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DTR-40.2ファームウェアの更新について
ファームウェアの更新には、次のような方法があります。お客様の環境に応じ
て、いずれかの方法で更新してください。操作を始める前に、更新手順をよくお
読みください。
ファームウェアの更新には30分程度かかります。
■ネットワーク経由で更新する
インターネット接続が必要です。
ネットワーク経由のファームウェア更新手順（➔ 2）

■USB経由で更新する
USBメモリーなどのUSB ストレージをご用意ください。32MB 以上の容量
が必要です。
USB経由でのファームウェア更新手順（➔ 5）
ご注意：
・更新を開始する前にネットワーク接続を確認してください。
・更新中は、本機に接続されたケーブルや機器には触らないようにしてください。
・更新中は、パソコンから本機にアクセスしないでください。
・更新中は、本機の電源を切らないでください。
・USBカードリーダーに挿したメディアは、この機能で使えないことがあります。
・USBストレージがパーティションで区切られている場合、本機では複数のUSB スト
レージとして認識されます。
・USBストレージやその内容によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
・USBストレージによっては、正しく内容を読み込めなかったり、電源が正しく供給さ
れなかったりする場合があります。
・USBストレージの使用に際して、データの損失や変更、ストレージの故障などが発生
しても弊社は一切責任を負いかねますので、ご了承ください。重要な音楽ファイルに
つきましては、あらかじめバックアップをお取りになることをお勧めいたします。
・本機のUSB端子から電源供給を受けるタイプのハードディスクの動作は保証できません。
・USBストレージにACアダプターが付属している場合は、ACアダプターをつないで
家庭用電源でお使いください。
・本機は、ハブおよびハブ機能付きUSB機器に対応していません。これらの機器を本機
に接続しないでください。
・本機は、セキュリティ機能付きUSBメモリーに対応していません。

免責事項

本プログラムおよび付随するオンラインドキュメンテーションは、お客様の責任にお
いてご使用いただくために提供されます。弊社は、法理に関わらず、また不法行為や
契約から生じるかを問わず、本プログラムまたは付随するオンラインドキュメンテー
ションの使用に際して生じたいかなる損害および請求に対して責任を負うものではな
く、賠償することもありません。
弊社は、いかなる場合においても、補償、弁済、損失利益または逸失利益、データの
損失その他の理由により生じた損害を含む（ただしこれらに限定されない）、特別損
害、間接的損害、付随的又は派生的損害について、お客様または第三者に対して一切
の責任を負いません。
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ネットワーク経由のファームウェア更新手順

DTR-40.2 では、後面パネルのネットワーク
接続を利用してファームウェアを更新できま
す。
* 実際の表示と異なる場合がありますが、操作や機
能は変わりません。

・本機とテレビ の電源が入っていることと、
Ethernet ケーブルが本機の後面パネルに接
続されていることを確認してください。
・更新中は、絶対に本機の接続を外したり電源
を切ったりしないでください。
・更新中は、絶対に Ethernet ケーブルや
HDMI ケーブルの抜き差しをしないでくださ
い。
・更新中は、絶対に本機の電源コードを引き抜
かないでください。
・更新中は、パソコンから本機にアクセスしな
いでください。
・ファームウェアの更新には30分程度かかり
ます。
・更新完了後も、お客様が行った諸設定は保持
されます。

■ファームウェアの更新を始める前に
・HDMI コントロールの設定が「オン」になっ
ていると、正常に更新できない場合がありま
すので、設定を「オフ」にしてください。

・ネットワークやRS232Cで本機と接続され
ているコントローラー機器の電源を切ってく
ださい。

・インターネットラジオ、iPod、USB、サー
バー等のコンテンツの再生を、停止してくだ
さい。

RIHDを切り換えるには

1 メインメニューから「ハードウェア設定」
を選ぶ。

2 「HDMI」を選ぶ。

3 「HDMI コントロール (RIHD)」を
「オフ」に設定する。
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■更新手順

（トラブルシューティングについては、次ページへ）

1 リモコンの Receiverボタンを押してか
ら、 Setupボタンを押します。
メインメニューがテレビ 画面に表示され
ます。以降の操作は、本機の Setup、
カーソル q/w/e/r、Enter ボタンで操
作することもできます。

2 「ハードウェア設定」メニューへ移動しま
す。

3 「ファームウェアアップデート」メニュー
へ移動します。
本機の電源が入ってから 50 秒程度、本
メニューはグレー表示されて選択できま
せん。
その場合はしばらくお待ちください。

