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視聴画面

録画する

チャンネルを順番に切り換える

チャンネル一覧を表示する
番組をクリックするとチャンネルが切り換わります。

音量を調節する

字幕や音声を切り換える

視聴画面を最大化する
番組をクリックするとチャンネルが切り換わります。

録画番組一覧を表示する

視聴画面をクリックすると操作パネルが表示されます。

設定画面を表示する

視聴ランキング
視聴ランキングを表示します。数字が大きいほど多くの
人が見ていることを表します。

番組をインターネットで調べる
インターネットブラウザを起動して番組名を検索します。

視聴中の番組情報
番組名をクリックすると詳細情報を表示します。
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再生画面

機能

 再生 停止中および一時停止中は再生を開始します。再生中に押すことで、通常の０．８倍の速度で再生します。

 一時停止 再生を一時停止します。

 停止 再生を停止します。。

逆スキップ 設定で指定した秒数を戻して再生します。

順スキップ 設定で指定した秒数を進めて再生します。

早戻し
2 倍／ 10 倍／ 60 倍／ 120 倍の速度で早戻しします。

押すたびに速度が切り換わります。

早見再生／早送り

1.2 倍／ 1.5 倍／ 2 倍／ 10 倍／ 60 倍／ 120 倍の速度で早送りします。

押すたびに速度が切り換わります。1.2 倍～ 2.0 倍までの間は、音声出力されます。
※ 上記は、音声出力の設定が [PCM] の場合のみ有効です。[AAC] のときは 1.2 倍速と 1.5 倍速が利用できません。また、2 倍速の時は音

声は出力されません。

先頭へ 番組の先頭へ移動します。

終端へ 番組の終端へ移動します。
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録画一覧画面

削除
一覧で選択中の番組を削除します。

番組情報の表示
一覧で選択中の番組の詳細情報を表示します。

保護・保護解除
一覧で選択中の番組を削除されないように保護したり、
保護の設定を解除します。

ページ選択
一覧表示のページを切り換えます。1 ページごとに 200
件の番組を表示します。

再生する
一覧で選択している番組を再生します。

絞り込み検索
指定したキーワードに一致する番組だけを一覧に表示するようにします。
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設定項目
項目 機能

テレビ設定 地域／チャンネルスキャン
チャンネル情報を最新の状態に更新します。受信する地域が変わったときなどに行います。また、チャンネル
を選択すると受信レベルが表示されます。
※ 受信レベルの表示中は番組を視聴できません。

視聴設定 音声出力 音声の出力方法を設定します。

録画／再生
再生 再生時のスキップ幅を設定します。

保存先ドライブ 録画番組の保存先を設定します。

詳細 動作履歴送信

Xit の操作に関する情報を専用サーバーに送信するかどうかを選びます。画面上の説明をよく確認してから選
択してください。

設定を [ オフ ] にすると、動作履歴の送信を停止します。
※ 動作履歴の送信、および動作履歴を利用したサービスにはインターネット接続が必要です。インターネット接続に必要な通信費用はお客様

のご負担になります。

お知らせ
放送メール

放送波に含まれる放送局からのお知らせを表示します。
※ 受信から 30 日以上経過すると、未読・既読にかかわらず自動的に削除されます。

受信機からのお知らせ 新しいチャンネルが追加された場合など、チューナーが受け取った情報を表示します。

情報
CAS 情報 地上デジタル放送のコンテンツ権利保護方式に関する情報を表示します。

バージョン Xit（サイト）のバージョン情報を表示します。

初期化 アプリ初期化 Xit（サイト）を初期状態に戻します。
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テレビが映らない・映像が乱れる 受信レベルが低いことが考えられます。以下の順番でご使用の環境を確認してください。

