
dynabook TXシリーズ

TVチューナ内蔵モデルを
ご購入のかたへ

本製品をお使いいただくために、大切な事項がこの説明書に記
載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつも見られるようにお手元に大切に
保管してください。
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はじめに
本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、同梱の冊子『安心してお使いいた
だくために』に記載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。
本書ではパソコンでテレビを見る方法について説明しています。あらかじめ『さあ
始めよう』『応用にチャレンジ』をお読みのうえ、必要な準備を行ってからお使いく
ださい。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

記号の意味

“取扱いを誤った場合、使用者が傷害 （＊1）を負うことが想定される
か、または物的損害（＊2）の発生が想定されること”を示します。

データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内
容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。

知っていると便利な内容を示します。

このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。
　このマニュアルへの参照の場合 …「　」
　他のマニュアルへの参照の場合 …『　』
　できるdynabookへの参照の場合 …《　》

＊１ 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
＊2 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

用語について
本書では、次のように定義します。

システム 特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステ
ム（OS）を示します。本製品のシステムはWindows XPです。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト
アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows XP Microsoft® Windows® XP Home Edition operating
system日本語版を示します。

TVチューナ内蔵モデル
TVチューナが内蔵されているモデルを示します。

注 意�

お願い�

メモ�

参照�
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記載について
・アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは同梱のCD／
DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。

・本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場
合があります。

Trademarks
・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国
における登録商標です。

・InterVideo、WinDVD、WinDVR、WinDVD Creatorは InterVideo, Inc. の登録
商標または商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用し
ている場合があります。

著作権について
音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、そ
の著作者及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製すること
は、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的
を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物
の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」
として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製
などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について
デジタル放送への移行スケジュール
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から
開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当
地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定で
す。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了
することが、国の方針として決定されています。
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コピーワンスについて
2004年4月1日より、NHKや民放連の地上／BSデジタル放送には、著作権保
護の目的から、「コピーワンス」という1 回だけ録画が可能になるコピー制御信号が
加えられています。コピーワンスはDVDのCPRM（Content Protection for
Recordable Media)規格を使用しています。本製品内蔵のTVチューナはアナログ
放送用のものですので、地上／BS、CSデジタル放送用のチューナを接続して、番
組を録画・視聴することはできません。また、テレビ番組を本製品で録画・再生さ
れる限り、コピーワンスについてご注意いただく必要はありません。他のレコーダ
などでNHKや民放連の地上／BSデジタル放送の番組をDVD-RAMやDVD-RW
ディスクへ録画した場合は、そのディスクを本製品で再生することはできませんの
で、番組を録画した機器で再生いただくか、または他のコピーワンスに対応した機
器で再生してください。

お願い
・本製品の内蔵ハードディスクにインストールされているシステム（OS）、アプリ
ケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。

・Windowsのシステムツールまたは『困ったときは』に記載している手順以外の方
法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領
域を壊すおそれがあります。

・内蔵ハードディスクにインストールされているシステム（OS）、アプリケーショ
ンは、本製品でのみ利用できます。

・購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピー
をすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。

・ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約
書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
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1 TVチューナ内蔵モデルについて
本製品にはTVチューナが内蔵されています。
パソコン本体背面に、アンテナ入力端子が用意されています。

アンテナ入力端子�

【 TVチューナの仕様 】
●TVチューナ  1台内蔵 ●アンテナ入力（φ2.5ｍｍミニジャック）  1個装備

像映

トッマーォフ力入像映 )CSTN(zH06/enil525 ～ 027 × spf03@084

法方縮圧 2GEPM

トーレトッビ力出 spbM5/4/2

声音

法方縮圧 2reyaLoiduA-2GEPM

トーレグンリプンサ zHk84

トーレトッビ力出 .ces/tibk422

ルネャチ信受
VTAC/FHV 1～3、4～ 31C/21 ～ 22C 、 32C ～ 44C

VTAC/FHU 31 ～ 54C/26 ～ 36C

スーェフタンイ・オデビ CSTN

部外
スーェフタンイ 部ナテンア 　軸同 57 ΩF型 FHV/FHU( 用兼 )

