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でんきせいひん あんぜん ちゅういじこう まも かさい じんしんじこ お

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。
とりあつかいせつめいしょ じこ ふせ じゅうよう ちゅういじこう せいひん と あつか しめ

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
とりあつかいせつめいしょ よ せいひん あんぜん つか とく あんぜん

す。こ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。特に「安全のため
かなら らん

に」（2ページ）は必ずご覧ください。
よ み かなら ほかん

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。
ちい こ ほごしゃ かた よ あんぜん つか

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。

か あ

お買い上げいただきありがとうございます。
ほんき プレイステーション ツー きかくディーブイディー・ロム シーディー・ロム プレイステーション きかく シーディー・ロム

本機では、"PlayStation 2"規格DVD-ROMおよびCD-ROM、"PlayStation"規格CD-ROM、
おんがくシーディー ディーブイディー ディーブイディーアールダブリュー ブイアール さいせい たの

音楽CD、DVDビデオ、DVD-RW（VRモード）の再生をお楽しみいただけます。
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ほんき あんぜん じゅうぶんはいりょ せっけい

本機は安全に充分配慮して設計されています。しかし、
でんき せいひん まちが つか かさい

電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や
かんでん じんしんじこ お きけん

感電などにより人身事故が起こることがあり危険です。
じこ ふせ つぎ かなら まも

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

v
あんぜん ちゅういじこう まも

安全のための注意事項を守る
ちゅういじこう よ

4～9ページの注意事項をよくお読みください。
ほんき あんぜんじょう ちゅういじこう きさい

本機の安全上の注意事項が記載されています。

ていきてき てんけん

定期的に点検する
せっち いちねん いちど でんげん いた

設置するとき、また一年に一度は、電源コードに傷みがないか、コンセント
でんげん あいだ ぜんめんつうふうこう はいめんつうふうこう

と電源コードのプラグの間や前面通風孔および背面通風孔（ファン）にほこ
でんげん さ こ

りがたまっていないか、電源プラグがしっかり差し込まれているかなどを
てんけん

点検してください。

こしょう つか

故障したら使わない
どうさ はそん き

動作がおかしくなったり、キャビネットなどが破損していることに気づいた
と あ

ら、すぐにインフォメーションセンターにお問い合わせください。
でんげん はそん き あたら でんげん

また、電源コードが破損していることに気づいたら、新しい電源コード
か もと こうかん

（SCPH-10050）をお買い求めのうえ、交換してください。

まんいち いじょう お

万一、異常が起きたら

あんぜん

安全のために
けいこくひょうじ いみ

警告表示の意味
とりあつかいせつめいしょ せいひん つぎ

取扱説明書および製品では、次のような
ひょうじ ひょうじ ないよう

表示をしています。表示の内容をよく
りかい ほんぶん よ

理解してから本文をお読みください。

ひょうじ ちゅういじこう まも かさい

この表示の注意事項を守らないと、火災
かんでん しぼう おお

や感電などによる死亡や大けがなど、
じんしん じこ げんいん

人身事故の原因となります。

ひょうじ ちゅういじこう まも かんでん

この表示の注意事項を守らないと、感電
た じこ

やその他の事故により、けがをしたり
しゅうへん かざい そんがい あた

周辺の家財に損害を与えたりすることが

あります。

ちゅうい うなが きごう

注意を促す記号
　  　

こうい きんし きごう

行為を禁止する記号　

　  　

こうい しじ きごう

行為を指示する記号

      　

へん おと

変な音・においが

したり、
けむり で

煙が出たら

1
でんげん

電源コードのプラグをコンセ
ぬ

ントから抜く。

2 インフォメーションセンター
と あ

に問い合わせる。

ほのお で

炎が出たら

•
でんげん

電源コードのプラグをコンセ
ぬ

ントから抜くか、ブレーカー
お

を落とす。

•
おおごえ おうえん ひと よ

大声で応援の人を呼ぶ。

•
みず

水をどんどんかけるか、
しょうかき つか ひ け

消火器を使って火を消す。

•
ばん つうほう

119番に通報する。
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ほんき しよう

本機の使用について

ほんき しよう へや あか

本機を使用するときは、部屋を明るくし、
がめん はな

なるべく画面から離れてください。

ひかり しげき きんにく いしき

光の刺激によって、筋肉のけいれんや意識
そうしつ お かた

の喪失などを起こしたことのある方は、
しよう まえ いし そうだん

使用前に医師と相談する
つよ ひかり しげき う てんめつ

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を
く かえ がめん いちじてき

繰り返すテレビ画面をみていると、一時的に
きんにく いしき そうしつ しょうじょう お

筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こ
ひと ほうこく

す人がいるという報告があります。こうした
しょうじょう かた じぜん かなら いし そうだん

症状のある方は、事前に必ず医師に相談して
ほんき しようちゅう

ください。また、本機の使用中にこのような
しょうじょう お ばあい しよう ちゅうし

症状が起きた場合は、すぐに使用を中止して
いし しんだん う

医師の診断を受けてください。

ちょうじかん れんぞく しよう め みみ

長時間、連続して使用しない（目や耳を
まも

守るために）
•

じかん ふん ていど きゅうけい と

1時間ごとに15分程度の休憩を取ってくだ
さい。

•
つか すいみんぶそく しよう

疲れているときや睡眠不足のときは、ご使用
さ

を避けてください。

•
みみ しげき おお おんりょう ちょうじかん

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづ
き ちょうりょく わる えいきょう あた

けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることが
とく

あります。特にテレビにヘッドホンをつない
き ちゅうい よ

で聞くときは、ご注意ください。呼びかけ
へんじ おんりょう き

られて返事ができるくらいの音量で聞きま

しょう。

つか きぶん わる

疲れたり、気分が悪くなったら、すぐに
しよう ちゅうし

使用を中止する
つぎ じかくしょうじょう かん ほんき

次のような自覚症状を感じたら、すぐに本機の
しよう ちゅうし

使用を中止してください。
しよう ちゅうし なお いし しんさつ

使用を中止しても治らないときは、医師の診察
う

を受けてください。

•
は け の もの よ しょうじょう

めまい、吐き気、乗り物酔いのような症状。

•
て うで つか ふかいかん いた

手や腕の疲れ、不快感、痛み。

•
め つか かんそう いた

目の疲れ、乾燥、痛み。

デュアルショック ツー

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）
しよう

の使用について

あたま あ しよう

頭やひじなどに当てて使用しない*1

あたま ほね ぶぶん かお

頭やひじ、ひざなど骨のある部分および顔や
ふくぶ からだ あ しよう

腹部など身体に当てて使用すると、バイブレー
しんどう きのう しんどう からだ あくえいきょう

ション（振動）機能の振動により体に悪影響を
あた

与えることがあります。

ほね かんせつ ゆび て しっかん かた

骨や関節、指や手などに疾患のある方は、
しんどう きのう ぜったい しよう

バイブレーション（振動）機能を絶対に使用

しない*1

ほね かんせつ しっかん かた ゆび て てくび

骨や関節に疾患のある方や、指や手、手首、
うで こっせつ だっきゅう にくばな

腕などの骨折、脱臼、肉離れ、ねんざなどを
お しんどう きのう ぜったい つか

起こしているときは、振動機能を絶対に使わな
しんどう しょうじょう あっか

いでください。振動によって症状が悪化するこ

とがあります。

ちょうじかん しよう

長時間使用しない*2

ちょうじかんけいぞく しよう うで てくび いた

長時間継続して使用すると、腕や手首が痛く
しようちゅう からだ いちぶ

なることがあります。使用中に体の一部に
ふかいかん いた かん ほんき

不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の
しよう ちゅうし きゅうけい と

使用を中止して休憩を取ってください。
なお いし しんさつ う

しばらくしても治らないときは医師の診察を受
とく しんどう きのう つか なが

けてください。特に振動機能を使って、長い
じかん れんぞく あそ めやす

時間連続して遊ばないでください。目安として
ぷん きゅうけい と

30分ごとに休憩を取ってください。

デュアルショック ツー いがい

*1 アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）以外のバイブレーション
しんどう きのう しよう ばあい どうよう

（振動）機能がついたコントローラを使用した場合も同様です。
デュアルショック ツー いがい しよう

*2 アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）以外のコントローラを使用
ばあい どうよう

した場合も同様です。

たしゃ ふぞく とりあつかいせつめいしょ

なお、他社のコントローラについては、コントローラに付属の取扱説明書
らん はつばいもと と あ

をご覧いただくか、発売元にお問い合わせください。

けんこう ちゅうい

健康のためのご注意
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かき ちゅうい まも
かさい かんでん

下記の注意を守らないと、火災・感電による
しぼう おお

げんいん

死亡や大けがの原因となります。

でんげん きず

電源コードを傷つけない
でんげん きず かさい かんでん げんいん

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
まんいち でんげん きず あたら でんげん

万一、電源コードが傷ついたら、新しい電源コード（SCPH-
か もと こうかん

10050）をお買い求めのうえ、交換してください。
•

プレイステーション ツーほんたい いか ほんたい かべ たな あいだ こ

"PlayStation 2"本体（以下本体）と壁や棚との間にはさみ込ん
だりしない。

•
でんげん かこう きず

電源コードを加工したり、傷つけたりしない。

•
でんげん でんげん ようじ くち て ふ

電源プラグおよび電源コードは、幼児の口や手に触れさせた

りしない。

•
ねつきぐ ちか かねつ

熱器具に近づけない。加熱しない。

•
おも もの の ひ ぱ

重い物を載せたり、引っ張ったりしない。

•
ほんき いどう でんげん ぬ

本機を移動するときは電源プラグを抜く。

•
でんげん ぬ かなら でんげん も ぬ

電源コードを抜くときは、必ず電源プラグを持ってまっすぐ抜
でんげん ぬ ひ ぱ

く。（電源プラグをななめに抜いたり、コードを引っ張ったり

しない。）

ほんきせんよう でんげん

本機専用の電源コード（SCPH-10050）
いがい しよう

以外は使用しない
かさい かんでん げんいん

火災や感電の原因となります。

いじょう かん しよう ちゅうし

異常を感じたらすぐに使用を中止する
ほんたい しゅうへんきき いじょう おと ほんたい いじょう あつ

本体や周辺機器から異常な音がしたり、本体が異常に熱くなった
デュアルショック ツー

り、アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）、アナログコン
デュアルショック しんどう いじょう

トローラ（DUALSHOCK）が振動しつづけたりするなどの異常
かん しよう ちゅうし でんげん

を感じたときはすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセント
ぬ そうだん

から抜いてインフォメーションセンターにご相談ください。
しよう かさい かんでん げんいん

そのまま使用をつづけると火災や感電の原因となります。

あ ぶんかい かいぞう

キャビネットを開けたり、分解や改造を

しない
かさい かんでん げんいん

火災や感電、けがの原因となります。

ないぶ たんし るい つうふうこう

内部（端子類、通風孔、ディスクトレイな
みず いぶつ い

ど）に水や異物を入れない
みず いぶつ はい かさい かんでん げんいん まんいち みず いぶつ

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物
はい でんげん ぬ

が入ったときは、すぐに電源コードのプラグをコンセントから抜
そうだん

いて、インフォメーションセンターにご相談ください。

しっけ おお ばしょ ゆえん ゆげ

湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気の
あ ばしょ お

当たる場所には置かない
かさい かんでん げんいん とく ふろば ぜったい つか

火災や感電の原因となります。特に風呂場などでは絶対に使わ

ないでください。
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かみなり な だ ほんたい でんげん

雷が鳴り出したら、本体や電源コードの
ふ

プラグに触れない
かんでん げんいん

感電の原因となります。

ほんき こくないせんよう

本機は国内専用です
こうりゅう ボルト でんげん つか かいがい こと でんげんでんあつ

交流100Vの電源でお使いください。海外などの異なる電源電圧
しよう かさい かんでん げんいん

で使用すると、火災や感電の原因となります。

て でんげん

ぬれた手で電源コードのプラグにさわら

ない
かんでん げんいん

感電の原因となります。

つうふうこう て い ていきてき おこな

通風孔のお手入れは定期的に行う
ほんたい ぜんめんつうふうこう はいめんつうふうこう

本体の前面通風孔および背面通風孔（ファン）には、ほこりが
ていきてき て い

たまりやすいので、定期的にお手入れをしてください。
つうふうこう かさい こしょう げんいん

通風孔にほこりがたまると、火災や故障の原因となります。

交流100V

かき ちゅうい まも
かさい かんでん

下記の注意を守らないと、火災・感電による
しぼう おお

げんいん

死亡や大けがの原因となります。
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かき ちゅうい まも しゅうへん

下記の注意を守らないと、けがをしたり周辺の
かざい そんがい

あた

家財に損害を与えたりすることがあります。

ほんき つか いどう

本機を使わないときや移動するときは、
でんげん ぬ

電源コードのプラグを抜く
でんげん さ こ いどう でんげん きず

電源プラグを差し込んだまま移動すると、電源コードが傷つき、
かさい かんでん げんいん

火災や感電の原因となります。
ちょうきかん がいしゅつ りょこう あんぜん ほんたいはいめん メイン

長期間の外出・旅行のときは、安全のため本体背面のMAIN
パワー しゅでんげん でんげん き でんげん

POWER（主電源）スイッチで電源を切り、電源プラグをコン
ぬ さ こ かさい

セントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の
げんいん

原因となります。

てい さい でんげん

お手入れの際は、電源コードのプラグおよび
イーサネット ぬ

Ethernetケーブルを抜く
さ こ てい かんでん げんいん

差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となります。

ネットワーク せつぞくたんし

NETWORK（ネットワーク）接続端子に
でんわかいせん していいがい

電話回線や指定以外のネットワークを
せつぞく

接続しない
プレイステーション ツーせんよう イーサネット

"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター（Ethernet）
エクスパンション ベイ いか

（EXPANSION BAYタイプ）（以下ネットワークアダプター）の
ネットワーク せつぞくたんし かき でんわかいせん せつぞく

NETWORK接続端子に下記のネットワークや電話回線を接続す
ひつよういじょう でんりゅう なが はつねつ かさい こしょう

ると、コネクターに必要以上の電流が流れ、発熱や火災、故障の
げんいん とく かいせん

原因となります。特に、ホームテレホンやビジネスホンの回線に
ぜったい せつぞく

は、絶対に接続しないでください。

•
いがい

100BASE-TXと10BASE-Tタイプ以外のネットワーク
•

いっぱんでんわかいせん

一般電話回線

•
アイエスディーエヌ たいおうこうしゅうでんわ

ISDN（デジタル）対応公衆電話のジャック
•
ピービーエックス こうないこうかんき かいせん

PBX （構内交換機）回線
•

かいせん

ホームテレホンやビジネスホンの回線

•
じょうきいがい でんわかいせん

上記以外の電話回線など

つうふうこう

通風孔をふさがない
つうふうこう ほんたい かねつ かさい こしょう げんいん

通風孔をふさぐと本体が過熱して、火災やけが、故障の原因と
かぜとお よ つぎ こうもく まも

なります。風通しを良くするために次の項目をお守りください。

•
かべ いじょうはな せっち とく ほんたい ぜんめんつうふうこう

壁から10cm以上離して設置する。特に本体の前面通風孔およ
はいめんつうふうこう ぜったい

び背面通風孔（ファン）は、絶対にふさがない。

•
みっぺい せま ばしょ お こ

密閉された狭い場所に押し込まない。

•
けあし なが ふとん うえ せっち

毛足の長いじゅうたんや布団の上に設置しない。

•
ぬの つつ

布などで包まない。

ふあんてい ばしょ お

不安定な場所に置かない
だい うえ かたむ お しんどう こしょう

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、振動により故障
げんいん ほんき お こしょう げんいん

の原因となったり、本機が落ちてけがや故障の原因となります。
お ばしょ と つ ばしょ きょうど じゅうぶん かくにん

また、置き場所、取り付け場所の強度も充分に確認してくださ

い。

ほんたい るい ただ はいち

本体とコード類は正しく配置する
あし ひ ほんたい らっか てんとう

コードやケーブルを足に引っかけると、本体が落下・転倒して、
こしょう げんいん ほんたい はいち じゅうぶん

けがや故障の原因となります。本体とコードの配置には充分に
ちゅうい

注意してください。
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よこお たてお いがい お

横置き・縦置き以外の置きかたをしない
よこお たてお いがい お こしょう げんいん

横置き・縦置き以外の置きかたをすると、けがや故障の原因と

なります。
たてお かなら ふぞく プレイステーション ツーせんよう たてお

縦置きにするときは、必ず付属の"PlayStation 2"専用縦置きス
べつう プレイステーション ツーせんよう たてお

タンドまたは別売りの"PlayStation 2"専用縦置きスタンド
そとづけがた たいおう

（ハードディスクドライブ（外付型）対応）（SCPH-10220）をお
つか

使いください。

ほんき しようちゅう いどう お

本機を使用中は移動させない、置きかたを
か

変えない
しんどう きず つ こしょう げんいん

振動によりディスクに傷が付いたり、故障の原因となります。

ほんたい たてお じょうたい シーディー

本体を縦置きにした状態で8cmCD（シングル
シーディー さいせい つか

CD）を再生するときはアダプターを使う
ほんたい たてお じょうたい シーディー シーディー さいせい

本体を縦置きにした状態で8cmCD（シングルCD）を再生する
かなら べつう しよう

ときは、必ず別売りのアダプター（CSA-8*など）を使用してく
と つ しよう ほんたいないぶ

ださい。アダプターを取り付けずに使用すると、本体内部でディ
はそん こしょう げんいん

スクが破損し、けがや故障の原因となります。
かぶしきがいしゃ しょうひん

* CSA-8はソニー株式会社の商品です。

ちょくしゃにっこう あ ばしょ ねつきぐ ちか

直射日光の当たる場所や熱器具の近くに
せっち ほかん

設置・保管しない
ないぶ おんど あ かさい こしょう げんいん

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。

ほんたい うえ の おも もの の

本体の上に乗らない、重い物を載せない
たお お こわ こしょう げんいん

倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがや故障の原因となりま

す。

ほんたい た きき いっしょ つ かさ

本体を他の機器と一緒に積み重ねない
たお お こしょう げんいん

倒れたり、落ちたりして、けがや故障の原因となります。

ほんたい しゅうへんきき ゆか ほうち

本体や周辺機器を床に放置しない
ふ こしょう げんいん

つまずいたり、踏みつけたりして、けがや故障の原因となります。

ようじ て とど ばしょ お

幼児の手の届かない場所に置く
ちい こ ほんたい あそ

小さなお子さまが本体やケーブル、コードなどで遊ばないように
て とど ばしょ お

手の届かない場所に置いてください。ケーブル、コードなどを
くび ま ひ ぱ ほんたい しゅうへん きき らっか

首に巻きつけたり、引っ張って本体や周辺機器が落下したりし
こしょう げんいん

て、けがや故障の原因となります。

かき ちゅうい まも しゅうへん

下記の注意を守らないと、けがをしたり周辺の
かざい そんがい

あた

家財に損害を与えたりすることがあります。

よこお

横置き
たてお

縦置き
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わ へんけい ほしゅう

ひび割れ、変形したディスクや補修した
さいせい

ディスクを再生しない
ほんたいないぶ はそん こしょう げんいん

本体内部でディスクが破損し、けがや故障の原因となります。

デュアルショック ツー

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）
ほうち

を放置しない
しんどう きのう たいおう しよう

バイブレーション（振動）機能に対応したソフトウェアを使用し
あいだ デュアルショック ツー ほんたい

ている間は、アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）を本体
うえ つくえ うえ ほうち しんこう