視聴画面に戻って映像が表示されるかを確認して、映像が乱れる場合は、受信レベルを確認しな
がら環境を改善してください。

映像が表示されない場合は環境が改善されていない可能性があります。チャンネルスキャンを

行ってください。
デジタル放送推進協会（Dpa）

http://www.dpa.or.jp/

地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター

0570-07-0101 

（平日：9:00 ～ 18:00　土日祝：9:00 ～ 18:00）

地上デジタル放送を受信できる場所ですか？
現在、使用中の場所が地上デジタル放送を受信できるエリアか確認してください。

再度、映像が表示されるか確認してください

チャンネルをスキャンしなおしてください

①設定から [ チャンネルスキャン ] を選択し、チャンネルをスキャンします。

②スキャン完了後、チャンネルをクリックして受信レベルを確認します。
受信レベルの目安　　フルセグ放送：60 以上　ワンセグ放送：20 以上

 

スキャン結果にチャンネルが表示されない／受信レベルが目安よりも大幅に低いとき
お使いの環境ではチャンネルを受信できません。以下を参考にして受信環境を改善してください。

受信手段 対処方法

ロッドアンテナ

デジタル放送を受信しやすい場所へ移動してください。
（例） 建物の窓際、または建物の外で周囲にさえぎるものがない場所
それでも改善できない場合は壁面アンテナ端子に接続することをおすすめし
ます。

壁面のアンテナ端子に接続
（変換ケーブルを利用）

アンテナケーブルと本体の接続がゆるんでいませんか？アンテナ端子を奥ま
でしっかりとさし込んでください。

アンテナケーブルが劣化していたり、銅線が切れている可能性があります。新
しいアンテナケーブルで接続してください。

壁面のアンテナ端子にデジタル放送の信号がきていますか？他の機器に接続
するなどして、アンテナに問題がないかを確認してください。また、アンテナが
UHF 対応であることも確認してください。

受信レベルを確認しながら環境を改善する
 ■ ロッドアンテナで受信している場合

①設定から、チャンネルスキャン画面を表示してください。

②映像が乱れているチャンネルをクリックします。

③受信レベルの数値を確認しながら、ロッドアンテナの向きや長さを調整してくださ
い。

※ ご使用の環境や天候により改善できない場合があります。

 ■ 壁面のアンテナ端子に接続している場合

屋外のアンテナの向きが変わっていたり、アンテナの故障が考えられます。アンテナの専
門事業者にお問い合わせください。
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こんなとき 症状・対処方法

移動先での視聴中に、受信できなくなる パソコンを持ち運んで移動先でテレビを見る場合はチャンネルスキャンが必要になることがあります。移動先でテレビの映りが悪かったり県境を越えて移動しているとき、移動先でチャンネルスキャンを行ってく
ださい。

チャンネルの切り換えに時間がかかります 地上デジタル放送の情報は暗号化されているため、読み込みに十数秒かかる場合があります。故障ではありませんので、チャンネルが切り換わるまでお待ちください。

急に画質が悪くなった 受信レベルが低下してワンセグ放送に切り換わった可能性があります。くわしくは［フルセグ／ワンセグ切換］を参照してください。

チューナーを抜きさしすると急に映像が表示されなくなった Xit（サイト）を起動中にチューナーを抜きさしすると、映像が表示されないことがあります。この場合、タスクトレイから Xit（サイト）を終了してから再度起動してください。

