
LaCieハードディスクを使用するには、最初に「シャープ製液晶テレビ 
アクオス」上で「機器の初期化」をおこなう必要があります。

付属のUSBケーブル（50cm）のコネクタを本製品のUSBコネクタに接
続し、反対側をテレビ背面のUSB端子に接続します。

付属の取り付け金具を使用してテレビ背面に固定するか、安定した平
面に設置してください。

通常、本製品を接続してもテレビの画面に変化はありません。
一度テレビに接続し、登録解除した場合など、「USBメディア」画面に切り替わることがありますが、異常ではありません。
リモコンの「選局」ボタンを押すことで、元の画面に戻りますので、STEP3 の手順 1から初期化を始めてください。

リモコンは、リモコン受光部
（画面右下）に向けて操作してください。

アクオス（背面）

画面が切り替わってしまったときは...

［機器の初期化］を選択します。
そのあと、［する］を選択して、［決定］ボタンを押します。

［する］を選択して、［決定］ボタンを
押します。

［なし］、［10時間］、[20時間]、［40時間］
のいずれかを選択して、［決定］ボタンを押
します。

ここからは、「シャープ製液晶
テレビ アクオス」の画面を見な
がら、テレビに付属のリモコン
で操作します。リモコンの操作
の詳細については、アクオスに
付属のマニュアルをお読みくだ
さい。

すべての容量を通常の録画に使用する場合は、
［なし］を選択してください。

初期化中は、本製品の電源ランプが点滅します。

［する］を選択して、［決定］ボタンを押しま
す。初期化が実行されますので、しばらくお
待ちください。

右の画面が表示されれば、初期化は完了で
す。［決定］ボタンを押します。

初期化完了後、録画する機器を選択して終了
します。

ここでは、［USB-HDD設定］メニューの各項目について説
明します。
メニューの表示手順は「STEP3」の手順　   ～  　 をお読
みください。

■USB-HDD の選択
複数のハードディスクを接続している場合に、操作す
るハードディスクを切り替えます。

■機器の初期化
ハードディスクを初期化します（→STEP3）。

■機器の取りはずし
ハードディスクを「アクオス」から取り外すときに使用します（→本製品の取り外し）。

■常連録画設定
毎日同じ時間帯の番組を定常的に録画し続ける機能、「常連録画機能」の設定です。

■省エネ設定
ハードディスクを使用していないときに、消費電力を抑えるための設定です。

■オートチャプター設定
一定間隔でチャプターマークを自動的に入れる設定です。

■機器の登録解除
「シャープ製液晶テレビ アクオス」で一度に使用できるハードディスクは1台ですが、複数台のハ
ードディスクを「登録」しておき、入れ替えて使用できます。
「機器の登録解除」は、登録しておいたハードディスクを別の機種に入れ替えるときなど、ハード
ディスクの登録を解除する場合に使用します。
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機器の取りはずし

機器の登録解除

オートチャプター設定
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常連録画設定

［１５分］

機器の初期化
する しない

USB-HDDの選択

機器の取りはずし

機器の登録解除

オートチャプター設定

省エネ設定
［する］

常連録画設定

［１５分］

機器の初期化
する しない

USB-HDDの選択

機器の初期化

　ＵＳＢ－ＨＤＤを本機での録画専用に
　　　　　　初期化をします。

接続機器数　１ ：［○］
接続機器　　USB-HDD ：［○］
登録台数　　0台／１６台 ：［○］

　　　　　初期化を行いますか？

しないするする

本機で認識していないUSB機器が
接続されています。

機器の初期化

　

　　　　

10時間

20時間

40時間

USB-HDD容量のうち、常連録画に
割り当てる時間を設定してください。

常連録画機能：有効　　　　　　
録画可能時間：約43時間
常連録画時間：約0時間

常連録画とは、よく見る番組を
テレビが学習し、自動で録画する
機能です。

機器の初期化

確認

ファミリンク操作パネルや、リモコンの
ファミリンクボタンから、
USB-HDDの再生や録画を

行うことができます。リモコンの
ファミリンクボタンでの録画には
録画機器選択での設定が必要です。

初期化が完了しました。
［USB-HDD 1］

このUSB-HDDの常連録画時間
0時間

1 2

機器の取りはずし

機器の登録解除

機器の初期化

USB-HDDの選択

オートチャプター設定

省エネ設定
［する］

［USB-HDD 1］

常連録画設定

［１５分］

機器の取りはずし

［ツール］ボタンを押して、[ツール]メニューを表示します。

　ツール

AQUOSインフォメーション

時計表示

お知らせタイマー

画面表示設定

おしらせ（受信機レポート）

AVポジション（画質切換）

2画面

［標準］

タイマー機能
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機器の初期化
初期化するとこのＵＳＢ－ＨＤＤに
保存しているデータはすべて
消去されます。初期化後、
このＵＳＢ－ＨＤＤは本機での
録画専用となります。

