
SmartVision アップデートモジュール版 

（2012年春モデル、2012 年夏モデル向け） 

※「Windows® 8 導入ガイド」を適用したパソコンも含む 

 

つぶやきプラスは、テレビとツイートを同時に楽しむことができる機能です。 

ツイートを表示させるだけでなく、外出先からツイッターを使って、番組の録画予約を 

することができます。 

「つぶやきプラス操作ガイド」では、つぶやきプラスをはじめるための手順や操作方法 

を説明します。 

 

【つぶやきプラスをすでに利用していた方へ】 

ツイッターの変更に伴い、つぶやきプラスの利用には、ツイッターID 

（ツイッターのアカウント）の登録が必須になりました。また、画面の変更や 

追加した機能などもあります。 

ツイッターの変更に対応し、新しくなった「つぶやきプラス」の操作手順は、こちらの 

「つぶやきプラス操作ガイド」をご覧ください。 

＜アップデート後のつぶやきプラスについて＞ 

 アップデートする前のつぶやきプラスで設定した内容は、消えずにそのまま残ります。 

改めて設定する必要はありません。 

 アップデートする前のつぶやきプラスによって保存されたツイートは、そのまま見る 

ことができます。 

 

※この「つぶやきプラス操作ガイド」は Windows® 7 の画面で説明しています。 

Windows® 8 の画面とは一部異なる場合があります。

Twitter という名称、Twitter バードは、Twitter, Inc.の登録商標です。 
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ここでは、つぶやきプラスをはじめるための手順を説明します。はじめて「つぶやきプラス」を利用する場合や、こ

れまで「つぶやきプラス」にツイッターIDを登録せずに利用していた場合は、「つぶやきプラスの初期設定」でツイッ

ターIDの登録をする必要があります。つぎの「つぶやきプラスの初期設定」の手順をおこなってください。 

＜つぶやきプラスにツイッターIDを登録して利用していた方へ＞ 

「つぶやきプラス」にツイッターIDを登録して利用していた場合は、「つぶやきプラスの初期設定」をおこなう必要はありません。

（すでにツイッターIDが登録されている場合は、「つぶやきプラスの初期設定」が表示されません。） 

ツイッターのサービスや用語については、ツイッターの公式サイトのヘルプ（Twitterヘルプセンター

http://support.twitter.com/）をご覧ください。 

※ TwitterヘルプセンターのURLは2013年2月時点のものです。 

つぶやきプラスの初期設定 

 

 

① リモコンの【テレビメニュー】を押す 

テレビメニューが表示されます。 

② 「ネットサービス」の「つぶやきプラスを開始する／終了する」を選んで【決定】を押す 

 

「つぶやきプラスの初期設定 （１／３）」が表示されます。ここからはマウスで操作します。 

※ツイッターIDが登録されている場合は、「つぶやきプラスの初期設定」は表示されません。 

③ 画面の内容を確認して、「次へ」をクリック 

 

「つぶやきプラスの初期設定 （２／３）」が表示されます。 

④ 画面の内容を確認し、同意する場合は、「上記のつぶやきプラスの動作に同意して設定を続ける。」のチェックボ

ックスをクリックして、「次へ」をクリック 

 

  

つぶやきプラスの初期設定 

つぶやきプラスを利用するには、インターネットへの接続が必要です。インターネットへ接続した状態にしてください。 
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「つぶやきプラスの初期設定 （３／３）」が表示されます。 

⑤ ツイッターIDを持っていない場合の手順 ※ツイッターIDを持っている場合は⑥へ進んでください。 

1. 「ツイッターのホームページを開く」をクリックする 

 

2. ツイッターのホームページでツイッターID（ツイッターのアカウント）を作成する 

ツイッターIDの作成手順につきましては、次を参考にしてください。 

 NECパソコン つなげて活用ガイド～補足情報～ 

TwitterのIDの取得手順 

http://121ware.com/catalog/tunagaru/ 

 Twitterヘルプセンター（http://support.twitter.com/） 

「Twitter基礎知識」-「Twitterサポートへようこそ!」-「Twitterにログインする方法」 

※Twitterヘルプセンターや121ware（NECパソコン つなげて活用ガイド）の URLは、 

2013年2月時点のものです。 

3. ツイッターIDの作成が完了したら、ツイッターのページを閉じて、手順⑥へ進む 

※ツイッターIDとパスワードは使用しますので、忘れないようにしてください。 

⑥ 「つぶやきプラスの初期設定 （３／３）」の「登録開始」をクリック 

 

ツイッターのホームページ（連携アプリ認証画面）が表示されます。 

http://121ware.com/catalog/tunagaru/
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⑦ ツイッターIDとパスワードを入力し、「連携アプリを認証」をクリック 

 

ツイッターのホームページに、PIN（数字）が表示されます。 

⑧ 表示されたPIN（数字）をツイッターID登録画面の入力欄に入力して、「登録実行」をクリック 

   

「ユーザー「登録したツイッターID名」を、つぶやきプラスに登録しました。」というメッセージが表示されます。 

⑨ 「OK」をクリック 

 

「つぶやきプラスの初期設定 （３／３）」が閉じます。 

これで、つぶやきプラスの初期設定が完了です。つぶやきプラスを利用できます。 

ツイッターのホームページの画面は、 で閉じてください。 

 

 

  

ツイッターIDを入力 
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つぶやきプラスの画面について 

つぶやきプラスを起動すると、２つの画面が表示されます。 

 

 

① 「ツイート表示」画面 

ツイートやダイレクトメッセージを表示する画面です。 

「視聴番組のツイート」（P.7）、「裏番組のツイート」（P.11）、「おすすめ番組」（P.12）の 3つの機能を 

画面上部のタブをクリックして切り換えます。 

 

② 「ツイート投稿」画面 

ツイートを入力して投稿する画面です。 

複数のツイッターIDを登録している場合は、ログインするツイッターIDを選択します。 

  

つぶやきプラスの画面について 

① 

② 
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つぶやきプラスの起動 

つぶやきプラスを利用するには、テレビメニューから起動します。 

① リモコンの【テレビメニュー】を押す 

テレビメニューが表示されます。 

② 「ネットサービス」の「つぶやきプラスを開始する／終了する」を選んで【決定】を押す 

 

つぶやきプラスが起動します。 

つぶやきプラスに複数のツイッターIDを登録している場合は、使用するツイッターIDに切り換えてください。 

ツイッターIDを切り換える手順は、「ツイッターIDを切り換える」（p.14）をご覧ください。 

 

つぶやきプラスの終了 

つぶやきプラスを終了するには、テレビメニューから終了する方法と、ツイート表示画面右上の[×]をクリックする

方法があります。 

 テレビメニューから終了する方法 

① リモコンの【テレビメニュー】を押す 

テレビメニューが表示されます。 

② 「ネットサービス」の「つぶやきプラスを開始する／終了する」を選んで【決定】を押す 

つぶやきプラスが終了します。 

 ツイート表示画面右上の[×]で終了する方法 

① ツイート表示画面右上の[×]をクリックする 

つぶやきプラスが終了します。 

 

  

つぶやきプラスの起動 

つぶやきプラスの終了 
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つぶやきプラスを起動すると、「視聴番組のツイート」が表示されます。「視聴番組のツイート」では、視聴中の番組

に関連したツイートや、番組を録画したときに保存されたツイートを表示します。 

視聴番組のツイートを表示する 

「視聴番組のツイート」を表示させる手順と、表示するツイートについて説明します。 

① 「視聴番組のツイート」タブをクリック 

  

視聴番組のツイート画面が表示されます。 

視聴番組のツイートでは、チャンネルタグとテーマタグで検索したツイートを表示します。 

チャンネルタグとテーマタグについて詳しくは、「チャンネルタグについて」（p.7）と「テーマタグについて」（p.8） 

で説明します。 

  

 

チャンネルタグについて 

  

視聴中のチャンネルに設定されているハッシュタグを表示します。 

【表示するツイートについて】 

 ライブモードで視聴中（現在放送中の番組をリアルタイムで見ているとき） 

現在のツイートを表示します。 

 タイムシフトモードで視聴中 

視聴している番組（シーン）が放送された時間に投稿されたツイートを表示 

します。ツイートをダブルクリックすると、そのツイートが投稿されたときの 

シーンを再生します。※ 

 録画番組を再生中 

録画した番組が放送された時間に投稿されたツイートを表示します。 

ツイートをダブルクリックすると、そのツイートが投稿されたときのシーンを 

再生します。※ 

録画番組のツイートを表示させるには、録画時にツイートを保存する設定にする必

要があります。詳しくは、「録画時のツイート保存の設定」（p.21）をご覧ください。 

※ ツイートをダブルクリックするときは、マウスポインタが矢印 の状態であること

を確認してからダブルクリックしてください。マウスポインタが指先 の場合は、

ポインタが指しているリンクやアクションボタンの動作を実行します。 

視聴番組のツイートを表示する 

リモコンの【矢印】の左右ボタンで

「視聴番組のツイート」タブを選ん

で表示させることもできます。 

チャンネルタグについて 

チャンネルタグとは、チャンネル（放送局）に設定された

ハッシュタグのことです。チャンネルタグはチャンネルご

とに設定されています。チャンネルタグに設定されたハッ

シュタグでツイートを検索して表示します。 

チャンネルタグに設定するハッシュタグは、「設定」-「タ

グ設定」で変更や追加をすることができます。詳しくは「チ

ャンネルタグ設定」（p.23）をご覧ください。 
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チャンネルタグのツイートを非表示にする 

チャンネルタグで検索されたツイートを、画面に表示しないようにすることができます。 

① チャンネルタグの前にある、 をクリック 

 が  になります。これで、チャンネルタグのツイートが非表示になりました。 

【チャンネルタグのツイートを再表示するには】 

非表示にしたチャンネルタグのツイートを画面に表示するには、チャンネルタグの前にある をクリックして、 

にしてください。チャンネルタグのツイートが画面に表示されるようになります。 

 

テーマタグについて 

 

テーマタグでは、表示させるツイートの条件を追加することが

できます。テーマタグには任意のハッシュタグやキーワード、

ツイッターIDを指定できます。 

ここでは、テーマタグの入力手順や、録画時に保存するツイー

トにテーマタグで指定したツイートを含む設定などを説明し

ます。 

 

 

テーマタグの入力 

テーマタグは、ライブモードとタイムシフトモードで視聴中のときのみ入力できます。 

テーマタグの入力には、入力欄へキーボードで入力する方法のほかに、ツイートの情報を利用してテーマタグへ入力

する方法と履歴から入力する方法があります。 

 

 テーマタグには複数指定することもできます。複数指定した場合の検索は、いずれかのテーマタグを含むツイートが検

索対象になります（OR検索）。 

 テーマタグで指定した内容は、チャンネルを切り換えた後や、SmartVision を終了した後も、消えずに残ります。 

 

 キーボードでテーマタグを入力する 

① テーマタグの右横の入力欄をクリック 

入力欄にカーソルが表示されることを確認してください。 

 

② キーボードで任意のハッシュタグやキーワード、ツイッターID を入力 

複数のテーマタグ（キーワードやハッシュタグ、ツイッターID）を入力するときは、入力したテーマタグとの間に、半

角スペースを入れてください。 

③ 入力が終わったら、「Enter」を押す 

 

 ツイートからテーマタグを入力する 

① テーマタグに入力したいハッシュタグやツイッターID が含まれているツイートを右クリック 

メニューが表示されます。 

② 「テーマタグを選択」を選択 

サブメニューが表示されます。 

 

 

テーマタグについて 

テーマタグの入力 

チャンネルタグのツイートを非表示にする 
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③ サブメニューから、テーマタグに入力したいハッシュタグまたはツイッターIDをクリック 

テーマタグの入力欄に入力されます。 

 

 履歴からテーマタグを入力する 

① 「履歴」 をクリック 

履歴一覧が表示されます。 

 

② テーマタグに入力したいハッシュタグやキーワード、ツイッターID を選んでダブルクリック 

テーマタグの入力欄に入力されます。 

 

【入力したテーマタグを消去するには】 

入力欄の右横の「クリア」 をクリックすると、指定したテーマタグがすべて消去されます。 

部分的に消去したい場合は、入力欄をクリックして、消したい文字を「Delete」や「Back Space」で消してくださ

い。 

 

テーマタグのツイートを保存する 

番組を録画するときにテーマタグのツイートを一緒に保存するには、「録画時のツイート保存の設定」（p.21）の設定

と、保存するテーマタグを指定する必要があります。 

ここで保存を指定したテーマタグのツイートは、すべての録画番組に保存されます。 

なお、保存したテーマタグのツイートを表示させるには、録画番組を再生しているときに指定する必要があります。

詳しくは、「保存したテーマタグのツイートを見る」をご覧ください。 

① 「履歴」 をクリック 

履歴一覧が表示されます。 

② 録画時に保存したいテーマタグをクリック 

左側に   、右側に「ゴミ箱」が表示されます。※録画番組を再生中の場合は表示されません。 

③ 左側の「○」をクリック 

が● に切り換わります。 

    

④ 履歴一覧の「閉じる」をクリック 

履歴一覧が閉じます。これで、テーマタグのツイートが保存されます。 

【テーマタグの録画時の保存をやめるには】 

手順③で、  をクリックして、  に切り換えてください。 

 

  

テーマタグのツイートを保存する 

（録画保存しない） （録画保存する） 
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保存したテーマタグのツイートを見るには 

保存したテーマタグのツイートを表示するには、録画番組を再生しているときに、保存したテーマタグを指定します。 

※手順は、つぶやきプラスを起動していて、テーマタグを保存した録画番組を再生している状態から説明します。 

① 「視聴番組のツイート」の「履歴」 をクリック 

履歴一覧が表示されます。 

② 保存したテーマタグをダブルクリック 

履歴一覧が閉じて、テーマタグの入力欄に、選択したテーマタグが表示されます。 

これで、保存したテーマタグのツイートが画面に表示されます。 

 

履歴一覧から過去に入力したテーマタグを削除する 

履歴一覧からテーマタグを消去することができます。 

① 「視聴番組のツイート」の「履歴」 をクリック 

履歴一覧が表示されます。 

② 消去するテーマタグをクリック 

③ テーマタグの右側にある「ごみ箱」をクリック 

ゴミ箱にチェックマークが付きます。※消去したいテーマタグが複数ある場合は、②と③の手順を繰り返します。 

   

※録画番組を再生中の場合は、「ごみ箱」は表示されません。 

④ 履歴一覧の「閉じる」をクリック 

これで、履歴一覧から選択したテーマタグが消去されました。 

テーマタグを非表示にする 

テーマタグで検索されたツイートを、画面に表示しないようにすることができます。 

① テーマタグの前にある、 をクリック 

 が  になります。これで、テーマタグのツイートが非表示になりました。 

【テーマタグのツイートを再表示するには】 

非表示にしたテーマタグのツイートを画面に表示するには、テーマタグの前にある  をクリックして、 

にしてください。テーマタグのツイートが画面に表示されるようになります。 

 

  

履歴一覧から過去に入力したテーマタグを消去する 

保存したテーマタグのツイートを見る 

テーマタグのツイートを非表示にする 
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「裏番組のツイート」では、チャンネルごとの最新のツイートを表示します。ほかのチャンネルに関するツイートを

チェックすることで、裏番組の気になるコーナーなどの場面にすばやく切り換えることができます。 

裏番組のツイートを表示する 

① 「裏番組のツイート」タブをクリック 

 

裏番組のツイート画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

裏番組のツイートでは、視聴している放送波（例：地上デジタルを視聴中のときは、地上

デジタル）で視聴可能なすべてのチャンネルを表示します。 

 

 

 

 

ツイートを選んでダブルクリックすると、そのツイートに関連するチャンネルに切り換わります。 

 

 

 

 

 

  

 録画番組を再生しているときには、「裏番組のツイート」タブを選択できません。 

 視聴できないチャンネル（放送局）は表示されません。 

 ハッシュタグが設定されていないチャンネル（放送局）には、ハッシュタグが未設定であることが表示されます。

ハッシュタグは、「チャンネルタグ設定」（p.23）で設定することができます。 

 「裏番組のツイート」を表示しているときに、ほかのソフトを起動すると、テレビの映像が乱れることがあります。 

 

  

リモコンの【矢印】の左右ボタンで

「裏番組のツイート」タブを選んで

表示させることもできます。 

裏番組のツイートを表示する 
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「おすすめ番組」では、つぶやきプラスに登録したツイッターIDに対して送られた“おすすめ番組のダイレクトメッ

セージ”を、時系列に並べて表示します。“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”の中から気になる番組があれば、

対象のダイレクトメッセージを選択するだけで録画予約をすることができます。 

 

“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”とは、リモート録画予約（p.15）と同じ書式で、ほかのツイッターIDからつぶやきプ

ラスに登録しているツイッターID宛てに送信されたダイレクトメッセージのことです。 

 

“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”は、送られた日を含めて 8日間後に、「おすすめ番組」から削除されます。 

 

別のツイッターID からおすすめされた番組を録画する 

① 「おすすめ番組」タブをクリック 

 

おすすめ番組画面が表示され、おすすめ番組のダイレクトメッセージが表示されます。 

※ログインしているツイッターID宛に“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”が送られていない場合は、 

おすすめ番組画面にはなにも表示されません。 

※「ツイート／ダイレクトメッセージを取得できませんでした。ツイッターが混雑しているなどの問題が考えられます。」 

 と表示された場合は、15分ほど待ってからあらためて[おすすめ番組]タブをクリックしてください。 

② ダイレクトメッセージを選んでダブルクリック 

おすすめ番組リストが表示されます。 

③ 録画予約したい番組をクリックし、「決定」をクリック 

 

「番組の予約」が表示されます。 

 

「番組の予約」画面を表示した“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”は、おすすめ番組画面に戻ると背景の色がピン

クに変更されています。 

④ 内容を確認して、「はい」をクリック 

「番組の予約」の設定を変更したい場合など、設定の内容について詳しくは、 

マニュアル『テレビを楽しむ本』-「おてがる予約をする」の手順 4 をご覧ください。 

これで、“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”からの録画予約は完了です。 

録画予約が完了した（背景がピンク色の）“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”は、SmartVision を終了すると、

おすすめ番組から削除されます。 

 

別のツイッターIDからおすすめされた番組を録画する 

リモコンの【矢印】の左右ボタンで

「おすすめ番組」タブを選んで表示

させることもできます。 
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つぶやきプラスでは、ツイートや返信などができます。ここでは、つぶやきプラスでできる操作を説明します。 

 

ツイートを投稿する 

① ツイート入力欄をクリックして、キーボードでツイートを入力する 

 

 ツイート入力欄には、次のハッシュタグが自動で入力されています。 

 視聴しているチャンネルのチャンネルタグ 

 テーマタグ（指定していた場合のみ） 

 あと何文字入力できるかは、「ツイートする」の右側に、「残り：×××文字」と表示されます。 

② 入力が終わったら、「ツイートする」をクリック 

ツイートが投稿されます。 

 

ツイートに返信する 

① 返信したいツイートの右下にある「 」（返信）のリンクをクリック 

ツイート投稿画面のツイート入力欄に、選択したツイートの内容が、次の書式で入力されます。 

@相手のツイッターID： ツイート本文 

 

ツイート入力欄の『@相手のツイッターID: 』を削除して投稿した場合は、返信ではなく 

通常のツイートとして投稿されます。 

② ツイートを編集し、「ツイートする」をクリック 

返信のツイートが投稿されます。 

 

リツイートする 

① リツイートしたいツイートの右下にある「 」（リツイート）のリンクをクリック 

「リツイートしますか？」メッセージが表示されます。 

② 「OK」をクリック 

これで選んだツイートがリツイートされました。 

 