ナテンアの属付 F 用使をルブーケ換変型
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2 パソコンでテレビを見る
ウィンディーブイアール

本製品にはTVチューナが内蔵されています。「WinDVR」を使ってテレビ番組をパ
ソコン画面に表示したり、録画することができます。また、録画した番組を編集し
たりDVDに保存したりすることもできます。

お気に入り�
の番組�

あの曲�
この曲�

参照�

テレビアンテナを、アンテナ変�
換ケーブルを使ってパソコンに�
接続する�
　　「本節 � ケーブルの接続」�

参照�

テレビを見る・録画する�
　　『図解で読むマニュアル �
　　　テレビを見る／番組を録�
　　　画する』�

参照�

録画・編集したデータを保存する�
　　『図解で読むマニュアル �
　　　映像を編集してDVDに�
　　　残す』�

参照�

映像を編集する�
　　『図解で読むマニュアル �
　　　映像を編集してDVDに�
　　　残す』�

ここでは「WinDVR」を使って、パソコンでテレビ番組を見たり録画したりすると
きのことを説明します。
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1 TVチューナの使用にあたって

【 アンテナについて 】
● 画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
● 電波の弱い地域で、受信状態が悪い場合は購入店にご相談されるか、市販のアン
テナブースターをご利用ください。アンテナブースターのご使用方法は、アンテ
ナブースター付属の説明書をご覧ください。

【 大切な録画・録音・編集について 】
● 大切な録画・録音・編集の場合は、事前に試し録画・録音・編集を行い、正しく
できることを確かめてください。

● 放送チャンネルや番組によっては、音量オーバーすると音が割れたり、飛んだり
することがあります。必要に応じて調整してください。

【 テレビ視聴と録画について 】
● バッテリ駆動で使用中にテレビ視聴や録画を行うと、バッテリの消耗などによっ
て画像がコマ落ちするおそれがあります。必ずACアダプタを電源コンセントに
接続して、使用してください。
また、本製品の省電力機能が実行されないようにしてください。

参照� 省電力機能について『応用にチャレンジ 4章 2 省電力の設定をする』

● 録画中や再生中にパソコン本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停
止したりしてしまうことがあります。

● CATV 番組の受信には、使用する機器ごとにCATV 会社との受信契約が必要で
す。また、スクランブルのかかった番組（有料放送など）の視聴・録画にはホー
ムターミナル（アダプタ）が必要になる場合があります。詳しくは、ホームター
ミナルに添付の説明書をご覧になるか、各CATV 会社にお問い合わせください。

【 対応する地域について 】
● 日本国外ではご使用になれません。日本国内でご使用ください。
● 本製品のTVチューナはPAL／SECAM方式の受信が可能であり韓国への持ち込
みと使用は韓国の法令により禁止されています。
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2 ケーブルの接続
パソコンのアンテナ入力端子とご家庭のテレビアンテナ（アンテナ入力端子）を
ケーブルで接続します。接続には、同梱のアンテナF型変換ケーブルを使用してく
ださい。

アンテナ入力端子�
パソコン�

アンテナケーブル�
（別売り）�

アンテナF型変換ケーブル�
（同梱）�

1 アンテナF型変換ケーブルの接続 　 　　　　　　　　　　　　　

● 雷が鳴り出したら、アンテナ線には触れないでください。感電の原因となります。
● アンテナがパソコン本体に接続されている間は、ACアダプタを必ずパソコン本
体に接続してください。落雷により感電するおそれがあります。

1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る

2 アンテナF型変換ケーブルをアンテナ入力端子に接続する

アンテナ入力端子�

2  パソコンでテレビを見る

注 意�
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3 アンテナ変換ケーブルにアンテナケーブルを接続する

3 「WinDVR」を使う

お願い� WinDVRの使用にあたって

●「WinDVR」で録画されたテレビ番組などは、個人で楽しむ目的だけに使用できま
す。

●「WinDVR」動作中は画面解像度、色数の設定変更を行わないでください。
● パソコンの電源がオフの場合、予約録画を実行できません。予約録画中は、ログ
オフしないようにしてください。