の上や机の上などに放置しないでください。ソフトウェアの進行
デュアルショック ツー しんどう

によりアナログコントローラ（DUALSHOCK 2）が振動して
らっか こしょう げんいん しよう ほんたい

落下し、けがや故障の原因となります。使用しないときは本体
はいめん メイン パワー でんげん き

背面のMAIN POWERスイッチで電源を切るか、アナログコン
デュアルショック ツー ほんたい

トローラ（DUALSHOCK 2）を本体からはずしてください。
デュアルショック しよう ばあい

なお、アナログコントローラ（DUALSHOCK）を使用した場合
どうよう

も同様です。

ふよう ほんき こんぽうざい はいきほうほう

不要になった本機および梱包材は廃棄方法に
ちゅうい

注意する
ほんき きんぞく も きけん

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。
こんぽうざい いちぶ はっぽう も

また梱包材の一部は発泡スチロールでできているため燃やすと
きけん はいき じゅうぶん ちゅうい かく じちたい しじ

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
したが

従ってください。

えきしょうほうしきいがい

液晶方式以外のプロジェクションテレビに
しよう

つないで使用しない
えきしょうほうしきいがい とうえいほうしき

液晶方式以外のプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式
ざんぞうげんしょう がぞう や

テレビ）にはつながないでください。残像現象（画像の焼き
つ お とく せいしが がめん ひょうじ

付き）が起こることがあります。特に静止画をテレビ画面に表示
ちょうじかんほうち ざんぞうげんしょう がぞう や つ お

したまま長時間放置すると、残像現象（画像の焼き付き）が起こ

りやすくなります。

まえ もの お

ディスクトレイの前に物を置かない
ひら もの たお はそん げんいん

ディスクトレイが開くときに物が倒れて、破損やけがの原因と

なります。

て はさ

ディスクトレイに手を挟まれないように

する
し て はさ こしょう

ディスクトレイが閉まるときに手を挟まれると、けがや故障の
げんいん

原因となります。

えんけいいがい しよう

円形以外のディスクを使用しない
えんけいいがい とくしゅ けいじょう ほしがた がた

円形以外の特殊な形状（星型、ハート型など）をしたディスクを
しよう こしょう げんいん

使用すると、けがや故障の原因となります。

プロジェクション�
テレビ�
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しゅるい

ディスクの種類
つ

ディスクに付いている

マーク（ロゴ）

きろくないよう

記録内容
ちょっけい

ディスクの直径

ほんき しよう

本機で使用できるディスクについて
ほんき つか いか しゅるい

本機でお使いいただけるのは、以下の6種類のディスクです。
しゅるい

ディスクの種類
つ

ディスクに付いている

マーク（ロゴ）

いろ

ディスクの色
とくちょう

特徴

プレイステーション ツー きかく ディーブイディー・ロム

"PlayStation 2"規格DVD-ROM

ぎん

銀

ピーエス
プレイステーション ツー

" " と"PlayStation 2"ロゴ
タイプと  と

ひょうき

「FOR JAPAN ONLY」表記

プレイステーション ツー きかく シーディー・ロム

"PlayStation 2"規格CD-ROM

あお

青

プレイステーション きかく シーディー・ロム

"PlayStation"規格CD-ROM

くろ

黒

プレイステーション

"PlayStation"ロゴと
 と

ひょうき

「FOR JAPAN ONLY」 表記

12cm 8cm*1

おんがくシーディー

音楽CD

おんせい

音声

ディーブイディー

DVDビデオ*3

おんせい えいぞう

音声＋映像

ほんたい たてお じょうたい シーディー シーディー さいせい かなら べつう しよう

*1 本体を縦置きにした状態で8cmCD（シングルCD）を再生するときは、必ず別売りのアダプター（CSA-8など）を使用してください。
かぶしきがいしゃ しょうひん

    （CSA-8はソニー株式会社の商品です。）
ディーブイディー ディーブイディーアールダブリュー さいせい かなら ほんたい よこ お じょうたい しよう

*2 8cmのDVDビデオ、DVD-RWを再生するときは、必ず本体を横置きにした状態で使用してください。
ほんき ディーブイディーアール ディーブイディーアールダブリュー ディーブイディープラスアール       ディーブイディープラスアールダブリュー ディーブイディー ふく

*3 本機ではDVD-R、DVD-RW（ビデオモード）、DVD+R、DVD+RWは、DVDビデオに含めます。

8cm*212cm

ピーエス
プレイステーション ツー

" " と"PlayStation 2"ロゴ
タイプと  と

ひょうき

「FOR JAPAN ONLY」 表記

ディーブイディー しんごうほうしき ちいきせいげん

DVDビデオの信号方式と地域制限
について

•
エヌティーエスシーいがい ほうしき パル セカム たいおう

NTSC以外のカラーテレビ方式（PAL、SECAM）対応の
ディーブイディー つか

DVDビデオはお使いいただけません。

•
ディーブイディー ちいきばんごう ひょうじ

DVDビデオには、 2  のように地域番号が表示されている
ひょうじちゅう すうじ さいせい

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
ちいき ばんごう あらわ ひょうじ ふく

地域番号を表しています。この表示に「2」が含まれていな
ひょうじ ディーブイディー ほんき さいせい

い、または ALL  の表示のないDVDビデオは、本機で再生でき

ません。
ディーブイディー さいせい

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
ちいきせいげん さいせい きんし がめん

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
ひょうじ ちいきばんごう ひょうじ ディーブイディー

表示されます。また地域番号の表示がないDVDビデオでも
ちいきせいげん ばあい ほんき さいせい

地域制限されている場合があり、本機で再生できないことが

あります。
かいがい こうにゅう

Â 海外で購入されたディスクについて
ほんき エヌティーエスシー ほうしき たいおう

本機はNTSCカラーテレビ方式に対応しています。
かいがい こうにゅう

海外で購入された、  、 、およ
ひょうき プレイステーション ツー きかく シーディー・ロム

び  の表記がある"PlayStation 2"規格CD-ROMおよび
ディーブイディー・ロム プレイステーション きかく シーディー・ロム ほんき つか

DVD-ROM、"PlayStation"規格CD-ROMは、本機ではお使い

いただけません。
とくしゅ けいじょう

Â 特殊な形状をしたディスクについて
ほんき えんけい つか えんけい いがい とくしゅ

本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊
けいじょう ほしがた がた しよう

な形状（星型、ハート型など）をしたディスクを使用すると、
いじょう どうさ ほんき こしょう げんいん

異常な動作や本機の故障の原因となります。

Â
ほんせいひん おんがく さいせいきのう シーディー

本製品の音楽ディスク再生機能は、コンパクトディスク（CD）
きかく じゅんきょ せっけい さいきん

規格に準拠して設計されています。最近、いくつかのレコード
がいしゃ ちょさくけんほご もくてき ぎじゅつ とうさい おんがく

会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスク
はんばい なか シーディーきかく じゅんきょ

が販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していな
ほんせいひん さいせい ばあい

いものもあり、本製品で再生できない場合があります。

ディーブイディーアール      ディーブイディーアールダブリュー ディーブイディープラスアール ディーブイディープラスアールダブリュー

Â DVD-R / DVD-RW*1/ DVD+R / DVD+RW*2を
さいせい ちゅうい

再生するときのご注意
ディーブイディーアール ディーブイディーアールダブリュー ディーブイディープラスアール ディーブイディープラスアールダブリュー きろく

DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RWドライブで記録され
きず よご きろくじょうたい げんいん さいせい

たディスクには、傷や汚れ、また記録状態が原因で再生できない
きろくしゅうりょうじ しゅうりょうじょうほう きろく

ものがあります。すべての記録終了時に終了情報を記録するファ
さぎょう さいせい

イナライズ作業をしていないディスクは再生できません。また、
シーピーアールエム たいおう ディーブイディーアールダブリュー いっかい ろくがかのう

CPRM*3 対応のDVD-RWディスクに「一回だけ録画可能」の
えいぞう きろく ぶぶん さいせい せいげん さいせい

映像を記録した部分は、「再生が制限されているため再生できま
がめん ひょうじ さいせい くわ

せん。」と画面に表示され、再生ができません。詳しくは、レ
とりあつかいせつめいしょ らん

コーダーの取扱説明書をご覧ください。
ディーブイディーアールダブリュー バージョン ディーブイディー おな きろく か か

*1  DVD-RW（ver1.1）は、DVDビデオと同じサイズで、記録や書き換
ディーブイディーアールダブリュー ブイアール

えができるディスクです。DVD-RWにはVRモード、ビデオモードと
きろく

いう2つの記録モードがあります。
ブイアール

• VR（ビデオレコーディング）モード：ビデオモードではできないさ
ろくが へんしゅう かのう

まざまな録画、編集が可能です。
ディーブイディー ごかんせい ほんき

• ビデオモード：DVDビデオフォーマットと互換性があります。本機
ディーブイディー ふく

ではDVDビデオに含めます。
ディーブイディープラスアールダブリュー ディーブイディー おな きろく か か

*2  DVD+RWは、DVDビデオと同じサイズで、記録や書き換えができる
ディーブイディープラスアールダブリュー ディーブイディー ごかんせい

ディスクです。DVD+RWは、DVDビデオフォーマットと互換性のと
きろくほうしき さいよう

れる記録方式を採用しています。
シーピーアールエム

*3  CPRM （Content Protection for Recordable Media）とは、
ちょさくけん ほご えいぞうそざい あんごうか ぎじゅつ

著作権を保護するために、映像素材を暗号化する技術です。

おんせい えいぞう きろく ちょっけい

音声と映像を記録した直径12cmのディスク

ディーブイディーアールダブリューブイアール

DVD-RW（VRモード）

おんせい えいぞう

音声＋映像

8cm*212cm
しょうひょう

“DVD VIDEO”、“DVD-RW”のロゴは商標です。
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しようじょう ちゅうい

使用上のご注意
プレイステーション ビービー ユニット

"PlayStation BB Unit"について
ほんき プレイステーション ビービーユニット エクスパンション ベイ

本機には、"PlayStation BB Unit"（EXPANSION BAYタイプ
ギガバイト そうちゃく プレイステーション ビービーユニット

40GB）が装着されています。"PlayStation BB Unit"について
かき らん

は、下記をご覧ください。

たいおう

対応ソフトウェア
プレイステーション ビービーユニット たいおう プレイステーション ツーせんよう

"PlayStation BB Unit"対応または"PlayStation 2"専用ネット
たいおうひょうじ プレイステーション ツー きかく

ワークアダプター対応表示のある"PlayStation 2"規格ソフト
ウェア

しようほうほう しよう こと くわ

使用方法は、使用するソフトウェアにより異なります。詳しくは、
かく かいせつしょ らん

各ソフトウェアの解説書をご覧ください。
たいおうひょうじ くわ かく

対応表示について詳しくは、各ソフトウェアのパッケージおよび
かいせつしょ かくにん

解説書などでご確認ください。

ようりょう

ハードディスクドライブ容量
40ギガバイト

ひつよう ようりょう こと ひつよう ようりょう かく

ソフトウェアにより必要な容量は異なります。必要な容量は、各
かいせつしょ かくにん

ソフトウェアの解説書などでご確認ください。

プレイステーション ビービーユニット しよう

"PlayStation BB Unit"を使用するには
ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター プレイステーション ツーせんよう

付属の"PlayStation BB Navigator"を"PlayStation 2"専用ハー
エクスパンション ベイ ギガバイト いか

ドディスクドライブ（EXPANSION BAYタイプ 40GB）（以下
エイチディーディー ひつよう くわ

HDD）にインストールする必要があります。詳しくは、
プレイステーション ビービー ナビゲーター とりあつかいせつめいしょ らん

"PlayStation BB Navigator"の取扱説明書をご覧ください。
プレイステーション ビービー ナビゲーター そうさ

"PlayStation BB Navigator"をインストールしたあとの操作
ほうほう プレイステーション ビービー ナビゲーター とりあつかいせつめいしょ

方法については、"PlayStation BB Navigator"の取扱説明書お
プレイステーション ビービー そうさ らん

よび「PlayStation®BBガイド」*の「操作ガイド」をご覧くださ
い。

プレイステーション ビービー プレイステーション ビービー ナビゲーター

*  「PlayStation®BBガイド」は、"PlayStation BB Navigator"の
せんたく

　「トップメニュー」から選択できます。

プレイステーション ビービーユニット ただ つか

"PlayStation BB Unit"を正しくお使い
いただくために
エイチディーディー べつう プレイステーション ツーせんよう メガバイト

HDDは、別売りの"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）
くら か こ よ だ よう

（SCPH-10020）に比べて、データの書き込みや読み出しに要す
じかん みじか とくちょう いっぽう しょうげき しんどう

る時間が短いという特長があります。その一方、衝撃や振動、ほ
よわ そうち じき お ちか

こりに弱い装置でもあります。また、磁気を帯びたものの近くで
しよう

は使用しないでください。
ほぞん しょうしつ はそん エイチディーディー こしょう

保存されたデ－タの消失・破損、またHDDが故障してしまわな
つぎ てん ちゅうい

いよう、次の点にご注意ください。

•
な お しょうげき あた

投げたり、落としたり、衝撃を与えないでください。

•
しんどう おお だい うえ かたむ お

振動の多いところ、ぐらついた台の上、傾いたところには置

かないでください。

•
でんげん い いどう お か

電源を入れたまま、移動したり、置きかたを変えないでくだ

さい。

•
か こ ちゅう よ こ ちゅう ほんたいはいめん メイン

データの書き込み中や読み込み中は、本体背面のMAIN
パワー でんげん き でんげん ぬ

POWERスイッチで電源を切ったり、電源コードを抜いたりし
ないでください。

•
しようちゅう

使用中にゆらさないでください。

•
ちょくしゃにっこう あ だんぼうきぐ ちか こうおん

直射日光が当たるところや暖房器具の近くなど、高温のとこ
お はんい つか

ろには置かないでください。（5℃～35℃の範囲でお使いくだ
さい。）

•
きゅうげき おんどへんか まいじ いじょう へんか ばしょ お

急激な温度変化（毎時10℃以上の変化）のある場所には置かな
いでください。

•
ちょくしゃにっこうか まど し き しゃない お

ダッシュボードや直射日光下で窓を閉め切った車内には置か

ないでください。

•
じしゃく じき お

磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたとこ
しよう

ろでは使用しないでください。

•
おお お

ほこりの多いところには置かないでください。

•
ふろば しっけ おお しよう

風呂場など、湿気の多いところでは使用しないでください。

•
くろ は きばんめん さわ

黒いシートが貼られている基板面を触らないでください。

•
みず

水にぬらさないでください。

•
たんしぶ ちょくせつて さわ いぶつ い

端子部を直接手で触ったり、異物を入れないでください。

なん げんいん しょうしつ はそん ばあい

何らかの原因でデ－タが消失・破損した場合、
しゅうふく

データの修復はできません。
プレイステーション ツーせんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）などにコピー
かのう かなら

可能なデータは、必ずバックアップをとるようにしてくださ
まんいち エイチディーディー　ない しょうしつ はそん とうしゃ

い。万一、HDD内のデ－タが消失・破損しても、当社は
いっさい せきにん お りょうしょう

一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
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と あつか

ディスクの取り扱いについて
•

ちょくしゃにっこう あ だんぼうきぐ ちか こうおん

直射日光が当たるところや暖房器具の近くなど、高温のとこ
ほかん しっけ おお さ

ろに保管しないでください。湿気の多いところも避けてくだ

さい。

•
ちょうじかんしよう ほんき と だ い

長時間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに入れ
ほかん い かさ

て保管してください。ケースに入れずに重ねたり、ななめに
た げんいん

立てかけたりすると、そりの原因となります。

•
ひょうめん て ふ も

ディスクは表面に手を触れないように持ってください。

•
かみ は

紙やテープをディスクに貼らないでください。

•
か

ディスクにペンなどで書きこみをしないでください。

•
しもん よご えいぞう みだ おんしつていか

指紋やほこりによるディスクの汚れは映像の乱れや音質低下
げんいん

の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。

•
て い やわ ぬの

ふだんのお手入れは、柔らかい布で
ちゅうしん そと ほうこう かる

ディスクの中心から外の方向へ軽く
ふ

拭いてください。

• ベンジンやレコードクリーナー、
せいでんき ぼうしざい

静電気防止剤などは、ディスクを
いた

傷めることがありますので、
つか

使わないでください。

たんし るい ちょくせつ  さわ

端子類を直接触らないでください
ほんき たんし ちょくせつ て さわ いぶつ い

本機の端子を直接手で触ったり、異物を入れないでください。

そとばこ す

外箱は捨てないでください
•

そとばこ せいひん ほしょうしょ いんさつ ぜったい

外箱には、この製品の保証書が印刷されていますので、絶対
す そとばこ しゅうり さい せいひん ほご

に捨てないでください。また、外箱は修理の際、製品保護の
ひつよう

ためにも必要となります。

•
しゅうり さい ほしょうしょ そとばこ き と

修理の際には、保証書を外箱から切り取らないでください。
ほしょうしょ ほんき かくにん そとばこ は

保証書が本機のものであることを確認するため、外箱に貼り
つ ひつよう

付けられているバーコードラベルが必要となります。

けつろ お

結露が起きたときは
ほんき さむ おくがい あたた しつない も こ ちょくご

本機やディスクを寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後など
ほんたい ないぶ つゆ けつろ ただ

は、本体内部のレンズやディスクに露がつき（結露）、正しく
どうさ

動作しないことがあります。
けつろ お と だ ほんたいはいめん メイン

結露が起きたときは、ディスクを取り出し、本体背面のMAIN
パワー でんげん き でんげん ぬ

POWERスイッチで電源を切り、電源コードのプラグを抜いた
じょうたい すうじかん ほうち せいじょう どうさ

状態で数時間放置してください。正常に動作するようになります。
なんじかん せいじょう どうさ ばあい

何時間たっても正常に動作しない場合は、インフォメーションセ
そうだん

ンターにご相談ください。

いた

キャビネットを傷めないために
ひょうめん おお つか さっちゅうざい きはつせい

表面にはプラスチックが多く使われています。殺虫剤など、揮発性
せいひん ちょうきかん せっしょく

のものをかけたり、ゴムやビニール製品などを長期間接触させない
へんしつ へんしょく とりょう げんいん

でください。変質または変色したり、塗料がはげる原因となります。

きゃくさま

お客様へ
せいひん ほんとりあつかいせつめいしょ きさい しようほうほう したが

この製品は本取扱説明書に記載されている使用方法に従って
しよう せいひんほんたい ぶんかい ないぶかいせき かいぞう

使用してください。製品本体を分解したり、内部解析・改造
おこな せいひんほんたい ないぶ ふく

などを行うこと、および製品本体内部のチップなどに含まれ
ちょさくぶつ むだん りよう かいせき

るプログラムなどの著作物を無断で利用もしくは解析するこ
きんし

とを禁止します。
じょうき りょうかい しよう

上記につきご了解いただき、ご使用ください。

しようじょう ちゅうい

使用上のご注意（つづき）

エイチディーディー

HDDについて
•

ふぞく エイチディーディー プレイステーション ツーせんよう ほか きき しよう

付属のHDDは、"PlayStation 2"専用です。他の機器では使用
ほか きき しよう エイチディーディー

しないでください。他の機器で使用するとHDDだけでなく、
と つ ほか きき こしょう げんいん ぜったい

取り付けられた他の機器の故障の原因となりますので絶対にお

やめください。

•
プレイステーション ツーせんよう イーサネット

"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター（Ethernet）
エクスパンション ベイ いがい

（EXPANSION BAYタイプ）以外のネットワークアダプター
せつぞく

は接続しないでください。

ネットワークアダプターについて
•

ふぞく イーサネット

付属のネットワークアダプターは、Ethernet（100BASE-TX/
せつぞくせんよう きのう

10BASE-T）接続専用です。モデムの機能はありません。
•

プレイステーション ツーせんよう エクスパンション

"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（EXPANSION
ベイ いがい せつぞく

BAYタイプ）以外のハードディスクドライブは接続しないで
ください。

お おも もの の

落としたり重い物を載せないでください
しようちゅう

使用中にゆらさないでください
ほんき しゅうへん きき つよ しょうげき あつりょく

本機や周辺機器に強い衝撃をあたえたり、圧力をかけたりしない
しようちゅう つよ しょうげき

でください。また、使用中にゆらしたり、強い衝撃をあたえたり
こしょう げんいん

しないでください。故障の原因となるばかりではなく、ディスク
きず

に傷がつくことがあります。
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•
けんりしゃ きょだく え ほんき ふぞく

権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェア
とりあつかいせつめいしょ ないよう ぜんぶ いちぶ ふくせい

および取扱説明書の内容の全部または一部を複製するこ
たいよ かいへん こうしゅうそうしん

と、およびソフトウェアを貸与し、改変し、公衆送信また
こうしゅうそうしんかのうか ちょさくけんほうじょうきんし

は公衆送信可能化することは、著作権法上禁止されており
とうしゃ むだん かいせき

ます。また、当社はこのソフトウェアを無断で解析するこ
きんし

とを禁止します。

•
ほんき ふぞく しよう しょう

本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた
きんせんじょう そんがい いっしつりえき だいさんしゃ せい

金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請
きゅうとう とうしゃ ほうりつ きてい めんせき みと

求等につきましても、当社は法律の規定により免責が認め
ばあい のぞ せきにん お

られない場合を除いて、その責任を負いかねます。

•
ほんき ふぞく してい そうち いがい

本機に付属のソフトウェアは、指定された装置以外には
しよう

使用できません。

•
ほんき ふぞく しよう かいりょう よこく

本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく
へんこう りょうしょう

変更することがありますが、ご了承ください。

て い

お手入れについて
てい あんぜん ほんたいはいめん 　メイン パワー

お手入れをするときは、安全のため本体背面のMAIN POWER
でんげん き でんげん イーサネット

スイッチで電源を切り、電源コードのプラグおよびEthernet
ぬ

ケーブルを抜いてください。

キャビネット

•
へんしつ へんしょく とりょう

変質または変色したり、塗料がはげることがありますので、
しよう さ

ベンジンやシンナーのご使用は避けてください。
かがく つか ちゅういが したが

化学ぞうきんをお使いになるときは、その注意書きに従って

ください。

•
よご みず うす ちゅうせいせんざい

キャビネットの汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に
やわ ぬの かた よご ふ と かわ

柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾
ぬの しあ

いた布で仕上げてください。

つうふうこう

通風孔
ほんたいぜんめん つうふうこう ほんたいはいめん つうふうこう

本体前面の通風孔および本体背面の通風孔（ファン）にほこりが
そうじき と のぞ

たまっているときは、掃除機などでほこりを取り除いてくださ

い。
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つぎ ないようひん かくにん

次の内容品がそろっているかを確認してください。

•
プレイステーション ツーほんたい

"PlayStation 2"本体*（1）

•
デュアルショック ツー

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2） （1）

•
でんげん

電源コード（1）

•
エーブイ えいぞう おんせいいったいがた

AVケーブル（映像/音声一体型）（1）

せっち じゅんび

設置と準備
ないようひん かくにん

内容品を確認する

•
プレイステーション ビービー ナビゲーター

"PlayStation BB Navigator"（1）

–
プレイステーション ビービー ナビゲーター シーディーロム

"PlayStation BB Navigator"（CD-ROM）（1）

–
プレイステーション ビービー ナビゲーター とりあつかいせつめいしょ

"PlayStation BB Navigator"の取扱説明書（1）

•
とりあつかいせつめいしょ ほんしょ

取扱説明書（本書）（1）

• サービスのしおり（1）

•
あいようしゃ

ご愛用者カード（1）

*
プレイステーション ツーほんたい プレイステーション ツーせんよう

"PlayStation 2"本体には、"PlayStation 2"専用ハードディス
エクスパンション ベイ ギガバイト

クドライブ（EXPANSION BAYタイプ 40GB）と
プレイステーション ツーせんよう イーサネット

"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター（Ethernet）
エクスパンション ベイ そうちゃく

（EXPANSION BAYタイプ）が装着されております。

まんいち ないようひん れんらく

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

•
プレイステーション ツーせんよう たてお

"PlayStation 2"専用縦置きスタンド （1）



15

せ
っ
ち

じ
ゅ
ん
び

設
置
と
準
備

プレイステーション ツー ほんたい

"PlayStation 2"本体

かくぶ

各部のなまえ

1 3 4 5 6

7 098

2

qa qs

1
メモリー カード さしこみぐち

MEMORY CARD差込口1

2
メモリー カード さしこみぐち

MEMORY CARD差込口2

3ディスクトレイ

4
ピーエス

" "ファミリーエンブレム

5
リセット

1（オン/スタンバイ）/RESETボタン、
1（オン/スタンバイ）ランプ
じゅこうぶ

6 受光部

7
ユーエスビー たんし
 （USB）端子

8
たんし

コントローラ端子1

9
たんし

コントローラ端子2

0
エイチディーディー

HDDアクセスランプ
ほんたい ぜんめんつうふうこう なか エイチディーディー

本体の前面通風孔の中にあるHDDアクセスランプ
エイチディーディー か こ よ こ

は、HDDにアクセス（データ書き込み/読み込み）し
てんめつ

ているときに、点滅します。

qa
ぜんめんつうふうこう

前面通風孔

qsA（オープン） ボタン、 A （オープン） ランプ

6

1 2 3 4

5 7

1
かくちょう

拡張バスコネクター

2
はいめんつうふうこう

背面通風孔（ファン）

3
メイン パワー しゅでんげん

MAIN POWER（主電源）スイッチ

4
エーシーイン でんげんにゅうりょく たんし

～ AC IN （電源入力）端子

5
エクスパンション ベイ かくちょう

EXPANSION BAY（拡張ベイ）

6
デジタルアウト オプティカル ひかり しゅつりょく

DIGITAL OUT （OPTICAL） （光デジタル出力）
たんし

端子

7
エーブイマルチアウト エーブイ しゅつりょく たんし

AV MULTI OUT （AVマルチ出力）端子

*
ないぶ せつめい エイチディーディー と

内部の説明をするために、HDDとネットワークアダプターを取りはず
じょうたい しよう エイチディーディー

した状態のイラストを使用しています。HDDとネットワークアダプ
らん

ターについては、16～17ページをご覧ください。

ぜんめん

前面
はいめん

背面*
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かくぶ

各部のなまえ（つづき）

452 31

プレイステーション ツー せんよう

"PlayStation 2"専用ハ－ドディスク
エクスパンション ベイ

ドライブ（EXPANSION BAYタイプ
ギガバイト

40GB）（SCPH-20401）*

1
ロック

LOCK（ロック）ボタン
エイチディーディー ほんたい こてい お

HDDを本体に固定するときに押します。

2
エイチディーディー

HDDホルダー

3
アンロック

UNLOCK（アンロック）ボタン
エイチディーディー ほんたい と お

HDDを本体から取りはずすときに押します。

4
エイチディーディー

HDDインターフェースコネクター
いか エイチディーディーインターフェース

（以下HDD IFコネクター）
エイチディーディー

ネットワークアダプターのHDDインターフェースコ
せつぞく

ネクターと接続します。

5
エイチディーディー

HDDパワーコネクター
エイチディーディー

ネットワークアダプターのHDDパワーコネクターと
せつぞく

接続します。

*
プレイステーション ツーほんたいはいめん そうちゃく

"PlayStation 2"本体背面に装着されています。

08 9 qa qdqs qf qg

43 51 72 6

1 L1ボタン

2 L2ボタン

3
セレクト

SELECTボタン

4
アナログ

ANALOGモードスイッチ

5
スタート

STARTボタン

6 R2ボタン

7 R1ボタン

8
ほうこう うえ した ひだり みぎ

方向キー上、下、左、右

9
ひだり

左スティック、L3ボタン

0
エルイーディーひょうじ

LED表示

qa
みぎ

右スティック、R3ボタン

qssボタン

qd ✕ボタン

qf aボタン

qg ¢ボタン

デュアルショック ツー

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）
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1
とりつけ

取付ネジ
ほんたい と つ と

ネットワークアダプターを本体に取り付けたり取り
つか

はずしたりするときに使います。

2
ネットワーク せつぞく たんし

NETWORK（ネットワーク）接続端子
イーサネット かい

Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）を介して
せつぞく

ネットワークに接続します。

3
リンク

LINK（リンク）ランプ
せつぞく てんとう

ネットワークに接続しているときに、点灯します。

4
アクティブ

ACT（アクティブ）ランプ
てんとう

ネットワークにアクセスしているときに、点灯します。

プレイステーション ツー せんよう

"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター
イーサネット エクスパンション ベイ

（Ethernet）（EXPANSION BAYタイプ）
（SCPH-10350）*

1
エイチディーディー

HDDパワーコネクター
エイチディーディー エイチディーディー せつぞく

HDDのHDDパワーコネクターと接続します。

2
プレイステーション ツー ほんたいせつぞくよう

"PlayStation 2"本体接続用コネクター
ほんたい かくちょう せつぞく

本体の拡張バスコネクターと接続します。

3
エイチディーディー

HDDインターフェースコネクター
いか エイチディーディーインターフェース

（以下HDD IFコネクター）
エイチディーディー エイチディーディーインターフェース せつぞく

HDDのHDD IFコネクターと接続します。

*
プレイステーション ツーほんたいはいめん そうちゃく

"PlayStation 2"本体背面に装着されています。

1 2 34

LINK ACT

NETWORK

1 2 3

はいめん

背面
ぜんめん

前面
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よこお

横置きにするときは
ふぞく プレイステーション ツー せんようたてお

付属の"PlayStation 2"専用縦置きスタンドまたは
プレイステーション ツー せんようたてお

"PlayStation 2"専用縦置きスタンド（ハードディスクドライブ
そとづけがた たいおう つか

（外付型）対応）（SCPH-10220）をお使いにならないときは、
かず よこお べつう

下図のように横置きにしてください。このとき、別売りの
プレイステーション ツー せんようよこお つか

"PlayStation 2"専用横置きスタンド（SCPH-10110）をお使い
いただくこともできます。

ピーエス

ディスクトレイの " " ファミリーエンブレムに
ついて
ほんたい お ピーエス

本体の置きかたにあわせて、ディスクトレイの " " ファミリー
かいてん

エンブレムを回転させることができます。

せっちばしょ ちゅうい

設置場所についてのご注意
けむり おお ばしょ お

ほこりやたばこの煙などの多い場所に置かない
ほんたいないぶ ぶひん ふちゃく

ほこりやたばこのヤニが本体内部の部品（レンズなど）に付着す
こしょう げんいん

ると、故障の原因となります。

いじょう こうおん ばしょ お

異常に高温な場所に置かない
まど し き じどうしゃない とく かき ほうち

窓を閉め切った自動車内（特に夏期）などに放置すると、キャビ
へんけい こしょう げんいん

ネットが変形したり、故障の原因となります。

つぎ ばしょ お

次のような場所には置かないでください。

•
ちょくしゃにっこう あ だんぼうきぐ ちか こうおん

直射日光が当たるところや暖房器具の近くなど高温のとこ
はんい しよう

ろ。（5℃～35℃の範囲でご使用ください。）
•

ちょくしゃにっこう か まど し き しゃない

ダッシュボードや直射日光下で窓を閉め切った車内。

•
じしゃく じき お

磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。

•
おお

ほこりの多いところ。

•
だい うえ かたむ

ぐらついた台の上や傾いたところ。

•
しんどう おお

振動の多いところ。

•
ふろば しっけ おお

風呂場など、湿気の多いところ。

ほんたい お

本体の置きかた
ほんたい たてお よこお つか

本体は、縦置きまたは横置きにしてお使いください。

ちゅうい

Â ご注意

•
ほんき しようちゅう お か しんどう

本機の使用中に置きかたを変えないでください。振動によ
きず つ こしょう げんいん

りディスクに傷が付いたり、故障の原因となります。

•
たてお よこお いがい お

縦置きまたは横置き以外の置きかたはしないでください。
ほんき こしょう げんいん

本機の故障の原因となります。

たてお

縦置きにするときは
たて お かなら かず ふぞく プレイステーション ツー
縦置きにするときは、必ず下図のように付属の"PlayStation 2"
せんようたてお べつう プレイステーション ツー せんようたてお

専用縦置きスタンドまたは別売りの"PlayStation 2"専用縦置き
そとづけがた たいおう

スタンド（ハードディスクドライブ（外付型）対応）（SCPH-
つか

10220）をお使いください。

と つ

取り付けかた
ふぞく プレイステーション ツー せんようたてお たい ばしょ お

付属の"PlayStation 2"専用縦置きスタンドを平らな場所に置
ほんたい かず さ こ

き、本体を下図のようにしっかりと差し込んでください。

ちゅうい

Â ご注意
べつう プレイステーション ツー せんようよこお

別売りの"PlayStation 2"専用横置きスタンド（SCPH-10110）
どうじ しよう よこお ほんたい と つ

と同時に使用しないでください。横置きスタンドが本体に取り付
ばあい かなら と たてお

けられている場合には、必ず取りはずしてから、縦置きスタンド
そうちゃく

を装着してください。
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エーシー ボルト

AC100Vのコンセントへ

エーシーイン

～AC IN
でんげんにゅうりょく たんし

（電源入力）端子

エーブイ えいぞう

AVケーブル（映像/
おんせい いったいがた ふぞく

音声一体型）（付属）

でんげん ふぞく

電源コード（付属）

えいぞうにゅうりょく き

映像入力へ（黄）

*
さゆうりょうほう おと だ しはん へんかん つか

モノラルテレビから左右両方の音を出したいときは、市販のモノラル˜ステレオ変換コードをお使いください。

おんせいにゅうりょく みぎ あか

音声入力（右）へ （赤）
* モノラルテレビにつなぐ

つか

ときは、使いません。

おんせいにゅうりょく ひだり

音声入力（左）へ
しろ

（白）

デジタル アウト オプティカル

DIGITAL OUT（OPTICAL）
ひかり しゅつりょく たんし

（光デジタル出力）端子

メイン パワー

MAIN POWER
しゅでんげん

（主電源）スイッチ

エーブイ マルチ アウト

AV MULTI OUT
エーブイ しゅつりょく たんし

（AVマルチ出力）端子

テレビにつなぐ
ほんき おと だ

本機をテレビにつなぎます。（テレビのスピーカーから音を出す
せつぞく

ときの接続です。）

ちゅうい

Â ご注意
でんげん せつぞく お

電源コードのプラグは、すべての接続が終わってからコンセ
さ こ

ントに差し込んでください。

たんし つ きき おんせい

デジタル端子付きのオーディオ機器につないで、デジタル音声を
しゅつりょく たんし つ

出力するときは、テレビにつないだあとで「デジタル端子付きの
きき らん

オーディオ機器につなぐ」（23ページ）をご覧ください。

ほんき ディーブイディー えいぞう たの

本機ではDVDビデオでプログレッシブ映像を楽しむことができ
ます。

ほうしき たいおう せつぞく

プログレッシブ（525p）方式に対応したテレビなどに接続し
えいぞう たの ばあい

て、プログレッシブ映像をお楽しみになる場合は「コンポーネン
にゅうりょくたんし ディーえいぞうにゅりょくたんし

トビデオ入力端子のあるテレビにつなぐ」、「D映像入力端子のあ
せつぞく ほうしき

るテレビにつなぐ」の接続をしてください。プログレッシブ方式
がぞう せってい がめんせってい

については「画像の設定をする（画面設定）」の「プログレッシ
らん

ブ」（53ページ）をご覧ください。

にゅうりょくたんし

ビデオ入力端子のあるテレビにつなぐ
ふぞく エーブイ えいぞうおんせいいったいがた き しろ

付属のAV ケーブル（映像/音声一体型）の黄プラグ、白プラグ、
あか えいぞうにゅうりょく き おんせいにゅうりょくひだり しろ おんせい

赤プラグを、テレビの映像入力（黄）、音声入力左（白）、音声
にゅうりょくみぎ あか たんし いろ あ

入力右（赤）の端子へ、色を合わせてつなぎます。
も べつう エスたんし

お持ちのテレビによっては、別売りのS端子ケーブル（SCPH-
プレイステーション ツーせんよう エーブイ

10060）、"PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル
プレイステーション ツーせんようディーたんし

（SCPH-10100）または"PlayStation 2"専用D端子ケーブル
おんせいしゅつりょくたんしつ つか

（音声出力端子付き）（SCPH-10330）を使って、よりきれいな
えいぞう たの

映像を楽しむことができます。

つないだあとは
にゅうりょくき か ほんき にゅうりょく

テレビの入力切り換えを、「ビデオ2」などの本機をつないだ入力
き か

に切り換えてください。

ワイドテレビにつないだときは
せってい がめん がめん せってい

システム設定画面の「画面サイズ」を「16:9」に設定します。
くわ せってい せってい がめん がめん

詳しくは、「システム設定をする（システム設定画面）」の「画面
らん

サイズ」（30ページ）をご覧ください。
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テレビにつなぐ（つづき）

にゅうりょくたんし

コンポーネントビデオ入力端子の
あるテレビにつなぐ

も ほんき しゅつりょくしんごう たいおう

お持ちのテレビに、本機の出力信号に対応したコンポ－ネント
にゅうりょくたんし べつ う

ビデオ入力端子（Y CB/PB CR/PR）があるときは、別売りの
プレイステーション ツーせんよう エーブイ

"PlayStation 2"専用コンポ－ネントAVケ－ブル（SCPH-
つか エーブイ えいぞう おんせいいったいがた エスたんし

10100）を使って、AVケーブル（映像/音声一体型）やS端子
せつぞく ばあい えいぞう たの

ケーブルで接続した場合よりも、きれいな映像を楽しむことがで

きます。
プレイステーション ツーせんよう エーブイ まえ

"PlayStation 2"専用コンポ－ネントAVケ－ブルをつなぐ前に、
ふぞく エーブイ えいぞう おんせいいったいがた

付属のAVケ－ブル（映像/音声一体型）をつないで、システム
せってい がめん えいぞうしゅつりょく

設定画面の「コンポ－ネント映像出力」を「Y Cb/Pb Cr/Pr」に
せってい か あ じ せってい

設定してください（お買い上げ時は、「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定
せってい プレイステーション ツー

されています。30ペ－ジ）。設定したあと、"PlayStation 2"
せんよう エーブイ

専用コンポ－ネントAVケ－ブルをつないでください。

ちゅうい

Â ご注意
にゅうりょくせんよう にゅうりょくたんし

ハイビジョン入力専用のコンポーネント入力端子（Y/PB/PR）を
も ほんき つか

持つテレビにつないで、本機をお使いになることはできません。
くわ とりあつかいせつめいしょ らん

詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

エスえいぞうにゅうりょくたんし

S映像入力端子のあるテレビにつなぐ
も エスえいぞうにゅうりょくたんし べつう エスたんし

お持ちのテレビにS映像入力端子があるときは、別売りのS端子
つか エーブイ えいぞう おんせい

ケーブル（SCPH-10060）を使って、AVケーブル（映像/音声
いったいがた せつぞく ばあい えいぞう たの

一体型）で接続した場合よりも、きれいな映像を楽しむことがで

きます。
にゅうりょくき か エス

つないだあとは、テレビの入力切り換えを「Sビデオ」にしま
じどうてき き か

す。（自動的に切り換えるテレビもあります。）

べつう

SCPH-10100 （別売り）

コンポーネント
にゅうりょくたんし

ビデオ入力端子へ

エーブイ マルチ

AV MULTI
アウト エーブイ

OUT （AV
しゅつりょく

マルチ出力）
たんし

端子へ

おんせい

音声
にゅうりょくたんし

入力端子へ

ビデオデッキにつなぐ
おな にゅうりょくたんし

テレビにつなぐときと同じように、ビデオの入力端子にプラグの
いろ あ

色を合わせてつなぎます。
ディーブイディー み ちゅうい

Â DVDビデオを見るときのご注意
•

ほんき せつぞく ちょくせつ

本機を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。
ディーブイディー けいゆ み

DVDビデオをビデオデッキを経由してテレビで見ようとした
ばあい いちぶ ディーブイディー しよう

場合、一部のDVDビデオに使用されているコピープロテク
しんごう がぞう みだ

ション信号によって画像が乱れることがあります。

•
ほんき いったいがた せつぞく ばあい がぞう みだ

本機をビデオ一体型テレビに接続した場合、画像が乱れるこ

とがあります。
ディーブイディー いったいがた み ばあい

DVDビデオをビデオ一体型テレビで見ようとした場合、ビデ
いったいがた きしゅ いちぶ ディーブイディー しよう

オ一体型テレビの機種によっては一部のDVDビデオに使用さ
しんごう がぞう みだ

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。

つないだあとは
にゅうりょくき か

テレビの入力切り換えを、「ビデオ1」などのビデオをつないだ
にゅうりょく き か

入力に切り換えてください。
にゅうりょくき か

また、ビデオの入力切り換え（またはチャンネル）を、「L1」
ほんき にゅうりょく き か

などの本機をつないだ入力に切り換えてください。

ディーブイディー み

（DVDビデオを見るとき）

テレビ

ビデオデッキ

ほんき

本機

ちょくせつ

直接つなぐ

エスえいぞうにゅうりょく

S映像入力
たんし

端子へ

エーブイ マルチ アウト

AV MULTI OUT
エーブイ しゅつりょく

（AVマルチ出力）
たんし

端子へ

べつう

SCPH-10060（別売り）
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C

エーブイ にゅうりょく

AVマルチ入力
たんし

端子へ

エーブイ マルチ アウト

AV MULTI OUT
エーブイ しゅつりょく

（AVマルチ出力）
たんし

端子へ

べつう

VMC-AVM250（別売り）

エーブイ にゅうりょくたんし

AVマルチ入力端子のあるテレビに
つなぐ

も エーブイ にゅうりょくたんし べつう

お持ちのテレビにAVマルチ入力端子があるときは、別売りの
エーブイ つか

マルチAVケーブル（VMC-AVM250*）を使って、さらにきれい
えいぞう たの エーブイ にゅうりょくたんし

な映像を楽しむことができます。AVマルチ入力端子のあるテレ
アールジービー にゅうりょく かのう アールジービー にゅうりょく

ビは、RGB入力のみ可能なもの、RGB入力とY CB/PB CR/PR
にゅうりょく かのう くわ とりあつかいせつめいしょ

入力が可能なものがあります。（詳しくは、テレビの取扱説明書
らん

をご覧ください。）
エーブイ まえ ふぞく エーブイ えいぞう おんせい

マルチAVケ－ブルをつなぐ前に、付属のAVケ－ブル（映像/音声
いったいがた せってい がめん えいぞう

一体型）をつないで、システム設定画面の「コンポ－ネント映像
しゅつりょく アールジービー せってい

出力」を「RGB」または「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定してください
せってい エーブイ

（30ペ－ジ）。設定したあと、マルチAVケ－ブルをつないでくだ
さい。

かぶしきがいしゃ しょうひん

* VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。

ちゅうい

Â ご注意
アールジービー にゅうりょく たいおう エーブイ にゅうりょくたんし

RGB入力のみ対応したAVマルチ入力端子のあるテレビで、
ディーブイディー らん ふぞく エーブイ えいぞう

DVDビデオをご覧になるときは、付属のAVケーブル（映像/
おんせいいったいがた べつう エスたんし

音声一体型）または別売りのS端子ケーブル（SCPH-10060）な
べつう エーブイ いがい

ど、別売りのマルチAVケーブル（VMC-AVM250*）以外の
プレイステーション ツー たいおう つか

"PlayStation 2"に対応したケーブルをお使いください。マルチ
エーブイ せつぞく ディーブイディー せいじょう うつ

AVケ－ブルで接続すると、DVDビデオが正常に映りません。
アールジービー にゅうりょく にゅうりょく たいおう エーブイ にゅうりょくたんし

RGB入力とY CB/PB CR/PR入力に対応したAVマルチ入力端子
も ばあい エーブイ つか

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
ディーブイディー らん せってい

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
てきせつ おこな くわ とりあつかいせつめいしょ らん

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。

ざんぞうげんしょう がぞう や つ ちゅうい

Â 残像現象（画像の焼き付き）のご注意
ほんき せっていがめん せいしが がめん ひょうじ

メニューや本機の設定画面などの静止画をテレビ画面に表示した
ちょうじかんほうち ざんぞうげんしょう がぞう や つ

まま長時間放置しないでください。残像現象（画像の焼き付き）
お とく えきしょうほうしきいがい

が起こることがあります。特に液晶方式以外のプロジェクション
とうえいほうしき ざんぞうげんしょう お

テレビ（スクリーン投影方式テレビ）では残像現象が起こりやす
しよう

いので使用しないでください。

にゅうりょくたんし

ビデオ入力端子のないテレビにつなぐ
べつう アールエフユー つか

別売りのRFUアダプターキット（SCPH-10070）を使って、
ほんき にゅうりょくたんし

本機をテレビのアンテナ入力端子につなぐことができます。この
おんせい

つなぎかたでは、音声がモノラルになります。
くわ とりあつかいせつめいしょ らん

詳しくは、SCPH-10070の取扱説明書をご覧ください。

エーブイ マルチ アウト

AV MULTI OUT
エーブイ しゅつりょく

（AVマルチ出力）
たんし

端子へ

にゅうりょく

アンテナ入力
たんし

端子へ

べつう

SCPH-10070 （別売り）

C

ディーえいぞうにゅうりょくたんし

D映像入力端子のあるテレビにつなぐ
も ほんき しよう しゅつりょくしんごう

お持ちのテレビに、本機や使用するソフトウェアの出力信号に
たいおう ディーえいぞうにゅうりょくたんし べつ う

対応したD映像入力端子（D1～D5）があるときは、別売りの
プレイステーション ツーせんようディーたんし おんせいしゅつりょくたんしつ

"PlayStation 2"専用D端子ケーブル（音声出力端子付き）
つか エーブイ えいぞう おんせいいったいがた

（SCPH-10330）を使って、AVケーブル（映像/音声一体型）や
エスたんし せつぞく ばあい えいぞう たの

S端子ケーブルで接続した場合よりも、きれいな映像を楽しむこ
とができます。
プレイステーション ツーせんようディーたんし おんせいしゅつりょくたんしつ

"PlayStation 2"専用D端子ケーブル（音声出力端子付き）をつな
まえ ほんたい ふぞく エーブイ えいぞう おんせいいったいがた

ぐ前に、本体とテレビを付属のAVケ－ブル（映像/音声一体型）
せってい がめん えいぞうしゅつりょく

でつないで、システム設定画面の「コンポ－ネント映像出力」を
せってい か あ じ

「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定してください（お買い上げ時は、「Y
せってい せってい

Cb/Pb Cr/Pr 」に設定されています。30ペ－ジ）。設定したあ
プレイステーション ツーせんようディーたんし おんせいしゅつりょくたんしつ

と、"PlayStation 2"専用D端子ケーブル（音声出力端子付き）を
つないでください。

せってい おこな くわ

つないだあとは、テレビの設定を行ってください。詳しくは、テ
とりあつかいせつめいしょ らん

レビの取扱説明書をご覧ください。

エーブイ マルチ アウト

AV MULTI OUT
エーブイ しゅつりょく

（AVマルチ出力）
たんし

端子へ

べつう

SCPH-10330 （別売り）

ディーえいぞうにゅうりょく

D映像入力
たんし

端子へ
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がめん じょうげ ゆ

Â つなぐテレビによっては画面が上下に揺れる
ことがあります
ほんき つか さい いちぶ

本機をテレビにつないでお使いになる際に、ごく一部のテレビで
がめん じょうげ ゆ ばあい

は画面が上下に揺れたりすることがあります。このような場合、
ほんき た がめん

本機を他のテレビにつないでください。それでもテレビの画面が
みだ ばあい そうだん

乱れる場合には、インフォメーションセンターまでご相談くださ

い。

ちゅうい

Â ご注意
ほんき ほうしき たいおう

本機をプログレッシブ（525p）方式に対応するテレビなどにつ
しゅつりょく がぞう みだ もんだい しょう

なぎプログレッシブ出力したときに、画像の乱れなどの問題が生
ばあい つうじょう ほうしき らん

じた場合は、通常のテレビ（インターレース）方式でご覧になる
すす ほうしき がぞう

ことをお勧めします。プログレッシブ方式については「画像の
せってい がめんせってい

設定をする（画面設定）」の「プログレッシブ」（53ページ）をご
らん

覧ください。

テレビにつなぐ（つづき）
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ディーティーエス

DTS*1デコーダーやドルビーデジ
ないぞう

タル*2デコーダー内蔵のオーディオ
きき

機器につなぐ
ディーティーエス ないぞう きき

DTSデコーダーやドルビーデジタルデコーダー内蔵の機器に
ほうしき ディーティーエスほうしき

つなぐと、ドルビーデジタル（AC-3）方式またはDTS方式で
きろく おんせい えいがかん

記録されている音声を、映画館やコンサートホールにいるような
はくりょく さいせい

迫力で再生できます。
ようひかり せつぞく べつう つか

オーディオ用光デジタル接続コード（別売り）を使います。
せつぞく せってい がめん ひかり しゅつりょく

この接続をしたときは、システム設定画面の「光デジタル出力」
いり せってい か あ じ いり せってい

を「入」に設定しておきます。（お買い上げ時は、「入」に設定さ

れています。）
くわ せってい せってい がめん ひかり

詳しくは、「システム設定をする（システム設定画面）」の「光デ
しゅつりょく らん

ジタル出力」（30ページ）をご覧ください。

ちゅうい

Â ご注意
きき とりあつかいせつめいしょ らん

つなぐ機器の取扱説明書もご覧ください。

*1
たいおう おんせい あっしゅくぎじゅつ

 5.1チャンネル・サラウンド対応の音声デジタル圧縮技術。
じっしけん もと せいぞう

Digital Theater Systems, Inc.からの実施権に基づき製造されてい
ます。DTSおよびDTS Digital OutはDigital Theater Systems,

しょうひょう

Inc.の商標です。

*2
たいおう おんせい あっしゅくぎじゅつ

 5.1チャンネル・サラウンド対応の音声デジタル圧縮技術。
じっしけん もと せいぞう

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
およ きごう しょうひょう

Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標
です。
ひこうかいきみつちょさくぶつ ちょさくけん ねん

非公開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。
ふきょふくせい

不許複製。

たんし つ きき

デジタル端子付きのオーディオ機器につなぐ
ほんき たんし つ きき

本機をデジタル端子付きのオーディオ機器につないで、デジタル
おんせい しゅつりょく せつぞく

音声を出力するときの接続です。

たんし つ

デジタル端子付きのアンプや
エムディー ディーエーティー

MDデッキ、DATデッキにつなぐ
ようひかり せつぞく べつう つか

オーディオ用光デジタル接続コード（別売り）を使います。
せつぞく せってい がめん ひかり しゅつりょく

この接続をしたときは、システム設定画面の「光デジタル出力」
いり せってい か あ じ いり せってい

を「入」に設定しておきます。（お買い上げ時は、「入」に設定さ

れています。）
くわ せってい せってい がめん ひかり

詳しくは、「システム設定をする（システム設定画面）」の「光デ
しゅつりょく らん

ジタル出力」（30ページ）をご覧ください。

ちゅうい

Â ご注意

•
きき とりあつかいせつめいしょ らん

つなぐ機器の取扱説明書もご覧ください。

•
ほうしき ディーティーエスほうしき きろく

ドルビーデジタル方式、DTS方式で記録されたディスクの
おんせい エムディー ディーエーティー ろくおん

音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジタル録音
することはできません。

•
プレイステーション ツー きかく いちぶ デジタル

"PlayStation 2"規格ソフトウェアの一部には、DIGITAL
アウト オプティカル ひかり しゅつりょく たんし おんせいしゅつりょく

OUT（OPTICAL） （光デジタル出力）端子からの音声出力に
たいおう ばあい ようひかり

対応していないものがあり、その場合オーディオ用光デジタ
せつぞく せつぞく おんせい しゅつりょく

ル接続コードで接続しても音声が出力されません。そのよう
おんせい たの ほんき おんきょうきき ふぞく

なソフトウェアの音声を楽しむには、本機と音響機器を付属
エーブイ えいぞう おんせいいったいがた おんせいしゅつりょくたんし

のAVケーブル（映像/音声一体型）などのアナログ音声出力端子
せつぞく ひつよう

で接続する必要があります。

たんし つ

デジタル端子付きアンプ、
エムディー　ディーエーティー

MD/DATデッキなど

ほんたいはいめん

本体背面

ようひかり せつぞく べつう

オーディオ用光デジタル接続コード（別売り）

デジタル入力�

オプティカル�

MAIN POWER

AV MULTI OUT
DIGITAL OUT
（OPTICAL）�

AC IN
~

ディーティーエス

DTSデコーダーやドルビー
つ

デジタルデコーダー付きの
きき

オーディオ機器

ほんたいはいめん

本体背面

デジタル入力�

オプティカル�

MAIN POWER

AV MULTI OUT
DIGITAL OUT
（OPTICAL）�

AC IN
~

ようひかり せつぞく べつう

オーディオ用光デジタル接続コード（別売り）
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た きき

その他のデジタル機器につなぐ

ユーエスビー たんし

 （USB）端子

ユーエスビー たいおうきき

USB対応機器につなぐ
ほんたいぜんめん ユーエスビー たんし つか ユーエスビーたいおうきき

本体前面の  （USB）端子を使って、USB対応機器につなぐ
きき とりあつかいせつめいしょ らん

ことができます。つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧くだ

さい。

イーサネット

Ethernetケーブルをつなぐ
ほんたいはいめん さ こ ネットワーク

本体背面に差し込んだネットワークアダプターのNETWORK
せつぞくたんし せつぞく

接続端子からネットワークに接続することができます
せつぞく

（100BASE-TXと10BASE-Tタイプのネットワークに接続でき
ます）。
せつぞく イーサネット せつぞく

接続のしかたについては、Ethernetに接続するルーターや
エーディーエスエル きき とりあつかい

ADSLモデム、ケーブルモデムなどネットワーク機器の取扱
せつめいしょ らん

説明書をご覧ください。

ステッカーについて
ネットワーク せつぞくたんし ごせつぞく

ネットワークアダプターのNETWORK接続端子には、誤接続を
ふせ は つ たんし

防ぐためにステッカーが貼り付けられています。この端子をはじ
しよう

めて使用するときに、ステッカーをはがしてください。また、ス
ごせつぞく とく ちゅうい

テッカーをはがしたあとは、誤接続しないように特にご注意くだ

さい。

せつぞく

接続について
ネットワーク せつぞくたんし かき

ネットワークアダプターのNETWORK接続端子には下記のネッ
でんわかいせん せつぞく

トワークや電話回線を接続しないでください。
ネットワーク せつぞくたんし かき でんわかいせん せつぞく

NETWORK接続端子に下記のネットワークや電話回線を接続す
ひつよういじょう でんりゅう なが はつねつ かさい こしょう

ると、コネクターに必要以上の電流が流れ、発熱や火災、故障の
げんいん とく かいせん

原因となります。特にホームテレホンやビジネスホンの回線に
ぜったい せつぞく

は、絶対に接続しないでください。

•
いがい

100BASE-TXと10BASE-Tタイプ以外のネットワーク

•
いっぱんでんわかいせん

一般電話回線

•
アイエスディーエヌ たいおうこうしゅうでんわ

ISDN（デジタル）対応公衆電話のジャック

•
ピービーエックス こうないこうかんき かいせん

PBX（構内交換機）回線

•
かいせん

ホームテレホンやビジネスホンの回線

•
じょうきいがい でんわかいせん

上記以外の電話回線など

ちゅうい

Â ご注意

•
せつぞく さい

ネットワークに接続する際、インターネットサービスプロ
りようりょうきん

バイダーによっては利用料金がかかることがあります。
りよう よそういじょう りようりょうきん きゃくさま

利用のしかたによっては予想以上の利用料金がお客様に
せいきゅう ちゅうい くわ

請求されることもありますのでご注意ください。詳しくは、
かいせつしょ らん

ソフトウェアの解説書をご覧いただくか、インターネット
かくにん

サービスプロバイダーにご確認ください。

•
たいおう イーサネット いがい

100BASE-TX/10BASE-T対応のEthernetケーブル以外の
しよう

コードやケーブルは使用しないでください。
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エイチディーディー あたら と か べつ う プレイステーションツー

HDDを新しいものに取り換えるときは、別売りの"PlayStation 2"
せんよう エクスパンション ベイ か

専用ハードディスクドライブ（EXPANSION BAYタイプ）をお買
もと こうかん

い求めのうえ、交換してください。

ちゅうい

Â ご注意

•
ほんたい ぜんめんつうふうこう なか エイチディーディー てんめつ

本体の前面通風孔の中にあるHDDアクセスランプが点滅し
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん

ているときは、本体背面のMAIN POWERスイッチで電源
き でんげん ぬ

を切ったり、電源コードを抜いたりしないでください。
しょうしつ はそん エイチディーディー

データの消失・破損、HDDやネットワークアダプターの
こしょう げんいん

故障の原因となります。

•
かなら ほんたいはいめん メイン パワー でんげん き

必ず、本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切って
でんげん ぬ

から、電源コードのプラグを抜いてください。データの
しょうしつ はそん エイチディーディー こしょう げんいん

消失・破損、HDDやネットワークアダプターの故障の原因
となります。

•
エイチディーディー くろ は きばんめん ぜったい ふ

HDDの黒いシートが貼られている基板面には絶対に触れな
こしょう げんいん

いでください。故障の原因となります。

•
エイチディーディー も かなら エイチディーディー も

HDDを持つときは、必ずHDDホルダーを持ってください。
エイチディーディー いがい ばしょ も こしょう げんいん

HDDホルダー以外の場所を持つと、けがや故障の原因とな
ります。

•
エイチディーディー こうかん きんぞくぶぶん ゆび き

HDDを交換するときは、金属部分で指などを切らないよう
ちゅうい

にご注意ください。

•
ほんき しよう ちょくご エイチディーディー

本機を使用した直後は、HDDやネットワークアダプターが
あつ と じゅうぶん

熱くなっていることがあります。取りはずしには、充分ご
ちゅうい

注意ください。

•
でんげん せつぞく お

電源コードのプラグは、すべての接続が終わってからコン
さ こ

セントに差し込んでください。

プレイステーション ツー せんよう エクスパンション ベイ こうかん

"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（EXPANSION BAYタイプ）を交換する

とりつけ

取付ネジ

プレイステーション ツーほんたいはいめん

"PlayStation 2"本体背面

エイチディーディー

HDDアクセスランプ

プレイステーション ツー

"PlayStation 2"
ほんたいぜんめん

本体前面

ネットワークアダプター

1
ほんたいぜんめん あかいろ てんとう

本体前面の1（オン/スタンバイ）ランプが赤色に点灯し
じょうたい かくにん ほんたいはいめん

ていること（スタンバイ状態）を確認し、本体背面の
メイン パワー でんげん き

MAIN POWERスイッチで電源を切る。

2
でんげん ぬ

電源コードのプラグをコンセントから抜く。

3
イーサネット せつぞく

Ethernetケーブルなど、接続しているすべてのケーブル
と

やコードを取りはずす。

4
とりつけ

ネットワークアダプターの取付ネジをゆるめる。
とりつけ ひだり まわ しょ

コインなどで取付ネジを左に回してゆるめます（2か所）。
ちゅうい

Âご注意
しよう

ドライバーは使用しないでください。

と

5  ネットワークアダプターを取りはずす。
てまえ ひ と

手前に引くようにして取りはずします。
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プレイステーション ツー せんよう エクスパンション ベイ こうかん

"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（EXPANSION BAYタイプ）を交換する（つづき）

ちゅうい

Âご注意
エイチディーディー さ こ かなら

HDDにネットワークアダプターを差し込んだときは、必ず
エイチディーディー エイチディーディー も

HDDのHDDホルダーを持ってください。ネットワークア
も エイチディーディー いがい ばしょ も

ダプターだけを持ったり、HDDホルダー以外の場所を持つ
こしょう げんいん

と、けがや故障の原因となります。

8
エイチディーディー ほんたい さ こ

HDDを本体に差し込む。
1

エイチディーディーエイチディーディー も ほんたいはいめん

HDDのHDDホルダーを持って、本体背面の
エクスパンション ベイ さ こ

EXPANSION BAYにまっすぐ差し込みます。

2
お こ

ネットワークアダプターを押し込みます。

エイチディーディー

HDD

ロック

LOCKボタン
エイチディーディー

HDDパワー
コネクター

エイチディーディーインターフェース

HDD IFコネクター

ネットワークアダプター

エイチディーディーインターフェース

HDD IFコネクター

エイチディーディー

HDDパワー
コネクター

アンロック

UNLOCKボタン

エイチディーディー

HDDホルダー

6
エイチディーディー と だ

HDDを取り出す。
1

エイチディーディー アンロック

HDDのUNLOCKボタンを押し込みます（2か所）。

2
エイチディーディー エイチディーディー エイチディーディーインターフェース

HDDのHDDパワーコネクターとHDD IFコネクター
エイチディーディー

に、ネットワークアダプターのHDDパワーコネクター
エイチディーディーインターフェース さ こ

とHDD IFコネクターを差し込みます。コネクターのピ
ま おく さ こ

ンが曲がらないように、まっすぐ奥まで差し込んでくだ

さい。

3
てまえ ひ

ネットワークアダプターを手前に引くようにして、
エイチディーディー いっしょ と だ

HDDを一緒に取り出します。

4
エイチディーディー と

HDDからネットワークアダプターを取りはずします。
ま ひ ぬ

コネクターのピンが曲がらないように、まっすぐ引き抜

いてください。

7
あたら エイチディーディー さ こ

新しいHDDにネットワークアダプターを差し込む。
1

エイチディーディー ロック お こ しょ

HDDのLOCKボタンを押し込みます（2か所）。
2

エイチディーディー くろ は きばんめん した

HDDの黒いシートが貼られている基板面を下にして、
エイチディーディー エイチディーディーインターフェース

HDDパワーコネクターとHDD IFコネクターに、ネット
エイチディーディー エイチディーディーインターフェース

ワークアダプターのHDDパワーコネクターとHDD IFコ
さ こ ま

ネクターを差し込みます。コネクターのピンが曲がらな
おく さ こ

いように、まっすぐ奥まで差し込んでください。



27

せ
っ
ち

じ
ゅ
ん
び

設
置
と
準
備

9
とりつけ エイチディーディー ほんたい

ネットワークアダプターの取付ネジをしめ、HDDを本体
こてい

に固定する。
とりつけ みぎ まわ しょ

コインなどで取付ネジを右に回してしめます（2か所）。
ちゅうい

Âご注意
とりつけ つよ ちゅうい

取付ネジは強くしめすぎないようにご注意ください。
しよう

また、ドライバーは使用しないでください。

10
イーサネット せつぞく

Ethernetケーブルを接続する。
くわ イーサネット らん

詳しくは、「Ethernetケーブルをつなぐ」をご覧くださ
い。（24ページ）

11
せつぞく お でんげん

すべての接続が終わったら、電源コードのプラグを
さ こ

コンセントに差し込む。

12
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん い

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を入れる。

ちゅうい

Âご注意
エイチディーディー ほんたい と つ

HDDおよびネットワークアダプターを本体に取り付けたあと
ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター エイチディーディー

