戻る

ワンセグ視聴画面で データ放送 トップに戻る

こんなときは

Q. ワンセグが起動できない

A. 電池残量が少ないときはワンセグを起動できません。充電後
に起動してください。

Q. ワンセグが視聴できない

A. ワンセグ用アンテナを十分引き出し、受信状態を確認してく
ださい。電波が十分でないと受信できません。電波の受信が
強い場所に移動するなどして改善してください。室内では窓
の近くの方がより受信状態が改善される場合があります。
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ワンセグ利用時のご注意

こんなときは利用しないでください

自転車やバイク、自動車などの運転中はワンセグを利用しないで
ください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できませ
ん。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域選択
ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合
は、再度チャンネルを設定してください。

長時間の視聴について

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力
に悪い影響を与えることがあります。また、本機が温かくなり、
長時間肌に触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場
合がありますのでご注意ください。

番組を録画／再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生することができます（あらか
じめSDカードを取り付けておいてください）。

番組を録画する

ワンセグ視聴画面で映像エリアをタップ

ワンセグ操作画面が表示されます。

（録画開始／終了スイッチ）を左にドラッグ

録画が開始されます。

ワンセグ操作画面で （録画開始／終了スイッチ）を右にド
ラッグ

録画が終了し、番組がSDカードに保存されます。
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録画した番組を再生する

ホーム画面で （テレビ）

ワンセグ視聴画面で 録画リスト

録画リスト画面が表示されます。

再生したい録画ファイルをタップ

番組が再生されます。

・再生を終了するときは、 をタップします。

再生中の画面の見かた

録画番組の再生中に映像エリアをタップすると再生操作画面が表示
されます。

録画放送局名／番組名

インジケータ

早戻し

再生速度切り替えボタン

早送り

再生（ ）／一時停止（ ）

録画条件について

録画開始の条件について

録画を開始するにはSDカードの空き容量が10MB以上、電池残量
が20%以上必要です。

録画の自動終了について

録画開始から6時間経過した場合や、録画中にSDカードの空き容
量が2MB未満になったり、電池残量が10%未満になった場合は、
自動的に録画を終了します。
・録画したテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合

や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合
があります。

番組再生に関する操作

録画したファイルを削除する

録画リスト画面で録画ファイルをロングタッチ 削除

はい

・すべての録画ファイルを削除するには、録画リスト画面

で 全件削除 はい をタップします。

・録画ファイルを選択して削除するには、録画リスト画面

で 選択削除 削除する録画ファイルにチェックを

入れる（ 表示） 削除 はい をタップします。

録画したファイルを保護／保護解除する

録画リスト画面で録画ファイルをロングタッチ 保護 ／

保護解除

・保護されている録画ファイルには が表示されます。

録画したファイルのタイトルを変更する

録画リスト画面で録画ファイルをロングタッチ タイトル名

変更 名前入力欄をタップ 名前を入力 OK

録画したファイルの詳細情報を表示する

録画リスト画面で録画ファイルをロングタッチ 詳細情報
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録画／再生時のご注意

再生できない録画データの時間について

録画時間が極端に短い場合は、再生することができない場合があ
ります。

録画中のほかの操作について

録画とMTP転送など、負荷が大きな機能を同時に使用すると、正
常に録画できない場合があります。また、データ通信サービスを
行うと、ワンセグの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくな
る場合があります。
・録画中は、チャンネル切り替えの操作はできません。

録画中にタスクマネージャからワンセグを終了した
場合の動作について

タスクマネージャからワンセグを終了すると録画中のデータは正
常に保存されません。

録画した番組の制限について

録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとし
て保存されます。お使いになるアプリケーションの種類によって
はメールに添付して送信できますが、受信側の機器で再生するこ
とはできません。

指定した時刻に視聴／録画する

指定した時刻に視聴／録画ができるようにします。

視聴／録画を予約する

ホーム画面で （テレビ）

ワンセグ視聴画面が表示されます。

視聴予約／録画予約

録画／視聴予約画面が表示されます。

録画予約 ／ 視聴予約

新規録画予約 ／ 新規視聴予約 手動で予約

予約設定画面が表示されます。

・ 番組表から予約 をタップすると、「Gガイド番組表」アプリケー

ションから番組を選択して予約できます。
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チャンネル、開始日時などを入力

完了

予約が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

予約内容を確認する

録画／視聴予約画面で 録画予約 ／ 視聴予約 予約内容を

タップ

予約内容が表示されます。

予約内容を削除する

録画／視聴予約画面で 録画予約 ／ 視聴予約 予約内容を

ロングタッチ

メニューが表示されます。

予約を削除

はい

予約内容が削除されます。

録画予約／視聴予約時の操作

予約内容を編集する

録画／視聴予約画面で 録画予約 ／ 視聴予約 予約内容

をロングタッチ 予約を編集 内容を編集 完了

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく
ださい。

録画予約の結果を確認する

録画／視聴予約画面で 録画予約結果 結果をタップ

結果の詳細が表示されます。

録画予約の結果を削除する

録画／視聴予約画面で 録画予約結果 結果をロングタッ

チ 予約結果を削除

・録画予約の結果を全件削除する場合は、録画／視聴予約画面で

録画予約結果 全件消去 をタップします。
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予約に関するご注意

予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認してお
いてください。録画するときはあらかじめSDカードを取り付け
ておいてください。

チャンネルリストを操作する

チャンネルリストを切り替える

使用するチャンネルリストを切り替えます。

ワンセグ視聴画面で チャンネルリスト チャンネル

リスト切替

チャンネルリスト選択画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

使用するチャンネルリストをタップ

チャンネルリストが切り替わります。

チャンネルリストを新規作成する

放送局を検出してチャンネルリストを新規作成します。

ワンセグ視聴画面で チャンネルリスト チャンネル

リスト編集

チャンネルリスト編集画面が表示されます。

新規作成

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・以降の操作については「チャンネルを設定する（はじめてお使い

になるとき）」の手順 以降を参照してください。
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チャンネルリストを初期化する

すべてのチャンネルリストを初期化します。

ワンセグ視聴画面で チャンネルリスト チャンネル

リスト初期化

チャンネルリスト初期化画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

はい

チャンネルリストが初期化され、チャンネルリスト作成画面が表
示されます。以降の操作については「チャンネルを設定する（はじ

めてお使いになるとき）」の手順 以降を参照してください。

チャンネルリストを編集する

リモコン番号の割り当てを変更する

ワンセグ視聴画面で チャンネルリスト チャ

ンネルリスト編集 任意のチャンネルリストをタップ

並べ替え をロングタッチして移動したい位

置にドラッグ 完了

チャンネルを削除する

ワンセグ視聴画面で チャンネルリスト チャ

ンネルリスト編集 任意のチャンネルリストをタップ

削除 削除するチャンネルにチェックを入れる

（ 表示） 削除 はい

チャンネルを追加する

チャンネルサーチで新しい放送局が見つかった場合に、チャンネ
ルリストに登録できます。

ワンセグ操作画面で ／ をロングタッチ 未登録の

放送局が見つかったら チャンネルリスト チャ

ンネル追加 はい OK
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