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この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り
扱いかたを示しています。この取扱説明書と“PlayStation 2”の取扱
説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
とくに「安全のために」（2ページ）は必ずご覧ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してくだ
さい。
小さなお子さまには、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いくだ
さい。

3-083-205-02(1)

“PlayStation 2”専用
DVDリモ－トコントロ－ラ

取扱説明書
お買い上げいただき、ありがとうございます。
“PlayStation 2”専用DVDリモートコントローラは、
“PlayStation 2”専用です。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災
や人身事故を起こすことがあります。
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安全のために

本製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品
はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身
事故が起こることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必
ずお守りください。

• 安全のための注意事項を守る

• 故障したら使わない

• 万一異常が起きたら、インフォメーションセンターまでご連絡く
ださい

警告表示の意味
取扱説明書では、次のような表示を
しています。表示の内容をよく理解
してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、
火災による死亡や大けがなど、人身
事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、
事故により、けがをしたり周辺の家
財に損害を与えたりすることがあり
ます。

注意を促す記号

行為を禁止する記号　

   

行為を指示する記号
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分解や改造をしない

湿気やほこりの多い場所や、油煙や
湯気のあたる場所には置かない

床に放置しない

不安定な場所に置かない

内部に水や異物を入れない

本機や梱包材などは注意して廃棄する
本機は金属やプラスチックでできている
ため燃やすと危険です。また梱包材の一
部もプラスチックでできているため燃や
すと危険です。廃棄するときには充分に
注意して、各自治体の指示に従ってくだ
さい。

下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財
に損害を与えたりすることがあります。
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電池についての安全上のご注意
漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない
電池の液が目に入ったり、身体や衣服に
つくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因
となります。そのときに異常がなくて
も、液の化学変化により、時間がたって
から症状が現れることがあります。

必ず次の処理をする
,液が目に入ったときは、目をこすら
ず、すぐに水道水などのきれいな水で
充分洗い、ただちに医師の診察を受け
てください。

,液が身体や衣服についたときは、すぐに水道水などのきれいな水で充
分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師
に相談してください。

電池は乳幼児の手の届かない場所に置く
電池は飲み込むと、窒息や胃などへの
障害の原因となります。

,万一、飲み込んだときは、
ただちに医師に相談してください。

電池を火の中に入れない、
加熱・分解・改造・充電しない、
水で濡らさない
破裂したり、液が漏れたりして、
けがややけどの原因となります。
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指定（単4形乾電池）以外の電池を使わない、新しい電池と使用した
電池または種類の違う電池を混ぜて使わない
電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの
原因となります。

＋と－の向きを正しく入れる
＋と－を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れ
たりして、けがややけどの原因となります。
,機器の表示に合わせて、正しく入れてください。

電池を使い切ったときや、長時間使用しないときは取り出す
電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原
因となります。

電池についての安全上のご注意
漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。
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• 一部の“PlayStation 2”規格ソフトウェアまたは“PlayStation”規格ソ
フトウェアでは、“PlayStation 2”専用 DVDリモートコントローラから
のボタン操作が正常に動作しないことがあります。また、複数のボタンを
同時に押しても機能しません。

• 2個以上の“PlayStation 2”専用 DVDリモートコントローラを同時に使
用することはできません。

• 高温多湿および直射日光があたる場所に放置しないでください。
（5 ℃～35 ℃の範囲でご使用ください。）

• 水にぬらさないでください。
• 重い物を載せないでください。
• 絶対に分解や改造をしないでください。
• 投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
• お手入れの際には乾いた柔らかい布をご使用ください。また、ベンジン、
シンナー等の薬品は使用しないでください。

使用上のご注意
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● 内容品を確認する
次の内容品がそろっているかを確認してください。
•“PlayStation 2”専用 DVDリモ－トコントロ－ラ（1）
• 単4形乾電池（R03）（2）
• 取扱説明書（本書）（1）

万一、内容品がそろっていないときは、インフォメ－ションセンタ－にご連
絡ください。

● “PlayStation 2”専用 DVDリモートコントローラ
に電池を入れる

3と#の向きを合わせて、単4形乾電池（R03）（付属）2個を入れる。

 ご注意
乾電池の使いかたを誤ると、液漏れや破裂のおそれがあります。次のことを必ず守っ
てください。
－3と#の向きを正しく入れてください。
－新しい乾電池と使った乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。
－乾電池は充電しないでください。
－長い間“PlayStation 2”専用DVDリモートコントローラ（以下リモコン）を使わな
いときは、乾電池を取り出してください。

－液漏れしたときは、電池入れについた液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れ
てください。

準備する
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● 受光部について
“PlayStation 2”専用 IRレシーバーを使うことなく、リモコンをお使いい
ただけます。

 ご注意
• リモコンをお使いになるときは、“PlayStation 2”本体前面の受光部に直射日光や
照明器具などの強い光が当たらないようにご注意ください。リモコンで操作できな
いことがあります。

• リモコンをお使いになるときは、“PlayStation 2”本体前面の受光部の正面に向け
て操作してください。

受光部
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DVDビデオを見る
● DVDビデオの信号方式と地域制限について
• NTSC以外のカラーテレビ方式（PAL、SECAM）対応のDVDビデオは
お使いいただけません。

• DVDビデオには 2  のように地域番号が表示されているものがありま
す。表示中の数字は再生できるプレーヤーの地域番号を表しています。
この表示に「2」が含まれていない、または ALL  の表示のないDVDビデオ
は、再生できません。
このようなDVDビデオを再生しようとしたときは、「このディスクは地域
制限により再生を禁止されています。」と画面に表示されます。また地域
番号の表示がないDVDビデオでも地域制限されている場合があり、再生
できないことがあります。

DVDビデオ再生時の操作上のご注意
DVDビデオはソフト制作者の意図により再生状態が決められていること
があります。“PlayStation 2”ではソフト制作者が意図したディスク内
容に従って再生を行うため、操作した通りに機能が働かない場合があり
ます。再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。

● DVDビデオを再生する

1 “PlayStation 2”本体背面のMAIN POWER（主電源）スイッチで電
源を入れる。
1（オン/スタンバイ）ランプが赤色に点灯します（スタンバイ状態）。

2 リモコンのI/1（オン/スタンバイ）/RESETボタンまたは
“PlayStation 2”本体前面の1（オン/スタンバイ）/RESETボタンを押
す。
1ランプが緑色に点灯し、オープニング画面が現れます。

3 リモコンのZOPEN/CLOSEボタンまたは“PlayStation 2”本体前面
のA（オープン）ボタンを押す。
ディスクトレイが手前に開きます。

4 再生したい面を下にして、DVDビデオをディスクトレイに載せる。
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5 リモコンのZOPEN/CLOSEボタンまたは“PlayStation 2”本体前面
のAボタンを押す。
ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。

 ご注意
• ディスクによっては、再生が始まらずメニューが表示される場合があります。
• DVDビデオを見終わったあとにリモコンのZOPEN/CLOSEボタンまたは
“PlayStation 2”本体前面のAボタンを押すと、ブラウザ画面が表示されます。

 DVDビデオをプログレッシブ方式で再生するときのご注意
プログレッシブ（525p）方式に対応したテレビなどに接続して、プログレッシブ映像
をお楽しみになる場合は、別売りの“PlayStation 2”専用コンポーネントAVケーブ
ル（SCPH-10100）または“PlayStation 2”専用D端子ケーブル（音声出力端子付
き）（SCPH-10330）をお使いください。
プログレッシブ（525p）方式に対応していないテレビとつないでいるときや、コン
ポーネントAVケーブル、D端子ケーブル以外のケーブルで接続しているときに、
誤って「プログレッシブ」を「入」に設定すると、画像が乱れたり何も表示されなくな
ります。
プログレッシブ方式については、「画像の設定をする（画面設定）」の「プログレッシ
ブ」（53ページ）をご覧ください。

 DVDビデオのDTS音声を再生するときのご注意
DTS音声信号は光デジタル接続コードでつないだときのみ出力されます。音声コード
でつないだときには出力されません。

• DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器につないでいるときは、「オー
ディオ設定」で「音声デジタル出力」の「DTS」を「入」に設定しないでください。
「DTS」を「入」に設定すると、異音が出て耳に悪影響を及ぼしたりスピーカーを破
損することがあります。

•「オーディオ設定」で「音声デジタル出力」の「DTS」を「切」に設定していると、
光デジタル接続コードでつないで、DVDビデオのDTS音声を再生しても音が出ま
せん。
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DVDビデオを見る（つづき）

 DVDビデオを再生するときのご注意
• ビデオデッキには接続せず直接テレビにつないでください。DVDビデオの映像を
ビデオデッキを経由してテレビで見ようとすると、一部のDVDビデオに使用され
ているコピープロテクション信号によって画像が乱れることがあります。

• ビデオ一体型テレビでDVDビデオを再生した場合、機種によっては、一部のDVD
ビデオに使用されているコピ－プロテクション信号によって画像が乱れることがあ
ります。

• RGB入力のみ対応したAVマルチ入力端子のあるテレビで、DVDビデオをご覧に
なるときは、“PlayStation 2”に付属のAVケ－ブル（映像/音声一体型）など、別
売りのマルチAVケ－ブル（VMC-AVM250*）以外の“PlayStation 2”に対応した
ケ－ブルをお使いください。マルチAVケ－ブルで接続すると、DVDビデオが正常
に映りません。

RGB入力とY CB/PB CR/PR入力に対応したAVマルチ入力端子のあるテレビをお持
ちの場合は、マルチAVケーブルを使ってDVDビデオをご覧になれます。つないだ
あとは、テレビの設定を適切に行ってください。詳しくは、テレビの取扱説明書を
ご覧ください。

* VMC-AVM250 はソニー株式会社の商品です。

● DVDビデオを終える

1 リモコンのZOPEN/CLOSEボタンまたは“PlayStation 2”本体前面
のAボタンを押す。

2 ディスクを取り出す。

3 リモコンのZOPEN/CLOSEボタンまたは“PlayStation 2”本体前面
のAボタンを押す。

4 リモコンのI/1/RESETボタンまたは“PlayStation 2”本体前面の
1/RESETボタンを3秒以上押す。

● DVDプレーヤーの操作のしかた
DVDプレーヤーの操作は、リモコンのボタンやアナログコントローラ
（DUALSHOCK 2）のダイレクトボタン、画面に表示した操作パネルで行
うことができます。
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 ご注意
ディスクによっては、異なる操作や禁止されている操作がありますので、再生する