4 「ネットワーク経由」を選び、Enter ボタ
ンを押します。

5 「アップデート」を選び、Enter ボタンを
押します。
更新が開始されます。
更新が進むと、更新プログラムによって
は途中でテレビ画面が消える場合があり
ます。その場合、更新の進行状況は本機
表示部で確認できます。更新が完了して
再度電源を入れるまで、テレビ画面には
何も表示されません。

6 更新が完了すると「Complete!」が本機
の表示部に表示されます。

7 前面パネルの On/Standby ボタンを押
し、本機の電源をいったん切ってから、
再度電源を入れます。このときリモコン
の On ボタンや Standby ボタンは使用
しないでください。
これで更新は完了です。本機は最新の
ファームウェアに更新されました。
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■トラブルシューティング

ケース1:
本機の表示部で「No Update」と表示された
ら、ファームウェアが既に更新済みであるこ
とを示しています。更新の必要はありません。

ケース2:
エラー時は、本機の表示部で「Error!! *-** 
No media」と表示されます。（アスタリスク
は表示される英数字を表しています。）以下の
説明を参照し、確認してください。

エラーコード
（ネットワーク経由の更新中）

ケース3:
更新中にエラーが発生した場合は、一度電源
コードを抜いて、再度試してください。

ケース4:
エラーコード「3-51」が表示された場合は、
以下の手順を試してください。
1. 電源コードを抜いて、再度接続します。
2. 本機の電源を入れ、NET/USB入力を選
びます。

3.「Now Initializing」の表示が変わった後
に、再度更新を試してください。

ケース5:
入力切換の選択を間違えてエラーが起こった
場合、本機の電源を切り、再度電源を入れて
ください。その後更新を試してください。

ケース6:
お客様のネットワーク環境が有線 LAN接続で
ない場合は、末尾に記載のコールセンターへ
ご連絡ください。

エラーコード エラー内容および対処方法
*-10, *-20 LANケーブルが認識できませ

ん。LANケーブルを正しく接続
してください。接続方法につい
ては、本機の取扱説明書をご覧
ください。

*-11, *-13, 
*-21, *-28

インターネットに接続できませ
ん。
下記の項目を確認してください。
・IP アドレス、サブネットマスク、
ゲートウェイアドレス、DNS
サーバーが正しく設定されている
か確認してください。
・ルーターの電源が入っているか確
認してください。
・本機とルーターが LANケーブル
でつながっているか確認してくだ
さい。
・ルーターの設定を確認してくださ
い。設定については、ルーターの
取扱説明書をご覧ください。
・ネットワーク接続環境によっては、
プロキシサーバーを設定する必要
があります。設定については、ご
利用の回線業者やプロバイダの資
料をご確認ください。
それでもインターネットにつなが
らない時は、DNSサーバーまた
はプロキシサーバーが停止してい
る可能性があります。サーバーの
稼働状況をプロバイダにご確認く
ださい。

その他 もう一度最初からやり直してく
ださい。
何度か同じエラーが出るようで
したら、エラーコードを末尾に
記載のコールセンターまでご連
絡ください。

エラーコード エラー内容および対処方法
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USB経由でのファームウェア更新手順

DTR-40.2 では、USBストレージを利用して
ファームウェアを更新できます。
* 表示画面は、モデルによって異なる場合がありま
す。

・本機とテレビの電源が入っていることを確認
してください。
・更新中は、絶対に本機の接続を外したり電源
を切ったりしないでください。
・更新中は、絶対にHDMI ケーブルの抜き差し
をしないでください。
・更新中は、絶対にファームウェア・ファイル
の入ったUSBストレージや電源コードを引
き抜かないでください。
・更新中は、パソコンから本機にアクセスしな
いでください。
・ファームウェアの更新には30分程度かかり
ます。
・更新完了後も、お客様が行った諸設定は保持
されます。

■ファームウェアの更新を始める前に
・HDMI コントロールの設定が「オン」になっ
ていると、正常に更新できない場合がありま
すので、設定を「オフ」にしてください。

・ネットワークやRS232Cで本機と接続され
ているコントローラー機器の電源を切ってく
ださい。

・インターネットラジオ、iPod、USB、サー
バー等のコンテンツの再生を、停止してくだ
さい。

・ＵＳＢストレージ内にデータがある場合は消
去してください。

RIHDを切り換えるには

1 メインメニューから「ハードウェア設定」
を選ぶ。

2 「HDMI」を選ぶ。

3 「HDMI コントロール (RIHD)」を
「オフ」に設定する。
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■更新手順