は、付属の"PlayStation BB Navigator"をHDDにインストール
してください。インストールのしかたやインストールしたあとの
そうさ ほうほう プレイステーション ビービー ナビゲーター とりあつかいせつめい

操作方法については、"PlayStation BB Navigator"の取扱説明
しょ プレイステーション ビービー そうさ らん

書および「PlayStation®BBガイド」*の「操作ガイド」をご覧く
ださい。

プレイステーション ビービー プレイステーション ビービー ナビゲーター

*  「PlayStation®BBガイド」は、"PlayStation BB Navigator"の
せんたく

　「トップメニュー」から選択できます。

とりつけ

取付ネジ
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きどう

起動する
でんげん い はじ ほんき きどう しょきせっていがめん ひょうじ

電源を入れて初めて本機を起動すると、初期設定画面が表示され

ます。
がめん しじ したが ひょうじげんご

画面の指示に従って「表示言語」、「タイムゾーン」、「サマータイ
せってい せってい

ム設定」を設定します。

せっていがめん つか せってい へんこう

システム設定画面を使ってあとから設定を変更することができま
くわ せってい せっていがめん

す。詳しくは、「システム設定をする（システム設定画面）」（29
らん

ページ）をご覧ください。

ちゅうい

Â ご注意
ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター ほうほう

付属の"PlayStation BB Navigator"のインストール方法について
プレイステーション ビービー ナビゲーター とりあつかいせつめいしょ らん

は、"PlayStation BB Navigator"の取扱説明書をご覧ください。
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つか

メインメニューの使いかた
ちゅうい

Â ご注意
さくじょちゅう プレイステーション ツーせんよう

データのコピーまたは削除中は、"PlayStation 2"専用メモリー
メガバイト ポケットステーション

カード（8MB）、メモリーカードまたは"PocketStation"を
ぬ

抜かないでください。
せってい せっていがめん

システム設定をする（システム設定画面）
ちゅうい

Â ご注意
ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター

付属の"PlayStation BB Navigator"をインストールしたあと
そうさほうほう プレイステーション ビービー そうさ

の操作方法については、「PlayStation®BBガイド」*の「操作
らん

ガイド」をご覧ください。
プレイステーション ビービー プレイステーション ビービー ナビゲーター

*  「PlayStation®BBガイド」は、"PlayStation BB Navigator"の
せんたく

　「トップメニュー」から選択できます。

せっていがめん ほんたい せってい

システム設定画面では、本体の設定をすることができます。

1
がめん せってい えら

メインメニュー画面で「システム設定」を選び、
けってい お

○ボタン（決定）を押す。
せっていがめん ひょうじ

システム設定画面が表示されます。

2
ほうこう うえ した せっていこうもく えら けってい

方向キー上、下で設定項目を選び、○ボタン（決定）を
お

押す。
せってい

それぞれの設定をします。

せっていこうもく

設定項目
か あ じ かせん つ こうもく せってい

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。
じこく あ

■ 時刻合わせ

1
ほうこう うえ した ねん せってい ほうこう みぎ お

方向キー上、下で「年」を設定し、方向キー右を押す。
おな つき ひ じ ふん びょう せってい

同じようにして「月」、「日」、「時」、「分」、「秒」を設定します。

2
じほう あ けってい お

時報に合わせて、○ボタン（決定）を押す。

じこく あ しょうさいせってい

時刻合わせの詳細設定をする
じかん ひょうじ

• 時間表示

–
じかん

12時間

–
じかん

24時間
ひづけ ひょうじ

• 日付表示

–
つき ひ ねん

月／日／年

–
ひ つき ねん

日／月／年

–
ねん つき ひ

年／月／日

• タイムゾーン
がいとう えら

該当するタイムゾーンを選びます。
せってい

• サマータイム設定
ひょうじゅんじかん せってい

「標準時間」に設定してください。

–
ひょうじゅんじかん

標準時間

–
なつ じかん

夏時間

1
じこく あ えら しょうさいせってい お

「時刻合わせ」を選び、△ボタン（詳細設定）を押す。

2
ほうこう うえ した せってい こうもく えら

方向キー上、下で設定したい項目を選び、○ボタン
けってい お

（決定）を押す。

3
ほうこう ひだり みぎ せってい えら けってい お

方向キー左、右で設定を選び、○ボタン（決定）を押す。

ほんき はい じょうたい でんげん い

本機にディスクが入っていない状態で電源を入れると、メイン
がめん ひょうじ

メニュー画面が表示されます。
がめん がめん せっていがめん

メインメニュー画面から、ブラウザ画面やシステム設定画面、
ほんたいせっていがめん すす

本体設定画面に進むことができます。

がめん つか がめん

ブラウザ画面を使う（ブラウザ画面）
ちゅうい

Â ご注意
ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター

付属の"PlayStation BB Navigator"をインストールしたあと
そうさほうほう プレイステーション ビービー そうさ

の操作方法については、「PlayStation®BBガイド」*の「操作
らん

ガイド」をご覧ください。
プレイステーション ビービー プレイステーション ビービー ナビゲーター

*  「PlayStation®BBガイド」は、"PlayStation BB Navigator"の
せんたく

　「トップメニュー」から選択できます。

がめん つか いか

ブラウザ画面を使って以下のことができます。

•
プレイステーション ツーせんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）、メモリーカード
ポケットステーション かくにん さくじょ

または"PocketStation"のデータの確認・コピー・削除。
•

プレイステーション ツー きかく プレイステーション きかく

"PlayStation 2"規格ソフトウェアまたは"PlayStation"規格ソ
きどう

フトウェアの起動。

•
おんがくシーディー さいせい

音楽CDの再生
•
ディーブイディー さいせい

DVDビデオの再生

1
がめん えら

メインメニュー画面で「ブラウザ」を選び、○ボタン
けってい お

（決定）を押す。
メモリー カード さしこみぐち プレイステーション ツーせんよう

MEMORY CARD差込口に"PlayStation 2"専用メモリーカード
メガバイト ポケットステーション さ こ

（8MB）、メモリーカードまたは"PocketStation"が差し込まれて
ほんたい はい ばあい

いたり、本体にディスクが入っている場合は、それらのアイコ
がめん

ンがブラウザ画面に表示されます。
ばあい ひょうじ

メディアがない場合は、「データがありません。」と表示されます。

プレイステーション ツー せんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）、メ
ポケットステーション

モリーカードまたは"PocketStation"のデータを
かくにん さくじょ

確認・コピー・削除する

データをカードからカードへコピーしたり、いらなくなったデー
さくじょ プレイステーション ツー きかく

タを削除したりできます。ただし、"PlayStation 2"規格ソフト
ポケットステーション

ウェアのデータを、メモリーカードまたは"PocketStation"にコ
ピーすることはできません。

プレイステーション ツーせんよう メガバイト

あらかじめ"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）、メモ
ポケットステーション メモリー カード さしこみぐち

リーカードまたは"PocketStation"をMEMORY CARD差込口
さ こ

に差し込んでおいてください。

1
かくにん さくじょ

確認・コピー・削除したいデータがセーブされている
プレイステーション ツー せんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）、メモリー
ポケットステーション えら

カードまたは"PocketStation"のアイコンを選び、
けってい お

○ボタン（決定）を押す。

2
がめん ひょうじ したが さくじょ おこな

画面表示に従ってデータのコピー・削除などを行う。
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つか

メインメニューの使いかた（つづき）

がめん

■ 画面サイズ
がめん せってい

つなぐテレビの画面サイズを設定します。

• 4:3
つうじょう えら

：通常のテレビにつなぐときに選ぶ。

• フル
つうじょう えら じょうげ おび き.

：通常のテレビにつなぐときに選ぶ。上下の帯が消える。

• 16:9
えら

：ワイドテレビにつなぐときに選ぶ。
ひかり しゅつりょく

■ 光デジタル出力
デジタル アウト オプティカル ひかり しゅつりょく たんし しゅつりょく

DIGITAL OUT（OPTICAL）（光デジタル出力）端子の出力を
せってい

設定します。

•
いり ひかり せつぞく えら

入：光デジタル接続コードでつないだときに選ぶ。

•
きり デジタル アウト たんし おんせいしんごう しゅつりょく えら

切：DIGITAL OUT端子から音声信号を出力しないときに選
ぶ。

えいぞうしゅつりょく

■ コンポーネント映像出力
べつ う つか エーブイ にゅうりょくたんし ほんき しゅつりょく

別売りのケ－ブルを使って、AVマルチ入力端子や本機の出力
しんごう たいおう にゅうりょくたんし

信号に対応したコンポ－ネントビデオ入力端子（Y CB/PB CR/
ディーえいぞうにゅうりょくたんし

PR）やD映像入力端子（D1～D5）のあるテレビにつないだとき
せってい

に設定します。

•
べつう プレイステーション ツーせんよう

Y Cb/Pb Cr/Pr：別売りの"PlayStation 2"専用コンポ－ネン
エーブイ つか にゅうりょく

トAVケ－ブルを使って、テレビのコンポ－ネントビデオ入力
たんし ばあい べつう プレイステーション ツーせんよう

端子につなぐ場合、または別売りの"PlayStation 2"専用
ディーたんし おんせいしゅつりょくたんしつ つか

D端子ケーブル（音声出力端子付き）を使って、テレビの
ディーえいぞうにゅうりょくたんし ばあい べつう エーブイ

D映像入力端子につなぐ場合、あるいは、別売りのマルチAV
つか にゅうりょく

ケーブル（VMC-AVM250*）を使って、Y CB/PB CR/PR入力
たいおう エーブイ にゅうりょくたんし えら

に対応したAVマルチ入力端子のあるテレビにつなぐときに選
ぶ。

かぶしきがいしゃ しょうひん

* VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。

•
アールジービー べつ う エーブイ つか エーブイ

RGB：別売りのマルチAVケ－ブルを使って、テレビのAV
にゅうりょくたんし えら

マルチ入力端子につなぐときに選ぶ。
せってい プレイステーション ツー きかく プレイステーション きかく

この設定は、"PlayStation 2"規格および"PlayStation"規格
えいぞうしゅつりょく ゆうこう ディーブイディー み

ソフトウェアの映像出力のみ有効です。DVDビデオを見る
じどうてき しゅつりょく き か

ときは、自動的に「Y Cb/Pb Cr/Pr」出力に切り換わります。
ちゅうい

Â ご注意
ふぞく エーブイ えいぞう おんせいいったいがた べつう エスたんし

付属のAVケ－ブル（映像/音声一体型）または別売りのS端子ケ
しよう せってい

－ブル（SCPH-10060）をつないで使用するときは、この設定
ひつよう

をする必要はありません。
プレイステーション ツーせんよう エーブイ

"PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル、
プレイステーション ツーせんようディーたんし おんせいしゅつりょくたんしつ

"PlayStation 2"専用D端子ケーブル（音声出力端子付き）または
エーブイ せつぞく せってい てきせつ

マルチAVケーブルを接続したあとは、テレビの設定を適切に
おこな くわ とりあつかいせつめいしょ らん

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。

■ リモートコントローラ
べつ う プレイステーション ツー せんようディーブイディー つか

別売りの"PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラを使う
せってい

ときに設定します。

•
きのう いり プレイステーション ツー きかく

ゲームプレイ機能 入：リモコンで"PlayStation 2"規格ソフト
プレイステーション きかく そうさ

ウェアまたは”PlayStation"規格ソフトウェアを操作するとき
えら

に選ぶ。

•
きのう きり プレイステーション ツー きかく

ゲームプレイ機能 切：リモコンで"PlayStation 2"規格ソフト
プレイステーション きかく そうさ

ウェアまたは"PlayStation"規格ソフトウェアを操作しないと
えら

きに選ぶ。

ちゅうい

Â ご注意

•
きのう いり せってい

「リモートコントローラ」を「ゲームプレイ機能 入」に設定し
ばあい いちぶ プレイステーション ツー きかく

た場合、一部の"PlayStation 2"規格ソフトウェアまたは
プレイステーション きかく ほんき

"PlayStation"規格ソフトウェアでは、コントローラを本機の
たんし ぬ さい いと

コントローラ端子1から抜いた際に、ソフトウェアで意図され
どうさ ばあい

たとおりに動作しないことがあります。その場合は、「ゲーム
きのう きり せってい

プレイ機能 切」に設定してください。
•

そうさ せいじょう どうさ

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
ふくすう どうじ お きのう

す。また、リモコンで複数のボタンを同時に押しても機能し

ません。
ひょうじげんご

■ 表示言語
がめんじょう ひょうじ げんご せってい

画面上に表示する言語を設定します。

•
にほんご

日本語

•
えいご

英語
ほんたいぜんめん リセット お ほんたいはいめん メイン

Â 本体前面の1/RESETボタンを押したり、本体背面のMAIN
パワー でんげん き せってい ないよう ほぞん

POWERスイッチで電源を切っても、設定した内容は保存されま
す。

ほんたい せってい ほんたい せってい がめん

本体設定をする（本体設定画面）
ちゅうい

Â ご注意
ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター

付属の"PlayStation BB Navigator"をインストールしたあと
そうさほうほう プレイステーション ビービー そうさ

の操作方法については、「PlayStation®BBガイド」*の「操作
らん

ガイド」をご覧ください。
プレイステーション ビービー プレイステーション ビービー ナビゲーター

*  「PlayStation®BBガイド」は、"PlayStation BB Navigator"の
せんたく

　「トップメニュー」から選択できます。

ほんたいせっていがめん ほんたい かくしゅきのう かくにん しょうさいせってい

本体設定画面では、本体の各種機能のバージョン確認や詳細設定

をすることができます。

1
がめん ほんたいせってい お

メインメニュー画面で△ボタン（本体設定）を押す。
ほんたいせっていがめん ひょうじ

本体設定画面が表示されます。

せっていこうもく

設定項目
か あ じ かせん つ こうもく せってい

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。
じどうしんだん

■ 自動診断
ほんき さいてき じょうたい つか じどうてき せってい

本機には、ディスクを最適な状態で使えるよう自動的に設定する
きのう

機能があります。

• しない

• する

1
ほうこう うえ した ほんたい えら しょうさいせってい

方向キー上、下で「本体」を選び、△ボタン（詳細設定）
お

を押す。

2
けってい お

○ボタン（決定）を押す。

3
ほうこう うえ した えら けってい お

方向キー上、下で「する」を選び、○ボタン（決定）を押す。

4
い

ディスクトレイにディスクを入れる。
じどうしんだん はじ

自動診断が始まります。
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せ
っ
ち

じ
ゅ
ん
び

設
置
と
準
備

ちゅうい

Â ご注意
ほんたいせってい じどうしんだん つぎ ばあい か あ じ せってい もど

本体設定の自動診断は、次の場合にお買い上げ時の設定に戻ります。

–
プレイステーション ツー きかく プレイステーション きかく

"PlayStation 2"規格および"PlayStation"規格ソフトウェア
ディーブイディー さいせい

またはDVDビデオを再生したとき
–

ほんたいぜんめん リセット お

本体前面の1/RESETボタンを押して、リセットまたはスタン
じょうたい

バイ状態にしたとき

–
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん き

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
プレイステーション

■ "PlayStation"ドライバー
プレイステーション きかく たい せってい

"PlayStation"規格ソフトウェアに対する設定をします。
•

よ こ そくど

ディスク読み込み速度

–
ひょうじゅん つうじょう ひょうじゅん えら

標準：通常は「標準」を選ぶ。

–
こうそく こうそく よ こ えら

高速：高速で読み込むときに選ぶ。ソフトウェアによって
こうか わ こうそく よ こ たいおう

は効果が分かりにくかったり、高速での読み込みに対応し
ばあい ひょうじゅん えら

ていないものもある。その場合、「標準」を選ぶ。

• テクスチャマッピング

–
ひょうじゅん つうじょう ひょうじゅん えら

標準：通常は「標準」を選ぶ。

–
ほかんしょり プレイステーション きかく きどう

補間処理："PlayStation"規格ソフトウェアを起動すると
がめん あら すく えら

き、画面の粗さを少なくするときに選ぶ。ソフトウェアに
こうか わ がぞう みだ

よっては効果が分かりにくかったり、画像が乱れることが
ばあい ひょうじゅん えら

ある。その場合、「標準」を選ぶ。

1
ほうこう うえ した プレイステーション えら

方向キー上、下で「PlayStation®ドライバー」を選び、
しょうさいせってい お

△ボタン（詳細設定）を押す。

2
せってい こうもく えら けってい お

設定する項目を選び、○ボタン（決定）を押す。
ちゅうい

Â ご注意
せってい ないよう つぎ ばあい か あ じ せってい もど

設定した内容は、次の場合にお買い上げ時の設定に戻ります。

–
ほんたいぜんめん リセット お じょうたい

本体前面の1/RESETボタンを押して、スタンバイ状態にした
とき

–
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん き

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

せっていかいじょ

■ プログレッシブ設定解除
ディーブイディー かいじょ

DVDプレーヤーの「プログレッシブ」を解除します。

• しない
• する

1
ほうこう うえ した ディーブイディー えら

方向キー上、下で「DVDプレーヤー」を選び、△ボタン
しょうさいせってい お

（詳細設定）を押す。

2
けってい お

○ボタン（決定）を押す。

3
ほうこう うえ した えら けってい お

方向キー上、下で「する」を選び、○ボタン（決定）を押

す。
えら ディーブイディー さいせい ディーブイディー

「する」を選んでも、DVDビデオを再生するまで、DVDプ
かいじょ

レーヤーの「プログレッシブ」は解除されません。

4
もど お がめん もど

×ボタン（戻る）を押してメインメニュー画面まで戻り
ほうこう うえ した えら けってい

方向キー上、下で「ブラウザ」を選び、○ボタン（決定）
お

を押す。

5
ほうこう うえ した ひだり みぎ ディーブイディー えら

方向キー上、下、左、右でDVDビデオのアイコンを選
けってい お

び、○ボタン（決定）を押す。
ディーブイディー かいじょ さいせい はじ

DVDプレーヤーの「プログレッシブ」が解除され、再生が始
まります。

ちゅうい

Â ご注意

•
ディーブイディー いり ばあい

DVDプレーヤーで「プログレッシブ」を「入」にしている場合
せってい きり ばあい ディーブイディー

のみ設定ができます。「切」にしている場合は「DVDプレー
しょうさいせってい ひょうじ

ヤー」の詳細設定は表示されません。

•
いり せってい がぞう せってい

「プログレッシブ」を「入」に設定するには、「画像の設定をす
がめんせってい らん

る（画面設定）」の「プログレッシブ」（53ページ）をご覧くだ
さい。

•
てじゅん まえ つぎ そうさ ばあい せってい しゅうりょう

手順5の前に次の操作をした場合、設定が終了していないた
ディーブイディー かいじょ

め、DVDプレーヤーの「プログレッシブ」は解除されません。
–

ほんたいぜんめん リセット お

本体前面の1/RESETボタンを押して、リセットまたはスタ
じょうたい

ンバイ状態にしたとき

–
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん き

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
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はじ