DVDビデオの説明書なども必ずご覧ください。
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DVDビデオを見る（つづき）

● “PlayStation 2”専用DVDリモートコントローラを使う
リモコンを使い、いろいろな項目を設定することができます。

 ご注意
リモコンのボタンによっては、画面に操作パネルが表示されているときに、操作
を禁止しているものがあります。そのようなボタンで操作をするときは、画面に
表示されている操作パネルを消してください。操作パネルについて詳しくは、
「操作パネルを使う」（18ページ）をご覧ください。

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

R3

ENTER

DVD/
PLAYSTATION

R1L1

R2L2

L3

AUDIO SHUFFLE

ANGLE PROGRAM

SUBTITLE REPEAT

CLEAR TIME

SCAN

SLOW

PREV A-BNEXT

PLAY STOPPAUSE

DISPLAY TOP MENU

SELECT START

MENU RETURN

OPEN/
CLOSE RESET

1 ZOPEN/CLOSE “PlayStation 2”本体のディスクトレイを開閉する
ときに押す。

2 AUDIOボタン DVDビデオの音声を切り換えるときに押す。

3 PROGRAMボタン タイトルやチャプターを好きな順番で再生するとき
に押す。

4 ANGLEボタン DVDビデオのアングルを切り換えるときに押す。

5 REPEATボタン ディスク内の全タイトルまたは1つのタイトル/チャ
プターを繰り返し再生するときに押す。

6 SUBTITLEボタン DVDビデオの字幕を切り換えるときに押す。

ボタン
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PREV/NEXTボタン

上、下、左、右

7 CLEARボタン 選んだ数字や再生モードを取り消すときに押す。

8  /  SLOWボタン スロー再生をするときに押す。

9  /  SCANボタン 画像を見ながら場面を探すときに押す。

0 ./> 前の場面に戻したり、次の場面に進めたりするとき
に押す。

qa HPLAYボタン 再生するときに押す。

qs TOP MENUボタン メニューを表示させるときに押す。

qd DISPLAYボタン 操作パネルを表示/非表示させるときに押す。

qf 方向キー 画面に表示されている項目を選ぶときに押す。

qg SHUFFLEボタン タイトルやチャプターをランダム（無作為）な順番
で再生するときに押す。

qh 数字ボタン 画面に表示されている項目の数値を入力するときに
押す。

qj I/1（オン/スタンバイ）“PlayStation 2”本体の電源を入れるとき、リセッ
トするとき、スタンバイ状態にするときに押す。
•入 ：1回押す
•リセット ：約1秒間押す
•スタンバイ状態 ：3秒以上押す
※“PlayStation 2”本体にHDDを接続しているときは、リ
セットの操作でスタンバイ状態になります。

qk TIMEボタン 再生中のタイトル番号やチャプター番号およびその
経過時間と残り時間を表示するときに押す。

ql A-Bボタン 繰り返し再生したい部分を指定して、再生するとき
に押す。

w; XPAUSEボタン 再生を一時止めるときに押す。

wa xSTOPボタン 再生を止めるときに押す。

ws MENUボタン メニューを表示させるときに押す。

wd ORETURNボタン ひとつ前の選択画面に戻すときに押す。

wf ENTERボタン 画面に表示されている項目を決定するときに押す。

/RESETボタン
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DVDビデオを見る（つづき）

wg コントローラと同じボタンは同じ操作ができます。
ただし、一部の“PlayStation 2”規格ソフトウェア
または“PlayStation”規格ソフトウェアでは、リモ
コンからのボタン操作が正常に動作しないことがあ
ります。また、複数のボタンを同時に押しても機能
しません。

 ご注意
本文中では、決定の操作を○ボタンを使って説明しています。

● アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）のダイレクトボタンを使う
アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）を使い、いろいろな項目を設定
することができます。

 ご注意
アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）のボタンによっては、画面に操作パ
ネルが表示されているときに、操作を禁止しているものがあります。そのような
ボタンで操作をするときは、画面に表示されている操作パネルを消してくださ
い。操作パネルについて詳しくは、「操作パネルを使う」（18ページ）をご覧くだ
さい。

DUALSHOCK 2

1 L2ボタン 画像を見ながら場面を探すときに押す（逆方向）。
（  可変サーチ）
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上、下、左、右

2 L1ボタン（.前） 前の場面に戻すときに押す。

3 方向キー 画面に表示されている項目を選ぶときに押す。

4 L3ボタン DVDビデオの字幕を切り換えるときに押す。

5 SELECTボタン 操作パネルを表示/非表示させるときに押す。

6 R2ボタン 画像を見ながら場面を探すときに押す（再生方向）。

7 R1ボタン（>次） 次の場面に進めるときに押す。

8 △ボタン メニューを表示させるときに押す。

9 ○ボタン（決定） 画面に表示されている項目を決定するときに押す。

0 ×ボタン（x停止） 再生を止めるときに押す。

qa □ボタン メニューを表示させるときに押す。

qs R3ボタン DVDビデオの音声を切り換えるときに押す。

qd STARTボタン 再生したり、再生を一時止めるときに押す。

* L3ボタン、R3ボタンのないコントロ－ラは、ダイレクトボタンでの字幕切り換えおよび音声切
り換えができません。字幕切り換えおよび音声切り換えを行う場合は、リモコンのボタンまた
は操作パネルをお使いください。

（  メニュー）

（ トップメニュー）

（N再生/X一時停止）

（  字幕切り換え）*

（  可変サーチ）

（ 音声切り換え）*
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DVDビデオを見る（つづき）

● 操作パネルを使う
画面に表示した操作パネルを使い、いろいろな項目を設定することができま
す。操作パネルは、リモコンまたはアナログコントローラ
（DUALSHOCK 2）から操作することができます。

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

R3

ENTER

DVD/
PLAYSTATION

R1L1

R2L2

L3

AUDIO

OPEN/
CLOSE RESET

SHUFFLE

ANGLE PROGRAM

SUBTITLE REPEAT

CLEAR TIME

SCAN

SLOW

PREV A-BNEXT

PLAY STOPPAUSE

DISPLAY TOP MENU

SELECT START

MENU RETURN

DUALSHOCK 2

リモコン

操作パネル表示/非表示 DISPLAYボタン/SELECTボタン

決定 ○ボタン/ENTERボタン　　　

取り消し ×ボタン

選択 方向キー上、下、左、右

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）

操作パネル表示/非表示 SELECTボタン

決定 ○ボタン

取り消し ×ボタン

選択 方向キー上、下、左、右

 ご注意
本文中では、決定の操作を○ボタンを使って説明しています。

方向キー
上、下、左、右

○ボタンSELECT
ボタン

✕ボタン

方向キー
上、下、左、右

DISPLAY
ボタン

○ボタン

✕ボタン

SELECT
ボタン
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操作パネルを表示する

1 リモコンのDISPLAYボタンまたはアナログコントローラ
（DUALSHOCK 2）のSELECTボタンを押す。
画面上に操作パネルが表示されます。
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DVDビデオを見る（つづき）

1  メニュー メニューを表示させるときに選ぶ。

2 トップメニュー メニューを表示させるときに選ぶ。

3 O リターン ひとつ前の選択画面に戻すときに選ぶ。

4  音声切り換え DVDビデオの音声を切り換えるときに選ぶ。

5  アングル切り換え DVDビデオのアングルを切り換えるときに選ぶ。

6  字幕切り換え DVDビデオの字幕を切り換えるときに選ぶ。

7  ジャンプ タイトル番号やチャプター番号、時間を指定して、
再生するときに選ぶ。

8  設定 設定画面を使って、画質や音声の調整など、さまざ
まな出力の設定をするときに選ぶ。また、 DVDビ
デオを再生するときの字幕の言語やメニューの表示
言語、視聴年齢制限などの設定もできる。

9  時間表示 再生中のタイトル番号やチャプター番号およびその
経過時間と残り時間を表示するときに選ぶ。

0  ヘルプ アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）のダイ
レクトボタンの一覧を表示するときに選ぶ。

qa チャプタージャンプ/ 再生するチャプター番号や数値を入力するときに選
ぶ。

qs .前 前の場面に戻すときに選ぶ。

qd > 次 次の場面に進めるときに選ぶ。

数値入力
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qf  可変サーチ 画像を見ながら場面を探すときに選ぶ（逆方向）。

qg  可変サーチ 画像を見ながら場面を探すときに選ぶ（再生方向）。

qh  スロー スロー再生をするときに選ぶ（逆方向）。

qj  スロー スロー再生をするときに選ぶ（再生方向）。

qk N 再生 再生するときに選ぶ。

ql X 一時停止 再生を一時止めるときに選ぶ。

w; x 停止 再生を止めるときに選ぶ。

wa  A-Bリピート 繰り返し再生したい部分を指定して、再生するとき
に選ぶ。

ws  シャッフル タイトルやチャプターをランダム（無作為）な順番
で再生するときに選ぶ。

wd  プログラム タイトルやチャプターを好きな順番で再生するとき
に選ぶ。

wf  リピート ディスク内の全タイトルまたは1つのタイトル/
チャプターを繰り返し再生するときに選ぶ。

wg  オリジナル/ DVD-RW（VRモード）の再生タイトルの種類を切
り換えるときに選ぶ。

wh  クリア 選んだ数字や再生モードを取り消すときに選ぶ。

プレイリスト
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DVDビデオを見る（つづき）

● DVD-RWのオリジナルとプレイリストを選ぶ
DVD-RW（VRモード）には、DVDレコーダーなどで実際に記録して作成
されるオリジナルのタイトルと、オリジナルを元に編集して作成されるプレ
イリストのタイトルの2種類があります。
このようなディスクでは、再生するタイトルの種類を選んで再生することが
できます。（“PlayStation 2”で記録や編集はできません。再生のみできま
す。）

操作パネルを使う

1 停止中*に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。
○ボタンを押すたびにオリジナルとプレイリストが切り換わります。
• オリジナル ：実際に記録されているタイトルを再生します。
• プレイリスト ：オリジナルを元に編集して作られたタイトルを再生

