
索引�

1125i（1080i） ………………………21, 31, 130�
525i（480i） …………………………21, 31, 130�
525p(480p) …………………………21, 31, 130�
750p（720p） ………………………21, 31, 130�
BML ………………………………………………130�
B-CASカード ………………………………26, 130�
B-CASカード発信履歴 …………………………117�
B-CASカード情報 ………………………………110�
CPRM ………………………………………92, 130�
D映像出力端子（D端子） …13, 20, 21, 31, 60,130�
EPG ………………………………………………130�
HD（HDTV） ………………………………………130�
S1／S2映像出力端子 …………13, 20, 21, 31, 60�
SD（SDTV） ………………………………………130�

ページ�英数字�

回線テスト …………………………………………41�
カラーボタン …………14, 17, 39, 72, 77, 100�
かんたん初期設定 …………………………………30�
機能メニュー ……………………………………107�
個人情報の消去 ………………………………64, 65�
コピー制御 …………………………………92, 131�
コンポーネント映像入力端子 ………………20, 31�

ページ�か�

再スキャン …………………………………………59�
視聴年齢制限 ………………………………………49�
視聴制限設定 ………………………………………50�
字幕 …………………………………………………52�
字幕の切換え ………………………………………73�
字幕放送 …………………………………………131�
字幕・文字スーパーの設定 …………………52, 53�
受信地域の設定 ………………………………33, 57�
受信チャンネルのスキャン ……………35, 58, 59�
省エネ設定 …………………………………………54�
初期スキャン ………………………………………58�
数字ボタン …………………………………………14�
スクイーズ信号（縦長信号） ………………………21�
接続テレビ設定 ……………………………………60�
設定項目確認 ……………………………………66�
設定の初期化 …………………………………64, 65�
センターテスト ……………………………………42�
ソフトウェア・バージョン …………………………110

ページ�さ�

タイトル制限 ………………………………………50�
タイマー予約 ………………………………………88�
ダウンロード ……………………………54, 55, 131�
他番組一覧 …………………………………………83�
地上ディジタル放送チャンネル一覧 ……118, 119�
地上ワンタッチボタン編集 ……………104, 105�
チャンネル一覧 ……………………………………71�
チャンネル表示部 …………………………………12�
通信の詳細設定 ……………………………………38�
ディジタルハイビジョン …………………………131�
データ ………………………………………………73�
データ放送 …………………………………78, 131�
データ放送発信履歴 ………………………………117�
テレビとの接続 …………………………20, 21�
テレビ／ラジオ／データ …………………………73�
電話回線テスト ……………………………………41�
電話会社番号 ………………………………………40�
電話回線との接続 ………………………23, 24, 25�

ページ�た�

アイコン ……………………………………120, 121�
アスペクト比 ………………………………………131�
暗証番号の設定 ………………………………47, 48�
アンテナレベル ………………………36, 37, 108�
アンテナレベル表示・受信設定 ………………36, 37�
イベントリレー ………………………………86, 131�
インターレース ………………………………21, 131�
映像切換 ……………………………………………73�
枝番号 ………………………………………………70�
お気に入り一覧 ……………………………………72�
お気に入りに登録 …………………………………100�
音声切換 ……………………………………………73�

ページ�あ�

使いたいことを調べる�

索
引
�

132



索引つづき�

ワンタッチボタン …………………69, 104, 105�

ページ�わ�

発信履歴 …………………………………………117�
番組自動追従 …………………………43, 86, 131�
番組情報取得 …………………………………… 82�
番組説明 ………………………………………… 77�
番組表 …………………………………17, 79～82�
ビデオリモコン ………………………… 22, 44～46�
プレビュー …………………………………75, 131�
プログレッシブ ………………………………21, 131�
ペイ・パー・ビュー ……51, 74, 75, 87, 111～113�
放送切換 ……………………………12, 14, 16, 68�
放送メール ……………………………………… 114�
ボード（お知らせ） ……………………………… 116�

ページ�は�

マイラインプラスの設定 ……………………………40�
マクロヴィジョン ……………………………………11�
マルチビュー放送 …………………………86, 131�
メッセージ表示一覧 ………………………122～124�
メニュー画面 …………………………………28, 29�
文字スーパー …………………………52, 53, 131�
モジュラーコンセント ……………………23, 24, 25�

ページ�ま�

郵便番号 ………………………………………33, 57�
予約一覧 ………………………………………93～97�
予約詳細設定 ………………………………………86�
予約する ………………………………………84～89�
予約の保護 …………………………………………97�
予約履歴一覧 ………………………………………98�

ページ�や�

ラジオ ………………………………………………73�
リモコン ………………………………14, 15, 134�
リモコン切換設定 …………………………………106�
履歴の送信 ………………………………………113�
累計金額の消去 …………………………………112�
レターボックス ……………………………………131�
レターボックス信号 …………………………………21�
録画予約 …………………………………43, 44, 91�

ページ�ら�

使いたいことを調べる�

索
引
�

133

内線発信番号 ………………………………………39�

ページ�な�


