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【解説】 「スカパー！ＨＤ録画」
　スカパー！ＨＤ対応チューナーと本機の接続
ポイント1 チューナーと本機をLAN接続します。 p.2 

LAN端子への接続は録画用の映像/音声信号を入力するためだけの接続です。本機のLAN端子ではチューナー
側の番組表や録画一覧を見たり、予約などのチューナー操作はできません。

ポイント2 「クロスケーブル」（市販品）は、チューナーと本機を直接接続する場合に使います。
  「ストレートケーブル」（市販品）は、ブロードバンドルーターやスイッチングハブを経由して接続する場合に使

います。
カテゴリー 5以上に対応していないネットワークケーブルを使用すると、動作しません。

　本機の設定
ポイント1 《DVR-BZ450/BZ350/BZ250/B5Ｗの場合》
 本機の「高速起動設定」の設定を「入」にします。 p.3 

録画予約で録画する場合、「セットアップ」画面の「省電力/表示設定」－「高速起動設定」を「入」に設定しておい
てください。「切」にすると、録画が開始できる状態になるまでに時間がかかり、録画が実行されない場合があ
ります。

 《DVR-BZ360/BZ260の場合》
 本機の「ホームサーバー機能」の設定を「入」にします。 p.4 

録画予約で録画する場合、「セットアップ」画面の「ホームサーバー設定」－「ホームサーバー機能」を「入」に設定
しておいてください。「切」にすると録画できません。

ポイント2 ネットワークの接続状態を確認します。 p.5 ～ 6 

　チューナーの設定
ポイント1 チューナーのネットワーク設定を行います。
ポイント2 チューナーに本機を録画機器として登録します。

くわしくは、チューナーの取扱説明書をごらんください。

　録画予約の準備
ポイント1 チューナー側で予約設定を行います。 p.7 ～ 8 

チューナー側の「番組表」や「予約設定画面」から予約を行ってください。くわしくは、ご使用のチューナーの取
扱説明書をごらんいただくか、スカパー！カスタマーセンターへお問い合わせください。

ポイント2 本機からディスクを取り出します。
録画が開始できる状態となるのに時間がかかり、録画が実行されない場合がありますので、BD/DVD/CDは
本機から取り出しておきます。

ポイント3 予約設定後は、本機の操作をしない。
予約開始時刻に本機を操作していたり、本機の他の動作（録画、ダビング、ネットワーク、各種設定など）を実
行中は、録画が実行されない場合があります。

ポイント4 予約を消去するときは、チューナー側で操作を行います。
くわしくは、ご使用のチューナーの取扱説明書をごらんいただくか、スカパー！カスタマーセンターへお問い
合わせください。

スカパー！放送サービスおよびご契約内容の変更に関するお問い合わせは          （2012年1月現在）
スカパー！カスタマーセンター		 0570-039-888	 　PHS・IP電話のお客様は045-287-7777）
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 受付時間　10：00～ 20：00　<年中無休>
電話番号はお間違いのないようにお願いします。
お電話いただく前に、有料放送役務契約約款（http://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/）の内容をご確認ください。
※	 個人情報の取扱いに関しましては、プライバシーポリシー（http://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/）に記載し
ております。
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本機で「スカパー！ＨＤ録画」をするためには、スカパー！ＨＤ対応チューナーとLAN接続する必要があります。

●	 チューナーの操作や視聴をするために、チューナーとテレビの接続も行ってください。（接続のしかたは、チューナーまたは
テレビの取扱説明書をごらんください。）	なお、本機からはチューナーの操作や視聴はできません。

●	 本機とデジタル放送用アンテナとの接続も行ってください。（接続のしかたは、本機の取扱説明書をごらんください。）
	 本機は録画予約に必要な時刻設定をデジタル放送から取得しています。
●	 LANケーブルは、カテゴリー 5以上のものをご使用ください。また、LANケーブルの種類（ストレートケーブルとクロスケー
ブル）を間違って接続しないよう、お気を付けください。

●	 LAN接続を無線化される場合は、環境により映像や音声が乱れたり、とぎれたりすることがありますのでご注意ください。
無線化についてはご使用になる機器のメーカーなど、専門知識のあるところへご相談ください。

●	 PPV（ペイ・パー・ビュー）の番組を録画する場合は、スカパー！ＨＤ対応チューナー側で電話回線の接続などが必要です。く
わしくは、スカパー！ＨＤ対応チューナーの取扱説明書をごらんください。