● パソコンがログオフ状態の場合は予約録画を実行できません。
● 予約録画を設定する場合は、必ず録画可能時間を確認して行ってください。
●「WinDVR」を使用するとき（再生、録画、予約録画など）は、必ずACアダプタ
を使用してパソコン本体を電源に接続して使用してください。バッテリ駆動で使
用すると、バッテリの消耗などにより、録画が失敗したり、音が飛んだりするお
それがあります。

● 使用状況やシーンによっては映像がスムーズに再生されない場合があります。
● 他のアプリケーションが動作していると、音飛びが発生したり、音と映像がずれ
たり、映像が正しく表示されないなど、正常に動作しない場合があります。
「WinDVR」の動作中は、他のアプリケーションを終了してください。
音ずれが起こったときは、1度「WinDVR」を終了し、他のアプリケーションを
すべて終了してから、「WinDVR」を起動してください。

● 著作権保護されているコンテンツは録画、および視聴することができません。
● 録画ボタンをクリックして録画している間に予約録画の開始時間になると、通常
録画が止まり、保存名を入力する画面が表示されます。
保存名を入力して［OK］ボタンをクリックするか、キャンセルするまで予約録画
は始まりません。
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● テレビ番組を、ビデオデッキやアナログのビデオカメラのテープの映像を録画・
取り込みし、編集するときは、まず「WinDVR」を使用して映像を取り込み、そ
の後「WinDVD Creator 2 Platinum」で編集してください。「WinDVR」の使
いかたは『図解で読むマニュアル テレビを見る／番組を録画する』、「WinDVD
Creator 2 Platinum」の使いかたは『図解で読むマニュアル 映像を編集して
DVDに残す』をご覧ください。

● 二カ国語放送、またはステレオ放送受信中、セットアップダイアログのTVタブに
あるオーディオモードの設定を変更すると、出力される音声はモノラル、または
メインとなります。
出力音声を切り替える場合は、「WinDVR」のコントロールパネルからサブパネル
の「TVパネル」を表示して［TVオーディオ］ボタン、またはビデオウィンドウ
を右クリックして表示されるメニューの［TVオーディオ］から行なってください。

● チャンネルのオートスキャンを実行したとき、映像表示可能なチャンネルでも検
出できない場合があります。
セットアップダイアログのチャンネルタブにある、［ファインチューン］下のスラ
イダーバーを左右に動かして調整してください。

● 録画品質を「良」、「最良」に設定して録画したファイルを、小さい画面（約360
×270以下）で再生すると、画面の右側と下側の一部が欠けて表示されます
（ウィンドウ枠の外に出てしまい、見えなくなります）。
ビデオウィンドウのサイズを大きくしてください。

●「WinDVR」の動作中、次の予約録画開始時刻の3分前以降にスタンバイになる
と、予約録画が開始されません。
予約録画開始時刻の3分前以降はスタンバイが実行されないようにしてください。

●「WinDVR」を使用中、まれにビデオウィンドウが青くなり、映像が正しく表示さ
れなくなることがあります。
画面上をクリックする、または、ビデオウィンドウを移動してください。

●「WinDVR」をインストールするときは、コンピュータの管理者アカウントが必要
です。「WinDVR」をインストールするときは、コンピュータの管理者アカウント
でログオンしてインストールしてください。
＊ 本製品にはあらかじめインストールされています。

● 連続した複数の予約録画がある場合、次の録画の準備を行うため、設定した終了
時刻よりも約40秒程度早く停止します。
（例）1:00-2:00と2:00-3:00の録画予約がある場合、1:00-2:00の録画が

約40秒程度早く、つまり1時59分20秒頃に録画が終了します。
本ソフトウェアの仕様のため、連続した予約録画を行う際はご注意ください。

2  パソコンでテレビを見る
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● ユーザパスワード、Windowsログオンパスワードのいずれかまたは両方を設定し
ている場合、休止状態またはスタンバイになると、予約録画が実行されません。
休止状態またはスタンバイの状態で予約録画を行う場合は、録画の予約前にそれ
ぞれのパスワードを削除してください。

