
かんたん設置マニュアル
地上デジタルチューナー  　DT630

本紙では，地上デジタル放送を視聴するための簡単な
手順を説明します。
1～7の手順にしたがって，地上デジタル放送を受信
するための準備を行なってください。

① リモコンのフタを取外す
リモコン裏面のツメを手前に
引きながら，フタを上に持上
げて取外してください。

② 乾電池を入れる
付属の乾電池（単４形，2本）は，
　　　 の極性を間違えない
ように入れてください。

① ACコードを接続する
1. 本機背面のAC入力端子に， 付属のACコードを接続します。
2. ACプラグをACコンセントに差込みます。
3. 本機の電源表示灯が赤色に点灯します。

② 本機の電源を入れる
1. リモコンを本機のリモコン受信部に向けて， リモコンの

   　  を押します。
２． 本機の電源表示灯が橙色に点滅し， しばらくすると緑色
    に点灯します。

AC
コンセント

ACコード
（付属品）

AC入力端子

テレビ端子

TV接続ケーブル（別売）

● 本機の地上デジタルアンテナ入力端子とご家庭の壁面に
あるテレビ端子を，別売のTV接続ケーブルで接続します。

● 地上デジタル放送を受信するためには，地上デジタル放送
受信用（UHF）アンテナを地上デジタル送信塔に向けて
設置する必要があります。

● アナログ放送でお使いのUHFアンテナでは，受信できな
いことがあります。販売店にご相談ください。

● 本機のビデオ（映像）･音声出力端子とテレビの映像･音声入力
端子(ビデオ入力など)を，付属の映像･音声コードで接続します。

● 接続は，本機およびテレビのACプラグをACコンセントに接続
しない状態で行なってください。

１． B-CASカードを挿入する

2． テレビ端子と接続する

3． テレビに接続する

黄色と白色の映像・音声コードのみ接続してください。
（黄色：映像入力端子へ，白色：音声入力端子へ）  

4． リモコンの電池を入れる

5． 本機およびテレビの電源を入れる

地上デジタルアンテナ入力端子

ケーブルテレビ（CATV）をご利用の場合
ケーブルテレビ会社からの配信方式がCATVパススルー
方式のとき，本機で受信できます。
配信方式については，ご契約のケーブルテレビ会社に
お問合わせください。