常連録画機能 ： 有効
録画可能時間 ： 約43時間
常連録画時間 ： 約0時間

以上の設定で初期化を行いますか？

しないする

録画機器選択

リモコンの録画ボタンで録画する機器を
設定します。

USB-HDD 1
USB-HDD HDD
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なし

ホーム
番組情報 ツール

＊機種によりリモコンの形状は異なります。

［ツール］メニューから、［USB- 
HDD設定］を選択して、［決定］ボ
タンを押します。

カーソルを
動かして
選択する

決定する

→ウラ面もお読みください

これでLaCieハードディスクに録画
する準備ができました。

以降は｢シャープ製液晶テレビ アク
オス｣に付属のマニュアルをお読み
になり、録画をおこないましょう。

USB

接続が終わったら、
STEP3に進んでください。

取り付け金具について

USB2端子

このUSB端子に接続してください。
この端子はバスパワーに対応しています。

このUSB端子には接続しないでください。
この端子はバスパワーに対応していないため、
本製品を接続しても、正常に動作しません。

USB1端子

アクオス/Ｚ5ラインで使用する際のご注意

1

2

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この資料では、LaCieハードディスクを「お買い上げ直後の状態」からシャープ製液晶テレ
ビ「アクオス」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。

複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、アクオスに
付属のマニュアルをお読みください。
この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

「シャープ製液晶テレビ アクオス」の設定項目（USB-HDD設定メニュー）

● 本製品を初期化すると、本製品に記録されているすべてのデータが消去されます。
初期化後は元に戻せませんので、作業前に本製品のデータをバックアップすること
をお勧めします。

● 初期化中は、絶対にテレビや本製品の電源を切らないでください。
本製品やテレビの故障の原因になることがあります。

● 「アクオス」専用の形式でフォーマットされますので、初期化後はパソコンで使用でき
ません。

STEP

3 ハードディスクを初期化します

STEP

1 ハードディスクを設置します 必要に応じて取り付け金具を使用してください

STEP

2 ハードディスクをアクオスに接続します あらかじめテレビの電源を入れておいてください

● 必ず背面の「USB（Z5ラインでは「USB2」）」と書かれた端子に接続してください。
● USB ケーブルのコネクタ形状は、本製品側とテレビ側で異なります。コネクタの形状

が異なると接続できませんので、接続前に確認してください。
● 本製品に電源スイッチはありません。テレビに接続すると、自動的に電源が入ります。

● 本製品はバスパワー駆動のため、テレビの「USB（Z5ラインでは「USB2」）」と書か
れた端子に直接接続してください。USBハブを経由させたい場合は、ACアダプタか
ら電源を供給できるタイプの USBハブに接続してください。

● AC アダプタから電源を供給できるタイプの USB ハブであっても、種類や外付け
HDD（ハードディスク）の種類・台数によっては、正常に動作しない場合があります。
正常に動作しない場合は、USBハブを使用しないでください。

設定項目についての詳細は、「アクオス」に付
属のマニュアルをお読みください。

「機器の登録解除」をおこなうと、録画したデータは再生できなくなります。

テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。お使
いの機種に付属のマニュアルも必ずあわせてお読みください。

■ テレビにつなぐ前に 梱包物とUSBコネクタの位置を確認しましょう !

かんたん接続ガイド

LaCieハードディスク を 
「シャープ製液晶テレビ アクオス」につないで使う 

◆ 対象製品： rikiki（LCH-RK＊UTV）

◆ 対象の液晶テレビ（2011年3月現在）
「シャープ製液晶テレビ アクオス」

＊はディスク容量を示す数字です。

本製品に付属している取り付け金具は、テレビの壁掛け用のネジ穴を使用して固定
します。
本製品には取り付けるテレビのネジ穴の間隔に合わせて、2種類のネジを用意して
います。
取り付ける際は、適合するネジ穴とネジを使用してください。

● 付属の取り付け金具は 32V型以下のテレビ用です。32V型を超えるテレビには取り
付けることができません。

● 付属の取り付け金具を使用した場合、壁掛け金具は使用できません。
● 本製品は取り付け金具を使用してテレビの背面に固定するか、振動がない場所に水平

に設置してください。
● 本製品を重ねる場合は、2 台までにしてください。

 Z5/V5/K5ライン
 （LB3/ LV3/LX3/DZ3シリーズでは動作しません。）

アクオスから本製品に録画した場合の、録画可能時間の目安は次の通りです。
録画時間は目安であり、放送時のレートや画質モードにより、異なります。

地上デジタルHDレート（約17Mbps） 約60時間 約120時間
BSデジタルHDレート（約24Mbps） 約44時間 約87時間
SDレート（約12Mbps） 約87時間 約173時間