します。
* つづき再生中は、選択できません。つづき再生を解除してから選択してください。つづき
再生について詳しくは、「止めたところから再生する（つづき再生）」（23ページ）をご覧くだ
さい。

 ご注意
• 通常はプレイリストが再生されます。
• プレイリストのタイトルがないディスクを再生すると、オリジナルのタイトルが再
生されます。「プレイリスト」は選択できません。

• 複数のタイトルをまたいだA-Bリピートはできません。
• DVD-RW（VRモード）では、スロー再生（逆方向）ができません。
• オリジナルは、次の場合に解除されます。

– リモコンのZOPEN/CLOSEボタンまたは“PlayStation 2”本体前面のAボタ
ンを押して、ディスクトレイを開けたとき

– リモコンのI/1/RESETボタンまたは“PlayStation 2”本体前面の1/RESETボ
タンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき

–“PlayStation 2”本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
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● 止めたところから再生する（つづき再生）
再生を止めたところのつづきから再生できます。

リモコンを使う

1 再生中にxSTOPボタンを押す。
再生が止まり、画面に「次に再生するときは今のつづきから再生しま
す。始めから再生するにはもういちど[停止]を押してください。」と表
示されます。

2 HPLAYボタンを押す。
手順1で再生を止めたところから、再生が始まります。

つづき再生を解除するには
手順1で再生を止めたあと、もう一度xSTOPボタンを押します。

操作パネルを使う

1 再生中に方向キー上、下、左、右でxを選び、○ボタンを押す。
再生が止まり、画面に「次に再生するときは今のつづきから再生しま
す。始めから再生するにはもういちど[停止]を押してください。」と表
示されます。

2 方向キー上、下、左、右でNを選び、○ボタンを押す。
手順1で再生を止めたところから、再生が始まります。

つづき再生を解除するには
手順1で再生を止めたあと、もう一度方向キー上、下、左、右でxを選び、
○ボタンを押します。

 ご注意
• プログラム再生中とシャッフル再生中には、つづき再生ができません。
• ディスクによっては、つづき再生ができないものがあります。
• 場面によっては、つづき再生ができないことがあります。
• 再生を止めたところによっては、つづき再生の始まりがずれることがあります。
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DVDビデオを見る（つづき）

• 次の場合、再生を止めたところの記録は消え、つづき再生できません。
– プログラム再生やシャッフル再生をしたとき
– リモコンのZOPEN/CLOSEボタンまたは“PlayStation 2”本体前面のAボタ
ンを押して、ディスクトレイを開けたとき

– リモコンのI/1/RESETボタンまたは“PlayStation 2”本体前面の1/RESET
ボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき

–“PlayStation 2”本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

● 好きな順に再生する（プログラム再生）
タイトルやチャプターを好きな順に選んでプログラムを作り、再生できます。

リモコンを使う

1 PROGRAMボタンを押す。

2 方向キー上、下で項目番号を選び、○ボタンを押す。

3 方向キー上、下で再生したいタイトル番号を選び、○ボタンを押す。

4 方向キー上、下で再生したいチャプター番号を選び、○ボタンを押す。

5 つづけて、タイトルやチャプターを設定するときは、手順2～手順4を
繰り返す。

6 STARTボタンを押す。
プログラム再生が始まります。
プログラム再生が終わっても、設定したプログラムは解除されません。
PROGRAMボタンを押すとプログラム設定画面が表示されます。
STARTボタンを押すと、設定したプログラムをもう一度再生します。

再生状態を確認するには
再生中にTIMEボタンを押すと、設定されている再生モードのアイコンが画
面の右上に表示されます。

設定したプログラムを変更または解除するには
再生中の項目を変更および解除することはできません。

1 PROGRAMボタンを押す。
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2 方向キー上、下で変更したい項目番号を選び、○ボタンを押す。

3 方向キー上、下で再生したいタイトル番号を選び、○ボタンを押す。

4 方向キー上、下で再生したいチャプター番号を選び、○ボタンを押す。
設定したプログラムを解除したいときは、手順3で「クリア」を選び、○ボ
タンを押します。

設定したプログラムをすべて解除するには

1 PROGRAMボタンを押す。

2 方向キー上、下で「オールクリア」を選び、○ボタンを押す。

シャッフル再生やリピート再生と組み合わせて使うこともできます
• プログラム再生　＋　シャッフル再生
プログラム再生中に SHUFFLEボタンを押します。このとき、シャッフ
ル再生は「シャッフル 入」になります。
プログラム再生中にシャッフル再生をした場合、シャッフル再生の種類は
「シャッフル 入」「シャッフル 切」のみとなります。

• プログラム再生　＋　リピート再生
プログラム再生中に REPEATボタンを押します。このとき、リピート再
生は「リピート 入」になります。
プログラム再生中にリピート再生をした場合、リピート再生の種類は「リ
ピート 入」「リピート 切」のみとなります。
シャッフル再生やリピート再生について詳しくは、「順不同に再生する
（シャッフル再生）」（28ページ）や「繰り返し再生する（リピート再生）」
（31ページ）をご覧ください。

すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生に戻すには
CLEARボタンを押します。
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DVDビデオを見る（つづき）

操作パネルを使う

1 方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。

2 方向キー上、下で項目番号を選び、○ボタンを押す。

3 方向キー上、下で再生したいタイトル番号を選び、○ボタンを押す。

4 方向キー上、下で再生したいチャプター番号を選び、○ボタンを押す。

5 つづけて、タイトルやチャプターを設定するときは、手順2～手順4を
繰り返す。

6 STARTボタンを押す。
プログラム再生が始まります。
プログラム再生が終わっても、設定したプログラムは解除されません。
方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押すとプログラム
設定画面が表示されます。STARTボタンを押すと、設定したプログラ
ムをもう一度再生します。

再生状態を確認するには
再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押すと、設定
されている再生モードのアイコンが画面の右上に表示されます。

設定したプログラムを変更または解除するには
再生中の項目を変更および解除することはできません。

1 方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。

2 方向キー上、下で変更したい項目番号を選び、○ボタンを押す。

3 方向キー上、下で再生したいタイトル番号を選び、○ボタンを押す。

4 方向キー上、下で再生したいチャプター番号を選び、○ボタンを押す。
設定したプログラムを解除したいときは、手順3で「クリア」を選び、○ボ
タンを押します。

設定したプログラムをすべて解除するには

1 方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。
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2 方向キー上、下で「オールクリア」を選び、○ボタンを押す。

シャッフル再生やリピート再生と組み合わせて使うこともできます
• プログラム再生　＋　シャッフル再生
プログラム再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタン
を押します。このとき、シャッフル再生は「シャッフル 入」になります。
プログラム再生中にシャッフル再生をした場合、シャッフル再生の種類は
「シャッフル 入」「シャッフル 切」のみとなります。

• プログラム再生　＋　リピート再生
プログラム再生中に方向キー上、下、左、右で、  を選び、○ボタン
を押します。このとき、リピート再生は「リピート 入」になります。
プログラム再生中にリピート再生をした場合、リピート再生の種類は「リ
ピート 入」「リピート 切」のみとなります。
シャッフル再生やリピート再生について詳しくは、「順不同に再生する
（シャッフル再生）」（28ページ）や「繰り返し再生する（リピート再生）」
（31ページ）をご覧ください。

すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生に戻すには
方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押します。

 ご注意
• 設定したプログラムを再生すると、A-Bリピートは解除されます。
• ディスクによっては、プログラム再生ができないものがあります。
• タイトルやチャプターは、ディスクに記録されている数だけ画面に表示されます。
• プログラム再生は、次の場合に解除されます。

– A-Bリピートを設定したとき
– メニューを表示したとき

• 設定したプログラムは、次の場合に解除されます。
– リモコンのZOPEN/CLOSEボタンまたは“PlayStation 2”本体前面のAボタ
ンを押して、ディスクトレイを開けたとき

– リモコンのI/1/RESETボタンまたは“PlayStation 2”本体前面の1/RESETボ
タンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき

–“PlayStation 2”本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
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DVDビデオを見る（つづき）

● 順不同に再生する（シャッフル再生）
ディスクに記録された順番に関係なく、“PlayStation 2”が自動的にタイト
ルやチャプターの順番を選んで、再生します。
再生する順番は、シャッフル再生するたびに変わります。

リモコンを使う

1　再生中に SHUFFLEボタンを押す。
SHUFFLEボタンを押すたびに以下のように切り換わります。
切り換わったあと、シャッフル再生が始まります。

タイトル シャッフル （タイトルを順不同にして再生） 
 ↓ 
チャプター シャッフル （チャプターを順不同にして再生） 
 ↓ 
シャッフル 切 （シャッフル再生解除） 

再生状態を確認するには
再生中にTIMEボタンを押すと、設定されている再生モードのアイコンが
画面の右上に表示されます。

シャッフル再生を解除するには
SHUFFLEボタンを繰り返し押して、「シャッフル 切」に切り換えます。

プログラム再生やリピート再生と組み合わせて使うこともできます
• シャッフル再生　＋　プログラム再生
シャッフル再生中に PROGRAMボタンを押してプログラムを設定し、
STARTボタンを押します。このとき、シャッフル再生は「シャッフル
入」になります。
シャッフル再生中にプログラム再生をした場合、シャッフル再生の種類は
「シャッフル 入」「シャッフル 切」のみとなります。
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• シャッフル再生　＋　リピート再生
シャッフル再生中に REPEATボタンを押します。このとき、リピート再
生は「リピート 入」になります。
シャッフル再生中にリピート再生をした場合、リピート再生の種類は「リ
ピート 入」「リピート 切」のみとなります。
プログラム再生やリピート再生について詳しくは、「好きな順に再生する
（プログラム再生）」（24ページ）や「繰り返し再生する（リピート再生）」
（31ページ）をご覧ください。

すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生に戻すには
CLEARボタンを押します。

停止中もシャッフル再生の設定ができます
SHUFFLEボタンを繰り返し押して、シャッフル再生の種類を選びます。
HPLAYボタンを押すと、シャッフル再生が始まります。

操作パネルを使う

1　再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。
○ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。
切り換わったあと、シャッフル再生が始まります。

タイトル シャッフル （タイトルを順不同にして再生） 
  ↓ 
チャプター シャッフル （チャプターを順不同にして再生） 
  ↓ 
シャッフル 切 （シャッフル再生解除） 