さっきまで映っていたチャンネルが見られなくなりました
ロッドアンテナで受信中は、受信状況や中継局が変わった可能性があります。チャンネルスキャンを行ってください。

壁面アンテナに接続している場合は、アンテナ線を接続しなおしてから、再度チャンネルスキャンを行ってください。

番組情報が表示されません 番組情報は放送波を通じて取得されるため、初回使用時などは情報が表示されない場合があります。番組を一定時間見ると情報を取得できます。

緊急警報放送を受信できません 緊急警報放送の受信に対応していません。

音声がでません 消音になっている Xit（サイト）の消音が有効になっていないか、またはパソコンがミュートになっていないか確認してください。

スピーカーに音声が出力されません
音声形式に対応していない スピーカーが対応している音声形式を確認し、音声出力の設定を変更してください。

Bluetooth スピーカーへの出力には対応していません。

5.1ch サラウンドが出力されません
番組が対応していない 5.1ch に対応した番組を視聴してください。

設定が 2ch になっている 音声の出力形式を［PCM（ダウンミックスなし）］に変更してください。

字幕が表示されません
番組が対応していない 字幕に対応した番組を視聴してください。

ワンセグ放送を視聴している ワンセグ放送を視聴中は字幕を表示できません。

文字スーパーが表示されません 放送されていない 文字スーパーはニュース速報などで使用されているため、常に表示されるものではありません。

テレビの視聴について
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質問 回等

一台のチューナーを複数のパソコンで使用できますか？ Xit（サイト）をインストールしてチューナーを接続していれば使用できます。ただし、複数のユーザーアカウントで同時使用はできません。他のアカウントで起動中の Xit（サイト）を終了してから使用してください。

ケーブルテレビは視聴できますか？ デジタル放送を配信しているケーブルテレビで、その配信方式がパススルーであれば視聴できます。くわしくはご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
※ ロッドアンテナで受信中はご使用できません。壁面アンテナに接続している場合のみ視聴できます。

受信レベルがいくつ以上あれば問題なく視聴できますか？ フルセグ放送の場合は 60 以上、ワンセグ放送の場合は 20 以上が快適に視聴できる目安です。

画面の明るさや色合いを調節できますか？ Xit（サイト）で色調や色合いを調節することはできません。

データ放送に対応していますか？ 対応していません。

映像をテレビやアナログモニターに出力できますか？ アナログの RGB 接続であれは出力できます。

よくある質問
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商標
 • 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。
 • Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
 • その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。
 • 本書では ® および ™ などの商標マークは省略しています。

本書について
 • Windows の基本的な操作については記載していません。Xit（サイト）の操作は Windows の一般的な

操作に準拠しています。
 • 本書で使用しているアプリケーションの画面は、実際と異なる場合があります。また、番組の映像は、は

め込み合成です。
 • パソコンの環境によっては、本書に記載されていても表示されない、または、操作できない項目がありま

す。
 • 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
 • 本書の内容の一部およびすべてを無断で転載することは禁じられています。

使用上のご注意
Xit（サイト）の起動について

 ● リモートデスクトップで起動中は Xit（サイト）を起動できません。
 ● すでに Xit（サイト）が起動している状態では、別のユーザーアカウントで Xit（サイト）を起動できま
せん。

Xit（サイト）の起動中に制限される機能
 ● 視聴画面が表示されている間は、スクリーンセーバーが起動しません。
 ● 放送や番組情報を受信しているときは、タイマーによるスリープへの移行は実行されません。

 ● 視聴画面が表示されている間は、プリントスクリーン機能を使用できません。

チューナーを抜きさしすると映像を表示できない場合があります
Xit（サイト）を起動中にチューナーを抜きさしすると、映像が表示されないことがあります。この場合、タ
スクトレイで Xit（サイト）を完全に終了してから再度起動してください。

※ Xit（サイト）のウィンドウを閉じてもアプリケーションは終了しません。かならずタスクトレイで終了してください。

映像を表示できない場合があります
 ● 解像度が 1024 × 576 ピクセル未満のディスプレイはサポートしていません。　
 ● マルチディスプレイで使用する場合、クローン接続しているディスプレイに映像は表示されません。
 ● マルチディスプレイで使用する場合、HDCP に対応していないディスプレイに映像は表示されませ
ん。

映像が止まったり、コマ落ちする場合があります
Xit（サイト）を使用中に Windows Media Player（ウィンドウズメディアプレーヤー）や WinDVD など
の他のアプリケーションが動作していると、音声が途切れたり、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。また、その他の使用状況やシーンによっては、視聴時の映像がスムーズに表
示されない場合があります。

著作権について
受信したコンテンツに対して制作者の著作権を侵害するような行為を行うと、著作権法に基づき罰せら
れることがあります。