ゲームを始める
ちゅうい

Â ご注意
ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター

付属の"PlayStation BB Navigator"をインストールしたあと
そうさほうほう プレイステーション ビービー そうさ

の操作方法については、「PlayStation®BBガイド」*の「操作
らん

ガイド」をご覧ください。
プレイステーション ビービー プレイステーション ビービー ナビゲーター

*  「PlayStation®BBガイド」は、"PlayStation BB Navigator"の
せんたく

　「トップメニュー」から選択できます。

1
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん い

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を入れる。
ほんたいぜんめん あかいろ てんとう

本体前面の1ランプが赤色に点灯します（スタンバイ
じょうたい

状態）。

2
ほんたいぜんめん リセット お

本体前面の1（オン/スタンバイ）/RESETボタンを押
す。
ほんたいぜんめん みどりいろ てんとう がめん あらわ

本体前面の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
ほんたいぜんめん お

本体前面のA（オープン）ボタンを押す。
てまえ ひら

ディスクトレイが手前に開きます。

4
めん うえ

ディスクレーベルのある面を上にして、ディスクをディ
の

スクトレイに載せる。

5
ほんたいぜんめん お

本体前面のAボタンを押す。
し つぎ

ディスクトレイが閉まります。次のページの2または3の
がめん あらわ はじ

画面が現れて、ゲームが始まります。

あそ

ゲームで遊ぶゲームをする

3,5

2

4

1

ほんたいはいめん

本体背面

やじるし うえ

矢印が上になるよ

うにして、コント
たんし

ローラ端子へ

ちゅうい

Â ご注意
デュアルショック ツー

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）、アナログコント
デュアルショック あ

ローラ（DUALSHOCK）はソフトウェアに合ったモードにして
つか くわ き か

お使いください。詳しくは、「モードを切り換える」（34ページ）
らん

をご覧ください。

さい

ゲームを再スタートさせるには
ほんたいぜんめん リセット お ちゅう

本体前面の1/RESETボタンを押してリセットします。ゲーム中
お しゅうりょう ちゅうい

に押すと、ゲームが終了してしまいますのでご注意ください。
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1,3

4

2

お

ゲームを終える
ちゅうい

Â ご注意
ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター

付属の"PlayStation BB Navigator"をインストールしたあと
そうさほうほう プレイステーション ビービー そうさ

の操作方法については、「PlayStation®BBガイド」*の「操作
らん

ガイド」をご覧ください。
プレイステーション ビービー プレイステーション ビービー ナビゲーター

*  「PlayStation®BBガイド」は、"PlayStation BB Navigator"の
せんたく

　「トップメニュー」から選択できます。

1
ほんたいぜんめん お

本体前面のAボタンを押す。
てまえ ひら

ディスクトレイが手前に開きます。

2
と だ

ディスクを取り出す。

3
ほんたいぜんめん お

本体前面のAボタンを押す。
し

ディスクトレイが閉まります。

4
ほんたいぜんめん リセット びょういじょうお

本体前面の1/RESETボタンを3秒以上押す。
ほんたいぜんめん あかいろ てんとう じょうたい

本体前面の1ランプが赤色に点灯し、スタンバイ状態になり

ます。

でんげん い がめん

電源を入れたときの画面
はい じょうたい ほんき でんげん い

ディスクが入っていない状態で本機の電源を入れると
がめん あらわ

1の画面が現れます。
がめん あらわ プレイステーション ツー きかく プレイステーション

1の画面が現れてから"PlayStation 2"規格または"PlayStation"
きかく い がめん うつ

規格のディスクを入れると、2または3の画面に移りゲームを
はじ

始めることができます。

ちゅうい

Â ご注意
ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター

付属の"PlayStation BB Navigator"をインストールしたあと
がめん こと

は、1の画面が異なります。
はい じょうたい ほんき でんげん い

ディスクが入っている状態で本機の電源を入れると
しゅるい がめん あらわ

ディスクの種類によって、2～4の画面が現れます。
がめん あらわ い ほんき つか

4の画面が現れたときは、入れたディスクが本機でお使いいた
かのうせい しゅるい

だけないディスクである可能性があります。ディスクの種類を
かくにん

ご確認ください（10ページ）。

ほんき つか

4 本機で使えないディスク
プレイステーション きかく

3 "PlayStation"規格
シーディー・ロム

CD-ROM

プレイステーション ツー きかく

2 "PlayStation 2"規格
ディーブイディー・ロム シーディー・ロム

DVD-ROM/CD-ROM

はい

1 ディスクが入って
いない（メインメニュー）

べつ あそ

別のソフトウェアで遊ぶ
こうかん でんげん き ひつよう

ディスクを交換するときに、電源を切る必要はありません。

1,4

5

2,3

1
ほんたいぜんめん お

本体前面のAボタンを押す。
てまえ ひら

ディスクトレイが手前に開きます。

2
と だ

ディスクを取り出す。

3
べつ の

別のディスクを載せる。

4
ほんたいぜんめん お

本体前面のAボタンを押す。
し

ディスクトレイが閉まります。

5
ほんたいぜんめん リセット お

本体前面の1/RESETボタンを押してリセットする。
がめん あらわ うえ がめん

オープニング画面が現れたあと、上の2または3の画面が
あらわ はじ

現れて、ゲームが始まります。

ふくすうまいぐみ あそ こうかん

Â 複数枚組のソフトウェアで遊んでいるときにディスクを交換
ばあい てじゅん おこな

する場合は、手順1～4を行ってください。
くわ かいせつしょ らん

詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

ちょうじかん

長時間ゲームをしないときは
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん き でんげん

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切り、電源コード
ぬ

のプラグをコンセントから抜いてください。

ちゅうい

Â ご注意
プレイステーション ツーせんよう たいおうひょうじ

"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター対応表示のある
プレイステーション ツー きかく プレイステーション ツー

"PlayStation 2"規格ソフトウェアでは、"PlayStation 2"
ほんたいぜんめん リセット お ばあい

本体前面の1/RESETボタンを押しても、リセットできない場合
があります。
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デュアルショック ツー つか

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）を使う
き か

モードを切り換える
アナログ お き か

ANALOGモードスイッチを押すたびにモードが切り換わりま
エルイーディーひょうじ あかいろ てんとう

す。アナログモードのときはLED表示が赤色に点灯します。
たいおう き か

それぞれのソフトウェアの、対応しているモードに切り換えて
つか

お使いください。

エルイーディーひょうじ しょうとう

デジタルモード（LED表示：消灯）

エルイーディーひょうじ あかいろ

アナログモード（LED表示：赤色）

ちゅうい

Â ご注意
アナログ お

ソフトウェアによってはANALOGモードスイッチを押しても
き か じどうてき

モードが切り換わらないものがあります。また自動的にモードが
き か

切り換わるものもあります。
くわ かいせつしょ らん

詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

しんどう きのう

バイブレーション（振動）機能に
ついて

デュアルショック ツー しんどう きのう も

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）は振動機能を持つ
たいかんがた しんどう きのう オン オフ いり きり

体感型のコントローラです。振動機能のON/OFF（入/切）はソ
がめんじょう そうさ

フトウェアの画面上で操作できます。
くわ かいせつしょ らん

詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。
かいせつしょ しんどう きのう せつめい じどうてき

なお、解説書に振動機能についての説明がなくても、自動的に
しんどう きのう はたら

振動機能が働くソフトウェアもあります。

ちゅうい

Â ご注意

•
しんどう きのう つか まえ

振動機能をお使いになる前に、「アナログコントローラ
デュアルショック ツー しよう よ

（DUALSHOCK 2）の使用について」（4ページ）をよくお読み
ください。

•
しよう ほんたい でんげん き

使用しないときは本体の電源を切るか、アナログコントロー
デュアルショック ツー ほんたい

ラ（DUALSHOCK 2）を本体からはずしてください。

デュアルショック ツー つか

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）を使うと、アナログ
そうさ しんどう きのう たの

操作やバイブレーション（振動）機能を楽しむことができます。

ちゅうい

Â ご注意
デュアルショック ツー しよう まえ

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）のご使用前には、
あんぜん かなら よ

「安全のために」（2ページ）を必ずお読みください。

デュアルショック ツー

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）
デュアルショック

とアナログコントローラ（DUALSHOCK）
ちが

の違いについて
デュアルショック ツー

1 アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）
ふぞく べつう

　 （付属および別売り）

•
プレイステーション ツー きかく プレイステーション きかく

"PlayStation 2"規格ソフトウェアおよび"PlayStation"規格
しよう

ソフトウェアで使用できます。
くわ かいせつしょ らん

詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

•
たの

デジタルモードとアナログモードを楽しむことができます。
つぎ そうさ

アナログモードにすると、次のボタンでアナログ操作が

できます。
プレイステーション ツー きかく

"PlayStation 2"規格ソフトウェア
ほうこう うえ した ひだり みぎ

方向キー上、下、左、右、△ボタン、○ボタン、×ボタ
ひだり みぎ

ン、□ボタン、左スティック、右スティック、L1ボタン、
R1ボタン、L2ボタン、R2ボタン

プレイステーション きかく

"PlayStation"規格ソフトウェア
ひだり みぎ

左スティック、右スティック

•
しんどう きのう たの

バイブレーション（振動）機能を楽しむことができます。

デュアルショック

2 アナログコントローラ（DUALSHOCK）
べつう

　 （別売り）

•
プレイステーション きかく しよう

"PlayStation"規格ソフトウェアで使用できます。
プレイステーション ツー きかく しよう

"PlayStation 2"規格ソフトウェアで使用できるものもありま
くわ かいせつしょ らん

す。詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

•
たの

デジタルモードとアナログモードを楽しむことができます。
つぎ そうさ

アナログモードにすると、次のボタンでアナログ操作が

できます。
プレイステーション ツー きかく

"PlayStation 2"規格ソフトウェア
ひだり みぎ

左スティック、右スティック
プレイステーション きかく

"PlayStation"規格ソフトウェア
ひだり みぎ

左スティック、右スティック

•
しんどう きのう たの

バイブレーション（振動）機能を楽しむことができます。

ちゅうい

Â ご注意
そうさ こと

アナログ操作ができるボタンはソフトウェアによって異なりま
くわ かいせつしょ らん

す。詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

DUALSHOCK 2

エルイーディーひょうじ

LED表示

アナログ

ANALOGモードスイッチ
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エルイーディーひょうじ　しょうとう

デジタルモード（LED表示： 消灯）のとき

エルイーディーひょうじ　あかいろ

アナログモード（LED表示： 赤色）のとき

Â

はじ でんげん い みぎ

ゲームを始めるときは、電源を入れたあとに、右
ひだり おお えん えが

スティックと左スティックを大きく円を描くよう
うご うず さんしょう

に動かしてください。（右図参照）
ぶぶん

スティック部分はねじらないでください。

DUALSHOCK 2

□ボタン

×ボタン

○ボタン

スタート

START
ボタン

セレクト

SELECT
ボタン

L2ボタン R2ボタン

L1ボタン R1ボタン

△ボタン

エルイーディーひょうじしょうとう

LED表示：消灯
アナログ

ANALOGモード
スイッチ

ほうこう

方向キー
うえ した ひだり みぎ

上、下、左、右

DUALSHOCK 2

×ボタン

△ボタン

○ボタン

□ボタン
みぎ

右スティック/
R3ボタン*

エルイーディーひょうじ あかいろ

LED表示：赤色

R2ボタンL2ボタン

L1ボタン R1ボタンスタート

START
ボタン

セレクト

SELECT
ボタン

ひだり

左スティック/
L3ボタン* アナログ

ANALOGモード
スイッチ

ほうこう

方向キー
うえ した ひだり みぎ

上、下、左、右

お きのう

* L3ボタン、R3ボタンはスティックを押したとき機能します。
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プレイステーション ツー せんよう メガバイト つか

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）、メモリーカードを使う
プレイステーション ツーせんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）やメモリーカード
つか きろく よ

を使うと、ゲームデータをセーブ（記録）またはロード（読み
だ

出し）できます。

プレイステーション ツー せんよう

"PlayStation 2"専用メモリーカード
メガバイト ちが

（8MB） とメモリーカードの違いについて
プレイステーション ツー きかく あそ

"PlayStation 2"規格ソフトウェアで遊ぶときは、
プレイステーション ツー せんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）（1）を
つか

使います。
プレイステーション きかく あそ

"PlayStation"規格ソフトウェアで遊ぶときは、メモリー
つか

カード（2）を使います。

プレイステーション ツー せんよう メガバイト

1 "PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）
べつう

　 （別売り）
プレイステーション ツー きかく

"PlayStation 2"規格ソフトウェアのゲームデータをセーブ
まい プレイステーション ツーせんよう

またはロードできます。1枚の"PlayStation 2"専用メモリー
メガバイト やく

カード（8MB）につき、約8メガバイト*のゲームデータをセーブ
かんりじょうほう しよう ようりょう ぶん

できます。ただし、ファイル管理情報として使用される容量の分
あ ようりょう すく ばあい

だけ、空き容量が少なくなる場合があります。
プレイステーション きろくようりょう

（"PlayStation"では、カードへの記録容量を「ブロック」で
あらわ プレイステーション ツー

表していましたが、"PlayStation 2"では「キロバイト」で
あらわ

表します。）
プレイステーション ツーせんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）には、データの
あんごうか きき そうごにんしょう ぎじゅつ つか ちょさくけん ほご

暗号化と機器の相互認証の2つの技術を使って著作権を保護する
ぎじゅつ とうさい

技術であるMagicGate（マジックゲート）が搭載されています。
こうあん ちょさくけんほご しく あらわ

 は、ソニーが考案した著作権保護の仕組みを表す
めいしょう かくしゅ かん ごかんせい ほしょう

名称であり、各種メディア間の互換性を保証するものではありません。

* 8メガバイト＝8,000キロバイト

べつう

2 メモリーカード（別売り）
プレイステーション きかく

"PlayStation"規格ソフトウェアのゲームデータをセーブまたは
まい

ロードできます。1枚のメモリーカードにつき、120キロバイト
（15ブロック）のゲームデータをセーブできます。

ちゅうい

Â ご注意
プレイステーション ツーせんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）またはメモリー
あ ようりょう こ ようりょう ひつよう

カードの空き容量を超える容量を必要とするゲームデータをセー
まえ

ブしようとしても、セーブできません。ゲーム前に、データの
ひつよう ようりょう ない あ ようりょう かくにん

セーブに必要な容量とカード内の空き容量を確認してください。
ひつよう ようりょう かいせつしょ

データのセーブに必要な容量は、ソフトウェアの解説書などに
きさい

記載されています。

さ こ

カードを差し込む
プレイステーション ツー せんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）またはメモ
やじるし かなら うえ メモリー

リーカードを、矢印が必ず上になるようにしてMEMORY
カード さしこみぐち さ こ

CARD差込口に差し込む。

つか ちゅうい

Â マルチタップを使うときのご注意
•

プレイステーション ツー きかく あそ

"PlayStation 2"規格ソフトウェアで遊ぶときは、
プレイステーション ツーせんよう しよう

"PlayStation 2"専用マルチタップ（SCPH-10090）を使用して
ください。
プレイステーション きかく あそ

"PlayStation"規格ソフトウェアで遊ぶときは、マルチタップ
しよう

（SCPH-1070 H）を使用してください。
•

しよう かなら

マルチタップ（SCPH-1070 H）を使用するときは必ずマルチ
がわ メモリー カード さしこみぐち しよう

タップ側のMEMORY CARD差込口Aを使用してください。
さ こ ほんき たんし おな

マルチタップを差し込んでいる本機のコントローラ端子と同
ばんごう メモリー カード さしこみぐち さ こ

じ番号のMEMORY CARD差込口にメモリーカードを差し込
しよう はそん

んで使用すると、データが破損することがあります。
かくにん さくじょ

ゲームデータを確認・コピー・削除する
ゲームデータをカードからカードへコピーしたり、いらなくなっ

さくじょ プレイステーション ツー

たゲームデータを削除したりできます。ただし、"PlayStation 2"
きかく

規格のソフトウェアのゲームデータを、メモリーカード（SCPH-
ポケットステーション

1020 HI）または "PocketStation"にコピーすることはできませ
ん。

かくにん さくじょ がめん おこな

ゲームデータの確認・コピー・削除は、ブラウザ画面で行い
がめん くわ がめん つか

ます。ブラウザ画面について詳しくは、「ブラウザ画面を使う
がめん らん

（ブラウザ画面）」（29ページ）をご覧ください。
ちゅうい

Â ご注意
がめん

ブラウザ画面では、ゲームデータのセーブやロードはできま
くわ

せん。ゲームデータのセーブやロードのしかたについて詳しく
かいせつしょ らん

は、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

ポケットステーション つか

"PocketStation"を使う
べつう ポケットステーション プレイステーション

別売りの "PocketStation"（SCPH-4000）は、"PlayStation"
きかく

規格ソフトウェアのゲームデータを120キロバイト（15ブロッ
ク）セーブまたはロードできます。

プレイステーション ツー きかく プレイステーション きかく

また、"PlayStation 2"規格および "PlayStation"規格ソフトウェ
ポケットステーション たいおう ばあい ポケットステーション

アが "PocketStation"に対応している場合、"PocketStation"の
ゲームをダウンロードできます。
くわ かいせつしょ らん

詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。あわせ
ポケットステーション とりあつかいせつめいしょ らん

て、 "PocketStation"の取扱説明書もご覧ください。

メモリー カード さしこみぐち

MEMORY CARD差込口1
メモリー カード さしこみぐち

MEMORY CARD差込口2
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ちゅうい

Â ご注意
ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター

付属の"PlayStation BB Navigator"をインストールしたあと
そうさほうほう プレイステーション ビービー そうさ

の操作方法については、「PlayStation®BBガイド」*の「操作
らん

ガイド」をご覧ください。
プレイステーション ビービー プレイステーション ビービー ナビゲーター

*  「PlayStation®BBガイド」は、"PlayStation BB Navigator"の
せんたく

　「トップメニュー」から選択できます。

おんがくシーディー さいせい

音楽CDを再生する
1

がめん えら

メインメニュー画面で「ブラウザ」を選び、○ボタン
けってい お

（決定）を押す。
がめん ひょうじ

ブラウザ画面が表示されます。

2
ほんたいぜんめん お

本体前面のAボタンを押す。
てまえ ひら

ディスクトレイが手前に開きます。

3
めん うえ おんがくシーディー

ディスクレーベルのある面を上にして、音楽CDをディ
の

スクトレイに載せる。

4
ほんたいぜんめん お

本体前面のAボタンを押す。
し がめん おんがくシーディー

ディスクトレイが閉まり、ブラウザ画面に音楽CDのアイ
ひょうじ

コンが表示されます。

5
ほうこう うえ した ひだり みぎ おんがくシーディー えら

方向キー上、下、左、右で音楽CDのアイコンを選び、
けってい お

○ボタン（決定）を押す。
おんがくシーディー はい きょくすうぶん ひょうじ

音楽CDに入っている曲数分のトラックが表示されます。
さいせい ばんごう えら お さいせい

再生したいトラック番号を選び、○ボタンを押すと、再生
はじ

が始まります。

おんがくシーディー お

音楽CDを終える
1

ほんたいぜんめん お

本体前面のAボタンを押す。

2
と だ

ディスクを取り出す。

3
ほんたいぜんめん お

本体前面のAボタンを押す。

4
ほんたいぜんめん リセット びょういじょうお

本体前面の1/RESETボタンを3秒以上押す。

シーディー そうさ

CDプレーヤーの操作のしかた
シーディー そうさ がめんじょう

CDプレーヤーの操作は、画面上のアイコンまたはアナログコン
デュアルショック ツー おこな

トローラ（DUALSHOCK 2）のダイレクトボタンで行うことが
べつう プレイステーション　ツー せんようディーブイディー

できます。また、別売りの"PlayStation 2"専用DVDリモートコ
シーディー そうさ

ントローラ*からCDプレーヤーを操作することもできます。
プレイステーション ツー せんようディーブイディー

* "PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラ（SCPH-10420）

アイコン
ほうこう ひだり みぎ えら けってい お

方向キー左、右でアイコンを選び、○ボタン（決定）を押します。

N
さいせい

：再生

X
いちじ ていし

：一時停止

x
ていし

：停止

.
さいせいちゅう きょく まえ きょく あたまだ

：再生中の曲または前の曲の頭出し

>
つぎ きょく あたまだ

：次の曲の頭出し

m
はやもど

：早戻し

M
はやおく

：早送り

おんがくシーディー き

音楽CDを聞く
おんがくシーディー き

音楽CDを聞く

ダイレクトボタン

さいせい

いろいろな再生のしかた
がめん おんがくシーディー えら しょうさいせってい

ブラウザ画面の音楽CDのアイコンを選び、△ボタン（詳細設定）
お さいせいせってい がめん うつ さいせい えら

を押すと、再生設定画面に移り、いろいろな再生のしかたを選ぶ

ことができます。
か あ じ かせん つ こうもく せってい

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。
さいせい

■ 再生モード

•
ひょうじゅん

標準

• プログラム

• シャッフル
す じゅん さいせい さいせい

好きな順に再生する（プログラム再生）

1
ほうこう うえ した さいせい えら

方向キー上、下で「再生モード」を選び、○ボタン
けってい お

（決定）を押す。

2
ほうこう ひだり みぎ えら

方向キー左、右で「プログラム」を選び、○ボタン
けってい お

（決定）を押す。

3
ほうこう うえ した ひだり みぎ さいせい ばんごう えら

方向キー上、下、左、右で再生したいトラック番号を選
けってい お

び、○ボタン（決定）を押す。
てじゅん く かえ さいせい ばんごう えら

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びま
す。

4
もど お

✕ボタン（戻る）を押す。
がめん もど

ブラウザ画面に戻ります。

5
おんがくシーディー えら けってい お

音楽CDのアイコンを選び、○ボタン（決定）を押す。
じゅん ひょうじ さいせい

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
ばんごう えら けってい お さいせい

いトラック番号を選び、○ボタン（決定）を押すと、再生が
はじ

始まります。

く かえ

■ 繰り返し

•
きり

切

•
ぜんきょく

全曲

•
きょく

1曲

R1ボタン
つぎ きょく あたま

次の曲の頭に
うつ

移る（+）

R2ボタン
はやおく

早送り（)）

する

L1ボタン
さいせいちゅう

再生中の（または
まえ きょく あたま

前の）曲の頭に
うつ

移る（=）

L2ボタン
はやもど

早戻し（0）

する

スタート

STARTボタン
さいせい いちじていし

再生（(）/一時停止（P）

する

セレクト

SELECTボタン
ていし

停止（x）する
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ぜんきょく さいせい きょく さいせい く あ つか