再生状態を確認するには
再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押すと、設定
されている再生モードのアイコンが画面の右上に表示されます。

シャッフル再生を解除するには
方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを繰り返し押して、
「シャッフル 切」に切り換えます。
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プログラム再生やリピート再生と組み合わせて使うこともできます
• シャッフル再生　＋　プログラム再生
シャッフル再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを
押してプログラムを設定し、STARTボタンを押します。このときシャッ
フル再生は「シャッフル 入」になります。
シャッフル再生中にプログラム再生をした場合、シャッフル再生の種類は
「シャッフル 入」「シャッフル 切」のみとなります。

• シャッフル再生　＋　リピート再生
シャッフル再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを
押します。このとき、リピート再生は「リピート 入」になります。
シャッフル再生中にリピート再生をした場合、リピート再生の種類は「リ
ピート 入」「リピート 切」のみとなります。
プログラム再生やリピート再生について詳しくは、「好きな順に再生する
（プログラム再生）」（24ページ）や「繰り返し再生する（リピート再生）」
（31ページ）をご覧ください。

すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生に戻すには
方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押します。

停止中もシャッフル再生の設定ができます
方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを繰り返し押して、
シャッフル再生の種類を選びます。方向キー上、下、左、右でNを選び、
○ボタンを押すと、シャッフル再生が始まります。

 ご注意
• シャッフル再生を設定すると、A-Bリピートは解除されます。
• ディスクによっては、シャッフル再生ができないものがあります。
• シャッフル再生は、次の場合に解除されます。

– A-Bリピートを設定したとき
– メニューを表示したとき
– リモコンのZOPEN/CLOSEボタンまたは“PlayStation 2”本体前面のAボタ
ンを押して、ディスクトレイを開けたとき

– リモコンのI/1/RESETボタンまたは“PlayStation 2”本体前面の1/RESETボ
タンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき

–“PlayStation 2”本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

DVDビデオを見る（つづき）
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•「チャプターシャッフル」を選んだときにディスク中の200のチャプターまで
シャッフル再生できます。200以上のチャプターがある場合には、自動的に200を
選んでシャッフル再生します。

● 繰り返し再生する（リピート再生）
ディスク内の全タイトルまたは1つのタイトル/チャプターを繰り返し再生で
きます。

リモコンを使う

1　再生中にREPEATボタンを押す。
REPEATボタンを押すたびに以下のように切り換わります。
切り換わったあと、リピート再生が始まります。

ディスク リピート （ディスク内の全タイトルを繰り返し再生） 
 ↓ 
タイトル リピート （タイトルを繰り返し再生） 
 ↓ 
チャプター リピート （チャプターを繰り返し再生） 
 ↓ 
リピート 切 （リピート再生解除） 

再生状態を確認するには
再生中にTIMEボタンを押すと、設定されている再生モードのアイコンが画
面の右上に表示されます。

リピート再生を解除するには
REPEATボタンを繰り返し押して、「リピート 切」に切り換えます。

プログラム再生やシャッフル再生と組み合わせて使うこともできます
• リピート再生　＋　プログラム再生
リピート再生中にPROGRAMボタンを押してプログラムを設定し、
STARTボタンを押します。このとき、リピート再生は「リピート 入」に
なります。
リピート再生中にプログラム再生をした場合、リピート再生の種類は「リ
ピート 入」「リピート 切」のみとなります。
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DVDビデオを見る（つづき）

• リピート再生　＋　シャッフル再生
リピート再生中にSHUFFLEボタンを押します。このとき、リピート再生
は「リピート 入」になります。
リピート再生中にシャッフル再生をした場合、リピート再生の種類は「リ
ピート 入」「リピート 切」のみとなります。
プログラム再生やシャッフル再生について詳しくは、「好きな順に再生する
（プログラム再生）」（24ページ）や「順不同に再生する（シャッフル再生）」
（28ページ）をご覧ください。

すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生に戻すには
CLEARボタンを押します。

停止中もリピート再生の設定ができます
REPEATボタンを繰り返し押して、リピート再生の種類を選びます。
HPLAYボタンを押すと、リピート再生が始まります。

操作パネルを使う

1　再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。
○ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。
切り換わったあと、リピート再生が始まります。

ディスク リピート （ディスク内の全タイトルを繰り返し再生） 
 ↓ 
タイトル リピート （タイトルを繰り返し再生） 
 ↓ 
チャプター リピート （チャプターを繰り返し再生） 
 ↓ 
リピート 切 （リピート再生解除） 

再生状態を確認するには
再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押すと、設定
されている再生モードのアイコンが画面の右上に表示されます。

リピート再生を解除するには
方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを繰り返し押して、
「リピート 切」に切り換えます。



33

プログラム再生やシャッフル再生と組み合わせて使うこともできます
• リピート再生　＋　プログラム再生
リピート再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押
してプログラムを設定し、STARTボタンを押します。このとき、リピー
ト再生は「リピート 入」になります。
リピート再生中にプログラム再生をした場合、リピート再生の種類は「リ
ピート 入」「リピート 切」のみとなります。

• リピート再生　＋　シャッフル再生
リピート再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを
押します。このとき、リピート再生は「リピート 入」になります。
リピート再生中にシャッフル再生をした場合、リピート再生の種類は「リ
ピート 入」「リピート 切」のみとなります。

プログラム再生やシャッフル再生について詳しくは、「好きな順に再生する
（プログラム再生）」（24ページ）や「順不同に再生する（シャッフル再生）」
（28ページ）をご覧ください。

すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生に戻すには
方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押します。

停止中もリピート再生の設定ができます
方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを繰り返し押して、リ
ピート再生の種類を選びます。方向キー上、下、左、右でNを選び、
○ボタンを押すと、リピート再生が始まります。

 ご注意
• リピート再生を設定すると、A-Bリピートは解除されます。
• ディスクによっては、リピート再生ができないものがあります。
• リピート再生は、次の場合に解除されます。

– A-Bリピートを設定したとき
– リモコンのZOPEN/CLOSEボタンまたは“PlayStation 2”本体前面のAボタ
ンを押して、ディスクトレイを開けたとき

– リモコンのI/1/RESETボタンまたは“PlayStation 2”本体前面の1/RESETボ
タンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき

–“PlayStation 2”本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
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DVDビデオを見る（つづき）

● 再生したい部分だけを繰り返す（A-Bリピート）
繰り返し再生したい部分を1か所指定して、再生できます。語学学習や歌詞
を覚えるときに便利です。

リモコンを使う

1　再生中に繰り返したい部分の始点（A点）で、A-Bボタンを押す。
始点（A点）が設定されます。

2　繰り返したい部分の終点（B点）でA-Bボタンを押す。
終点（B点）が設定され、指定した部分が繰り返し再生されます。

再生状態を確認するには
再生中にTIMEボタンを押すと、設定されている再生モードのアイコンが画
面の右上に表示されます。

A-Bリピートを解除するには
CLEARボタンを押します。

操作パネルを使う

1　再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、繰り返したい部分の
始点（A点）で○ボタンを押す。
始点（A点）が設定されます。

2　方向キー上、下、左、右で  を選び、繰り返したい部分の終点（B
点）で○ボタンを押す。
終点（B点）が設定され、指定した部分が繰り返し再生されます。

再生状態を確認するには
再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押すと、設定
されている再生モードのアイコンが画面の右上に表示されます。

A-Bリピートを解除するには
方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押します。
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 ご注意
• ディスクによっては、A-Bリピートの設定ができないものがあります。
• 場面によっては、A-Bリピートの設定ができないことがあります。
• A-Bリピートの設定ができるのは、1か所のみです。
• 設定したA-Bリピートは、次の場合に解除されます。

– プログラム再生やシャッフル再生、リピート再生を設定したとき
– 停止したとき
– メニューを表示したとき
– リモコンのZOPEN/CLOSEボタンまたは“PlayStation 2”本体前面のAボタ
ンを押して、ディスクトレイを開けたとき

– リモコンのI/1/RESETボタンまたは“PlayStation 2”本体前面の1/RESETボ
タンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき

–“PlayStation 2”本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
• A-Bリピートを設定すると、プログラム再生やシャッフル再生、リピート再生は、
解除されます。
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いろいろな機能を使う

いろいろな項目を設定することができます。
リモコンをお使いいただくときは、「“PlayStation 2”専用DVDリモートコ
ントローラを使う」（14ページ）をご覧ください。
画面の操作パネルをお使いいただくときは、「操作パネルを使う」（18ペー
ジ）をご覧ください。

● メニューを使う
DVDビデオには、ディスクの内容をメニューで選択できるものがあります。
このようなDVDビデオを再生するときは、再生したい項目、表示したい字
幕の言語、聞きたい音声の言語などをメニューで選べます。

リモコンを使う

1　MENUボタンまたはTOP MENUボタンを押す。
メニューが表示されます。メニューはDVDビデオにより異なります。

2　方向キー上、下、左、右で項目を選び、○ボタンを押す。

ひとつ前の選択画面に戻るには
ORETURNボタンを押します。
DVDビデオによっては、操作できないことがあります。

操作パネルを使う

1　方向キー上、下、左、右で  または  を選び、○ボタンを押す。
メニューが表示されます。メニューはDVDビデオにより異なります。

2　方向キー上、下、左、右で項目を選び、○ボタンを押す。

ひとつ前の選択画面に戻るには
方向キー上、下、左、右でOを選び、○ボタンを押します。
DVDビデオによっては、操作できないことがあります。
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 ご注意
• DVDビデオには、メニューがないものがあります。
• DVDビデオには、「メニュー」を「DVDメニュー」や「タイトルメニュー」、「タイト
ル」と表示しているものがあります。

● 音声を切り換える
DVDビデオには、複数の言語（マルチランゲージ）で音声が記録されている
ものがあります。再生中に好きな言語の音声に切り換えられます。

リモコンを使う

1　AUDIOボタンを押す。
AUDIOボタンを押すたびに言語が切り換わります。

操作パネルを使う

1　方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。
○ボタンを押すたびに言語が切り換わります。

 ご注意
• DVDビデオには、複数の言語が記録されていても切り換えを禁止しているものが
あります。

• タイトルを変えたとき、音声が切り換わることがあります。
• 設定画面の「オーディオ設定」で、「音声デジタル出力」の「DTS」を「切」に設定
すると、DTS音声を含むDVDビデオを再生しても、音声記録方式をDTSに切り換
えることはできません。
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いろいろな機能を使う（つづき）