お気に入りに登録する 

① お気に入りに登録したいツイートの右下にある「 」（お気に入り）のリンクをクリック 

「お気に入りに登録しますか？」メッセージが表示されます。 

② 「OK」をクリック 

これで選んだツイートがお気に入りに登録されました。 

登録したお気に入りのツイートは、ツイッターのページの「お気に入り」で確認できます。 

 

 

 

ツイートを投稿する 

ツイートに返信する 

リツイートする 

お気に入りに登録する 
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文字のサイズを変更する 

① ツイートまたはダイレクトメッセージを選択し、右クリック 

メニューが表示されます。 

② 「文字の大きさ」をクリックし、大／中／小 のいずれかを選んでクリック 

選んだ文字の大きさに変更されます。 

ツイッターID を切り換える 

ツイッターIDを複数登録している場合は、使用するツイッターIDに切り換えます。 

① ツイート投稿画面のツイッターID が表示されている箇所をクリック 

 

② 切り換えたいツイッターID を選択（クリック） 

これでツイッターIDを切り換えました。 

 

  

文字のサイズを変更する 

ツイッターIDを切り換える 
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つぶやきプラスでは、ツイッターを使って録画予約をすることができます。 

スマートデバイスなどを使って外出先から録画予約できるこの機能を「リモート録画予約」といいます。 

 

ツイッターを使って外出先などから録画予約する 

次の操作で番組の録画予約ができます。 

 つぶやきプラスに登録したツイッターIDで録画の内容をツイートする 

 つぶやきプラスに登録したツイッターIDから、同じツイッターID（自身）宛てにダイレクトメッセージで録画の

内容を送る 

いずれも決まった書式で録画の内容を入力する必要があります。書式については、「リモート録画予約するときの書

式について」で説明します。 

パソコンが起動していないときでも、「リモート録画予約の受付けをおこなう時刻の設定」（p.22）で指定した時刻

にパソコンを自動で起動して、リモート録画予約を受付けます。 

※あらかじめ「リモート録画予約の受付けをおこなう時刻の設定」（p.22）で起動する時刻を設定してください。 

録画予約が登録されると、投稿したツイッターID へ予約したことを通知するダイレクトメッセージが送られます。 

予約時間の重複や、番組が存在しないなどの理由で録画予約ができなかった場合も、理由とともにダイレクトメッセ

ージで通知します。また、録画が完了したことも、ダイレクトメッセージで通知します。 

ダイレクトメッセージによる通知の設定は、ツイッターIDごとに設定できます。詳しくは「録画完了通知の設定」（p.19）

をご覧ください。 

 

リモート録画予約するときの書式について 

録画予約をするには、次のどちらかの基本書式で入力する必要があります。基本書式は省略できませんので、すべて

入力してください。 

 

 基本書式１： 

  録画「ＸＸ」 

番組名のみを指定するシンプルな書式です。××には番組名を入力してください。 

 基本書式２： 

録画 △ 日「2013/11/11」△ 時「19:00」△「地デジ △ 011」 

番組名がわからないときは、番組が放送される日時とチャンネルを指定することで録画予約をすることができます。 

△はスペースを表しています。△には、半角もしくは全角のスペースを入力してください。 

※“録画”以降の項目（日付、開始時刻、放送局）の並び順に決まりはありません。お好みの順で入力できます。 

 

録画 の文字を必ず最初に入力してください。（リモート録画予約の合図になります） 

 

基本書式には録画時の画質などの項目を追加できます。 

追加例： 

 録画「ＸＸ」△ 時「20:00」△ 画質「ファインロング」△ 優先「高」 

ツイッターを使って外出先などから録画予約する 

リモート録画予約するときの書式について 

番組名 

日付 開始時刻 放送局 
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項目と項目の間にはスペース（半角もしくは全角）を入力してください。 

項目や書式の詳細については、次の表をご覧ください。 

 