全曲リピート再生や1曲リピート再生と組み合わせて使うこ
ともできます
てじゅん ぜんきょく さいせい きょく さいせい てじゅん

手順4のあとに、全曲リピート再生や1曲リピート再生の手順に
したが そうさ

従って操作してください。
ぜんきょく さいせい きょく さいせい くわ ぜんきょく

全曲リピート再生や1曲リピート再生について詳しくは、「全曲
く かえ さいせい ぜんきょく さいせい きょく

を繰り返し再生する（全曲リピート再生）」（38ページ）や「1曲
く かえ さいせい きょく さいせい らん

を繰り返し再生する（1曲リピート再生）」（38ページ）をご覧く
ださい。

ぜんきょく じゅんふどう さいせい さいせい

全曲を順不同に再生する（シャッフル再生）

1
ほうこう うえ した さいせい えら

方向キー上、下で「再生モード」を選び、○ボタン
けってい お

（決定）を押す。

2
ほうこう ひだり みぎ えら

方向キー左、右で「シャッフル」を選び、○ボタン
けってい お

（決定）を押す。

3
もど お

×ボタン（戻る）を押す。
がめん もど

ブラウザ画面に戻ります。

4
おんがくシーディー えら けってい お

音楽CDのアイコンを選び、○ボタン（決定）を押す。
ひょうじ さいせい

トラックがシャッフルされて表示されます。再生したい
ばんごう えら けってい お さいせい はじ

トラック番号を選び、○ボタン（決定）を押すと、再生が始

まります。

ぜんきょく さいせい きょく さいせい く あ つか

全曲リピート再生や1曲リピート再生と組み合わせて使うこ
ともできます
てじゅん ぜんきょく さいせい きょく さいせい てじゅん

手順3のあとに、全曲リピート再生や1曲リピート再生の手順に
したが そうさ

従って操作してください。
ぜんきょく さいせい きょく さいせい くわ ぜんきょく

全曲リピート再生や1曲リピート再生について詳しくは、「全曲を
く かえ さいせい ぜんきょく さいせい きょく く

繰り返し再生する（全曲リピート再生）」（38ページ）や「1曲を繰
かえ さいせい きょく さいせい らん

り返し再生する（1曲リピート再生）」（38ページ）をご覧ください。

ぜんきょく く かえ さいせい ぜんきょく さいせい

全曲を繰り返し再生する（全曲リピート再生）

1
ほうこう うえ した く かえ えら けってい

方向キー上、下で「繰り返し」を選び、○ボタン（決定）
お

を押す。

2
ほうこう ひだり みぎ ぜんきょく えら けってい

方向キー左、右で「全曲」を選び、○ボタン（決定）を
お

押す。

3
もど お

×ボタン（戻る）を押す。
がめん もど

ブラウザ画面に戻ります。

4
おんがくシーディー えら けってい お

音楽CDのアイコンを選び、○ボタン（決定）を押す。
ひょうじ さいせい ばんごう えら

トラックが表示されます。再生したいトラック番号を選
けってい お さいせい はじ

び、○ボタン（決定）を押すと、再生が始まります。

さいせい さいせい く あ つか

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
てじゅん さいせい さいせい てじゅん したが

手順3のあとに、プログラム再生やシャッフル再生の手順に従っ
そうさ

て操作してください。
さいせい さいせい くわ す じゅん

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
さいせい さいせい ぜんきょく じゅんふどう

に再生する（プログラム再生）」（37ページ）や「全曲を順不同に
さいせい さいせい らん

再生する（シャッフル再生）」（38ページ）をご覧ください。

きょく く かえ さいせい きょく さいせい

1曲を繰り返し再生する（1曲リピート再生）

1
ほうこう うえ した く かえ えら けってい

方向キー上、下で「繰り返し」を選び、○ボタン（決定）
お

を押す。

2
ほうこう ひだり みぎ きょく えら けってい

方向キー左、右で「1曲」を選び、○ボタン（決定）を
お

押す。

3
もど お

×ボタン（戻る）を押す。
がめん もど

ブラウザ画面に戻ります。

4
おんがくシーディー えら けってい お

音楽CDのアイコンを選び、○ボタン（決定）を押す。
ひょうじ さいせい ばんごう えら

トラックが表示されます。再生したいトラック番号を選
けってい お さいせい はじ

び、○ボタン（決定）を押すと、再生が始まります。

さいせい さいせい く あ つか

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
てじゅん さいせい さいせい てじゅん したが

手順3のあとに、プログラム再生やシャッフル再生の手順に従っ
そうさ

て操作してください。
さいせい さいせい くわ す じゅん

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
さいせい さいせい ぜんきょく じゅんふどう

に再生する（プログラム再生）」（37ページ）や「全曲を順不同に
さいせい さいせい らん

再生する（シャッフル再生）」（38ページ）をご覧ください。

ひょうじ がめん さいせいせってい がめん

トラックが表示された画面からも、再生設定画面に
うつ

移れます
ひょうじ がめんひだりうえ ちい おんがくシーディー ほうこう

トラックが表示された画面左上の小さな音楽CDアイコンを方向
うえ ひだり えら しょうさいせってい お

キー上または左で選び、△ボタン（詳細設定）を押します。
さいせいせってい がめん うつ さいせい

再生設定画面に移り、「いろいろな再生のしかた」（37ページ）と
どうよう そうさ ばあい さいせいせってい がめん もど

同様の操作ができます。その場合、再生設定画面で×ボタン（戻
お ひょうじ さいせい

る）を押すとトラックが表示されますので、再生したいトラック
ばんごう えら けってい お さいせい はじ

番号を選び、○ボタン（決定）を押してください。再生が始まり

ます。

ちゅうい

Â ご注意
おんがくシーディー さいせいせってい つぎ ばあい かいじょ

音楽CDの再生設定は、次の場合に解除されます。
-

ほんたいぜんめん お あ

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

-
ほんたいぜんめん リセット お

本体前面の1/RESETボタンを押して、リセットまたはスタン
じょうたい

バイ状態にしたとき

-
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん き

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
おんがくシーディー ディーティーエスおんせい さいせい ちゅうい

Â 音楽CDのDTS音声を再生するときのご注意
ディーティーエス きろく シーディー さいせい エーブイ マルチ アウト エーブイ

• DTSで記録されたCDを再生するとAV MULTI OUT（AVマル
しゅつりょく たんし おんせいしゅつりょく きょくたん おお

チ出力）端子からのアナログ音声出力からは極端に大きなノイ
で しゅつりょく

ズが出ます。アナログ出力をアンプにつないでいるときは、
てもち はそん さいしん ちゅうい はら ひつよう

お手持ちのシステムが破損しないよう細心の注意を払う必要
ディーティーエスおんせい さいせい たの

があります。DTS音声の再生をお楽しみいただくには
デジタル アウト オプティカル ひかり しゅつりょく たんし

DIGITAL OUT（OPTICAL）（光デジタル出力）端子からの
おんせいしゅつりょく ディーティーエス せつぞく ひつよう

音声出力にDTSデコーダーを接続する必要があります。
せってい しゅつりょく きり せってい

•  「システム設定」で「光デジタル出力」を「切」に設定している
ひかり せつぞく おんがくシーディー ディーティーエスおんせい

と、光デジタル接続コードでつないで、音楽CDのDTS音声を
さいせい おと で

再生しても音が出ません。

おんがくシーディー き

音楽CDを聞く（つづき）



お
ん
が
く
シ
ー
デ
ィ
ー

き

音
楽
Ｃ
Ｄ
を
聞
く

39

デ
ィ
ー
ブ
イ
デ
ィ
ー

み

Ｄ
Ｖ
Ｄ
ビ
デ
オ
を
見
る

ディーブイディー み

DVDビデオを見る
ディーブイディー

DVDビデオを
み

見る

ディーブイディー さいせいじ そうさじょう ちゅうい

DVDビデオ再生時の操作上のご注意
ディーブイディー せいさくしゃ いと さいせいじょうたい き

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
ほんき せいさくしゃ いと

ていることがあります。本機ではソフト制作者が意図した
ないよう したが さいせい おこな そうさ とお きのう

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
はたら ばあい さいせい ふぞく せつめい

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
しょ かなら らん

書も必ずご覧ください。

ディーブイディー さいせい

DVDビデオを再生する
ちゅうい

Â ご注意
ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター

付属の"PlayStation BB Navigator"をインストールしたあと
さいせいほうほう プレイステーション ビービー そうさ

の再生方法については、「PlayStation®BBガイド」*の「操作
らん

ガイド」をご覧ください。
プレイステーション ビービー プレイステーション ビービー ナビゲーター

*  「PlayStation®BBガイド」は、"PlayStation BB Navigator"の
せんたく

　「トップメニュー」から選択できます。

1
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん い

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を入れる。

2
ほんたいぜんめん リセット お

本体前面の1/RESETボタンを押す。

3
ほんたいぜんめん お

本体前面のAボタンを押す。

4
さいせい めん した ディーブイディー

再生したい面を下にして、DVDビデオをディスクトレ
の

イに載せる。

5
ほんたいぜんめん お

本体前面のAボタンを押す。
し さいせい はじ

ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。

ちゅうい

Â ご注意

•
さいせい はじ ひょうじ

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

ものがあります。

•
ディーブイディー み お ほんたいぜんめん お

DVDビデオを見終わったあとに本体前面のAボタンを押す
がめん ひょうじ

と、ブラウザ画面が表示されます。

•
さいせいちゅう でんげん き せってい ほぞん

再生中に電源を切ると、設定は保存されません。

•
プレイステーション ツー せんようディーブイディー べつう

"PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラキット（別売
どうこん ディーブイディー

り）などに同梱されているディスクのDVDプレーヤーのバー
ほんき ないぞう ディーブイディー

ジョンが、本機に内蔵されているDVDプレーヤーのバージョ
まえ ディーブイディー

ンより前のものであるときは、ディスクのDVDプレーヤーを
プレイステーション ツー せんよう メガバイト べつう

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）（別売り）にイン
ひつよう ほんき ないぞう ディーブイディー

ストールする必要はありません。本機に内蔵されているDVD
ほんたいせってい がめん かくにん

プレーヤーのバージョンは、本体設定画面でご確認いただけ

ます（30ページ）。

ディーブイディー ほうしき さいせい

Â DVDビデオをプログレッシブ方式で再生する
ちゅうい

ときのご注意
ほうしき たいおう せつぞく

プログレッシブ（525p）方式に対応したテレビなどに接続し
えいぞう たの ばあい べつう

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
プレイステーション ツーせんよう エーブイ

"PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル（SCPH-
プレイステーション ツーせんようディーたんし おんせいしゅつりょく

10100）または"PlayStation 2"専用D端子ケーブル（音声出力
たんしつ つか

端子付き）（SCPH-10330）をお使いください。
ほうしき たいおう

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
エーブイ ディーたんし

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
いがい せつぞく あやま

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
いり せってい がぞう みだ なに ひょうじ

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。
ほうしき がぞう せってい がめん

プログレッシブ方式については、「画像の設定をする（画面
せってい らん

設定）」の「プログレッシブ」（53ページ）をご覧ください。

ディーブイディー ディーティーエスおんせい さいせい ちゅうい

Â DVDビデオのDTS音声を再生するときのご注意
ディーティーエスおんせいしんごう ひかり せつぞく しゅつりょく

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
おんせい しゅつりょく

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。

•
ディーティーエス ないぞう きき

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
せってい おんせい しゅつりょく

いるときは、「オーディオ設定」で「音声デジタル出力」の
ディーティーエス いり せってい ディーティーエス いり

「DTS」を「入」に設定しないでください。「DTS」を「入」に
せってい いおん で みみ あくえいきょう およ

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
はそん

を破損することがあります。

•
せってい おんせい しゅつりょく ディーティーエス きり

「オーディオ設定」で「音声デジタル出力」の「DTS」を「切」
せってい ひかり せつぞく ディーブイディー

に設定していると、光デジタル接続コードでつないで、DVD
ディーティーエスおんせい さいせい おと で

ビデオのDTS音声を再生しても音が出ません。

ディーブイディー さいせい ちゅうい

Â DVDビデオを再生するときのご注意

•
せつぞく ちょくせつ

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。
ディーブイディー えいぞう けいゆ み

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
いちぶ ディーブイディー しよう

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
しんごう がぞう みだ

ション信号によって画像が乱れることがあります。（20ページ）
•

いったいがた ディーブイディー さいせい ばあい きしゅ

ビデオ一体型テレビでDVDビデオを再生した場合、機種に
いちぶ ディーブイディー しよう

よっては、一部のDVDビデオに使用されているコピープロテ
しんごう がぞう みだ

クション信号によって画像が乱れることがあります。

•
アールジービーにゅうりょく たいおう エーブイ にゅうりょくたんし

RGB入力のみ対応したAVマルチ入力端子のあるテレビで、
ディーブイディー らん ふぞく エーブイ えいぞう

DVDビデオをご覧になるときは、付属のAVケーブル（映像/
おんせいいったいがた べつう エーブイ

音声一体型）など、別売りのマルチAVケーブル（VMC-
いがい プレイステーション ツー たいおう つか

AVM250*）以外の"PlayStation 2"に対応したケーブルをお使
エーブイ せつぞく ディーブイディー

いください。マルチAVケーブルで接続すると、DVDビデオが
せいじょう うつ くわ エーブイ にゅうりょくたんし

正常に映りません。詳しくは、「AVマルチ入力端子のあるテレ
らん

ビにつなぐ」（21ページ）をご覧ください。
*

かぶしきがいしゃ しょうひん

VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。
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DVDビデオを見る（つづき）

ディーブイディー お

DVDビデオを終える
ちゅうい

Â ご注意
ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター

付属の"PlayStation BB Navigator"をインストールしたあと
しゅうりょうほうほう プレイステーション ビービー そうさ

の終了方法については、「PlayStation®BBガイド」*の「操作
らん

ガイド」をご覧ください。
プレイステーション ビービー プレイステーション ビービー ナビゲーター

*  「PlayStation®BBガイド」は、"PlayStation BB Navigator"の
せんたく

　「トップメニュー」から選択できます。

1
ほんたいぜんめん お

本体前面のAボタンを押す。

2
と だ

ディスクを取り出す。

3
ほんたいぜんめん お

本体前面のAボタンを押す。

4
ほんたいぜんめん リセット

本体前面の1/RESETボタンを3秒以上押す。

ディーブイディー そうさ

DVDプレーヤーの操作のしかた
ディーブイディー そうさ がめん ひょうじ そうさ

DVDプレーヤーの操作は、画面に表示した操作パネルやアナロ
デュアルショック ツー おこな

グコントローラ（DUALSHOCK 2）のダイレクトボタンで行う
べつ う プレイステーション ツー せんようディーブイディー

ことができます。また、別売りの"PlayStation 2"専用DVDリ
ディーブイディー そうさ

モートコントローラからDVDプレーヤーを操作することもでき
ます。

ちゅうい

Â ご注意
こと そうさ きんし そうさ

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
さいせい ディーブイディー せつめいしょ かなら らん

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。

Â リモコンについて

•
ほんき かためい プレイステーション ツー せんようディーブイディー

本機は、型名がSCPH-10420の"PlayStation 2"専用DVDリ
べつう たいおう ディーブイディー

モートコントローラ（別売り）に対応したDVDプレーヤーを
とうさい プレイステーション ツー せんよう

搭載しておりますので、"PlayStation 2"専用メモリーカード
メガバイト べつう つか つか

（8MB）（別売り）を使うことなく、リモコンをお使いいただけ
じゅこうぶ ないぞう プレイステーション ツー

ます。また、受光部を内蔵しておりますので、"PlayStation
せんようアイアール つか つか

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
そうさ くわ プレイステーション ツー

だけます。リモコン操作について詳しくは、"PlayStation 2"
せんようディーブイディー とりあつかいせつめい

専用DVDリモートコントローラ（SCPH-10420）の取扱説明
しょ らん

書をご覧ください。

•
かためい プレイステーション ツー せんようディーブイディー

型名がSCPH-10170の"PlayStation 2"専用DVDリモートコ
べつう かためい

ントローラキット（別売り）のリモコンや、型名がSCPH-
プレイステーション ツー どうこん

18000、SCPH-37000の"PlayStation 2"に同梱されている
リセット オープン クローズ

リモコンには、|/1/RESETボタンとZOPEN/CLOSEボタン
でんげん

がありません。そのためリモコンで電源のオン/スタンバイ/
かいへい

リセットと、ディスクトレイの開閉ができません。リモコン
つか でんげん

を使って電源のオン/スタンバイ/リセットと、ディスクトレイ
かいへい おこな ばあい かためい

の開閉を行いたい場合は、型名がSCPH-10420の
プレイステーション ツー せんようディーブイディー べつう

"PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラ（別売り）を
か もと

お買い求めください。

DUALSHOCK 2

ほうこう

方向キー
うえ した ひだり みぎ

上、下、左、右

○ボタン
セレクト

SELECTボタン ✕ボタン

そうさ つか

操作パネルを使う
がめん ひょうじ そうさ つか こうもく せってい

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
そうさ

とができます。操作パネルは、アナログコントローラ
デュアルショック ツー べつう そうさ

（DUALSHOCK 2）または別売りのリモコンから操作すること
ができます。

そうさ ひょうじ

操作パネルを表示する

1
デュアルショック ツー セレクト

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）のSELECT
お

ボタンを押す。
がめんじょう そうさ

画面上に操作パネルが表示されます。

そうさ ひょうじ ひひょうじ

操作パネル表示/非表示
けってい

決定
と け

取り消し
せんたく

選択

セレクト

SELECTボタン

○ボタン

×ボタン
ほうこう うえ した ひだり みぎ

方向キー上、下、左、右
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1  メニュー
ひょうじ えら

メニューを表示させるときに選ぶ。

2  トップメニュー
ひょうじ えら

メニューを表示させるときに選ぶ。

3 O リターン
まえ せんたくがめん もど えら

ひとつ前の選択画面に戻すときに選ぶ。

4
おんせい き か

 音声切り換え
ディーブイディー おんせい き か えら

DVDビデオの音声を切り換えるときに選ぶ。

5
き か

 アングル切り換え
ディーブイディー き か えら

DVDビデオのアングルを切り換えるときに選ぶ。

6
じまく き か

 字幕切り換え
ディーブイディー じまく き か えら

DVDビデオの字幕を切り換えるときに選ぶ。

7  ジャンプ
ばんごう ばんごう じかん してい さいせい

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
えら

ときに選ぶ。

8
せってい

 設定
せっていがめん つか がしつ おんせい ちょうせい しゅつりょく

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
せってい えら ディーブイディー さいせい

の設定をするときに選ぶ。また、 DVDビデオを再生すると
じまく げんご ひょうじげんご しちょうねんれいせいげん

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
せってい

設定もできる。

9
じかんひょうじ

 時間表示
さいせいちゅう ばんごう ばんごう けいかじかん

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
のこ じかん ひょうじ えら

と残り時間を表示するときに選ぶ。

0  ヘルプ
デュアルショック ツー

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）のダイレクトボ
いちらん ひょうじ えら

タンの一覧を表示するときに選ぶ。

qa
すうちにゅうりょく

チャプタージャンプ/数値入力
さいせい ばんごう すうち にゅうりょく えら

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
まえ

. 前
まえ ばめん もど えら

前の場面に戻すときに選ぶ。

qd
つぎ

> 次
つぎ ばめん すす えら

次の場面に進めるときに選ぶ。

qf
かへん

 可変サーチ
がぞう み ばめん さが えら ぎゃくほうこう

画像を見ながら場面を探すときに選ぶ（逆方向）。

qg
かへん

 可変サーチ
がぞう み ばめん さが えら さいせいほうこう

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
さいせい えら ぎゃくほうこう

スロー再生をするときに選ぶ（逆方向）。

qj  スロー
さいせい えら さいせいほうこう

スロー再生をするときに選ぶ（再生方向）。

qk
さいせい

N 再生
さいせい えら

再生するときに選ぶ。

ql
いちじていし

X 一時停止
さいせい いちじ と えら

再生を一時止めるときに選ぶ。

w;
ていし

x 停止
さいせい と えら

再生を止めるときに選ぶ。

wa
エー ビー

 A-B リピート
く かえ さいせい ぶぶん してい さいせい えら

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
むさくい じゅんばん さいせい

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
えら

るときに選ぶ。

wd  プログラム
す じゅんばん さいせい えら

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
ない ぜん

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
く かえ さいせい えら

繰り返し再生するときに選ぶ。

wg  オリジナル/プレイリスト
ディーブイディーアールダブリュー ブイアール さいせい しゅるい き か

DVD-RW （VRモード）の再生タイトルの種類を切り換える
えら

ときに選ぶ。

wh  クリア
えら すうじ さいせい と け えら

選んだ数字や再生モードを取り消すときに選ぶ。
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デュアルショック ツー つか