● アングルを切り換える
DVDビデオには、同じ場面が複数のアングルで記録されているもの（マル
チアングル）があります。このようなDVDビデオでは、再生中に複数のア
ングルが記録されている部分で、好きなアングルに切り換えることができま
す。
例えば、動いている電車のシーンの再生中に電車の正面から見ていた景色を
右の窓からの景色に切り換えて見ることができます。

リモコンを使う

1　ANGLEボタンを押す。
ANGLEボタンを押すたびにアングルが切り換わります。
アングルの切り換え方法は、DVDビデオによって異なります。画面の
指示に従って操作を行ってください。

操作パネルを使う

1　方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。
○ボタンを押すたびにアングルが切り換わります。
アングルの切り換え方法は、DVDビデオによって異なります。画面の
指示に従って操作を行ってください。

 ご注意
• 切り換えられるアングルの数は、DVDビデオによっても、場面によっても異なり
ます。DVDビデオのその場面に記録されているアングルの数だけ切り換えること
ができます。

• DVDビデオには、複数のアングルが記録されていても切り換えを禁止しているも
のがあります。
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● 字幕を表示する
DVDビデオには、字幕が記録されているものがあります。このようなDVD
ビデオでは、再生中に字幕を表示したり切り換えたりできます。また、複数
の言語で字幕が記録されているときは、字幕を切り換えて語学の学習に役立
てることができます。

リモコンを使う

1　SUBTITLEボタンを押す。
SUBTITLEボタンを押すたびに字幕の言語が切り換わります。選べる
言語はDVDビデオによって異なります。

字幕を消すには
SUBTITLEボタンを繰り返し押して、「字幕　切」を表示します。

操作パネルを使う

1　方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。
○ボタンを押すたびに字幕の言語が切り換わります。選べる言語は
DVDビデオによって異なります。

字幕を消すには
方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを繰り返し押して、「字幕　
切」を表示します。

 ご注意
• 字幕が記録されていないディスクでは、字幕を表示することはできません。
• DVDビデオには、字幕が記録されていても字幕表示を禁止しているものがありま
す。

• DVDビデオには、字幕を消すことを禁止しているものがあります。
• 記録されている字幕の言語の種類や数は、DVDビデオによって異なります。
• DVDビデオには、複数の字幕が記録されていても切り換えを禁止しているものが
あります。

• DVDビデオを再生中、タイトルを変えたときに字幕が切り換わることがありま
す。
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いろいろな機能を使う（つづき）

● 再生する場所を選ぶ
タイトル番号やチャプター番号、時間を指定して、再生したい場所を選ぶこ
とができます。

チャプター番号を指定して、再生したい場所を選ぶ

リモコンを使う

1　再生中に数字ボタンで再生したいチャプター番号を押す。
選んだ場所の再生が始まります。

操作パネルを使う

1　再生中に方向キー上、下、左、右で数字を選び、○ボタンを押す、を繰
り返して再生したいチャプター番号を入力する。
選んだ場所の再生が始まります。

タイトル番号やチャプター番号、時間を指定して、再生したい場所
を選ぶ

操作パネルを使う

1　再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。

2　方向キー左、右で指定したい項目を選び、○ボタンを押す。
• Title ＝タイトル番号を指定します。
• Chapter ＝チャプター番号を指定します。
• C XX:XX:XX（またはT XX:XX:XX） ＝チャプター（またはタイトル）
の経過時間を指定します。

3　方向キー上、下、左、右で再生したい場所を選び*、○ボタンを押す。
選んだ場所の再生が始まります。
* タイトル番号やチャプター番号、時間はリモコンの数字ボタンからも入力することができ
ます。

 ご注意
チャプターまたはタイトルの残り時間から場所を選ぶことはできません。
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● 情報を表示する
再生中のタイトル番号やチャプター番号およびその経過時間と残り時間を表
示することができます。また、プログラム再生やシャッフル再生などの再生
モードを設定しているときは、その情報が画面右上に表示されます。

リモコンを使う

1　再生中または一時停止中にTIMEボタンを押す。
TIMEボタンを押すたびに以下のように切り換わります。
Title X Chapter X   （タイトル番号とチャプター番号） 
 ↓ 
Title X Chapter X C XX:XX:XX  （再生中のチャプターの経過時間） 
 ↓ 
Title X Chapter X C – XX:XX:XX  （再生中のチャプターの残り時間） 
 ↓ 
Title X Chapter X T XX:XX:XX  （再生中のタイトルの経過時間） 
 ↓ 
Title X Chapter X T – XX:XX:XX  （再生中のタイトルの残り時間） 
 ↓ 
（表示なし） 

操作パネルを使う

1　再生中または一時停止中に方向キー上、下、左、右で  を選び、
○ボタンを押す。
○ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。

Title X Chapter X    （タイトル番号とチャプター番号） 
 ↓ 
Title X Chapter X C XX:XX:XX  （再生中のチャプターの経過時間） 
 ↓ 
Title X Chapter X C – XX:XX:XX  （再生中のチャプターの残り時間） 
 ↓ 
Title X Chapter X T XX:XX:XX  （再生中のタイトルの経過時間） 
 ↓ 
Title X Chapter X T – XX:XX:XX （再生中のタイトルの残り時間） 
 ↓ 
（表示なし） 

 ご注意
タイトルによっては、残り時間が表示されないことがあります。
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いろいろな機能を使う（つづき）

● ダイレクトボタンの一覧を表示する
アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）のダイレクトボタンの使いかた
を一覧表示します。

操作パネルを使う

1　方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。
一覧が表示されます。
○ボタンを押すたびに表示の入/切が切り換わります。

● 見たいところや聞きたいところを探す（可変サーチ）
再生をしながら早送りや早戻しをして、見たいところや聞きたいところを探
すことができます。

リモコンを使う

1　再生中に /  SCANボタンを押す。
/  SCANボタンを押すたびに以下のようにサーチする速さが切り

換わります。

サーチ1 
 ↓ 
サーチ2 
 ↓ 
サーチ3 

2　見たいところや聞きたいところになったら、HPLAYボタンを押す。
通常の再生に戻ります。

操作パネルを使う（リモコンで操作する）

1　再生中に方向キー上、下、左、右で （逆方向）または （再生方向）を
選び、○ボタンを押しつづける。
「サーチ2」の速度でサーチします。
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2　見たいところや聞きたいところになったら、○ボタンを離す。
通常の再生に戻ります。

操作パネルを使う（アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）で
操作する）

1　再生中に方向キー上、下、左、右で （逆方向）または （再生方向）を
選び、○ボタンを押したまま、方向キー上または下を押す。
○ボタンを押したまま、方向キー上または下を押すと、以下のように
サーチする速さが切り換わります。

サーチ3　　
↑
サーチ2   　
↓
サーチ1   　
↓
スロー

2　見たいところや聞きたいところになったら、○ボタンを離す。
通常の再生に戻ります。

 ご注意
DVDビデオによっては、操作が禁止されているものがあります。
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いろいろな機能を使う（つづき）

●スロー再生をする

リモコンを使う

1　再生中に / SLOWボタンを押す。
スロー再生が始まります。

スロー再生を解除するには
HPLAYボタンを押します。
通常の再生に戻ります。

操作パネルを使う

1　再生中に方向キー上、下、左、右で （逆方向）または （再生方
向）を選び、○ボタンを押す。
スロー再生が始まります。

スロー再生を解除するには
方向キー上、下、左、右でNを選び、○ボタンを押します。
通常の再生に戻ります。

 ご注意
DVD-RW（VRモード）では、スロー再生（逆方向）ができません。
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● 設定画面を使う
設定画面を使って、画質や音声の調整など、さまざまな出力の設定ができ
ます。また、DVDビデオを再生するときの字幕の言語やメニューの表示言
語、視聴年齢制限などの設定もできます。設定画面の項目について詳しく
は、47～61ページをご覧ください。
一部の設定は、つづき再生中は選択できません。つづき再生を解除してから
選択してください。つづき再生について詳しくは、「止めたところから再生
する（つづき再生）」（23ページ）をご覧ください。

操作パネルを使う

1 方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。
設定画面が表示されます。

2 方向キー左、右で「言語設定」「画面設定」「視聴設定」「オーディオ設定」
の中から設定したい項目を選び、○ボタンを押す。
選択した設定項目の画面が表示されます。

3 方向キー上、下で項目を選び、○ボタンを押す。
項目の設定内容が一覧表示されます。

4 方向キー上、下で設定内容を選び、○ボタンを押す。
設定内容が選ばれ、設定が終了します。

再生中に変更された内容は、停止*したときや、ディスクを取り出すときに
“PlayStation 2”本体に保存されます。停止*する前や、ディスクを取り出
す前に、リモコンのl/1/RESETボタンまたは“PlayStation 2”本体前面の
1/RESETボタンを押したり、“PlayStation 2”本体背面のMAIN POWER
スイッチで電源を切ると、変更した内容は保存されません。
* つづき再生も含めます。
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● 設定項目一覧表
お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

メニュー言語 

言語一覧 

音声言語 

字幕言語 

英語 

中国語 

イタリア語 

フランス語 

スペイン語 

ドイツ語 

ポルトガル語 

オランダ語 

デンマーク語 

スウェーデン語 

ノルウェー語 
ロシア語 

フィンランド語 

韓国語 

1

8
7
6

4
3

5

2

日本語 

英語 

表示言語 日本語 

一時停止モード 自動 

フレーム 

視聴年齢制限 使用地域 

暗証番号変更（58ページ） 

レベル 

言語設定（47ページ） 

視聴設定（54ページ） 

ドルビー 
デジタル 

DTS

音声デジタル出力 入 

切 

切 

その他（57ページ） 

アメリカ 

オーディオ設定（59ページ） 

メニュー言語と同じ 

光デジタル出力 

入 

切 

入 

切 

音声トラック自動 
選定モード 

入 

切 

DVDビデオ音量 

＋1

標準 

＋2

TV タイプ 
4:3 レターボックス 
4:3 パンスキャン 

16:9

輪郭強調 ＋2
＋1

－1
－2

DNR 切 

DNR 1

画面設定（51ページ） 

0

プログレッシブ 入 
切 

状態表示 入 
切 

DNR 2

言語一覧 

音声連動 

英語 

中国語 

イタリア語 

フランス語 

スペイン語 

ドイツ語 

ポルトガル語 

オランダ語 

デンマーク語 

スウェーデン語 

ノルウェー語 

ロシア語 

フィンランド語 

日本語 

韓国語 

いろいろな機能を使う（つづき）
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● 表示言語や音声言語を設定する（言語設定）
言語設定画面では、画面や音声の言語を設定することができます。
お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

