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TVPlayerについて

iPhone、iPod touchでワンセグ番組のダビング、ワンセグ、フルセグ放送のライブテレビ視聴や録画番組のスト
リーミングを利用いただくためのアプリケーションです。
TVPlayerのご利用前に下記の動作環境をご確認ください。
また、本ソフトのご利用前に本マニュアル文末のライセンス条項をお読みください。

TVPlayerの動作環境

TVPlayerのご利用には以下の機器、環境が必要です。

• iOSバージョン 4.3以降が以降が導入された iPhone、iPod touch
• iOSバージョン 4.3 以降が導入された iPad
• TVPlayer対応チューナーおよび、対応視聴ソフトが利用できるPC環境
• TVPlayer対応チューナーを利用しているPCがインターネット接続されている事
• チューナー、視聴ソフトの仕様により、ダビングやストリーミングの利用に制限があることがあります。
• チューナーを利用しているPCが iPhoneなどと無線LAN (Wi-Fi)で通信可能な事
• ワンセグチューナーではワンセグ放送しか利用できません。

PC側の準備

1. iPhone / iPod touch / iPadとPCが無線LANによる連係利用できる設定であるか確認して下さい。
2.　PC側で地デジ用視聴ソフトを起動し、受信できる状態にします（視聴を停止）
　　起動されていないとTVPlayerは利用できません。
3.　もし、PC側のファイアーウォールを利用している場合は、TCP ポート8278を開くか、
　　ファイアウォールをオフにします。（システム標準設定はオフです）

　　以上でPC側の準備は終わりです。
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ライブ視聴について

ご利用チューナーによって、ワンセグ、フルセグのライブ視聴機能が利用いただけます。
ライブ視聴機能がサポートの有無により、TVPlayerの表示画面や操作が異なります。
ダビングはワンセグ番組のみが対象ですが、ライブ視聴（ストリーミング）はご利用チューナーによって、ワンセ
グ番組、フルセグ番組がご利用いただけます。

本マニュアル作成時にライブ視聴機能がサポートされているのは以下の機器です。

チューナー名 / メーカー 対応 iOS データタイプ 動作環境

OneTV MT-101F / マキエンタープライズ 3.x、4.1、5.x ワンセグ intelMac

DH-MONE/U2V / バッファロー 3.x、4.1、5.x ワンセグ XP、Vista、Windows 7

DT-F200/U2W / バッファロー 3.x、4.1、5.x フルセグ XP、Vista、Windows 7

GV-MVP/FZ / アイオーデータ機器 3.x、4.1、5.x フルセグ XP、Vista、Windows 7

GV-MVP/XS2/ アイオーデータ機器 3.x、4.1、5.x フルセグ XP、Vista、Windows 7

GV-MVP/XZ2/ アイオーデータ機器 3.x、4.1、5.x フルセグ XP、Vista、Windows 7

GV-MVP/XS2W/ アイオーデータ機器 3.x、4.1、5.x フルセグ XP、Vista、Windows 7

GV-m2TV / アイオーデータ機器 3.x、4.1、5.x フルセグ intelMac（OS X 10.6 ～）

ご注意：チューナ、視聴ソフトの仕様により、ダビングやストリーミングに制限があることがあります
ご利用チューナーの対応状況や、詳細情報は各チューナーメーカーにお問い合わせください。

TVPlayerの利用方法

事前にTVPlayer対応の視聴ソフトを起動し、TV視聴を中止
し、待ち受けの状態にします。
iPhoneのホームからTVPlayerアイコンをタップします。

TVPlayerはローカルネットワーク内の利用可能なすべてのTV
デバイスをリスト表示します。
左図は二台のコンピュータが表示された状態を示します。

コンピュータ名をタップすると、ライブラリリスト画面が表
示され、そのコンピュータ上の視聴ソフト内の録画ファイル
一覧が表示されます。

図ではコンピュータ名右側に「利用可能」とステータス表示
されていますが、視聴ソフトでTV視聴していると「動作中」
と表示されますので、視聴を中止してください。
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チャンネル一覧　（ライブ視聴がサポートされている場合のみ表示）