準備1  本機と接続する

《DVR-BZ360/BZ260の場合》

《DVR-BZ450/BZ350/BZ250/B5Ｗの場合》

● 電源コードは、すべての
　 接続が終わったあとで
　 つなぎます。

LANケーブル
（クロス）（市販）

本機

テレビ

スカパー！ＨＤ対応チューナー
の操作や視聴をするための接続

スカパー！ＨＤ
対応チューナー

LANケーブル
（ストレート）（市販） LANケーブル（ストレート）（市販）

LAN（10/100）
端子へ

LAN（10/100）
端子へ

LAN
端子へ

本機 スカパー！ＨＤ
対応チューナー

ハブ　または
ブロードバンドルーター

ADSLモデムなどに
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。

テレビ

スカパー！ＨＤ対応チューナー
の操作や視聴をするための接続

● 電源コードは、すべての
　 接続が終わったあとで
　 つなぎます。

本機

LANケーブル
（ストレート）（市販） LANケーブル（ストレート）（市販）

LAN（10/100）
端子へ

LAN（10/100）
端子へ

本機 スカパー！ＨＤ
対応チューナー

ハブ　または
ブロードバンドルーター

ADSLモデムなどに
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。

テレビ

スカパー！ＨＤ対応チューナー
の操作や視聴をするための接続

LANケーブル
（クロス）（市販）

テレビ

スカパー！ＨＤ対応チューナー
の操作や視聴をするための接続

スカパー！ＨＤ
対応チューナー

LAN
端子へ

ブロードバンドルーター経由で接続する場合（例）

直接接続する場合（例）

ブロードバンドルーター経由で接続する場合（例）

直接接続する場合（例）
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● 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
● テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続さ

れている入力に切り換える

 「セットアップ」画面を表示する
 停止中に、通常メニュー

画面を表示する
　	

●	 らく楽メニューが表示される場合は
	 1.	 	を押して、通常画面に戻す

	 2.	 	本体前面の	 	を3秒以上押して、ボタンのイ
ンジケーターを消す

	 	 ●	 	本機がらく楽モードから通常モードに切り
換わります。

	 3.	 	もう一度	 	を押して、通常メニュー画面を
表示する

 「設定・管理」を選び、決定する
    ➡
 「セットアップ」で、そのまま決定する

　 　 　

設定・管理

録る（番組表・予約）

見る（再生）

残す（ダビング）

取り込む（ダビング）

設定・管理

お知らせ

メニュー

セットアップ
放送関連の設定
メディア管理（初期化）

準備2  高速起動設定をする
《DVR-BZ450/BZ350/BZ250/B5Ｗの場合のみ》

 「省電力/表示設定」を選び、決定する

　

 「高速起動設定」の設定を「入」にする
 「高速起動設定」を選び、決定する
 「入」を選び、決定する

　

	（繰り返し）

 設定が終わったら、  を何回か押し、通常
画面に戻す

セットアップ

省電力／表示設定
接続テレビ設定
時刻設定
再生設定
音声出力設定
録画設定
録画予約設定
リモコン設定
全情報初期化
システムバージョンアップ

無操作節電
本体表示部調整
動作状態表示
スクリーンセーバー
高速起動設定
瞬間電源オン設定

　入
　切

本機で「スカパー！ＨＤ録画」をするためには、「セットアップ」画面の「省電力/表示設定」－「高速起動設定」を「入」に設定する必要
があります。
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● 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
● テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続さ

れている入力に切り換える

 「セットアップ」画面を表示する
 停止中に、通常メニュー

画面を表示する
　	

●	 らく楽メニューが表示される場合は
	 ［▲､▼､◀､▶］で「通常モードへ切換」を選び、 	
を押すと、らく楽モードから通常モードに切り換
わりますので、もう一度	 	を押してください。

 「設定・管理」を選び、決定する
    ➡
 「セットアップ」で、そのまま決定する

　 　 　

 「ホームサーバー設定」を選び、決定する

　

 「ホームサーバー機能」の設定を「入」にする
 「ホームサーバー機能」を選び、決定する
 「入」を選び、決定する

　

	（繰り返し）

●	「高速起動設定」の設定が連動して「入」で固定され、
待機時の消費電力が増えます。

  （または［◀］）を押す

 プレーヤー機器の接続許可方法を自動にする
 「プレーヤー機器接続許可方法」を選び、決定する
 「自動」を選び、決定する

　