設定画面で「言語設定」を選びます。詳しくは、「設定画面を使う」（45ペー
ジ）をご覧ください。

再生中に変更された内容は、停止*したときや、ディスクを取り出すときに
“PlayStation 2”本体に保存されます。停止*する前や、ディスクを取り出
す前に、リモコンのl/1/RESETボタンまたは“PlayStation 2”本体前面の
1/RESETボタンを押したり、“PlayStation 2”本体背面のMAIN POWER
スイッチで電源を切ると、変更した内容は保存されません。
* つづき再生も含めます。

 ご注意
• DVDビデオに記録されていない言語を選んだときは、記録されている言語のいず
れかが選ばれます（「表示言語」を除く）。

•「メニュー言語」または「音声言語」、「字幕言語」で言語を選んでも、DVDビデオ
によっては選んだ言語で表示されないことがあります。

■ 表示言語
画面に表示されている言語を切り換えます。
• 日本語
• 英語
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■ メニュー言語
DVDビデオに記録されている「メニュー」の言語を切り換えます。
この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を解除してか
ら選択してください。つづき再生について詳しくは、「止めたところから再
生する（つづき再生）」（23ページ）をご覧ください。
• 日本語
• 英語
• 中国語
• ドイツ語
• フランス語
• イタリア語
• スペイン語
• ポルトガル語
• オランダ語
• デンマーク語
• スウェーデン語
• フィンランド語
• ノルウェー語
• ロシア語
• 韓国語
• 言語一覧*
*「言語一覧」を選んだときは、言語コード一覧表から設定したい言語を選びます。

いろいろな機能を使う（つづき）
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■ 音声言語
DVDビデオに記録されている音声の言語を切り換えます。
この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を解除してか
ら選択してください。つづき再生について詳しくは、「止めたところから再
生する（つづき再生）」（23ページ）をご覧ください。
• 日本語
• 英語
• 中国語
• ドイツ語
• フランス語
• イタリア語
• スペイン語
• ポルトガル語
• オランダ語
• デンマーク語
• スウェーデン語
• フィンランド語
• ノルウェー語
• ロシア語
• 韓国語
• 言語一覧*
*「言語一覧」を選んだときは、言語コード一覧表から設定したい言語を選びます。
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いろいろな機能を使う（つづき）

■ 字幕言語
DVDビデオに記録されている字幕の言語を切り換えます。
この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を解除してか
ら選択してください。つづき再生について詳しくは、「止めたところから再
生する（つづき再生）」（23ページ）をご覧ください。
• 日本語
• 英語
• 中国語
• ドイツ語
• フランス語
• イタリア語
• スペイン語
• ポルトガル語
• オランダ語
• デンマーク語
• スウェーデン語
• フィンランド語
• ノルウェー語
• ロシア語
• 韓国語
• 音声連動*1

• 言語一覧*2

*1 「音声連動」を選ぶと、音声の言語に合わせて字幕の言語が切り換わります。
*2 「言語一覧」を選んだときには、言語コード一覧表から設定したい言語を選びます。
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● 画像の設定をする（画面設定）
接続するテレビの画面サイズや画像などを設定します。
お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

設定画面で「画面設定」を選びます。詳しくは、「設定画面を使う」（45ペー
ジ）をご覧ください。

再生中に変更された内容は、停止*したときや、ディスクを取り出すときに
“PlayStation 2”本体に保存されます。停止*する前や、ディスクを取り出
す前に、リモコンのl/1/RESETボタンまたは“PlayStation 2”本体前面の
1/RESETボタンを押したり、“PlayStation 2”本体背面のMAIN POWER
スイッチで電源を切ると、変更した内容は保存されません。
* つづき再生も含めます。

■ TVタイプ
ワイド画像を再生するときに出力する画面の形を、つないだテレビに合わせ
て設定します。
この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を解除してか
ら選択してください。つづき再生について詳しくは、「止めたところから再
生する（つづき再生）」（23ページ）をご覧ください。
• 16:9：ワイドテレビまたはワイドモードのある通常のテレビで見るとき。
• 4:3 レターボックス：通常のテレビで、ワイド画像を横長に表示して画面
の上下に帯を入れるとき。

• 4:3 パンスキャン：通常のテレビに、ワイド画像の一部を自動的にカット
して画面全体に表示するとき。

16：9

4:3 レターボックス

4:3 パンスキャン
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いろいろな機能を使う（つづき）

 ご注意
• DVDビデオには、決まった画面の形が自動的に出力されるものがあります。
•「プログレッシブ」を「入」に設定しているときは、「TVタイプ」は「16:9」に設定
されます。

■ DNR*
画像のざらつきを減らし、映像をはっきりさせることができます。
• 切
• DNR 1
• DNR 2
* DNRとはDigital Video Noise Reductionの略です。

 ご注意
•「DNR 1」より「DNR 2」のほうが画像のざらつきは軽減されますが、残像が現れ
やすくなります。残像が現れるときは、「切」に設定してください。

• DVDビデオには、DNRの効果がわかりにくいものがあります。
•「プログレッシブ」を「入」に設定しているときは、「DNR」は「切」に設定されま
す。

■ 輪郭強調
画像の輪郭をくっきりさせたり、やわらかくさせたりして、好みの画質に調
整することができます。値が大きいほど画像の輪郭が強調されます。
• ＋2
• ＋1
• 0：通常は「0」に設定しておく。
• ー1
• ー2

■ 状態表示
画面の右上に再生情報を表示したり消したりできます。
• 入：DVDプレーヤーを操作しているときは、数秒間再生情報が表示される。
• 切：再生情報を表示しない。
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■プログレッシブ
映像の1フレーム（コマ）を2つのフィールド画像で半分ずつ表示するイン
ターレース方式に対して、１フレームを1つの画像で表示する方式です。従
来のインターレース方式が1秒を30フレーム（60フィールド）で構成するの
に対して、はじめから1秒を60フレームで構成するため、静止画や文字、横
線の多い場面などで高品質な映像を再現できます。
この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を解除してか
ら選択してください。つづき再生について詳しくは、「止めたところから再
生する（つづき再生）」（23ページ）をご覧ください。
• 入：プログレッシブ（525p）方式に対応したテレビにつないでいるとき
に選ぶ。

• 切：通常のテレビ（インターレース方式）につないでいるときに選ぶ。

 ご注意
• プログレッシブ（525p）方式に対応していないテレビとつないでいるときや、別
売りの“PlayStation 2”専用コンポーネントAVケーブル（SCPH-10100）や
“PlayStation 2”専用D端子ケーブル（音声出力端子付き）（SCPH-10330）以外
のケーブルで接続しているときに、誤って「プログレッシブ」を「入」に設定する
と、画像が乱れたり何も表示されなくなります。その場合は、DVDビデオをディ
スクトレイに入れた状態でリモコンのl/1/RESETボタンまたは"PlayStation 2"本
体前面の1/RESETボタンを押してリセットし、すぐにアナログコントローラ
（DUALSHOCK 2）*のSTARTボタンを押したままにしてください。「プログレッ
シブ」が「切」に戻り、DVDビデオの画像が正常に表示されるようになります。ま
た、“PlayStation 2”本体の本体設定画面からも設定を解除できます。詳しくは、
“PlayStation 2”の取扱説明書をご覧ください。
* アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）は、必ずコントローラ端子1に接続してください。

• DVD-RW（VRモード）を再生するときは、インターレース方式のみの映像出力と
なります。
また、「プログレッシブ」設定項目が画面に表示されません。
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いろいろな機能を使う（つづき）

• DVDビデオの映像素材には、大きく分けてビデオ素材とフィルム素材がありま
す。ビデオ素材は、1秒30フレーム、60フィールドでDVDに記録されたもので、
一般的にはテレビドラマやテレビアニメーションなどの番組があります。フィルム
素材は、1秒24コマでDVDに記録されたもので、映画フィルムの多くがこれにあ
たります。DVDの中には、ビデオ素材とフィルム素材の両方が記録されているも
のがあります。
ビデオ素材のディスクをプログレッシブ出力する場合、映像補完処理を行っている
ため、画像によっては映像の一部が不自然になることがあります。そのような場合
は、「プログレッシブ」を「切」に設定しインターレース方式でご覧ください。

● 視聴項目を設定する（視聴設定）
視聴年齢制限などを設定します。
お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

設定画面で「視聴設定」を選びます。詳しくは、「設定画面を使う」（45ペー
ジ）をご覧ください。

再生中に変更された内容は、停止*したときや、ディスクを取り出すときに
“PlayStation 2”本体に保存されます。停止*する前や、ディスクを取り出
す前に、リモコンのl/1/RESETボタンまたは“PlayStation 2”本体前面の
1/RESETボタンを押したり、“PlayStation 2”本体背面のMAIN POWER
スイッチで電源を切ると、変更した内容は保存されません。
* つづき再生も含めます。

■ 一時停止モード
一時停止にしたときの画像の状態を設定します。
• 自動：動きの激しい被写体のある画像がぶれずに見られる。通常は「自
動」にしておく。

• フレーム：動きの少ない被写体の画像が高い解像度で見られる。
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■ 視聴年齢制限
DVDビデオには地域ごとに設けられたレベル（見る人の年齢など）によって
視聴を制限しているものがあります。視聴年齢制限機能を使うと、この視聴
年齢制限レベルを設定することができます。
この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を解除してか
ら選択してください。つづき再生について詳しくは、「止めたところから再
生する（つづき再生）」（23ページ）をご覧ください。