放送の種類 録画時間（製品の容量：500GB） 録画時間（製品の容量：1TB）

各部の名称とはたらき

録画時間の目安

梱包物を確認しましょう

USB2.0 に対応した mini-B コネクタです。付属の USB2.0
ケーブルを使用して、本製品とアクオスを接続します。

②USBコネクタ
ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

Z5 ライン以外の機種は、お使いのテレビに付属の
マニュアルをお読みください。

① 電源ランプ

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□ 製品本体 □ USBケーブル　2 本（15cm, 50cm 各1本）
□ 取り付け金具
□ M4×10（細いネジ）　2 本 □ M6×10（太いネジ）　2 本
□ はじめにお読みください／クイックガイド（保証書が含まれています）

□ かんたん接続ガイド　「シャープ製液晶テレビ アクオス」用
　 （このシート）

□ かんたん接続ガイド　「東芝製液晶テレビ レグザ」用

②①

アクオス/Ｚ5ラインにはＵＳＢ端子が２つあります。
本製品をアクオス/Ｚ5ラインで使用するときは、背面下部のＵＳＢ2端子に接続してく
ださい。ＵＳＢ1端子に接続しても、バスパワーに対応していないため、本製品は正常に
動作しません。
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［取りはずす］を選択して、【決定】ボタン
を押します。
取り外しが完了するまで、しばらくお待ち
ください。

右の画面が表示されれば、取り外しは完了
です。[決定]ボタンを押して、この画面を
閉じます。

テレビからUSBケーブルを抜き取り、取り外します。

ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をアクオスから取り外す場合は、次の手順でお
こないます。

「アクオス」で本製品を初期化すると、アクオス専用の形式でフォーマットされます。
いったんアクオスで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマット
する必要があります。

「アクオス」では、複数台のハードディスクをあらかじめ「登録」しておき、接続し直すこと
で、最大16台のハードディスクを管理／利用できます。

機種により、USBハブを利用することで同時に複数台のハードディスクを接続しておくこと
ができますが、本製品はバスパワー駆動のため、使用時にはアクオスに本製品のみを接続す
ることを推奨します。また、操作可能なハードディスクは1台のみです。同時に接続できる台
数は、お使いの機種に付属のマニュアルをお読みください。
操作対象のハードディスクの切り替えについては、このあとの「STEP-EX　ハードディスク
の切り替え」をお読みください。

［機器の取りはずし］を選択して、【決定】
ボタンを押します。

「STEP３」の手順　 ～　 をお読みになり、［USB-HDD設定］メニュー
を表示します。

■ Windows 7/Vista の場合
コントロールパネルの［ディスクの管理］画面を表示した状態で本製品を接続します。
表示された「未割り当て」の領域を右クリックし、形式を選択してフォーマットします。
詳細はWindowsのオンラインヘルプをお読みください。

■ Windows XP の場合
Windows XPでのフォーマットは、専用ソフト（フォーマッタ）でおこないます。
専用フォーマッタは、以下のURLからダウンロードしてください。

■Macintosh の場合
本製品のドライブを選択し、［パーティション］タブを選択するとフォーマット画面が表示されます。
ハードディスクを接続したあと、［アプリケーション］→［ユーティリティ］→［ディスクユーティリティ］
を選択して［ディスクユーティリティ］を起動します。そのあと、フォーマットを実行してください。

詳細はご使用のMac OS のオンラインヘルプや説明書をお読みください。

［ディスクの管理］画面の表示方法は、OSにより異なります。

●Windows 7
［システムとセキュリティ］から、
［管理ツール］→［ハードディスク パーティションの作成と
フォーマット］を選択。

●Windows Vista
［管理ツール］→［コンピュータの管理］を選択。

［USB-HDDの選択］を選択して、
［決定］ボタンを押します。

利用するハードディスクを選択して、［決定］ボタンを押します。

［ホーム］ボタンを押して、元の画面に戻ります。
これでハードディスクの切り替えは完了です。

http://www.lacie.jp/download/fmt32/
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機器の取りはずし