	（繰り返し）

設定・管理

録る（番組表・予約）

見る（再生）

残す（ダビング）

取り込む（ダビング）

移動する（ダビング）

設定・管理

お知らせ

メニュー

セットアップ
放送関連の設定
メディア管理（初期化）
らく楽モードへ切換
外付ＨＤＤ取外し

セットアップ

省電力／表示設定
接続テレビ設定
時刻設定
再生設定
音声出力設定
録画設定
録画予約設定
本機名称設定
ホームサーバー設定
外付HDD設定
リモコン設定
全情報初期化
システムバージョンアップ

ホームサーバー機能
プレーヤー機器接続許可方法
プレーヤー機器一覧

　入
　切

セットアップ

省電力／表示設定
接続テレビ設定
時刻設定
再生設定
音声出力設定
録画設定
録画予約設定
本機名称設定
ホームサーバー設定
外付HDD設定
リモコン設定
全情報初期化
システムバージョンアップ

ホームサーバー機能
プレーヤー機器接続許可方法
プレーヤー機器一覧

　自動
　手動

●	 本機にアクセスのあったすべての機器の接続を許可
します。

●	 アクセスのあった機器は、「プレーヤー機器一覧」に
登録されます。（最大18台まで）

 設定が終わったら、  を押し、通常画面に
戻す

 プレーヤー機器の接続設定を手動で行う 
 ときは
複数のプレーヤー機器が登録されている場合、個別に接続の
許可/拒否を設定することができます。

 左記の手順  のときに、「手動」を選び、
 決定する

　

  （または［◀］）を押す

 「プレーヤー機器一覧」を選び、決定する

　

●	「プレーヤー機器一覧」画面が表示されます。
●	 一覧には、機器ごとの接続設定（許可/拒否）、機器
名称（MACアドレス）、登録日が表示されます。

●	 接続したプレーヤー機器の情報が一覧に表示され
ないときは、そのプレーヤー機器の設定や接続状
態を確かめてください。本機から接続したプレー
ヤー機器の情報を取得する操作はありません。

 接続設定を変更する機器を選び、接続許可/
拒否を切り換える

　 	（選択）　 　 	（切り換え）

●	 押すごとに、「許可」と「拒否」が切り換わります。
	 許可･･･接続を許可します。
	 拒否･･･接続を許可しません。

  を押す

セットアップ

省電力／表示設定
接続テレビ設定
時刻設定
再生設定
音声出力設定
録画設定
録画予約設定
本機名称設定
ホームサーバー設定
外付HDD設定
リモコン設定
全情報初期化
システムバージョンアップ

ホームサーバー機能
プレーヤー機器接続許可方法
プレーヤー機器一覧

　自動
　手動

セットアップ

省電力／表示設定
接続テレビ設定
時刻設定
再生設定
音声出力設定
録画設定
録画予約設定
本機名称設定
ホームサーバー設定
外付HDD設定
リモコン設定
全情報初期化
システムバージョンアップ

ホームサーバー機能
プレーヤー機器接続許可方法
プレーヤー機器一覧

●	 スカパー！ＨＤ対応チューナーから録画または録画予約を
する場合、その機器をアクセス許可状態にしてください。

準備2  ホームサーバー機能の設定をする
《DVR-BZ360/BZ260の場合のみ》

本機で「スカパー！ＨＤ録画」をするためには、「セットアップ」画面の「ホームサーバー設定」－「ホームサーバー機能」を「入」に設
定する必要があります。
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準備3  本機のネットワークの設定をする－１

● 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
● テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続さ

れている入力に切り換える

 「放送設置 2/2」画面を表示する
 停止中に、通常メニュー画面を表示する
　	
　

●	 らく楽メニューが表示される場合は
 《DVR-BZ450/BZ350/BZ250/B5Ｗの場合》
	 1.	 	を押して、通常画面に戻す

	 2.	 	本体前面の	 	を3秒以上押して、ボタンのイ
ンジケーターを消す

	 	 ●	 	本機がらく楽モードから通常モードに切り
換わります。

	 3.	 	もう一度	 	を押して、通常メニュー画面を
表示する

 《DVR-BZ360/BZ260の場合》
	 ［▲､▼､◀､▶］で「通常モードへ切換」を選び、 	
を押すと、らく楽モードから通常モードに切り換
わりますので、もう一度	 	を押してください。

放送関連の設定
らくらく設定
放送設置
制限項目設定
選局対象
ダウンロード設定

録る（番組表・予約）

見る（再生）

残す（ダビング）

取り込む（ダビング）

移動する（ダビング）

設定・管理

お知らせ

メニュー 設定・管理
セットアップ
放送関連の設定
メディア管理（初期化）
らく楽モードへ切換
外付ＨＤＤ取外し

画面は、DVR-BZ360/BZ260の場合です。
DVR-BZ450/BZ350/BZ250/B5Wの場合は、
*の項目は表示されません。

*
*

*

プロバイダーとの契約時に提供された資料や接続する機器の取扱説明書を参考に、設定してください。

 「ネットワーク設定」画面を表示する
 「設定・管理」を選び、決定する

    ➡
 「放送関連の設定」を選び、決定する
    ➡
 「放送設置」を選び、決定する

●	「放送設置	1/2」画面が表示されます。

　 　（繰り返し）

 「放送設置 2/2」画面を表示する

　

 「ネットワーク設定」画面を表示する
 「ネットワーク設定」を選び、決定する
●	「ネットワーク設定	1/2」画面が表示されます。

　

●	 このあと、［▲､▼］を
押していくと、「ネット
ワーク設定	2/2」画面
が表示されます。

受信対象設定
チャンネル設定
番組表設定
地域設定
受信設定

B-CASカードテスト　　　　　　　　　　　ーー

放送設置 1/2

戻る

項目選択
決定

ネットワーク設定
ブラウザ設定

放送設置 2/2

戻る

項目選択
決定

ネットワーク設定 2/2

ーー
接続速度自動設定
接続速度設定
　 MACアドレス 00-00-00-00-00-00

　切入

ネットワーク設定 1/2

ーー．ーー．ーー．ーー．
ーー．ーー．ーー．ーー．
ーー．ーー．ーー．ーー．

ーー接続テスト
IPアドレス自動取得
IPアドレス

サブネットマスク
ゲートウェイアドレス

する　　　しない

ーー．ーー．ーー．ーー．
ーー．ーー．ーー．ーー．

DNS-IP自動取得
　 プライマリDNS
　 セカンダリDNS

する　　　しない

● LAN端子に接続したあとや、「ネットワーク設定」の各設定
を変更したあとは、必ず接続テストを行ってください。

上記で「ネットワーク設定 1/2」画面を表示したあと、
 「接続テスト」が選ばれているので、そのまま

決定する
	

●	 接続テストが始まります。（終わるまで、数分かかる
ことがあります。）

 接続テスト終了後に「OK」が表示されたら、
  を何回か押し、通常画面に戻す

 接続テスト終了後、「NG」が表示されたときは
	を押してメッセージを消し、接続を確認したあと、

必要な設定を行ってください。

 ネットワークの接続状態を確認するときは（接続テスト）
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 接続速度を手動で設定するときは
通常は、「接続速度自動設定」を「入」に設定してお使いください。
IPアドレス設定、DNS-IPアドレス設定のあと、接続テストを
行ってNGが表示されたときは、次の設定を行ってください。

 前ページ で「ネットワーク設定 2/2」画面を表示したあと、
 「接続速度自動設定」を選び、「切」を選ぶ

　 	（移動）　 　 	（設定）

設定内容を確認したあと、
 「接続速度設定」に移動し、速度を設定する

　 	（移動）　 　 	（設定）

●	 速度は、「10BASE半二重」、「10BASE全二重」、
「100BASE半二重」、「100BASE全二重」から選ぶこ
とができます。接続するネットワークの環境に合わ
せて選んでください。

 必要なすべての設定の変更が終わったら、 
 を何回か押し、通常画面に戻す

 IPアドレスを取得するときは
通常は、「IPアドレス自動取得」を「する」に設定してお使いくだ
さい。

 前ページ で「ネットワーク設定 1/2」画面を表示したあと、
 「IPアドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ

　 	（移動）　 　 	（設定）

 手動で設定する必要があるときは
ルーターにDHCPサーバー機能がない場合や、ルー
ターのDHCPサーバー機能を使わないときは、次の設
定を行ってください。
1.	 上の手順	 	で「しない」を選ぶ
2.	［▲､▼］で「IPアドレス」に移動し、決定する
3. ～ 	で数値を入力し、 	を押す