視聴年齢制限を設定する

1 方向キー上、下で「視聴年齢制限」を選び、○ボタンを押す。

暗証番号が登録されていないとき
暗証番号の登録画面が表示されます。

暗証番号がすでに登録されているとき
暗証番号の入力画面が表示されます。



56

いろいろな機能を使う（つづき）

2 方向キー左、右で数字を選び*、○ボタンを押す、を繰り返して4桁の暗
証番号を入力する。（数字を取り消すときは、×ボタンを押す。）
暗証番号を登録するときは、確認のためもう一度入力します。
使用地域の設定、視聴年齢制限のレベル設定、および暗証番号の変更が
できるようになります。
* 暗証番号は、リモコンの数字ボタンからも入力できます。

3 方向キー上、下で「使用地域」を選び、○ボタンを押す。
「使用地域」の選択項目が表示されます。

4 方向キー上、下で視聴年齢制限レベルの基準にする地域を選び、○ボタ
ンを押す。
「その他」を選んだときは、「地域コード」（57ページ）で「コード」を確認
し、入力します。
方向キー上、下で1文字目のアルファベットを選び、方向キー右を押しま
す。方向キー上、下で2文字目のアルファベットを選び、○ボタンを押し
ます。
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5 方向キー上、下で「レベル」を選び、○ボタンを押す。
「レベル」の選択項目が表示されます。

6 方向キー上、下で制限するレベルを選び、○ボタンを押す。
視聴年齢制限の設定が終了します。
レベルの数字が小さいほど、制限が厳しくなります。

地域コード
使用地域 コード 使用地域 コード 使用地域 コード

イギリス GB スウェーデン SE フィリピン PH
イタリア IT スペイン ES フィンランド FI
インドネシア ID タイ TH フランス FR
オーストリア AT 台湾 TW ベルギー BE
オランダ NL 中国 CN 香港 HK
カナダ CA デンマーク DK マレーシア MY
韓国 KR ドイツ DE ロシア RU
シンガポール SG 日本 JP
スイス CH ノルウェー NO
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いろいろな機能を使う（つづき）

暗証番号を変更したいときは

1 「視聴年齢制限を設定する」の手順2のあと、方向キー上、下で「暗証番
号変更」を選び、○ボタンを押す。
暗証番号の変更画面が表示されます。

2 方向キー左、右で数字を選び*、○ボタンを押す、を繰り返して4桁の暗
証番号を入力する。
確認のため、もう一度入力します。
変更が完了します。
* 暗証番号は、リモコンの数字ボタンからも入力できます。

視聴年齢制限のレベルを設定したディスクを再生したいときは

1 ディスクを入れる。
再生が自動的に始まったあと、視聴年齢制限の設定されているところ
で、視聴年齢制限レベルを一時変更させる画面が表示されます。

2 方向キー左、右で「はい」を選び、○ボタンを押す。
暗証番号の入力画面が表示されます。

3 方向キー左、右で数字を選び*、○ボタンを押す、を繰り返して4桁の暗
証番号を入力する。
再生が再開されます。
DVDビデオの再生をやめると、視聴年齢制限は設定されていたレベル
に戻ります。
* 暗証番号は、リモコンの数字ボタンからも入力できます。

 登録した暗証番号を忘れてしまったときは
「視聴年齢制限を設定する」の手順1と手順2に従って操作します。手順1で、暗証番号
の入力画面が表示されたら、SELECTボタンを押します。暗証番号の消去画面が表示
されたら、方向キー左、右で数字を選び*、○ボタンを押す、を繰り返して4桁の数字
「7444」を入力します。以前の暗証番号が消え、暗証番号の登録画面が表示されま
す。手順2に従って、新しい暗証番号を登録してください。
* 暗証番号は、リモコンの数字ボタンからも入力できます。
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 ご注意
• 視聴年齢制限機能がないDVDビデオは、“PlayStation 2”で視聴年齢制限をしても
再生は制限できません。

• 暗証番号の設定をしないと、設定値の変更ができません。
• DVDビデオには、視聴年齢制限レベルの変更をせずに暗証番号のみ入力するもの
もあります。

• 視聴年齢制限機能のあるDVDビデオには、プログラム再生、シャッフル再生、リ
ピート再生、A-Bリピートができないものがあります。

視聴年齢制限を解除するには
停止中*に、「視聴年齢制限を設定する」の手順6で「レベル」を「切」にします。
* つづき再生中は、選択できません。つづき再生を解除してから選択してください。つづき再生
について詳しくは、「止めたところから再生する（つづき再生）」（23ページ）をご覧ください。

● 音声を設定する（オーディオ設定）
再生するときの音の設定を、再生や接続などの条件に合わせて設定します。
お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

設定画面で「オーディオ設定」を選びます。詳しくは、「設定画面を使う」
（45ページ）をご覧ください。

再生中に変更された内容は、停止*したときや、ディスクを取り出すときに
“PlayStation 2”本体に保存されます。停止*する前や、ディスクを取り出
す前に、リモコンのl/1/RESETボタンまたは“PlayStation 2”本体前面の
1/RESETボタンを押したり、“PlayStation 2”本体背面のMAIN POWER
スイッチで電源を切ると、変更した内容は保存されません。
* つづき再生も含めます。

■ 音声デジタル出力
光デジタル接続コードを使って、“PlayStation 2”本体背面の
DIGITAL OUT（OPTICAL）（光デジタル出力）端子に次のような機器をつ
ないだときの、音声信号の出力を設定します。
－ デジタル端子のあるアンプ
－ ドルビーデジタルまたはDTSデコーダー内蔵のオーディオ機器
－ MDデッキまたはDATデッキ
接続について詳しくは、“PlayStation 2”の取扱説明書をご覧ください。
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いろいろな機能を使う（つづき）

• 光デジタル出力
DIGITAL OUT（OPTICAL）（光デジタル出力）端子の出力を設定します。
– 入：光デジタル接続コードでつないだときは「入」を選ぶ。「入」を選ん
だら、「ドルビーデジタル」および「DTS」を設定する。

– 切：DIGITAL OUT端子から音声信号を出力しない。

 ご注意
「切」を選んでいるときは、「ドルビーデジタル」および「DTS」は設定できません。

• ドルビーデジタル
ドルビーデジタル信号の出力を設定します。
– 入：ドルビーデジタルデコーダーを内蔵したオーディオ機器につないで
音を出すときに選ぶ。
ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないオーディオ機器をつないだ
ときは、この設定にしない。誤って設定すると、音が出なかったり異音が出
て耳に悪影響を及ぼしたりスピーカーを破損したりすることがある。

– 切：ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないオーディオ機器につ
ないだときに選ぶ。

• DTS
DTS信号の出力を設定します。
この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を解除して
から選択してください。つづき再生について詳しくは、「止めたところか
ら再生する（つづき再生）」（23ページ）をご覧ください。
– 入：DTSデコーダーを内蔵しているオーディオ機器をつないでいると
きに選ぶ。
DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器をつないでいるとき
は、この設定にしない。誤って設定すると、音が出なかったり異音が出
て耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりすることがある。

– 切：DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器をつないでいる
ときに選ぶ。

■ 音声トラック自動選定モード
複数の音声記録方式が用意されているDVDビデオを再生するときに、チャ
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ンネル数の最も多い音声記録方式（PCM、ドルビーデジタル、DTS）を優
先して再生することができます。
この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を解除してか
ら選択してください。つづき再生について詳しくは、「止めたところから再
生する（つづき再生）」（23ページ）をご覧ください。
• 入：優先する。
• 切：優先しない。

 ご注意
• この設定を「入」にすると、言語が切り換わることがあります。これは「音声ト
ラック自動選定モード」の設定が「言語設定」の「音声言語」（49ページ）より優先
されるためです。

• この項目を「入」に設定し、DTS音声のチャンネル数が最も多い場合でも、「オー
ディオ設定」の「音声デジタル出力」で「DTS」を「切」に設定していると、DTS音
声は再生されません。

• PCM、ドルビーデジタル、DTSのチャンネル数が同じだった場合、PCM、ドル
ビーデジタル、DTSの順で優先されます。

• DVDビデオによっては優先する音声があらかじめ決められていることがありま
す。この場合「入」に設定しても、チャンネル数の多い音声記録方式が優先されな
いことがあります。

■ DVDビデオ音量
DVDビデオの音声出力レベルが低いとき、DVDビデオの音量を上げること
ができます。
「音声デジタル出力」の「光デジタル出力」が「切」になっているときのみ、
変更することができます。
• ＋2：音量を上げる。
• ＋1：音量を上げる。
• 標準：通常は「標準」にする。

 ご注意
•「＋2」または「＋1」に設定した場合、音量が大きい場面では、音が歪むことがあり
ます。音が歪むときは「標準」にしてください。

• 音量を大きくしすぎると、耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりする
ことがありますので、ご注意ください。
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リモコンを使ってCDプレーヤーの操作ができます。

● CDプレーヤーを操作する
HPLAYボタン ：再生
XPAUSEボタン ：一時停止
xSTOPボタン ：停止
.PREVボタン* ：再生中の曲または前の曲の頭出し
>NEXTボタン* ：次の曲の頭出し

SCANボタン ：早戻し
SCANボタン ：早送り

* トラック番号は、リモコンの数字ボタンで直接指定することもできます。

画面上のアイコンまたはアナログコントローラ（DUALSHOCK 2）のダイ
レクトボタンで操作することもできます。再生のしかたやリモコン以外の操
作などについて詳しくは、“PlayStation 2”の取扱説明書をご覧ください。

● 好きな順に再生する（プログラム再生）
トラックを好きな順に選んでプログラムを作り、再生できます。

1 ブラウザ画面で音楽CDのアイコンを選び、○ボタンを押す。

2 PROGRAMボタンを押す。

3 方向キー上、下、左、右で再生したいトラック番号を選び*、○ボタン
を押す。
*トラック番号は、リモコンの数字ボタンで直接指定することもできます。

4 手順3を繰り返して再生したいトラック番号をすべて選ぶ。

5 HPLAYボタンを押す。
プログラム再生が始まります。
プログラム再生が終わっても、設定したプログラムは解除されません。
×ボタンを押すとトラックがプログラムされた順に表示されます。再生
したいトラック番号を選び、HPLAYボタンを押すと、設定したプロ
グラムをもう一度再生します。

音楽CDを聞く
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設定したプログラムを解除するには
PROGRAMボタンを繰り返し押して、「プログラム」の表示を消します。

リピート再生と組み合わせて使うこともできます
プログラム再生中に、REPEATボタンを押します。リピート再生について詳
しくは、「繰り返し再生する（リピート再生）」（64ページ）をご覧ください。