CATV

B-CASカード
（付属品）

B-CASカード挿入口

地上デジタル送信塔
（UHF送信塔）地上デジタル放送受信用

（UHF）アンテナ

ツメ

フタ

映像・音声コード（付属品）

ビデオ（映像）・音声出力端子

映像・音声入力端子

本機の
リモコン受信部に
向ける

リモコン受信部

テレビに赤色の端子がついていない場合

電源表示灯

2本とも新しい同じ種類のものに交換してください。

乾電池を交換する場合

ACプラグ

ビデオ1

ビデオ2

ビデオ1

3. 設定画面（下記）が表示されたら， 接続完了です。

テレビ

または

テレビの
リモコン

電源

テレビまたはテレビのリモコンで， テレビの電源を入れます。

④ テレビの入力を切換える
1. 本機と付属の映像・音声コードで接続されているテレビ
のビデオ（外部）入力を確認します。

2. テレビまたはテレビのリモコンの入力切換ボタンで，テレビの
入力を上記「1.」で確認したビデオ（外部）入力に切換えます。

③ テレビの電源を入れるAV接続コード
（別売）

映像・音声
出力端子へ録画機器

赤 白 黄赤 白 黄

● 本機には，録画
予約機能はあり
ません。

● 本機を使用して
録画する場合，
画面に表示され
る内容（番組）が
そのまま録画さ
れます。

ご注意

映像・音声コード（付属品）

映像・音声
入力端子へ

テレビ

映像・音声
入力端子へ

【例】テレビの「ビデオ1」に接続した場合，「ビデオ1」に切換えます。

テレビの
リモコン

テレビ

または

電源

入力切換入力切換

映像・音声コード（付属品）

② チャンネルスキャン中

③ チャンネルスキャンの終了
チャンネルスキャンが終了すると， リモコンの数字ボタン
に割当てられたチャンネル・放送局名が表示されます

チャンネルスキャンが終わるまで， しばらくお待ちください

押す（視聴状態になります）

で設定されているチャンネル
を確認することができます

でお住まいの地域を選び

押す

チャンネルスキャンが開始されます

チャンネルスキャンを中止する場合

押す

6． 受信チャンネルを設定する

① 地域の選択をする

本機で番組をご覧になるために，
ご使用になる地域を設定し，
受信できるチャンネルを調べます。

（愛知県を選んだ場合）

リモコン

放送局名チャンネル番号
（放送局の番号）

リモコンの数字
ボタン番号

本機の電源を切って，アンテナからのケーブルの接続を確認
して（アンテナの方向調整が必要なことがあります），再度，
上記①から行なってください。

「チャンネルがありません」と表示された場合

赤 白 黄赤 白 黄

テレビ

赤 白 黄赤 白 黄

赤 白 黄赤 白 黄

赤 白 黄赤 白 黄

赤 白 黄赤 白 黄

赤 白 黄赤 白 黄

録画機器も接続する場合

赤 白 黄赤 白 黄

赤 白 黄赤 白 黄

③ フタを元どおりに取付ける

前面

リモコン

1. 本機の右側面にあるB-CASカード挿入口に，付属の
B-CASカードをゆっくりと挿入します。

2. B-CASカードの中央（下図参照）を奥に当たるまで
しっかりと押します。

B-CASカードの
中央を押す。

赤 白 黄

ビデオ（映像）・音声出力端子

赤 白 黄



リモコン

片方の手で押したまま

反対の手で順番に押す

① 機器設定を選択する ② 接続テレビの設定を選択する ③ 接続するテレビの種類を選択する

押す

で「機器設定」を選び

押す

押す

で「接続テレビの設定」を選び で「ワイド」を選び

押す（設定を保存します）

押す（視聴状態になります）

このようなときは
電源が入らない。

付属のリモコンの
操作ができない。

付属のリモコンで
テレビの操作が
できない。

設定画面が消えない。

ACプラグがACコンセントに差込ま
れていない。

ACプラグをACコンセントに差込んで
ください。（手順５ ①）

電源を入れても
すぐに映像が
表示されない。

本機のソフトウェアの起動に時間が
かかる。

本機のソフトウェアが映像を表示する
までに時間がかかることがあります。
電源表示灯が橙色で点滅しているとき
は， ソフトウェアの起動の準備中です。

映像が表示されない。

音声が出ない。

本機またはテレビの電源が入って
いない。

本機とテレビの電源を入れてください。
（手順５ ②， ③）

本機とアンテナおよびテレビが正し
く接続されていない。

本機とアンテナおよびテレビとの接続
を確認してください。（手順2， 手順3）

リモコンの電池が消耗している。 2本とも新しい乾電池に交換してくだ
さい。

電池の極性（         ）が逆になって
いる。

リモコンの極性表示に合わせて乾電池
を入れてください。（手順4）

リモコンをテレビのリモコン受信部
に向けて操作していない。

テレビのリモコン受信部に向けて操作
してください。

リモコンを本機のリモコン受信部に
向けて操作していない。

本機のリモコン受信部に向けて操作
してください。

「メニュー」ボタン以外のボタンで
操作している。

「メニュー」ボタンをもう一度押すと
設定画面が消えます。

どうして こうします

テレビの入力切換が合っていない。
テレビの入力を， 本機と接続している
ビデオ（外部）入力に切換えてください。
（手順５ ④）

本機とテレビが正しく接続されて
いない。

本機とテレビの音声端子の接続を確認
してください。（手順3）

テレビの音声が極端に小さい， また
は， 消音になっている。

テレビの音量を上げる， または， 消音を
解除してください。

リモコンのテレビメーカー番号が
設定されていない。

テレビメーカーのリモコン番号の設定
を行なってください。（リモコンの設定）

このようなときは

映像画面の縦横比が
不自然になる。

電源表示灯が赤色に
点滅している。

本体が熱くなる。

すべてのボタンの
操作ができない。

「接続テレビの設定」が， 接続されて
いるテレビに合っていない。

「接続テレビの設定」で， 接続されて
いるテレビに合わせて設定してくだ
さい。（手順7）

字幕や文字スーパー
が表示されない。

「字幕の設定」が「オフ」になっている。「字幕切換」ボタンを押してください。

「文字スーパーの設定」が「オフ」に
なっている。

「文字スーパーの設定」を表示させたい
文字スーパーに合わせて設定してくだ
さい。（その他の設定）

同じ番組内での音声
切換えができない。

番組が字幕・文字スーパーに対応して
いない。

番組自体が字幕・文字スーパーのサー
ビスを行なっていないことがあります。

どうして こうします

ソフトウェアのダウンロード中です。 電源表示灯が赤色で点滅しているとき
は， ソフトウェアのダウンロード中です。
表示灯の点滅が点灯に切換わるまで
しばらくお待ちください。

切換える音声信号がない。 番組の中に複数の音声が含まれている
ときだけ， 別の音声に切換えることが
できます。

受信異常などによる。 本機背面のACプラグをACコンセント
から抜き， 1分間以上放置してから，
再度， ACプラグをACコンセントに
差込んでください。 

本機内部の放熱のため。 本機内部の放熱のため， 本機が熱く
なることがありますが故障ではありま
せん。（風通しの良い所に設置してく
ださい）

本機と接続したテレビがワイド（16:9）テレビの場合，以下の設定を行います。

7． 接続するテレビの設定をする

標準（4:3）テレビと接続した場合，この設定は必要ありません。

故障とお考えになる前に

映像が乱れる。

本機とアンテナおよびテレビが正し
く接続されていない。

本機とアンテナおよびテレビとの接続
を確認してください。（手順2， 手順3）

アンテナの向きが変わっている，
または， 天候が悪い。

アンテナの向きを確認してください。
悪天候の場合， 映像が乱れることが
あります。
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リモコン
押す

設定画面から各項目を選んで， 本機のさまざまな設定を行うことができます。

で「基本設定」または「機器設定」を選び

押す

で設定する項目を選び

その他の設定

正常に視聴できない場合，
アンテナの方向（高さ）を調整し， 
「アンテナレベル」を最大値にして，
「チャンネルスキャン」を行なって
ください。

で割当てを変更したい
リモコンの数字ボタン
番号を選び

押す
 設定を保存し設定画面
 に戻ります

でチャンネル番号・
放送局名を変更する

アンテナレベルの目安は
50～80です。
（最大表示値 ： ８０）

割当ての変更が終了したら

放送局名

チャンネル番号
（放送局の番号）

リモコンの数字
ボタン番号

で確認したい受信チャン
ネルを選ぶ

現在のアンテナ
レベル

受信チャンネル

アンテナレベルの
最大値

アンテナレベルの
バー表示

受信したメールの内容を確認できます。
   　　  で確認したいメールを選び，　  押す

アンテナの受信レベルを表示します。  ※

受信チャンネルの設定を行います。（手順6）

リモコンの数字ボタンの割当てを変更します。

設定を工場出荷状態に戻します。
   　   で「開始する」を選び，　  押す

B-CASカードとソフトウェアの情報を表示します。

文字スーパーの表示方法（言語）を設定します。
   　　　 で「オフ」，「日本語」，「英語」を選び，　  押す

接続するテレビに合わせて設定を行います。
（手順7）

字幕の表示方法（言語）を設定します。
   　　　 で「オフ」，「日本語」，「英語」を選び，　  押す

 1. 本機のリモコンの　  ボタンを押したまま， 
お使いのテレビメーカーの番号（下表）を押します。
その後，     ボタンをはなします。

● 複数の番号があるメーカーは， テレビを操作できる番号に設定してください。
● 記載のないテレビメーカーには対応していません。
● テレビが操作できない場合，テレビの操作はテレビのリモコンで行なってください。
● リモコン番号を入力するときは，　　  ，　 　  ボタンを使用しません。
●　　   ボタンは「0」として機能します。

番号テレビメーカー

パナソニック

シャープ

三菱

ビクター

日立

三洋

ソニー

NEC

富士通ゼネラル

番号

01, 02

03, 04, 47

05, 06

07, 44, 45

08

09, 10, 46

11, 50

12, 51

13, 48, 49

14

15, 16, 17

18, 19, 20, 21, 22

23, 24, 25, 26, 27, 28

29, 30, 31

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

39, 40, 41

42, 43

パナソニック（番号01）を設定する場合

 ボタンを押したまま　　　　　　　と順番に押し

最後に　　をはなす。

テレビメーカー

パイオニア

アイワ

サムスン

FUNAI

東芝

LG

PHILIPS

オリオン

●　　　ボタンは「0」として機能します

●        ～　　  ボタンを同時に押さないでください

設定例

DX BROADTEC 52, 53, 54

テレビによっては， 操作できないことがあります。また，設定できても一部の機能が操作できないことがあります。

リモコンの設定（この設定は任意です）

ご注意

これで地上デジタル放送を受信するための，地上デジタルチューナーの接続・設定は終わりです。

※「アンテナレベル」は，アンテナの方向（高さ）調整を目的とした機能で電波の強さを表すものではありません。

ご注意

付属のリモコンでお使いのテレビを操作できるように， テレビメーカーのリモコン番号を設定します。
（付属のリモコンでテレビの操作をしない場合，  本設定は必要ありません）

と      を同時に押すと，設定ができません。

2. 本機のリモコンでテレビの操作ができれば設定完了です。

● テレビを操作できるボタンは， 　 ，　  ， 　　，　    です。


