
ST1100Rで録画した番組を
STW2000で視聴するためのガイド 

●ST1100RからSTW2000へムーブ、およびムーブされた機器での
再生をお約束するものではありません。

●ST1100RとSTW2000が同じホームゲートウェイに接続されて
いることが前提となります。

●STW2000のファームウェアバージョンが「006.000.000」以上で
あることが前提となります。

●ST1100Rの故障等が起こる可能性があるため、録画番組はムーブ
することをおすすめします。
また、機器の故障により、再生ができなくなる可能性があります。

●auひかりの解約後、 ST1100Rの外付けHDDの録画番組の再生を
することはできません。

はじめにお読みください 

①1台のHDDに番組をムーブ（移動）する
②STW2000からST1100Rに接続されたHDDの録画番組
を視聴する
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１【ムーブするとこんなに便利♪】 

外付けHDD 

STW2000 

ST1100R 

外付けHDD 

USB接続 USB接続 

有線LAN 有線LAN 

録画番組 

HDMI接続 

HGW 

－－－－－－－－－－－－－－【ムーブ前】 －－－－－－－－－－－－－－ 

－－－－－－－－－－－－－－【ムーブ後】－－－－－－－－－－－－－－ 

■メリット１ 
 外付けHDDが、 
 2台⇒1台に集約できます！ 
■メリット２ 
 ST1100Rは、 
 2018/01/10にサービスが終了 
 しますが、録画番組を 
 STW2000にムーブすると、 
 STBが、2台⇒1台にできます！ 
 その結果、 
 ST1100Rを取り外しできます！ 

ムーブ後のメリット 
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外付けHDD 

STW2000 

ST1100R 

外付けHDD 

USB接続 USB接続 

有線LAN 有線LAN 

録画番組 

HDMI接続 

HGW 

お願い 

・ST1100R-HGW-STW2000の間は全て有線で接続し、同一のHGW配下 
 に設置してください。 
・ST1100RとSTW2000それぞれに外付けHDDをご用意ください。 

２【ST1100Rの外付けHDDの録画番組をSTW2000の外付けHDDへ 

ムーブ（移動）する手順】 

   ST1100RとSTW2000を有線LANケーブルでホームゲートウェイ 
   （以下、「HGW」と略す）に接続します。 

 2.1 各製品を接続する 

※ST1100Rで録画した番組がSTW2000にムーブすることができます。 

 2.1.1 接続方法 
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利用条件 

■以下の利用条件を全て満たす必要があります。 
 
 ●STW2000側の条件 
  ✔ Powerランプが、緑点灯（起動状態）または、橙点灯（標準スタ 
    ンバイ状態）であることを確認してください 
  ✔ ファームウェアバージョンが「006.000.000」以上であることを 
    確認してください 
  ✔ 設定メニューから「ホームネットワーク（DLNA）設定」＞ 
    「サーバー(DMS)機能設定」で、サーバ機能が「ON」になって 
    いることを確認してください 
  ✔ 設定メニューから「USB HDD機器一覧」で、接続している外付 
    けHDDが「デフォルト録画先」になっていることを確認してく 
            ださい 
  

ご利用にあたって 

デフォルト録画先 

＜STW2000の画面＞ 
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 ●ST1100R側の条件 
  ✔ ムーブする録画番組は、 2分以上の録画番組であることを確認し 
    てください 
  ✔ メインメニューから「設定」＞「ホームネットワーク設定」＞ 
    「ホームネットワーク機能」が「入」になっていることを確認し 
    てください 
  ✔ メインメニューを表示するには録画一覧画面表示中にリモコンの 
    メインメニューボタンを押してください。なお、録画一覧画面の 
    表示方法は７～８ページをご参照ください 

＜ST1100Rの画面＞ 

制限事項 

■次の制限事項があります。 
 
  ✔ ムーブ受信機能と DLNA配信／リモート視聴配信機能を同時に 
    ご利用される場合は、ムーブ受信機能が優先されます 
     ※DLNA配信／リモート視聴配信中にムーブ受信が開始され 
                  ると、DLNA配信／リモート視聴配信が中断されます  
  ✔ STW2000で録画が開始された場合は、録画が優先され、ムーブ 
    が失敗となり録画番組が削除される場合があります 
  ✔ ムーブ受信機能とホームネットワーク機能／転送機能を同時に 
           ご利用することはできません 
  ✔ auひかりの解約後、ST1100Rの外付けHDDの録画番組を再生す 
    ることはできません 
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注意事項 

■ムーブを開始する前に、同時間帯に録画予約がされていないことを確認 
 してください。 
 
■ムーブが開始されてから完了するまでの間で、ムーブが中断された場合、 
 ムーブ中の録画番組が削除されます。 
 
  ●主な中断理由 
   ✔ ネットワークの使用状況 
   ✔ 各製品の電源をOFFにした場合 
     －ST1100R 
     －STW2000 
     －ＨＧＷ 
     －外付けＨＤＤ 
   ✔ 外付けHDDの異常、故障   など 
 
■2018年2月1日以降、ライセンス更新処理が実行されるため、情報更新 
 確認画面が表示されます。 
 そのため、毎回、情報更新確認画面で「いいえ」を押してください。 



