かんたん接続ガイド

◆ 対象製品： rikiki（LCH-RK＊UTV）
＊はディスク容量を示す数字です。

LaCieハードディスク を
「東芝製液晶テレビREGZA
（レグザ）
」につないで使う

◆ 動作確認済みの製品（2011年1月現在）
X1, X2, XE2, Z1,Z1S,ZS1,ZG1, F1, RE1, RE1S, HE1, RX1,
R1, H1, H1S, ZX9000, ZX9500, Z9000, Z9500, H9000,
R9000, R1BDP, ZX8000, ZH8000, Z8000, H8000

STEP

3

レグザに本製品を登録します

3

●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。

録画再生設定
HDMI連動設定

ここからは、レグザの画面を見ながら、レグ

レグザリンク設定

リモコンの操作の詳細については、レグザに

4

付属のマニュアルをお読みください。

●「REGZA」は本文中では「レグザ」と表記しています。

機器の取りはずし
動作テスト
機器の初期化
リモコンは、レグザの正面に向けて
操作してください。

USBハードディスク設定

5

録画時間の目安

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。

レグザ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。

録画時間

放送の種類

● 初期化中は、
絶対にレグザや本製品の電源を切らないでください。
本製品やレグザの故障の原因になることがあります。

録画時間

製品の容量：500GB

製品の容量：1TB

地上デジタルHDレート
（約17Mbps）

約53時間

約106時間

BSデジタルHDレート
（約24Mbps）

約44時間

約88時間

SDレート
（約12Mbps）

約131時間

約262時間

6

1

未登録のＵＳＢハードディスクを検出しました。
ＵＳＢハードディスクの登録を行いますか？

はい

STEP

1

2

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、本製品とレグザを接続します。

ハードディスクを設置します

機器の登録
登録を行うために、初期化を行います。
このUSBハードディスクの内容はすべて消去されます。
よろしいですか？

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。

3

機器の登録
登録名：ハードディスク1
登録名を変更しますか？

取り付け金具について

はい

4

● 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。

ハードディスクをテレビに接続します

あらかじめテレビの電源を入れておいてください

レグザ（背面）

USBハードディスクの登録が完了しました。
新しく録画／録画予約するときの録画機器を
登録したハードディスクに変更しますか？

はい

録画

ＯＫ

録画中の再生

ＯＫ

録画中の早見早聞

ＯＫ

テスト内容と結果についての詳細は、レグザ
に付属のマニュアル「準備編」をお読みくだ
さい。

1

2
USBケーブル

2

機器の登録
未登録のＵＳＢハードディスクを検出しました。
ＵＳＢハードディスクの登録を行いますか？

はい

いいえ

USB
（録画専用）

● 本製品は、テレビの「USB（録画専用）」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
プのハブに接続してください。
● USBハブの種類や外付け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。

本製品をテレビ背面のUSB端子に接続し、約15秒ほど待つと、レグザ
の画面に「機器の登録」画面が表示されます。

「機器の登録」画面が表示されたら、
STEP3に進んでください。

いいえ

これでLaCieハードディスクに録画する準備ができました。
以降はレグザに付属のマニュアル「操作編」を

［はい］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

お読みになり、録画をおこないましょう。

初期化が始まりますので、
数十秒お待ちください。
この画面は、初めて本製品をレグザに接続し
たときのみ表示されます。一度接続したこと
がある場合は、この画面は表示されず、ハー
ドディスクの内容も消去されません。

［いいえ］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

本製品の取り外し

登録名を変更することもできます。変更方法
はレグザのマニュアルをお読みください。
表示される名称は、お客様ご使用の環境によ
り異なることがあります。

［はい］を選択して、
【決定】ボタンを押します。
すでに別の録画機器が接続してあるなど、現
在設定 済みの場所を変 更したくない場合は、
【いいえ】を選択します。

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。

ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をレグザから取り外す場合は、次の手順でおこな
います。

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。
レグザ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。

1

「STEP4」の手順 1 〜 3 をお読みになり、レグザの［USBハードディスク設
定］メニューを表示します。

2

［機器の取りはずし］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

今すぐニュース設定
機器の登録
自動削除設定

する

省エネ設定 通常モード

5

機器の登録
接続

付属のUSBケーブル（15ｃmまたは50cm）のコネクタを本 製品の
USBポートに接続し、反対側をテレビ背面のUSB端子に接続します。
● 必ず背面の「USB（録画専用）」と書かれた端子に接続してください。テレ
ビにはほかにもUSB端子がありますが、接続しても本製品には録画できません。
● 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。