TVPlayerウインドウ下のチャンネルボタンをタップすると視聴ソフト
で利用可能なチャンネル一覧が表示されます。
放送局名をタップすると、Wi-Fi経由でライブ視聴（放送中の番組を視
聴）がお楽しみいただけます。

ご利用チューナーによっては、フルセグライブ視聴が可能ですが、そ
の際、3波対応チューナーではチャンネル一覧のチャンネルアイコンが
以下のように色分けされます。

　　地上波（青）　　BS （緑）　　CS （紫）

ご注意：
• この機能は、iOS 3.0x、3.1x、4.1x以降でご利用いただけます。
　（iOS 4.0では利用できません）
• ライブ視聴時には、一定のデータを受信してから視聴を開始しますの　
　で実放送よりおよそ20秒程度遅れが生じます。
• 各チャンネル名の下には放送中の番組名が表示されますが、これらは　
　定期的に取得されますが、その周期や取得方法は視聴ソフトに依存
　します。

ライブラリリスト画面

ライブラリリスト画面では番組名左側の チェックボックスをタッ
プして、ダビングする番組を選びます。

番組指定 は複数選択する事もできます。

番組が選択されると、画面右上の  ボタンが  ボタンに
変わります。

  ボタンをタップすると視聴ソフトからのダビングが開始さ
れます。

ご注意：ダビングはワンセグデータのみサポートされています。
フルセグデータのみを扱うチューナーの場合、ダビングできないこと
がありますので、詳しくはご利用のチューナーや視聴ソフトのマニュ
アルを参照ください。
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ライブラリリストのライブ視聴

ライブ視聴がサポートされている時、番組名右側に再生アイコンが表示さ
れます。

再生アイコン をタップすると、ダビングなしに、Wi-Fi経由のストリー
ミングによるライブ再生が行えます。

ご注意：ご利用の視聴ソフト/チューナーの仕様によって、ダビングの為の
チェックボックスと、再生アイコンの振る舞いが異なることがあります。
（下図はダビングが使用不可でストリーミングのみが利用できる一例を示
します）

ライブラリ表示変更

ライブラリリストには番組名、放送局名、録画時間が表示されますが、画面左下のアイコンをタップして録画日時

を表示する事ができます。 アイコンでは録画時間を表示、 アイコンでは録画日時を表示します。

カテゴリーによるライブラリの絞り込み

ライブラリリスト右下の設定アイコン をタップすると左図のようにカテゴ
リーリストが表示されます。任意のカテゴリーを選ぶとそのカテゴリーで絞
り込みされたライブラリリストが表示されます。

以下の18カテゴリーが用意されています。

すべての番組、最近2週間の番組、最近1ヶ月の番組、最近3ヶ月の番組、
ニュース、スポーツ、情報・ワイドショー、ドラマ、音楽、バラエティ、映
画、アニメ・特撮、ドキュメンタリ・教養、劇場・公演、趣味・教育、福祉

カテゴリーは各番組の番組情報によって自動的に割り当てられ、手動で変更
する事はできません。
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ライブラリのオートチェック設定

ライブラリリスト右下の設定アイコン をタップすると、カテゴリーリスト
下にオートチェック設定が表示されます。

この機能は、ライブラリリストが表示されたとき、一定時間内に録画された
ものを自動的にダビングチェックを入れてくれます。

音声モード

ライブラリリスト右下の設定アイコン  をタップすると、カテゴリーリス
ト下端に音声モード設定が表示されます。

ライブ視聴やダビングを利用する際、主音声、副音声の切り替えを行う機能
です。

注意：　視聴ソフトによっては音声モード切替え機能は利用できません。
その場合は、旧バージョンと同様に、ダビングでは視聴ソフトのオーディオ
設定で主音声、副音声を指定してください。
ライブ視聴の音声切り替えについては視聴ソフトのバージョン情報をご確認
下さい。