すべての再生設定を解除して、通常の再生に戻すには
CLEARボタンを押します。

● 順不同に再生する（シャッフル再生）
ディスクに記録された順番に関係なく、“PlayStation 2”が自動的にトラッ
クの順番を選んで、再生します。
再生する順番は、シャッフル再生するたびに変わります。

1 ブラウザ画面で音楽CDのアイコンを選び、○ボタンを押す。

2 SHUFFLEボタンを押す。
シャッフルされたトラックが表示されます。

3 HPLAYボタンを押す。
シャッフル再生が始まります。

シャッフル再生を解除するには
SHUFFLEボタンを繰り返し押して、「シャッフル」の表示を消します。

リピート再生と組み合わせて使うこともできます
シャッフル再生中に、REPEATボタンを押します。リピート再生について
詳しくは、「繰り返し再生する（リピート再生）」（64ページ）をご覧くださ
い。

すべての再生設定を解除して、通常の再生に戻すには
CLEARボタンを押します。
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音楽CDを聞く（つづき）

● 繰り返し再生する（リピート再生）
ディスク内の全トラックまたは１つのトラックを繰り返し再生できます。

1 ブラウザ画面で音楽CDのアイコンを選び、○ボタンを押す。

2 REPEATボタンを押す。
REPEATボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。
1つのトラックを繰り返し再生したいときは、REPEATボタンを押す前
に、方向キー上、下、左、右で再生したいトラックを選んでおきます。*
*トラック番号は、リモコンの数字ボタンで入力することもできます。

　　　全曲 （ディスク内の全トラックを繰り返し再生） 
 ↓  
　　　1曲 （1つのトラックを繰り返し再生） 
 ↓  
（表示なし） （リピート再生解除） 

3 HPLAYボタンを押す。
リピート再生が始まります。

リピート再生を解除するには
REPEATボタンを繰り返し押して、「  全曲」または「  1曲」の表示
を消します。

再生中もリピート再生の設定ができます
REPEATボタンを繰り返し押して、リピート再生の種類を選びます。

プログラム再生やシャッフル再生と組み合わせて使うこともできます
• リピート再生 ＋ プログラム再生
リピート再生中にPROGRAMボタンを押してプログラムを設定し、
HPLAYボタンを押します。

• リピート再生 ＋ シャッフル再生
リピート再生中にSHUFFLEボタンを押し、HPLAYボタンを押しま
す。
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プログラム再生やシャッフル再生について詳しくは、「好きな順に再生する
（プログラム再生）」（62ページ）や「順不同に再生する（シャッフル再生）」
（63ページ）をご覧ください。

すべての再生設定を解除して、通常の再生に戻すには
CLEARボタンを押します。

 ご注意
音楽CDの再生設定は、次の場合にも解除されます。
– リモコンのZOPEN/CLOSEボタンまたは“PlayStation 2”本体前面のAボタンを
押して、ディスクトレイを開けたとき

– リモコンのI/1/RESETボタンまたは“PlayStation 2”本体前面の1/RESETボタ
ンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき

– “PlayStation 2”本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

● 情報を表示する
トラックやディスクの残り時間を表示することができます。
この項目は、リモコンからのみ操作できます。

1 CDプレーヤーを操作する画面で、TIMEボタンを押す。
TIMEボタンを押すたびに以下のように切り換わります。

–XX min. XX sec. （表示されているトラックの残り時間） 
 ↓ 
–XX min. XX sec. （ディスクの残り時間） 
 ↓ 
XX min. XX sec. （表示されているトラックの経過時間） 
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主な仕様

• 電源 ：DC 3V（単4形乾電池 2個）
• 外形寸法 ：約59×159×17mm（幅×高さ×奥行き）
• 質量 ：約72ｇ（乾電池含まず）
• 内容品 ：8ペ－ジをご覧ください。
• 電池持続時間 ：通常の使いかたをした場合、約6ヶ月もちます。

電池が消耗すると、リモコンは正常に作動しなくなった
り、リモコンの動作距離が短くなったりします。
そのようなときは、2個とも新しい電池と交換してくだ
さい。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証について
保証書
• この製品の保証書は台紙（外箱）に添付されています。大切に保管してく
ださい。

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。（付属の電池は除きます。）
• 保証規定については、台紙裏面をご覧ください。

アフターサービス
本機の調子がわるいときは、「故障かな？と思ったら」（67~69ページ）をご
覧になってお調べください。

免責
当社が別途認める場合のほか、法律の規定により免責が認められない場合を
除いて、当社はこの製品の故障などによってお客様が被った損害・費用に対
して、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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もう一度ご確認ください
本機の調子がおかしいときは、修理に出す前に以下の項目をもう一度
点検してください。また“PlayStation 2”の取扱説明書の「故障かな？
と思ったら」もあわせてご確認ください。
それでも正常に動作しないときは、インフォメーションセンターにご連
絡ください。
また、当社ホームページのオンラインサポート
（http://www.scei.co.jp/support/）もあわせてご覧ください。

操作一般

リモコンの操作がきかない
,リモコンと“PlayStation 2”本体の間に障害物がある。
,リモコンと“PlayStation 2”本体との距離が離れている。
,“PlayStation 2”本体前面の受光部の正面に向けて操作していない。（9
ページ）

,“PlayStation 2”本体前面の受光部に直射日光や照明器具などの強い光が当
たっている。（9ページ）

,リモコンの電池が消耗している。
,他機のリモコンを使っている。
,“PlayStation 2”規格ソフトウェアまたは“PlayStation”規格ソフト
ウェアを遊んでいる。
一部の“PlayStation 2”規格ソフトウェアまたは“PlayStation”規格
ソフトウェアでは、リモコンからのボタン操作が正常に動作しないこと
があります。また複数のボタンを同時に押しても機能しません。

リモコンで操作したら、他のソニー製DVDプレーヤーが動いてしまった
,“PlayStation 2”専用DVDリモートコントローラは、ソニー製のDVD
プレーヤーも操作できる仕様になっています。

故障かな？と思ったら
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故障かな？と思ったら（つづき）

画像

DVDビデオを再生すると、画像が出ない、乱れる
,“PlayStation 2”本体を、別売りのマルチAVケ－ブル（VMC-

AVM250*）を使って、RGB入力のみ対応したAVマルチ入力端子のあ
るテレビに、接続している。
RGB入力のみ対応したAVマルチ入力端子のあるテレビで、DVDビデオ
をご覧になるときは、“PlayStation 2”に付属のAVケ－ブル（映像/音
声一体型）など、別売りのマルチAVケ－ブル（VMC-AVM250）以外の
“PlayStation 2”に対応したケ－ブルをお使いください。
マルチAVケ－ブルで接続すると、DVDビデオが正常に映りません。
* VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。

,“PlayStation 2”本体をビデオデッキまたはビデオ一体型テレビを経由
してテレビに接続している。
一部のDVDビデオに使用されているコピープロテクション信号によっ
て、画像が乱れたり、明るくなったり、暗くなったりすることがありま
す。DVDビデオを楽しむ場合は、“PlayStation 2”本体を直接テレビに
つないでください。

,プログレッシブ（525p）方式に対応していないテレビとつないでいた
り、別売りの“PlayStation 2”専用コンポーネントAVケーブル
（SCPH-10100）や“PlayStation 2”専用D端子ケーブル（音声出力端
子付き）（SCPH-10330）以外のケーブルで接続しているときに、「画面
設定」の「プログレッシブ」を「入」に設定している。
DVDビデオをディスクトレイに入れた状態でリモコンのl/1/RESETボ
タンまたは“PlayStation 2”本体前面の1/RESETボタンを押してリ
セットし、すぐにアナログコントローラ（DUALSHOCK 2）*の
STARTボタンを押したままにしてください。「プログレッシブ」が「切」
に戻り、DVDビデオの画像が正常に表示されるようになります。
また、“PlayStation 2”本体の本体設定画面からも設定を解除できま
す。詳しくは、“PlayStation 2”の取扱説明書をご覧ください。
* アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）は、必ずコントローラ端子1に接続してくださ
い。
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,プログレッシブ（525p）方式に対応しているテレビにつないでいても、
設定画面の「画面設定」の「プログレッシブ」で「入」に設定すると画像
が乱れることがある。この場合は「プログレッシブ」を「切」に設定して
ください。（53ページ）

DVDビデオの操作

再生がディスクの最初から始まらない
,プログラム再生、シャッフル再生、リピート再生、A-Bリピートに設定
されている。
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お客様の個人情報のお取り扱いについて

1. 情報の使用目的について
ご提供いただきました氏名・住所などの個人情報（以下個人情報）は、
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントにて下記の目的に使
用させていただきます。下記以外の目的で個人情報を使用する際には、
改めて目的をお知らせし、お客様の同意をいただきます。
＜保証書／インフォメーションセンターへのお問い合わせ＞
　商品の修理などのアフターサービス

2. 情報の保管について
第三者がお客様の個人情報に触れることがないよう、合理的な管理体制
のもとで保管いたします。なお、個人情報は当社が必要と判断する期
間、保管させていただきます。

3. 情報の開示について
下記の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示すること
はありません（お客様個人を特定できない統計資料は除く）。
（1）お客様にお知らせした使用目的のために、事業協力会社に対する開

示が必要な場合（この場合、当該協力会社に対して、当該個人情報
の厳重な管理を求め、目的以外の使用を行わせないようにいたしま
す。なお、商品の修理および修理品の配送に当たり、協力会社に業
務を一部委託しております。）

（2）司法機関または行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合

4. 問い合わせ及びその他のご連絡
ご提供いただいたお客様の個人情報の照会・修正・削除を希望される場
合は、下記の窓口までご連絡ください。速やかに対応させていただきま
す。

（発行日：2002年6月5日）
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本規定は、改善のため予告なく変更される場合があります。最新の情報につ
いては下記の窓口までご連絡ください。

〈個人情報のお問い合わせ先〉
株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント
インフォメーションセンター 0570-000-929
携帯電話、PHSの場合 03-3475-7444
（受付時間 ： 10:00～18:00）

12才までのお子さまへ
修理についてでんわをかけるときは、ほごしゃのかたといっしょにかけ
てください。
保証書もほごしゃのかたといっしょにかいてください。
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