いいえ

機器の登録

登録番号

接続中

1

いいえ

必要に応じて取り付け金具を使用してください

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 種類のネジ穴を用意し
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。

2

この画 面が 表 示されたら、動 作テ
ストは完了です。【終了】ボタンを
押します。

いいえ

はい

レグザ（背面）

STEP

動 作テストが 終わるまで、数十 秒
お待ちください。

ハードディスク1

［はい］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

②

登録名
ハードディスク1

動作テスト
USB1

機器の登録

動作

USB1 動作中

① 電源ランプ
②USBコネクタ

①

登録番号

接続中

● 本製品をレグザに登録すると、レグザ専用機器となり、他の目的
（パソコンと接続するなど）
では使用できなくなります。
パソコンで使用する場合は、OS で再フォーマットする必要があります。
その際、本製品に保
存したデータは消去されます。

接 続した ハードディスクを 選 択し
て、
【決定】ボタンを押します。

動作テスト
接続

梱包物を確認しましょう

各部の名称とはたらき

する

省エネ設定 通常モード

梱包物と USB コネクタの位置を確認しましょう !

□ USB ケーブル 2 本（15cm, 50cm 各 1 本）
□ 取り付け金具
□ 26 型以下用取り付けネジ（M4×10）
（細いネジ） 2 本
□ 32 型以上用取り付けネジ（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
□ かんたん接続ガイド 「東芝製液晶テレビ レグザ」用
（このシート）

機器の登録
自動削除設定

決定する

□ 製品本体

［動作テスト］を選択して、
【決定】
ボタンを押します。

今すぐニュース設定

カーソルを
動かして
選択する

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、レグザに付
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。

■ テレビにつなぐ前に

LANハードディスク設定
SDメモリカード設定

ザに付属のリモコンで操作します。

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」で東芝製液晶テレビ
「REGZA（レグザ）」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。

［USBハードディスク設定］を選択
して、
【決定】ボタンを押します。

USBハードディスク設定

USB1

登録名

4

動作テストをします

1

レグザのリモコンの【設定メニュー】ボタンを押します。
※機種により位置は異なります。

2

動作テスト
機器の初期化

USBハードディスク設定

ハードディスク1

● 表示される名称は、お客様ご使用の環境により異なることがあります。
● 本製品に割り当てた登録名・登録番号は、録画の際「録画機器」を選ぶときに必要です。必要
に応じてメモしておいてください。

STEP

機器の取りはずし

この画面が表示されれば、登録は
完了です。
【決定】ボタンを押します。

映像設定
音声設定
機能設定
レグザリンク設定

［レグザリンク設定］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

3
接続
接続中

4

取り外したいハードディスクを選
択して、【 決 定 】ボタン を 押 し ま
す。

機器の取りはずし
登録番号
USB1

登録名
ハードディスク1

機器の取りはずし
登録名：ハードディスク1
USBハードディスクを取りはずしますか？

はい

5

［はい］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

いいえ

機器の取りはずし
USBハードディスクを取りはずしできます。

この画面が表示されたら、本製品の
電源スイッチを O 側に倒して電源
を切り、レグザから取り外します。

初期設定

設定メニュー

→ウラ面も必ずお読みください

パソコンでの利用について

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。

「レグザ」で本製品を初期化すると、レグザ専用の形式でフォーマットされます。
いったんレグザ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。

早送り、早戻し時に映像が止まってしまいます

ときどき録画できないことがあります

○ USBハブを経由して接続している場合、録画に失敗することがあります。
その場合は、USBハブを使用せず、直接レグザとハードディスクを接続してみてください。
○ ハードディスクが接続されているコンセント、電源タップなどに電力使用量の大きいもの
が接続されている場合は、他の電源からとるように接続し直してみてください。

■ 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。

いったんレグザの電源を切り、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。

ハードディスクの登録画面が表示されません（初めて接続したとき）

複数のハードディスクを接続して、まとめて初期登録しようとしていませんか。
ハードディスクの初期登録は1台ずつおこなう必要があります。
登録に失敗した場合は、次の手順でもう一度やり直してください。
(1) ハードディスクのランプが点滅していないことを確認してから、ハードディスクの電源を
切ります。
(2) ハードディスク本体のUSBケーブルを抜き、もう一度差し込みます。
(3) ハードディスクの電源を入れて、登録画面が表示されるか確認します。