　TVPlayer ユーザーマニュアル

7



ダビング

ダビングが始まると左図のようにプログレス画面が現れ、
まず、録画データの準備、続いて転送が行われます。

転送が終わると番組リスト画面に戻ります。
データ準備、データ転送時に問題があれば適時メッセージが表示さ
れます。

ダビングが行えない時は、左図のように「サービスが利用できな
い」とメッセージが表示されます。
このような場合、以下をご確認ください。

TVPlayerや視聴ソフトを終了し、やり直す。
視聴ソフト側でシステムの時刻が正常であるか確認してください。
（PC側の時刻が正確でないと利用できません）

ダビングのステータスアイコン

アイコン ステータス
データ準備中およびデータ転送中

ダビング成功

ダビング失敗

ダビング残り回数が３回以下になると残りカウント値が表示されます。
９回ダビングし終わると、以降、ダビングできなくなります。
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番組リスト画面

番組リスト画面ではダビングされた番組一覧が表示され、
リスト上の番組名をタップすると再生が始まります。

録画番組の左側のサムネールは、元の番組のサムネールが一緒に
ダビングされます。

サムネール部分をタップすると番組名が長い場合、スクロールし
て、番組情報を見る事ができます。（番組情報が無い場合表示さ
れません）

さらに別のファイルをダビングを行うには右上の  ボタンを
タップします。

再生するには番組名をタップします。
番組名を長押しすると左図のように最初から再生する、または続
きを見る（リジューム再生）が選べます。

番組リストからの削除

番組リスト画面で削除する番組名をフリックすると右側に削除ボ
タンが表示されます。
再度フリックすると削除ボタンが消えます。
このボタンをタップするとダビングされたファイルは直ちに削除
されます。

ご注意：
この操作は復帰できません。
また、ファイルを削除してもダビングカウントが元に戻る（増え
る）事はありません。

　TVPlayer ユーザーマニュアル

9



視聴コントロール

視聴時にはiPhone、iPod touchやiPadの標準
再生コントローラを利用する事ができます。
視聴画面の上下で任意の場所をタップすると
コントローラが表示されます。
また、視聴画面中央の任意の場所をタップす
るとまみ戻し、早送りアイコンが表示され、
アイコンをタップすると「15秒巻き戻し」、
60秒早送り」を利用できます。

再生ヘッドをドラッグすれば任意の場所から
視聴が行なえます。　音量調整、拡大/縮小、
再生/一時停止も利用できます。
また、巻き戻しと早送りボタンの長押しで早
送り、早戻しが利用できます。

情報表示

番組リスト画面下のインフォボタン  をタップすると下図のように使
用状況等の各種情報が表示されます。

使用容量： ダビングされているTV番組のサイズです。
空き容量： iPhoneまたはiPod touch、iPadの残り容量です。
バージョン： TVPlayerのバージョン。
IPアドレス： TVPlayerが使用しているIPアドレス

対応TVソフト： 対応ソフト名と各情報サイトへのリンク
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iPadでTVPlayerを使う

TVPlayerはiPhoneアプリですが、iPadでも利用いただけます。
ただし、iPadネーティブアプリとしてではなく、iPhoneアプリとして
動作します。
また、iPadでのご利用には、以下の制限がありますので、予めご了承
ください。

•GV-MACTVをご利用の場合、m２TV バージョン 1.5以降をご利
用ください。（iOS 3.2の不具合の為）

•TV等への外部出力はできません。
  著作権保護の為、iPhoneと同様、出力できない仕様です。

ご注意：
ライブ視聴ご利用の場合はiOS 4.2以降をご利用ください。

iPadでの利用方法

iPhoneと同様にご利用いただけます。
下図のように、iPadの画面隅の（2倍）、（等倍）ボタンをタップすれば2倍ズームまたは等倍で再生できます。
2倍表示の場合、元画像を拡大表示しますので画質は低下します。

 　
  　等倍表示　　　　　　　    2倍表示
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トラブルが起きたら