項目 入力する書式 説明 

番組名 「」内に番組名を入力 ・番組名を入力する場合は、必ず“録画”の次に入力します。 

・日付、開始時刻、放送局（放送波名 チャンネル番号）が正しく入力されて 

いれば、番組名が省略されていても録画予約されます。 

日付 日「yyyy/mm/dd」 

日「yyyy年mm月dd日」 

・“日”に続き、「」内に録画する日付を入力します。 

・yyyy→yy、mm→m、dd→d で入力することも可能です。 

開始時刻 時「hh:mm」 

時「hh時mm分」 

・“時”に続き、「」内に番組開始時刻を入力します。 

・時刻（hh）は24時間表示で入力します。 

放送局 「地デジ △ XXX」 

「BS △ XXX」 

「CS △ XXX」 

・△はスペースを表しています。放送波名とチャンネル番号の間にはスペース 

（半角もしくは全角）を入力してください。 

・XXXの部分には、チャンネル番号（リモコン番号もしくは3桁番号）を 

入力します。「番組名」が指定されている場合は、チャンネル番号を省略 

できます。 

・放送波（地デジ、BS、CS）は必ず入力してください。 

画質 画質「ダイレクト」 

画質「ファイン」 

画質「ファインロング」 

画質「セミファインロング」 

画質「ロング」 

画質「スーパーロング」※ 

・“画質”に続き、「」内に録画モードを入力します。 

・録画モードは必ず全角で入力してください。 

・入力した画質で録画が予約されます。 

入力を省略した場合は、「リモート録画予約の画質設定」（p.18）で設定 

されている画質で録画されます。 

※スーパーロングは、地デジ/BS/110度CS・ダブルチューナーモデルのみ対応 

予約優先度 優先「高」 ・予約優先度を入力すると、ほかの予約と重複している場合でも優先的に 

予約され、代わりに重複していた予約が削除されます 

（ただし、優先度を上げても、必ず予約できるとはかぎりません）。 

・入力を省略した場合は、おまかせ録画／新番組おまかせ録画よりは優先度が 

高くなりますが、ほかの予約よりは低くなります。 

 

 

リモート録画予約の注意事項 

 

 リモート録画予約として送ったダイレクトメッセージやツイートは、送った日を含め 8日間有効です。 

 パソコンが起動しているとき、リモート録画予約の予約が登録されるには最大で約 5分かかります。リモート録

画予約した番組の開始時刻が現在の時刻に近いときは、予約ができない場合があります。 

 SmartVision がダイレクトメッセージやツイートを取得して録画予約が登録されると、該当するダイレクトメッ

セージやツイートは自動的に削除されます。 

 

  

リモート録画予約の注意事項 
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つぶやきプラスの各種設定を説明します。 

ツイッターID の追加登録／削除 

つぶやきプラスでは、複数のツイッターID を登録できます。ここでは、ツイッターIDを追加で登録する手順と、登録

したツイッターIDを削除する手順を説明します。 

ツイッターID を追加で登録する 

① ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック 

 

ユーザー設定画面が表示されます。 

【ツイッターID（ツイッターのアカウント）を持っていない場合】 

ツイッターIDを作成します。 

1. ユーザー設定画面の「ツイッターのホームページを開く」をクリックする 

2. ツイッターのホームページでツイッターIDを作成する 

ツイッターIDの作成手順につきましては、次を参考にしてください。 

 NECパソコン つなげて活用ガイド～補足情報～ 

TwitterのIDの取得手順 

http://121ware.com/catalog/tunagaru/ 

 Twitterヘルプセンター（http://support.twitter.com/） 

「Twitter基礎知識」-「Twitterサポートへようこそ!」-「Twitterにログインする方法」 

※Twitterヘルプセンターや121ware（NECパソコン つなげて活用ガイド）の URLは、 

2013年2月時点のものです。 

3. ツイッターIDの作成が完了したら、ツイッターのページを閉じて、手順②へ進む 

※ユーザー名とパスワードは使用しますので、忘れないようにしてください。 

② 「登録」をクリック 

 

ツイッターID登録画面が表示されます。 

③ 「登録開始」をクリック 

 

ツイッターの追加登録／削除 

ツイッターID を追加で登録する 

http://121ware.com/catalog/tunagaru/
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ツイッターのホームページ（連携アプリ認証画面）が表示されるので、 

ツイッターID（ユーザー名）とパスワードを入力します。 

④ 「連携アプリを認証」をクリック 

ツイッターのホームページに、PIN（数字）が表示されます。 

⑤ 表示された PIN（数字）をツイッターID 登録画面の入力欄に入力して、「登録実行」をクリック 

 

「ユーザー「登録したツイッターID名」を、つぶやきプラスに登録しました。」というメッセージが表示されます。 

⑥ 「OK」をクリック 

これで、つぶやきプラスにツイッターIDを登録できました。 

⑦ ユーザー設定の「閉じる」をクリック 

ユーザー設定が閉じます。 

ツイッターのホームページは をクリックして閉じます。 

 

登録したツイッターID を削除する 

① ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック 

 

ユーザー設定画面が表示されます。 

② 削除するツイッターID を選んで「削除」をクリック 

確認のメッセージが表示されます。 

③ 「はい」をクリック 

つぶやきプラスからツイッターIDが削除されました。 

 

すべてのツイッターIDを削除しようとすると、確認のメッセージが表示されます。 

つぶやきプラスを利用するにはツイッターIDが必要なため、ツイッターIDをすべて削除すると 

つぶやきプラスが終了します。 

次につぶやきプラスを起動したときには、「つぶやきプラスの初期設定」が表示されます。 

 

リモート録画予約の画質設定 

リモート録画予約で録画するときの画質を設定できます。リモート録画予約時に画質を指定していない場合は、ここ

で設定した画質で録画されます。設定は、ツイッターID ごとにおこなえます。 

※リモート録画予約時のツイートまたはダイレクトメッセージで画質を指定した場合は、指定した画質で録画します。 

① ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック 

 