［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。

「今すぐニュース」のニュースが古いのですが

「今すぐニュース」の初期設定では、地デジのNHK総合 午前6:00の番組以降が自動録画さ
れますが、曜日、時間帯によっては半日以上古いニュースが再生されます。初期設 定ではな
い、任意の番 組の録画に変更すると、改善されることがあります。レグザ付属のマニュアル
「準備編」をお読みになり、設定を変更してみてください。

「今すぐニュース」が録画されないことがあります

「2番組同時録画」と「今すぐニュース」の録画が重なった場合は、
「2番組同時録画」が優先
されます。このとき、
「今すぐニュース」の録画は途中で解除されます。

レグザの電源を切っても、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。

ハードディスクを他のレグザにつないでも、録画データが見れません

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。
したがって、他のレグザ（同じシリーズでも）では、録画データを見ることができません。

再生、録画していないのに、ハードディスクが停止しません
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

■ 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。

http://www.lacie.jp/download/fmt32/

これは異常ではありません。
レグザ側の設定メニューの［レグザリンク設定］→［USBハードディスク設定］→［省エネ設
定］を「省エネモード」にすることで、録画／再生していないときにハードディスクの回転を止
めることができます。
操作方法については、レグザに付属のマニュアル「準備編」をお読みください。

■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。

録画中にレグザの電源を切ってもかまいませんか？

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。

レグザのリモコンの電源ボタンで電源を切ってください。
レグザ本体の主電源、またはハードディスクの電源を切らないかぎり、録画は継続されます。

録画したデータの暗号化は、個々の機器のみに対応しています。
したがって、録画に使用した機器以外では、録画データを見ることができません。

レグザの電源を入れると、「USB ハードディスクが接続されていない」と表
示されます
ハードディスクの起動準備ができていない場合にレグザの電源を入れると、このメッセージが
表示されることがあります。数十秒間待っても接続が確認できない場合は、レグザ本体の電
源を切り電源プラグを抜いたあと、ハードディスクの電源を切り、再度電源を入れ直して認識
するかどうか確認してください。

レグザに表示される「録画可能時間」について
録画／再生時にレグザに表示される「録画可能時間」は、BSデジタル放送を録画した場合のおおよその
時間です。録画時間は目安であり、放送時のレートやレグザの画質モードにより、異なります。

レグザの電源が切れていますが、予約録画は実行されますか ?

レグザ本体の主電源、またはハードディスクの電源を切らないかぎり、予約録画は実行されま
す。録画予約状態では、レグザ正面右下のランプがオレンジに光ります。

録画したデータが消えてしまいました

ハードディスクの動作音が気になります

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。

録画データのムーブ（別のハードディスクへの移動）が終わりません

まず、ハードディスクの電源が入ること、USBケーブルがレグザ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。
レグザにハードディスクが正常に登録されていてもデータが見えない場合は、次の点を確認
してください。

ムーブは、番組の長さや画質によっては数時間かかる場合があります。
ムーブ中に予約録画が始まった場合はムーブは中止されます。その場合、予約のない時間帯に
再度ムーブをおこなってください。

○ データをムーブした場合、元のハードディスクにデータは残りません。
ムーブ先を確認してください。
○ レグザ出荷時の初期状態では、ハードディスクの容量がいっぱいになると古いデータから
自動的に削除される設定になっています（自動削除設定）。設定を変更したい場合は、レ
グザ付属のマニュアル「準備編」をお読みください。

ハードディスクの登録をうっかり削除してしまいました

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。

録画予約ができません

まず、ハードディスクの電源が入ること、USBケーブルがレグザ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。
また、録画したデータがハードディスクいっぱいになると予約できなくなります。不要なデー
タを削除してから再度予約を試みてください。

本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
本製品のうち、戦略物質または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
レグザ、REGZA は株式会社東芝の商標です。
その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標または登録商標です。
開発元 LaCie S.A.／発売元 エレコム株式会社
かんたん接続ガイド LaCieハードディスクを「東芝製液晶テレビREGZA（レグザ）」につないで使う
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