TVPlayerとPCが接続できない、PCがリストされない（応答なしと表示される）

ネットワーク接続に係わるトラブルです。　まずは、以下を確認して下さい。

【基本的なチェック】

• TVPlayer対応視聴ソフトは正常に動作できますか、また最新版であるか確認されていますか？
　マック版の場合、 視聴ソフトの環境設定で「ダビングをサービスを有効にする」をチェックします。　
   また、視聴ソフトのあるPCはインターネット接続されていますか？
   iPhone、iPod touch、iPadとPCは同じネットワーク内で利用されていますか？
• 一度、視聴ソフトとTVPlayerを終了して、起動し直してください。
• マックご利用の場合、システム環境設定の共有で、コンピュータ名をiMac等の短いものに変えてみます。
• 無線LANは正しく機能していますか？

　 　このアイコンが表示されている事

「応答なし」と表示された場合、以下のいずれかが原因です。

【ネットワークが異なる場合】

チェック方法：　PC側のネットワークもiPhoneと同じWi-Fi接続にしてみます。

それでうまく動作するなら、無線ルータ等、ネットワーク機器の設定に問題があります。
無線ルータと元のモデムルータが別のネットワークとなる設定になっている事によるトラブルです。

解決方法-1： 無線ルータの設定をご確認下さい。

無線ルータの設定が正しくないと、PCとiPhone/iPod 
touch/iPadとの接続ができません。

メールやインターネットはできますが、隣り合わせの機器同
士の接続ができない状態と理解ください。

左図は、無線ルータの設定により、グレー部分（有線LAN）
とブル－部分（無線LAN）が別のネットワークとなってい
て、iPhoneとPCが通信できない様子を示しています。
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このような場合で、無線ルータの設定をご自分で変更される場合は以下の項目を確認ください。

•   無線ルータはモデムルータに対してブリッジ接続するまたは、無線ルータ側のDHCPサーバを使用しない設定
にする。

• 無線ルータによっては標準設定でアクセス制限が有効な事がありますので、その場合、TCP ポート 
8276~8278、および、UDP 5353 の接続を許可する。

• 無線ルータがAOSS対応の場合、AOSSを使用しないで、手動設定されることをお勧めします。
（iPhone、iPad は AOSS非対応です）

無線ルータの設定を業者に依頼される場合は、以下のようにご依頼ください。

• 無線ルータ側はDHCPサーバを無効にして、モデム側だけDHCPサーバを有効する。 
• TCP ポート 8276~8278、および、UDP 5353 の接続を許可する。

うまく接続できない場合の多くは無線ルータの設定が原因です

PCもiPhoneもインターネットできるから、無線ルータの設定は問題ないはずだとお考えではないでしょうか。
トラブルがあるのは無線ルータの設定が、 以下のような状態になっている可能性があります。

 PC <<--- 通信できる -->> 無線ルータ
 iPhone <<--- 通信できる -->> 無線ルータ
 PC <<--- 通信できない -->> iPhone

ネットワークやネットワーク機器の設定方法、無線ルータのファームウエアのバージョン情報などは、ご利用機器
メーカーにお問い合せください。(古いファームウエアの場合、iPhoneとの通信に問題がある機種があります)
私共にルータ設定や機器設定についてお問い合わせいただいてもお答えできる立場にありません。

また、携帯Wi-Fi機器（ポータブルWi-Fi、ポケットWi-Fiなど）については地域や機器によってサービス内容が異
なりますのでサポート対象外とさせていただきます。
詳しい情報や、ご利用方法は、ご利用の携帯Wi-Fi機器 メーカーにお問い合わせください。

【ポートが開かれていない場合】

解決方法-2： 障害となるソフトウエアはありませんか？

• PC側でセキュリティソフトやファイアウォールをご利用なら一時的に停止してみます。
または、TCP ポート8276から8278 の接続を許可してください。
• VCN、共有設定等他のネットワーク関連ソフトウエアや設定でポート制限されていませんか？
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• Bonjourの自動接続が機能しない場合、ファイアウォールやセキュリテぅソフト設定、モデムルータや無線ルー
タ内のアクセス制限設定をご確認ください。
または、UDPポート 5353の接続を許可してください。

PCが使用中と表示されてダビングできない

TVPlayer利用中にiPhone/iPod touch/iPadをリスタートした場合などで、PCとの通信ポートが使用中のままに
なる現象と思われます。
一度、視聴ソフトとTVPlayerを終了して、起動し直してください。

Wi-Fi 接続ができたり、できなかったりする、ダビング転送速度が遅い

Wi-Fi 感度や周辺のノイズなどの影響を受けやすいので、利用場所によって、内部的に再接続を繰り返す状態にな
り、見かけ上、転送速度が極端に遅くなる事があります。
可能な範囲で、Wi-Fi 感度の良い場所でのご利用をお願い致します。

無線ルータ機器によっては、iPhoneとのBonjour通信と相性の悪いものがあるようです。
もし、Fon等をお持ちなら、テスト的に交換してお試しください。
無線通信が不安定な場合、TVPlayer側でどうにかなるものではありません。
原因は無線ルータである可能性が高く、設定や仕様について、ルータメーカーにお問い合わせ下さい。

【情報 1】
ご利用環境により、 無線ルータの動作が安定せず、接続が途切れたり、転送速度が遅いなどの現象が見られるこ
とがあります。
無線ルータの設定で、AOSS設定しない、暗号化はWEPとするなど、無線ルータが安定した状態になるよう設定
を変更してみてください。
インターネットで「Wi-Fi 不安定」などで（クリックでGoogle検索します）検索すると様々な情報が得られま
す、また、ご利用機器メーカーのサポートサイトなどを参照されることをおすすめします。

【情報 2】
無線ルータの設定は正しくても、近所に他の無線ルータがある場合、混信などで動作が不安定になることがあり
ます。
そのような場合、ルータ電源の取り回しの改善（ノイズで不安定になることがあります）や、ルータ設定では電波
干渉軽減や割り当てチャンネルの変更、設置場所の再考、DHCPサーバ機器のDHCPリース時間の変更や手動IP割
り当てなどをお試しいただくことをお薦めします。
（無線ルータの設定方法は機器メーカーにお問い合わせください。） 
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サービスが利用できないと表示される

以下をご確認ください。

• TVPlayerや視聴ソフトを終了し、やり直します。
• 視聴ソフト側でインターネット接続が正常であるか確認してください。
• 極めて稀ですが、番組自身が「コピー禁止」である場合、ダビングは途中で中止されます。
• 視聴ソフト側でシステムの時刻は正常であるか確認してください。
　時刻が正しくないとコンピュータが認証できず、ダビングできません。（Mac のみ）

PCが動作中と表示されて選択できない

PC側でTV視聴中の場合、このメッセージが表示されますのでTV視聴や再生を中止して下さい。

コンテンツ保護に異常が発見されたと表示される

iOSを改変（JailBreak）した場合、TVPlayerは利用できません。

AirPlayは利用できませんと表示される

iOS 4.2以降で、AirPlay機能で外部機器に出力先を切り替えた場合、再生できない仕様です。
AirPlayの出力先は内部 ”Speaker” としてご利用下さい。

データ準備中の後、ファイル転送ができないとエラーになる　（Windows）

セキュリティソフトの設定によりデータ転送がブロックされている可能性があります。 セキュリティソフトの設
定を一時的に無効にするか、セキュリティ設定レベルを下げてお試しください。

チャンネルリストや再生アイコンが表示されず、ライブ視聴ができない。

本ご利用のチューナーや視聴ソフトがライブ視聴をサポートしているかご確認ください。
詳しくは各チューナーメーカーのアップデート情報を参照ください。
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iCloudの利用について

iOS 5以降で利用いただけるiCloud ではデータバックアップを行うことができますが、著作権保護規定順守の
ため、TVPlayerにダビングされたデータはiCloudではバックアップされませんのでご注意ください。

外部機器への出力について

著作権保護のため、TVPlayerの映像及び音声を外部機器に出力することはできません。

iOSのアップデート後、正しく動作しななった

iOSアップデートに関わる不具合の可能性があります。
iOSの復旧をお試しください。
iOSのアップデートに関わるトラブルについては、「iOS アップデート 不具合」、「iOS アップデート 
wi-fi」などで検索すると様々な情報が得られます。
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TVPlayer Tips

洋画を外国語音声でダビングしたい

視聴ソフト側の設定をご確認ください。
チャンネルメニューで音声多重切替の設定を「副音声」にしておくとダビング時にも副音声が使用されます。（副
音声のない番組では外国語にはなりません）

TVPlayer 1.6.3以降ではライブラリリスト右下の設定アイコン  をタップし、表示されるウインドウ下端で音
声モードの切り替えが行えます。
音声モードはダビングだけでなく、ライブ視聴にも有効です。
この機能のご利用には、対応した視聴ソフトが必要ですので、視聴ソフトのバージョンによっては利用いただけな
いことがあります。
詳しくはご利用のチューナーメーカーのバージョン情報をご確認ください。

サムネールを付加する

ダビングした録画番組にサムネールがない時、サムネールを追加表示させるには以下の方法をお試しください。

視聴ソフトで、元の番組にサムネールを用意し、再度TVPlayerでコンピュータのライブラリリストを表示させま
す。再ダビングなしに、サムネールだけが自動的にTVPlayer側に追加されます。

ご注意： 
上記、サムネール自動追加機能がサポートされているのはOneTVのみです。他の視聴ソフトの動作については、
各視聴ソフトメーカーにお問い合わせ下さい。
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TVPlayer Android について

Android OSが搭載されたデバイスでもTVPlayerをお楽しみいただけます。
詳しい情報はマキエンタープライズ  Webサイトをご覧下さい。

TVStream iPad について

iPad専用のTVストリーミングアプリです。 ワンセグチューナー、フルセグチューナーからライブストリーミング
をお楽しみいただけます。
詳しい情報はマキエンタープライズ  Webサイトをご覧下さい。

TVPlayerライセンス条項

TVPlayer プログラムは以下のライセンス条項を承諾いただくことによりご利用いただけます。
ご利用を開始することはライセンス条項を了承いただいたことと判断されます。

TVPlayer ソフトウエア、およびマニュアル等、添付書類（以下、それら全てを総称して製品と呼ぶ）は、株式会社マキエン
タープライズ（以下、マキと呼ぶ）の著作物として登録されています。日本国内において、ご利用者は改造、改変されていない
iPhone、iPod touch、iPad上でのみ製品を使用することができます。マキの書面による事前の同意なしでは、製品の一部または
全部をソフトウエアの通常使用の目的以外には複製することはできません。製品には商業的機密が含まれており、ご利用に際
して機密を故意に漏洩することは許されません。複製には他言語への翻訳、異なる媒体への転送、書式変更、解析行為、類似
製品または派生製品の開発が含まれます。本ライセンスは廃棄されるまで有効とします。ご利用者がライセンス条件に不誠実な
行為を行った時点でライセンスは予告無く廃棄されます。また、製品を破壊することでライセンスを廃棄することができます。
マキは製品の用途を問わず仕様、特性に関して一切の情報提供、明示または黙示の品質、性能の保証を行いません。製品は、
あるがままの仕様、能力で配布または販売されたものであり、製品の品質、仕様、性能に関する全責任はご利用者が負担する
ものとします。理由の如何を問わず、また、その内容にかかわらず製品の使用の結果に対してマキは一切の責を負いません。ま
た、製品の欠陥の結果発生するあらゆる損害および、結果から派生する費用に関して一切の責を負いません。マキ、マキの販
売店およびその社員は本保証範囲に関し、あらゆる修正、追加、拡大解釈などを行うことはできません。

株式会社マキエンタープライズ
http://www.makie.com
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