1 お使いのパソコンにUSBストレージを
接続し、USBストレージ内にデータが
ある場合は消去してください。

2 弊社ホームページからパソコンにファー
ムウェア・ファイルをダウンロードしま
す。
ファームウェアには、以下のようなファ
イル名がついています。
ONKAVR0003_*******.zip
パソコン上でこのファイルを解凍してく
ださい。下記の３つのファイルができま
す。
ONKAVR0003_*******.of1
ONKAVR0003_*******.of2
ONKAVR0003_*******.of3

3 解凍したファイルをUSBストレージに
コピーします。解凍する前のファイルは
コピーしないでください。

4 上記のUSBストレージを本機のUSB
端子に接続してください。

5 本機とテレビの電源が入っていることを
確認してください。
本機がスタンバイ状態のときは、
On/Standby ボタンを押して本機の表
示部を点灯させます。

6 入力ソースをUSBにします。
表示部に「Now Initializing」と表示さ
れたのちUSBストレージ名が表示され
ます。
USBストレージを認識するのに20～
30秒かかります。

7 リモコンの Receiver ボタンを押して
から、Setup ボタンを押します。
メインメニューがテレビ画面に表示され
ます。以降の操作は、本機の Setup、
カーソル q/w/e/r、Enter ボタンで
操作することもできます。

8 「ハードウェア設定」メニューへ移動し
ます。

9 「ファームウェアアップデート」メ
ニューへ移動します。

10「USB経由」を選び、Enter ボタンを
押します。
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（トラブルシューティングについては、次ページへ）

11「アップデート」を選び、Enter ボタン
を押します。
更新が開始されます。
更新が進むと、更新プログラムによって
は途中でテレビ画面が消える場合があり
ます。その場合、更新の進行状況は本機
表示部で確認できます。更新が完了して
再度電源を入れるまで、テレビ画面には
何も表示されません。
更新中は電源を切ったり、USBスト
レージを抜いたりしないでください。

12 更新が完了すると「Complete!」が本
機の表示部に表示されます。

13 前面パネルの On/Standby ボタンを
押して本機の電源を切り、USBスト
レージを抜きます。
* このときリモコンの On ボタンや
Standby ボタンは使用しないでくださ
い。

14 On/Standby ボタンを押して、電源を
入れます。
これで更新は完了です。本機は最新の
ファームウェアに更新されました。
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■トラブルシューティング

ケース1:
本機の表示部で「No Update」と表示された
ら、ファームウェアが既に更新済みであるこ
とを示しています。更新の必要はありません。

ケース2:
エラー時は、本機の表示部で「Error!! *-** 
No media」と表示されます。（アスタリスク
は表示される英数字を表しています。）以下の
説明を参照し、確認してください。

エラーコード
（USB経由の更新中）

ケース3:
更新中にエラーが発生した場合は、一度電源
コードを抜いて、再度試してください。

ケース4:
エラーコード「3-51」が表示された場合は、
以下の手順を試してください。
1. 電源コードを抜いて、再度接続します。
2. 本機の電源を入れ、NET/USB入力を選
びます。

3.「Now Initializing」の表示が変わった後
に、再度更新を試してください。

ケース5:
入力切換の選択を間違えてエラーが起こった
場合、本機の電源を切り、再度電源を入れて
ください。その後更新を試してください。

エラーコード エラー内容および対処方法
*-10, *-20 USBストレージが認識できませ

ん。USBメモリーやUSBケー
ブルが、本機のUSB端子に
しっかりと差し込まれているか
確認してください。USBスト
レージで外部電源を供給できる
製品は、外部電源をご使用くだ
さい。

*-14 USBストレージのルートフォル
ダにファームウェア・ファイル
が存在しない、お使いの機種と
異なるファームウェア・ファイ
ルが使用されている、などが考
えられます。もう一度ファーム
ウェア・ファイルのダウンロー
ドからやり直してください。何
度か同じエラーが出るようでし
たら、エラーコードを末尾に記
載のコールセンターまでご連絡
ください。

その他 もう一度最初からやり直してく
ださい。何度か同じエラーが出
るようでしたら、エラーコード
を末尾に記載のコールセンター
までご連絡ください。
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