お知らせ 

・ST1100Rで録画した番組をSTW2000へムーブするとST1100Rの外付 
 けHDDから録画番組は削除され、STW2000に保存されます。 

 2.2 ST1100Rの録画番組をSTW2000にムーブする 

② 起動後、情報更新確認画面が表示されます 

③ 情報更新確認画面で「いいえ」を選び、「決定」を押す 

① ST1100Rを起動する 

④ 未契約チャンネル画面が表示されます 

2.2.1 ムーブする 

＜ST1100R側の操作＞ 
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もし情報更新確認画面で「はい」を 
押したら 

「ライセンス更新を行っていま
す」画面が一瞬表示されますが、
情報更新画面に戻りますので、
「いいえ」を押してください。 

  

いいえ 
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⑥ STW2000にムーブする録画番組を選び、カラーキー「緑」を押す 

⑦ 矢印キー上を押し、「機器変更」を選び、「決定」を押す 

注意 

STW2000に接続している外付け
HDDが「デフォルト録画先」に設
定されていない場合は、ムーブす
ることができません。 

⑤ リモコンの「録画一覧」キーを押す 

⑧ ムーブ先機器選択画面で「STW2000 xx:xx:xx:xx:xx:xx(任意)」を選 
 び、「決定」を押す 
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⑨ 矢印キー下を押し、「ムーブ開始」を選び、「決定」を押す 

⑩ ムーブが開始されるので、しばらく待つ 

・STBの利用状況や宅内のネットワーク環境により、時間の差異が生じま 
 すが、およそ録画番組の半分の時間がめやす時間となります。 

お願い 
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⑪ ムーブが完了すると、「ムーブを完了しました。」が表示されます 

⑫ 「閉じる」を押すと、録画一覧画面が表示されます 

⑬ ムーブした録画番組が、録画一覧画面から削除されています 
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ムーブした録画番組はSTW2000の録画一覧画面で確認することが
できます。 

 2.3 ムーブした番組を確認する（STW2000） 

・ST1100RからSTW2000にムーブした録画番組とSTW2000で録画した 
 番組の表示は、区別なく表示されます。 

 2.3.1 録画一覧（リスト表示）で確認する 

お知らせ 

・ST1100Rからムーブした録画番組は、ST1100Rで実際に番組を録画し
た日時順で表示されます。 
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 2.3.2 録画一覧（サムネイル表示）で確認する 

ST1100RからSTW2000にムーブした録画番組は、すべて「ST1100R 録画 
番組」という同一のサムネイルで表示されます。 

＜STW2000側の操作＞ 

・ST1100Rからムーブした録画番組は、ST1100Rで実際に番組を録画し
た日時順で表示されます。 

お知らせ 



 2.4 ムーブ受信した録画番組がこんな表示だったら 

 2.4.1 録画番組のタイトルやチャンネルロゴの表示がない 

 2.4.2 チャンネルロゴの表示がない 

●ST1100Rで録画した時点で録画番組に異常があった場合、 
 録画番組のタイトルやチャンネルロゴが表示できないことがあり、録画 
 番組を再生できない場合があります。 

●現在、放送していないチャンネルについては、チャンネルロゴが表示さ 
 れません。 
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 2.5 付録  
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当時のチャンネル番号 チャンネル名 

200 ショップチャンネル 

266 QVC 

202 ジャパネットCHDX 

280 プロモーションチャンネル 

353 クラシカ・ジャパン 

409 J sports4 (SD) 

411 FIGHTING TV サムライ 

503 東映チャンネル 

505 衛星劇場 

475 ムービプラス 

 2.5.1 現在放送していないチャンネル 

以下のチャンネルは現在放送していないチャンネル（過去、放送していた
チャンネル）のため、チャンネルロゴが表示されません。 

ST1100Rはお客様譲渡となっております。 
ムーブ後ご不要の場合はお住まいの自治体の分別に従って廃棄してくださ
い。 

 2.5.2 ムーブ完了後の機器 



３【STW2000からST1100Rの録画番組を視聴する手順】 
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   ST1100RとSTW2000を有線LANケーブルでホームゲートウェイ 
   （以下、「HGW」と略す）に接続します。 

 3.1 各製品を接続する  

お願い 

・ST1100R-HGW-STW2000の間は全て有線で接続し、同一のHGW配下 
 に設置してください。 

 3.1.1 接続方法 

外付けHDD 

STW2000 
ST1100R 

USB接続 

有線LAN 有線LAN 

録画番組 

HDMI接続 

HGW 

※ST1100Rで録画した番組をSTW2000で視聴することができます。 



 3.2 STW2000からST1100Rの録画番組を視聴する 
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ST1100RとSTW2000を同じHGWに接続し、STW2000のホーム
ネットワーク画面から「H06ST1 xx:xx:xx:xx:xx:xx」と表示され
ている機器を選択し、その中から再生したい番組を選択すると視聴
することができる機能です。 

利用条件 

■以下の利用条件を全て満たす必要があります。 

ご利用にあたって 

 ●ST1100R側の条件 
  ✔  ST1100Rが起動中または標準スタンバイであること 
  ✔ 視聴したい録画番組は、 2分以上の録画番組であることを確認し 
    てください 
  ✔ メインメニューから「設定」＞「ホームネットワーク設定」＞ 
    「ホームネットワーク機能」が「入」になっていることを確認し 
    てください 
  ✔ メインメニューを表示するには録画一覧画面表示中にリモコンの 
    メインメニューボタンを押してください。なお、録画一覧画面の 
    表示方法は７～８ページをご参照ください 

＜ST1100Rの画面＞ 