ユーザー設定画面が表示されます。 

複数のツイッターIDを登録している場合は、設定するツイッターIDを選択してください。 

登録したツイッターID を削除する 

リモート録画予約の画質設定 
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② 「詳細設定」をクリック 

詳細設定画面が表示されます。 

③ 「リモート録画予約の画質」の画質（録画モード）を選択 

 

④ 「OK」をクリック 

詳細設定画面が閉じます。 

⑤ 「閉じる」をクリック 

これでリモート録画予約の画質が設定されました。 

 

録画完了通知の設定 

「録画完了通知」とは、予約録画が完了するとツイッターのダイレクトメッセージでお知らせする機能です。ここで

通知するかどうかを設定できます。設定は、ツイッターIDごとにおこなえます。 

① ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック 

 

ユーザー設定画面が表示されます。 

複数のツイッターIDを登録している場合は、設定するツイッターIDを選択してください。 

② 「詳細設定」をクリック 

詳細設定画面が表示されます。 

③ 「録画完了通知の設定」の「通知する」もしくは「通知しない」を選択 

 

④ 「OK」をクリック 

詳細設定画面が閉じます。 

⑤ 「閉じる」をクリック 

これで録画完了通知が設定されました。 

 

ロック機能のパスワード設定 

パスワードを設定すると、つぶやきプラスの機能をロックする（使用できなくする）ことができます。パスワード設

定は、ツイッターIDごとにおこなえます。ロックされる機能は、ツイートの「投稿（ツイート）」、「返信」、「リツイ

ート」、「お気に入りに登録」と、おすすめ番組画面の表示、ユーザー設定の「詳細設定」です。ここでは、パスワー

ドを設定してロック機能を有効にする手順と、ロック機能の使い方について説明します。 

 

パスワードを設定する 

① ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック 

 

仮画像 

録画完了通知の設定 

ロック機能のパスワード設定 

パスワードを設定する 
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ユーザー設定画面が表示されます。 

複数のツイッターIDを登録している場合は、設定するツイッターIDを選択してください。 

② 「詳細設定」をクリック 

詳細設定画面が表示されます。 

③ パスワード入力欄と確認用のパスワード入力欄にパスワードを入力 

パスワード入力欄と確認用のパスワード入力欄には同じパスワードを入力してください。 

 

④ 「OK」をクリック 

詳細設定画面が閉じます。 

パスワードを設定したツイッターIDのパスワード保護に「あり」と表示されます。 

⑤ 「閉じる」をクリック 

これでパスワードが設定されました。 

 

【パスワードを設定すると】 

・ツイート投稿画面にロックボタンが表示されます。（設定時は機能がロックされていません） 

・「ユーザー設定」の「詳細設定」がパスワードで保護されます。設定を変更するにはパスワードの入力が必要になります。 

 

ロック機能の使い方 

パスワード設定してつぶやきプラスをロックすると、ツイート投稿画面に「ロック」が表示されます。 

   

ロックを解除しているときの表示     ロックしているときの表示 

ロックの状態は、ユーザーが操作した状態を維持します。例えば、ロックを解除したまま、つぶやきプラスを終了し

た場合は、次回つぶやきプラスを起動したときにロックは解除しています。 

【機能をロックするには】 

① ツイート投稿画面の「ロック」をクリック 

ロックしたことを知らせるメッセージが表示されます。 

② 「OK」をクリック 

使用している（ログインしている）ツイッターIDの機能がロックされました。 

ロックされている機能を使おうとすると、「この機能はロックされています」というメッセージが表示されます。 

【機能のロックを解除するには】 

① ツイート投稿画面の「ロック」をクリック 

パスワードの入力を促すメッセージが表示されます。 

② キーボードでパスワードを入力し、「OK」をクリック 

ロックが解除されたことを知らせるメッセージが表示されます。 

③ 「OK」をクリック 

ロックが解除されました。 

ロック機能の使い方 
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録画時のツイート保存の設定／保存したツイートの削除 

ツイートを保存する設定と、保存したツイートの削除ができます。 

ここでの設定やツイートの削除は、すべてのツイッターIDに適用されます。 

録画時のツイート保存の設定 

録画しているときに投稿されたツイートを保存するかどうかを選択します。保存したツイートは、録画した番組を再

生するときに表示することができます。 

※保存するのは「チャンネルタグ」で検索したツイートです。「テーマタグ」で検索されたツイートを保存するには、 

ここの手順②で「保存する」を選択して設定した後に、「テーマタグのツイートを保存する」（p.9）で保存するテーマタグ 

を指定してください。 

① ツイート表示画面の「設定」をクリック 

 

設定画面の「全般」が表示されます。 

 

② 「ツイートの保存」の「保存する」もしくは「保存しない」をクリックして選択 

 

「保存する」もしくは「保存しない」が選択されます。 

③ 「OK」をクリック 

設定され、設定画面が閉じます。 

 

保存したツイートの削除 

これまでに保存したすべてのツイートを削除することができます。 

① ツイート表示画面の「設定」をクリック 

設定画面の「全般」が表示されます。 

② 「ツイートの保存」の「ツイート削除」をクリック 

 