参照�『さあ始めよう 4章 パスワードについて』

● はじめて「WinDVR」を使用するとき、セットアップ手順でオートスキャンを実
行した後、映像が正しく表示されないことがあります。その場合は、「WinDVR」
を1度終了してから起動し直してください。映像が正常に表示されます。

● スタンバイまたは休止状態から自動で起動して予約録画をすると、予約録画終了
後に自動でスタンバイまたは休止状態に移行しない場合があります。

1 起動方法 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 ［スタート］→［すべてのプログラム］→［InterVideo WinDVR］→
［InterVideo WinDVR］をクリックする
「WinDVR」の使い方については、同梱の『図解で読むマニュアル テレビ
を見る／番組を録画する』をご覧ください。

バッテリ駆動で使用中にテレビ視聴や録画を行うと、バッテリの消耗などによって
画像がコマ落ちするおそれがあります。必ずACアダプタを電源コンセントに接続
して、使用してください。
また、本製品の省電力機能が実行されないようにしてください。

参照� 省電力機能について『応用にチャレンジ 4章 2 省電力の設定をする』

2 ヘルプの起動方法 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 WinDVRコントロールパネルの［ヘルプ］ボタン（  ）をクリッ
クする

参照�「WinDVR」の問い合わせ先

『図解で読むマニュアル テレビを見る／番組を録画する』
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3 困ったときは
テレビの映りが悪い、映らない

A アンテナが正しく接続されていない可能性があります。
詳しくは、「2-� ケーブルの接続」を確認してください。

A「WinDVR」で、チャンネルが設定されていない可能性があります。
詳しくは、『InterVideo WinDVRのヘルプ』を確認してください。

テレビ番組表が利用できない

A インターネットに接続していない可能性があります。
インターネット接続については、《できるdynabook》を確認してください。

録画予約した番組が録画できていない

A パソコンの時計が合っていない場合があります。
日付と時刻の設定については、『さあ始めよう 1章 4 電源を切る／入れる』を
確認してください。

CATV放送が見られない

A CATVホームターミナルと正しく接続されていない可能性があります。
CATVホームターミナルの取扱説明書をご覧になるか、ご加入のCATV会社に
確認してください。

映像をハードディスクに取り込むことができない

A ハードディスクの空き容量が不足している可能性があります。
録画した映像やテレビ番組をDVDに書き込み、必要のなくなったデータを削除
して、ハードディスクの空き容量を増やしてください。

A パソコンとテレビアンテナが正しく接続されていない可能性があります。
詳しくは、「2-� ケーブルの接続」を確認してください。

A テレビから録画、録音を行うときは「WinDVR」を使用してください。
それ以外のアプリケーションでは動作保証していません。「Windowsムービー
メーカー」や市販のアプリケーションは使用しないでください。
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録画中の音声が録音されない
「WinDVR」で音が出ない

A［ボリュームコントロールのプロパティ］の録音の設定で［ライン入力］の
チェックがはずれている可能性があります。
ボリュームコントロールについては、『応用にチャレンジ 1章 4 サウンド機能』
を確認してください。

A ボリュームダイヤルまたはボリュームコントロールで音が聞こえないように調節
されている場合があります。
音量の調節については、『応用にチャレンジ 1章 4 サウンド機能』を確認して
ください。
映像を取り込んでいる間にボリュームコントロールで調節しようとすると、パソ
コンの処理が遅くなり、取り込みが停止する可能性があります。
映像の取り込みや録音を行う前にボリュームコントロールを確認してください。

A テレビから録画、録音を行うときは「WinDVR」を使用してください。
それ以外のアプリケーションでは動作保証していません。「Windowsムービー
メーカー」や市販のアプリケーションは使用しないでください。
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TVチューナ内蔵モデルをご購入のかたへ�

フリーダイヤル  ハロー  クイックニ�

　　　0120-86-9192

▼お問い合わせの多い質問をインターネットでご紹介「よくあるご質問（FAQ）」�
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http://dynabook.com/assistpc/pcfix.htm�
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�
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