接続されているＵＳＢ機器を
取り外します。

取りはずす取りはずす

機器の取りはずし

確認

機器の取りはずし

機器の登録解除

機器の初期化

オートチャプター設定

省エネ設定
［する］

常連録画設定

［１５分］

機器の取りはずし

USB-HDDを取り外して下さい。
USB-HDDをそのまま

使用する際も、一度取りはずして
再度接続してください。

USB-HDDは安全に
取りはずすことができます。

「STEP３」の手順　 ～　 をお読みになり、［USB-HDD設定］メ
ニューを表示します。

機器の取りはずし

機器の登録解除

機器の初期化

USB-HDDの選択

オートチャプター設定

省エネ設定
［する］

［USB-HDD 1］

常連録画設定

［１５分］

機器の取りはずし

初期化すると、アクオス専用形式でフォーマットされますので、パソコンでは録画した番組を
見ることはできません。
また、録画したデータには、個々の機器固有の暗号化が施されていますので、録画したテレビ
に接続してご覧ください。暗号化は、著作権保護を目的とした仕様によるものです。

ハードディスクをパソコンにつないでも、録画データが見れません

ハードディスクへの録画は長期保存を想定していません。
大切な番組は、ブルーレイディスクレコーダやDVDレコーダ、ビデオなど、他の機器に録画す
ることをお勧めします。

録画した番組は、恒久的に保存できますか？

機種によって異なります。詳細は、お使いの機種に付属のマニュアルをお読みください。

ハードディスクは同時に複数台接続できますか？

ハードディスクを修理する場合、録画した番組はダビングできますか？

ハードディスクに録画した番組はダビングできません。
大切な番組は、ブルーレイディスクレコーダやDVDレコーダ、ビデオなど、他の機器に録画す
ることをお勧めします。

いったんテレビの電源を切り、再度電源を入れ直してください。
そのあと、もう一度再生してみてください。

困ったときは テクニカルサポートにお問い合わせの前に、
こちらをお読みください。

早送り、早戻し時に映像が止まってしまいます

ハードディスクを初期化する際は、テレビには1台のみ接続してください。
USBハブを経由して複数のハードディスクを接続しないでください。

ハードディスクの初期化ができません

他のテレビ（同じ型番のアクオスも含む）では、録画した番組を見ることはできません。
録画したデータには、個々の機器固有の暗号化が施されていますので、録画したテレビに接続
してご覧ください。
暗号化は、著作権保護を目的とした仕様によるものです。

ハードディスクを他のテレビにつないでも、録画データは見れますか？

ハードディスクは、機器の特性上、特に起動時や録画／再生時にモータが高速回転します。
これにより、動作音が大きくなることがありますが、異常ではありません。

ハードディスクの動作音が気になります

もう一度ハードディスクを登録してください。ただし、ハードディスクを再登録した場合、再登
録より以前に録画した番組は視聴できなくなります。
これは、アクオスの仕様によるものです。

ハードディスクの登録をうっかり解除してしまいました

ハードディスクは熱に弱い精密機器です。放熱のため、風通しの良い場所に設置してくださ
い。また、振動がない場所に水平になるように設置してください。

推奨する設置場所はありますか ?

テレビの電源を切っても、ハードディスクのランプが点灯したままです

ランプの点灯は待機状態を示しています。故障ではありません。
予約録画の実行には、ハードディスクの電源が入っている必要があります。
しばらくお使いにならない場合は、ハードディスク本体背面の電源スイッチを操作すること
で、電源を切ることができます。
ただし、電源が切れた状態では予約録画が実行されません。

テレビの省エネ設定を「する」にしても、
ハードディスクの電源が切れません

省エネ設定を「する」にした場合、約15分以上待機状態が続くと、ハードディスクのモーター
の回転が止まります。
ただし、電源ランプは待機状態を示すため点灯したままとなります。

録画予約ができません

○ ハードディスクの電源が入っていること。USBケーブルがテレビとハードディスク両方に正
しく差し込まれていることを確認してください。

○ テレビ本体の電源スイッチを切ると、録画が実行されません。
リモコンの電源ボタンでお切りください。

○ 1台のハードディスクに録画可能なタイトル数は999番組までです。録画番組を削除して
再度設定してください。

本製品の取り外し ハードディスクの電源を入れたまま
操作を始めてください。

（2011年3月現在）

パソコンでの利用について

複数台の利用について

本製品を取り外すときは、必ず以下の手順でおこなってください。
テレビ側で操作せずに取り外すと、データが破損する恐れがあります。

STEP

EX ハードディスクの切り替え

● 本製品はバスパワー駆動のため、テレビの「USB（Z5ラインでは「USB2」）」
と書かれた端子に直接接続してください。USB ハブを経由させたい場合は、
ACアダプタから電源を供給できるタイプの USBハブに接続してください。

● AC アダプタから電源を供給できるタイプの USB ハブであっても、種類や外
付け HDD（ハードディスク）の種類・台数によっては、正常に動作しない場
合があります。正常に動作しない場合は、USBハブを使用しないでください。