ツイートを削除する確認のメッセージが表示されます。 

③ 「OK」をクリック 

ツイートの削除が完了したことを知らせるメッセージが表示されます。 

④ 「閉じる」をクリック 

これでツイートが削除されました。 

設定画面を「OK」で閉じてください。 

 

 

録画時のツイート保存の設定／保存したツイートの削除 

保存したツイートの削除 

録画時のツイート保存の設定 
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リモート録画予約の受付をおこなう時刻の設定 

リモート録画予約（p.15）を受付する時刻の設定ができます。 

パソコンの電源が切れている状態や省電力状態（スリープ、休止状態）でも、ここで設定した時刻に自動で起動して、 

リモート録画予約を受付けます。 

① ツイート表示画面の「設定」をクリック 

 

設定画面の「全般」が表示されます。 

② 「リモート録画予約をおこなう時刻」を設定する 

時刻は３つまで設定できます。 

 

チェックボックスをクリックしてチェックを入れて、自動で起動させる時刻を入力します。 

 

③ 「OK」をクリック 

これでリモート録画予約をおこなう時刻が設定されました。 

 

 

パソコンが起動している状態で、リモート録画予約の予約が登録されるまでにかかる時間は、最大で約 5分です。「リモート

録画予約をおこなう時刻」でパソコンを自動起動させる場合、パソコンを起動するまでにかかる時間とリモート録画予約の予

約を登録する時間が必要になります。リモート録画予約した番組の開始時刻がパソコンを自動で起動する時刻に近いときは、

予約ができない場合があります。 

 

【リモート録画予約のためのパソコンの自動起動を停止するには】 

手順②でチェック したすべてのチェックボックスをクリックして、 にしてください。 

時刻がグレーになり、設定が無効になります。 

 

  

リモート録画予約の受付をおこなう時刻の設定 



つぶやきプラス操作ガイド 

 

23 

取得するツイートの言語設定（日本語／すべての言語） 

日本語を含むツイートだけを表示するかどうか設定できます。日本語以外の言語のツイートを非表示にしたいときな

ど、必要に応じて設定してください。 

① ツイート表示画面の「設定」をクリック 

 

設定画面の「全般」が表示されます。 

② 表示するツイートのラジオボタンをクリック 

 

※ハッシュタグの日本語は判断の対象外となります。また、全角のアルファベットや記号は日本語と判断されません。 

④ 「OK」をクリック 

これで取得するツイートが設定されました。 

 

チャンネルタグ設定 

チャンネルタグ（チャンネルごとに設定してあるハッシュタグ）の設定や変更をすることができます。 

① ツイート表示画面の「設定」をクリック 

 

設定画面が表示されます。 

② 「タグ設定」タブをクリック 

タグ設定が表示されます。 

③ 設定するチャンネルタグ（設定されていない場合は「未設定」）をダブルクリックし、キーボードでハッシュタ

グを入力する 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャンネル名またはハッシュタグをクリックし、 

「標準に戻す」をクリックすると、あらかじめ設定されている 

ハッシュタグに戻ります。 

 

取得するツイートの言語設定（日本語／すべての言語） 

チャンネルタグ設定 
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④ 「OK」をクリック 

これでチャンネルタグが設定されました。 

 

除外ユーザー登録／除外キーワード登録 

ツイートを表示させたくないツイッターID やキーワードを設定できます。設定されたツイッターIDのツイート、キー

ワードが含まれたツイートが表示されなくなります。 

 

除外ユーザー登録 

① ツイート表示画面の「設定」をクリック 

 

設定画面が表示されます。 

② 「除外登録」タブをクリック 

除外ユーザー登録、除外キーワード登録が表示されます。 

③ ツイートを表示させたくないツイッターID を入力して「登録」をクリック 

 

④ 「OK」をクリック 

これで除外ユーザーが登録されました。 

 

除外キーワード登録 

① ツイート表示画面の「設定」をクリック 

設定画面が表示されます。 

② 「除外登録」タブをクリック 

除外ユーザー登録、除外キーワード登録が表示されます。 

③ ツイートを表示させたくないキーワードを入力して「登録」をクリック 

 

④ 「OK」をクリック 

これで除外キーワードが登録されました。 

 

除外ユーザー／除外キーワード登録の削除 

① ツイート表示画面の「設定」をクリック 

設定画面が表示されます。 

② 「除外登録」タブをクリック 

除外ユーザー登録、除外キーワード登録が表示されます。 

③ 「除外ユーザー登録」もしくは「除外キーワード登録」の一覧から、 

削除するユーザーやキーワードを選択（クリック） 

 

 

除外ユーザー登録／除外キーワード登録 

除外ユーザー登録 

除外キーワード登録 

除外ユーザー登録／除外キーワード登録の削除 
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④ 「除外ユーザー登録」もしくは「除外キーワード登録」の一覧の右横にある「削除」をクリック 

 

選択したユーザーもしくはキーワードが一覧から消えます。 

⑤ 「OK」をクリック 

これで除外登録から削除されました。 

 