●	「IPアドレス」はパソコンと違った数値で、「サブ
ネットマスク」と「ゲートウェイアドレス」はパソ
コンと同じ数値で設定してください。

●	 入力を間違えたときは、	 	を押します。
4. ［◀､▶］で確認画面の「はい」を選び、決定する
5. 手順	2. ～ 4. を繰り返し、「サブネットマスク」、
「ゲートウェイアドレス」を設定する

 必要なすべての設定の変更が終わったら、 
 を何回か押し、通常画面に戻す

本機のMACアドレスを確認したいときは
「ネットワーク設定	2/2」画面で確認することができます。

 DNSのIPアドレスを取得するときは
通常は、「DNS-IP自動取得」を「する」に設定してお使いください。

 前ページ で「ネットワーク設定 1/2」画面を表示したあと、
 「DNS-IP自動取得」を選び、「する」を選ぶ

　 	（移動）　 　 	（設定）

 手動で設定する必要があるときは
プライマリDNS、セカンダリDNSを手動で設定する必
要がある場合のみ、次の設定を行ってください。
1. 上の手順	 	で「しない」を選ぶ
2. ［▲､▼］で「プライマリDNS」に移動し、決定する
3. ～ 	で数値を入力し、 	を押す

●	「プライマリDNS」はパソコンの優先DNSサーバー
と同じ数値を、「セカンダリDNS」はパソコンの代替
DNSサーバーと同じ数値を設定してください。

●	 入力を間違えたときは、	 	を押します。
4. ［◀､▶］で確認画面の「はい」を選び、決定する
5. 手順	2. ～ 4. を繰り返し、「セカンダリDNS」を設
定する

 必要なすべての設定の変更が終わったら、 
 を何回か押し、通常画面に戻す

● LAN端子に接続したあとや、「ネットワーク設定」の各設定
を変更したあとは、必ず接続テストを行ってください。

準備3  本機のネットワークの設定をする－２
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●	 番組の最初の部分が録画されない場合があります。
●	 接続しているスカパー！ＨＤ対応チューナーによって、ま
たは視聴制限がある番組の場合は、番組名が表示されない
ことがあります。視聴制限を解除すると、表示されるよう
になります。

 スカパー！ＨＤ対応チューナーから録画するときは （「スカパー！ＨＤ録画」）

● 事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。設定が間違っていると、正しく録画できません。
 ● 本機とスカパー！ＨＤ対応チューナーの接続  p.2 
 ●  《DVR-BZ450/BZ350/BZ250/B5Ｗの場合のみ》
  「セットアップ」画面の「省電力/表示設定」－「高速起動設定」を「入」に設定しておく  p.3 
   《DVR-BZ360/BZ260の場合のみ》
  「セットアップ」画面の「ホームサーバー設定」－「ホームサーバー機能」を「入」に設定しておく  p.4 
 ● ネットワークの設定  p.5 ～ 6 

●  p.1 の【解説】もお読みください。

 スカパー！ＨＤ対応チューナーから録画・
録画予約をするとき

現在放送中の番組を録画するときの例

 スカパー！ＨＤ対応チューナー 
 本機が録画先になるように設定する

●	 設定については、スカパー！ＨＤ対応チューナー
の取扱説明書をごらんください。

 スカパー！ＨＤ対応チューナー 
 録画するチャンネルに合わせる

 スカパー！ＨＤ対応チューナー 
 スカパー！ＨＤ対応チューナーのリモコンを

操作し、現在放送中の番組の録画を開始する
●	 本機の電源が切のときは自動的に電源が入り、録
画が始まります。この場合、電源入から録画がで
きる状態になるまでしばらく時間がかかりますの
で、録画の最初の部分は録画されません。

●	 録画番組の終了時刻になると、録画が自動的に停
止します。

録画予約で録画するときの例

 スカパー！ＨＤ対応チューナー 
 本機が録画先になるように設定する

●	 設定については、スカパー！ＨＤ対応チューナー
の取扱説明書をごらんください。

 スカパー！ＨＤ対応チューナー 
 録画予約の設定をする

●	 スカパー！ＨＤ対応チューナーで設定した予約が、
本機の「予約一覧」画面に登録されます。

 本　機 
 予約を確認する

●	 本機には録画モードDRで録画されます。
●	 録画予約の開始時刻になると、自動的に本機の録画
が始まります。

●	 録画予約の終了時刻になると、録画が自動的に停止し
ます。

●	 予約によっては、番組の最初の部分が録画されない
ことがあります。

 スカパー！ＨＤ対応チューナーからの 
録画予約の設定を変更・取り消すとき

録画予約の設定の変更
●	 本機では変更できません。
●	 本機とスカパー！ＨＤ対応チューナーの電源を入れた状態
で、スカパー！ＨＤ対応チューナー側で変更してください。

録画予約の設定の取り消し
●	 本機とスカパー！ＨＤ対応チューナーの電源を入れた状態
で、スカパー！ＨＤ対応チューナー側で取り消しを行って
ください。自動的に本機の予約一覧から消去されます。

	 スカパー！ＨＤ対応チューナー側で取り消し操作を行って
も本機の予約一覧から消去されない場合は、本機の予約一
覧画面から取り消しを行ってください。

「スカパー！ＨＤ録画」する－１
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 「スカパー！ＨＤ録画」の補足説明
● 《DVR-BZ450/BZ350/BZ250/B5Ｗの場合のみ》
 「スカパー！ ＨＤ録画」をするときは、必ず p.3 「セットアップ」画面の「省電力/表示設定」－「高速起動設定」を

「入」に設定しておいてください。

● 《DVR-BZ360/BZ260の場合のみ》
 「スカパー！ＨＤ録画」をするときは、必ず p.4 「セットアップ」画面の「ホームサーバー設定」－「ホームサーバー

機能」を「入」に設定しておいてください。
●	 スカパー！ＨＤのデータ放送、ラジオ放送は本機に録画できません。
●	 地上デジタル放送を受信可能なスカパー！ＨＤ対応チューナーから、地上デジタル放送を本機に録画予約することはできませ
ん。本機側で録画予約してください。

●	 ネットワーク環境により、通信速度が遅い場合は録画が停止することがあります。
●	 予約した番組の直前の放送が視聴制限のある番組や「録画禁止」番組の場合は、最初の部分が録画されないことがあります。
●	 ディスクが挿入された状態で本機の電源を入れた場合、本機が操作可能になるまでに時間がかかり、「スカパー！ＨＤ録画」の
録画開始が遅れる場合があります。

	 「スカパー！ＨＤ録画」をする場合は、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。
●	「スカパー！ＨＤ録画」の録画中に、本機の電源を切らないでください。
●	 ネットワーク環境により、通信速度が遅い場合は録画が停止することがあります。
●	 本機からスカパー！ＨＤ対応チューナーを操作したり、スカパー！ＨＤ対応チューナーから本機を操作したりすることはでき
ません。

●	 次のような場合、録画したスカパー！ＨＤの番組の字幕表示を入/切したり、文字スーパーを記録することはできません。
・	 スカパー！ＨＤ対応チューナーが字幕や文字スーパーの出力に対応していないとき
・	 標準画質の番組のとき
・	「スカパー！ＨＤ録画」した番組を等速ダビングするとき
・	 本機以外で「スカパー！ＨＤ録画」した番組のとき

●	「スカパー！ＨＤ録画」した番組に対して、次の再生はできません。
	 ・	 見どころ再生
	 ・	 シーン検索

● 「スカパー！ＨＤ録画」と他の動作が重なった場合の本機の動作については、本機の取扱説明書をごらんください。

「スカパー！ＨＤ録画」する－２

 録画モードとおよその録画時間（目安）について
録画時間はおよその目安です。また、録画する映像によって録画容量が異なるため、実際に録画できる時間は異なります。

録画モード　※

 スカパー ! ＨＤ
 （ハイビジョン画質番組）DR スカパー ! ＨＤ
 （標準画質番組）

約120時間
（約65～150時間）

約205時間
（約130～395時間）

録画できる放送 記録される画質本体HDDが
500 GBの場合

約240時間
（約130～300時間）

約410時間
（約260～790時間）

本体HDDが
1 TBの場合

約480時間
（約260～600時間）

約820時間
（約520～1580時間）

本体HDDが
2 TBの場合

ハイビジョン画質

標準画質

スカパー ! ＨＤ

スカパー ! ＨＤ

※ 「スカパー ! ＨＤ録画」の録画モードは、DRだけとなります。
　 「スカパー ! ＨＤ録画」の（　）内の時間は、変動する録画可能時間の目安です。

「スカパー ! ＨＤ録画」の場合

●	 1番組あたりの連続録画可能時間は、最大8時間です。（連続録画時間が8時間になると、録画が自動的に停止します。）
	 8時間を越える番組を予約するには、8時間以内となるよう番組を分割して録画してください。

B