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）のダイレクトボタンを使う
デュアルショック ツー つか こうもく せってい

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。
ちゅうい

Â ご注意
デュアルショック ツー がめん そうさ ひょうじ そうさ きんし

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
そうさ がめん ひょうじ そうさ け そうさ

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
くわ そうさ つか らん

詳しくは、「操作パネルを使う」（40ページ）をご覧ください。

DUALSHOCK 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

q;

qa

qs

qd

1
かへん

L2ボタン（  可変サーチ）
がぞう み ばめん さが お ぎゃくほうこう

画像を見ながら場面を探すときに押す（逆方向）。

2
まえ

L1ボタン（. 前）
まえ ばめん もど お

前の場面に戻すときに押す。

3
ほうこう うえ した ひだり みぎ

方向キー上、下、左、右
がめん ひょうじ こうもく えら お

画面に表示されている項目を選ぶときに押す。

4
じまく き か

L3ボタン（  字幕切り換え）*
ディーブイディー じまく き か お

DVDビデオの字幕を切り換えるときに押す。

5
セレクト

SELECTボタン
そうさ ひょうじ ひひょうじ お

操作パネルを表示/非表示させるときに押す。

6
かへん

R2ボタン（  可変サーチ）
がぞう み ばめん さが お さいせいほうこう

画像を見ながら場面を探すときに押す（再生方向）。

7
つぎ

R1ボタン（> 次）
つぎ ばめん すす お

次の場面に進めるときに押す。

8 △ボタン（  メニュー）
ひょうじ お

メニューを表示させるときに押す。

9
けってい

○ボタン（決定）
がめん ひょうじ こうもく けってい お

画面に表示されている項目を決定するときに押す。

0
ていし

✕ボタン（x 停止）
さいせい と お

再生を止めるときに押す。

qa □ボタン（  トップメニュー）
ひょうじ お

メニューを表示させるときに押す。

qs
おんせい き か

R3ボタン（  音声切り換え）*
ディーブイディー おんせい き か お

DVDビデオの音声を切り換えるときに押す。

qd
スタート さいせい いちじていし

STARTボタン（N 再生/X 一時停止）
さいせい さいせい いちじ と お

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
じまく き か おんせい き か じまく き か

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
おんせい き か おこな ばあい そうさ つか

音声切り換えを行う場合は、操作パネルをお使いください。
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  ディーブイディーアールダブリュー

DVD-RW のオリジナルとプレイ
えら

リストを選ぶ
ディーブイディーアールダブリュー ブイアール ディーブイディー じっさい

DVD-RW （VR モード）には、DVD レコーダーなどで実際に
きろく さくせい もと

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
へんしゅう さくせい しゅるい

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。
さいせい しゅるい えら さいせい

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
ほんき きろく へんしゅう さいせい

することができます。（本機で記録や編集はできません。再生の

みできます。）

そうさ つか

操作パネルを使う

1
ていしゅちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

停止中*に方向キー上、下、左、右で  を選び、
お

○ボタンを押す。
お き か

○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。
じっさい きろく さいせい

• 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。

もと へんしゅう つく

• プレイリスト：オリジナルを元に編集して作られたタイ
さいせい

トルを再生します。

さいせいちゅう せんたく さいせい かいじょ せんたく

* 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
さいせい くわ と さいせい

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
さいせい らん

（つづき再生）」をご覧ください。

ちゅうい

Â ご注意

•
つうじょう さいせい

通常はプレイリストが再生されます。

•
さいせい

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
さいせい せんたく

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。

•
ふくすう エー ビー

複数のタイトルをまたいだA-B リピートはできません。
•
ディーブイディーアールダブリュー ブイアール さいせい ぎゃくほうこう

DVD-RW （VR モード）では、スロー再生（逆方向）ができま
せん。

•
つぎ ばあい かいじょ

オリジナルは、次の場合に解除されます。

–
ほんたいぜんめん お あ

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

–
ほんたいぜんめん リセット お

本体前面の1/RESETボタンを押して、リセットまたはスタ
じょうたい

ンバイ状態にしたとき

–
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん き

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

と さいせい

止めたところから再生する
さいせい

（つづき再生）
さいせい と さいせい

再生を止めたところのつづきから再生できます。

そうさ つか

操作パネルを使う

1
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

再生中に方向キー上、下、左、右でxを選び、○ボタン
お

を押す。
さいせい と がめん つぎ さいせい いま

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
さいせい はじ さいせい ていし お

再生します。始めから再生するにはもういちど[停止] を押
ひょうじ

してください。」と表示されます。

2
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

方向キー上、下、左、右でNを選び、○ボタンを押

す。
てじゅん さいせい と さいせい はじ

手順1で再生を止めたところから、再生が始まります。

さいせい かいじょ

つづき再生を解除するには
てじゅん さいせい と いちど ほうこう うえ した ひだり みぎ

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
えら お

xを選び、○ボタンを押します。

ちゅうい

Â ご注意

•
さいせいちゅう さいせいちゅう さいせい

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。

•
さいせい

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。

•
ばめん さいせい

場面によっては、つづき再生ができないことがあります。

•
さいせい と さいせい はじ

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。

•
つぎ ばあい さいせい と きろく き さいせい

次の場合、再生を止めたところの記録は消え、つづき再生は

できません。

–
さいせい さいせい せってい

プログラム再生やシャッフル再生を設定したとき

–
ほんたいぜんめん お あ

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

–
ほんたいぜんめん リセット お

本体前面の1/RESETボタンを押して、リセットまたはスタ
じょうたい

ンバイ状態にしたとき

–
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん き

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
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す じゅん さいせい

好きな順に再生する（プログラム
さいせい

再生）
す じゅん えら つく

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、
さいせい

再生できます。

そうさ つか

操作パネルを使う

1
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを
お

押す。

2
ほうこう うえ した こうもくばんごう えら お

方向キー上、下で項目番号を選び、○ボタンを押す。

3
ほうこう うえ した さいせい ばんごう えら

方向キー上、下で再生したいタイトル番号を選び、
お

○ボタンを押す。

4
ほうこう うえ した さいせい ばんごう えら

方向キー上、下で再生したいチャプター番号を選び、
お

○ボタンを押す。

5
せってい

つづけて、タイトルやチャプターを設定するときは、
てじゅん てじゅん く かえ

手順2～手順4を繰り返す。

6
スタート お

STARTボタンを押す。
さいせい はじ

プログラム再生が始まります。
さいせい お せってい かいじょ

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
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

されません。方向キー上、下、左、右で  を選び、
お せっていがめん ひょうじ

○ボタンを押すとプログラム設定画面が表示されます。
スタート お せってい いちど

STARTボタンを押すと、設定したプログラムをもう一度
さいせい

再生します。

さいせいじょうたい かくにん

再生状態を確認するには
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押
せってい さいせい がめん みぎうえ ひょうじ

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。

せってい へんこう かいじょ

設定したプログラムを変更または解除するには
さいせいちゅう こうもく へんこう かいじょ

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
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを
お

押す。

2
ほうこう うえ した へんこう こうもくばんごう えら

方向キー上、下で変更したい項目番号を選び、○ボタン
お

を押す。

3
ほうこう うえ した さいせい ばんごう えら

方向キー上、下で再生したいタイトル番号を選び、
お

○ボタンを押す。

4
ほうこう うえ した さいせい ばんごう えら

方向キー上、下で再生したいチャプター番号を選び、
お

○ボタンを押す。
せってい かいじょ てじゅん

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
えら お

選び、○ボタンを押します。

せってい かいじょ

設定したプログラムをすべて解除するには

1
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを
お

押す。

2
ほうこう うえ した えら

方向キー上、下で「オールクリア」を選び、○ボタンを
お

押す。

さいせい さいせい く あ つか

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
•

さいせい さいせい

プログラム再生 ＋ シャッフル再生
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

プログラム再生中に方向キー上、下、左、右で  を選
お さいせい

び、○ボタンを押します。このとき、シャッフル再生は
いり

「シャッフル 入」になります。
さいせいちゅう さいせい ばあい

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
さいせい しゅるい いり きり

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。

•
さいせい さいせい

プログラム再生 ＋ リピート再生
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

プログラム再生中に方向キー上、下、左、右で  を選
お さいせい

び、○ボタンを押します。このとき、リピート再生は「リピー
いり

ト 入」になります。
さいせいちゅう さいせい ばあい さいせい

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
しゅるい いり きり

の種類は「リピート 入」「リピート 切」のみとなります。

さいせい さいせい くわ じゅんふどう

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
さいせい さいせい く かえ さいせい

再生する（シャッフル再生）」（45ページ）や「繰り返し再生する
さいせい らん

（リピート再生）」（46ページ）をご覧ください。

さいせい せってい かいじょ つうじょう さいせい

すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生
もど

に戻すには
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押しま
す。

ちゅうい

Â ご注意

•
せってい さいせい エービー かいじょ

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。

•
さいせい

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。

•
きろく かず

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
がめん ひょうじ

画面に表示されます。

•
さいせい つぎ ばあい かいじょ

プログラム再生は、次の場合に解除されます。

–
エービー せってい

A-B リピートを設定したとき
–

ひょうじ

メニューを表示したとき

•
せってい つぎ ばあい かいじょ

設定したプログラムは、次の場合に解除されます。

–
ほんたいぜんめん お あ

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

–
ほんたいぜんめん リセット お

本体前面の1/RESETボタンを押して、リセットまたはスタ
じょうたい

ンバイ状態にしたとき

–
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん き

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
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じゅんふどう さいせい

順不同に再生する（シャッフル
さいせい

再生）
きろく じゅんばん かんけい ほんき じどうてき

ディスクに記録された順番に関係なく、本機が自動的にタイトル
じゅんばん えら さいせい

やチャプターの順番を選んで、再生します。
さいせい じゅんばん さいせい か

再生する順番は、シャッフル再生するたびに変わります。

そうさ つか

操作パネルを使う

1
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、
お

○ボタンを押す。
お いか き か

○ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。
き か さいせい はじ

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
じゅんふどう さいせい

（タイトルを順不同にして再生）

↓

チャプター シャッフル
じゅんふどう さいせい

（チャプターを順不同にして再生）

↓
きり

シャッフル 切
さいせいかいじょ

（シャッフル再生解除）

さいせいじょうたい かくにん

再生状態を確認するには
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押
せってい さいせい がめん みぎうえ ひょうじ

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。

さいせい かいじょ

シャッフル再生を解除するには
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら く かえ

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを繰り返し
お きり き か

押して、「シャッフル 切」に切り換えます。

さいせい さいせい く あ つか

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

•
さいせい さいせい

シャッフル再生 ＋ プログラム再生
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

シャッフル再生中に方向キー上、下、左、右で  を選
お せってい スタート

び、○ボタンを押してプログラムを設定し、STARTボタンを
お さいせい いり

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。

さいせいちゅう さいせい ばあい

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
さいせい しゅるい いり きり

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。

•
さいせい さいせい

シャッフル再生 ＋ リピート再生
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

シャッフル再生中に方向キー上、下、左、右で  を選
お さいせい

び、○ボタンを押します。このとき、リピート再生は「リピー
いり

ト 入」になります。
さいせいちゅう さいせい ばあい さいせい

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
しゅるい いり きり

の種類は「リピート 入」「リピート 切」のみとなります。

さいせい さいせい くわ す じゅん

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
さいせい さいせい く かえ さいせい

再生する（プログラム再生）」（44ページ）や「繰り返し再生する
さいせい らん

（リピート再生）」（46ページ）をご覧ください。

さいせい せってい かいじょ つうじょう さいせい

すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生
もど

に戻すには
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押します。

ていしちゅう さいせい せってい

停止中もシャッフル再生の設定ができます
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら く かえ

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを繰り返し
お さいせい しゅるい えら ほうこう うえ した

押して、シャッフル再生の種類を選びます。方向キー上、下、
ひだり みぎ えら お さいせい はじ

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。

ちゅうい

Â ご注意

•
さいせい せってい エー ビー かいじょ

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。

•
さいせい

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。

•
さいせい つぎ ばあい かいじょ

シャッフル再生は、次の場合に解除されます。

–
エー ビー せってい

A-B リピートを設定したとき
–

ひょうじ

メニューを表示したとき

–
ほんたいぜんめん お あ

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

–
ほんたいぜんめん リセット お

本体前面の1/RESETボタンを押して、リセットまたはスタ
じょうたい

ンバイ状態にしたとき

–
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん き

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
•

えら ない

「チャプターシャッフル」を選んだときに、ディスク内の200
さいせい いじょう

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
ばあい じどうてき えら さいせい

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。
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ディーブイディー み

DVDビデオを見る（つづき）

く かえ さいせい さいせい

繰り返し再生する（リピート再生）
ない ぜん く

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
かえ さいせい

返し再生できます。

そうさ つか

操作パネルを使う

1
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、
お

○ボタンを押す。
お いか き か

○ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。
き か さいせい はじ

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
ない ぜん く かえ さいせい

（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
く かえ さいせい

（タイトルを繰り返し再生）

↓

チャプター リピート
く かえ さいせい

（チャプターを繰り返し再生）

↓
きり

リピート 切
さいせいかいじょ

（リピート再生解除）

さいせいじょうたい かくにん

再生状態を確認するには
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押
せってい さいせい がめん みぎうえ ひょうじ

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。

さいせい かいじょ

リピート再生を解除するには
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら く かえ

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを繰り返し
お きり き か

押して、「リピート 切」に切り換えます。

さいせい さいせい く あ つか

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

•
さいせい さいせい

リピート再生 ＋ プログラム再生
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

リピート再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、
お せってい スタート お

○ボタンを押してプログラムを設定し、STARTボタンを押し
さいせい いり

ます。このとき、リピート再生は「リピート 入」になります。
さいせいちゅう さいせい ばあい さいせい

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
しゅるい いり きり

の種類は「リピート 入」「リピート 切」のみとなります。
•

さいせい さいせい

リピート再生 ＋ シャッフル再生
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

リピート再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、
お さいせい

○ボタンを押します。このとき、リピート再生は「リピート
いり

入」になります。
さいせいちゅう さいせい ばあい さいせい

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
しゅるい いり きり

の種類は「リピート 入」「リピート 切」のみとなります。

さいせい さいせい くわ す じゅん

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
さいせい さいせい じゅんふどう さいせい

に再生する（プログラム再生）」（44ページ）や「順不同に再生す
さいせい らん

る（シャッフル再生）」（45ページ）をご覧ください。

さいせい せってい かいじょ つうじょう さいせい

すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生
もど

に戻すには
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押します。

ていしちゅう さいせい せってい

停止中もリピート再生の設定ができます
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら く かえ

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを繰り返し
お さいせい しゅるい えら ほうこう うえ した ひだり

押して、リピート再生の種類を選びます。方向キー上、下、左、
みぎ えら お さいせい はじ

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。

ちゅうい

Â ご注意

•
さいせい せってい エービー かいじょ

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。
•

さいせい

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。

•
さいせい つぎ ばあい かいじょ

リピート再生は、次の場合に解除されます。

–
エービー せってい

A-B リピートを設定したとき

–
ほんたいぜんめん お あ

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

–
ほんたいぜんめん リセット お

本体前面の1/RESETボタンを押して、リセットまたはスタ
じょうたい

ンバイ状態にしたとき

–
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん き

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
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さいせい ぶぶん く かえ

再生したい部分だけを繰り返す
エー ビー

（A-B リピート）
く かえ さいせい ぶぶん しょ してい さいせい

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。
ごがくがくしゅう かし おぼ べんり

語学学習や歌詞を覚えるときに便利です。

そうさ つか

操作パネルを使う

1
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら く かえ

再生中に方向キー上、下、左、右で を選び、繰り返
ぶぶん してん エーてん お

したい部分の始点（A 点）で○ボタンを押す。
してん エーてん せってい

始点（A 点）が設定されます。

2
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら く かえ

方向キー上、下、左、右で を選び、繰り返したい
ぶぶん しゅうてん ビーてん お

部分の終点（B 点）で○ボタンを押す。
しゅうてん ビーてん せってい してい ぶぶん く かえ さいせい

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。

さいせいじょうたい かくにん

再生状態を確認するには
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押
せってい さいせい がめん みぎうえ ひょうじ

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。

エービー かいじょ

A-B リピートを解除するには
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押します。

ちゅうい

Â ご注意

•
エー ビー せってい

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。

•
ばめん エー ビー せってい

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。

•
エービー せってい しょ

A-B リピートの設定ができるのは、1か所のみです。
•

ふくすう エービー

複数のタイトルをまたいだA-B リピートはできません。
•

せってい エー ビー つぎ ばあい かいじょ

設定したA-B リピートは、次の場合に解除されます。

–
さいせい さいせい さいせい せってい

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

–
ていし

停止したとき

–
ひょうじ

メニューを表示したとき

–
ほんたいぜんめん お あ

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

–
ほんたいぜんめん リセット お

本体前面の1/RESETボタンを押して、リセットまたはスタ
じょうたい

ンバイ状態にしたとき

–
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん き

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
•
エービー せってい さいせい

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
さいせい さいせい かいじょ

再生、リピート再生は解除されます。
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こうもく せってい

いろいろな項目を設定することができます。
がめん そうさ つか そうさ つか

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」
らん

（40ページ）をご覧ください。

つか

メニューを使う
ディーブイディー ないよう せんたく

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
ディーブイディー さいせい さいせい

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
こうもく ひょうじ じまく げんご き おんせい げんご

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
えら

ニューで選べます。

そうさ つか

操作パネルを使う

1
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

方向キー上、下、左、右で  または  を選び、
お

○ボタンを押す。
ひょうじ ディーブイディー こと

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
ほうこう うえ した ひだり みぎ こうもく えら お

方向キー上、下、左、右で項目を選び、○ボタンを押

す。

まえ せんたくがめん もど

ひとつ前の選択画面に戻るには
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

方向キー上、下、左、右でOを選び、○ボタンを押します。
ディーブイディー そうさ

DVDビデオによっては、操作できないことがあります。

デュアルショック ツー つか

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）を使う

1
お

△ボタンまたは□ボタンを押す。
ひょうじ ディーブイディー

メニューが表示されます。メニューはDVDビデオによって
こと

異なります。

2
ほうこう うえ した ひだり みぎ こうもく えら お

方向キー上、下、左、右で項目を選び、○ボタンを押

す。

ちゅうい

Â ご注意

•
ディーブイディー

DVDビデオには、メニューがないものがあります。
•
ディーブイディー ディーブイディー

DVDビデオには、「メニュー」を「DVDメニュー」や「タイト
ひょうじ

ルメニュー」、「タイトル」と表示しているものがあります。

おんせい き か

音声を切り換える
ディーブイディー ふくすう げんご おんせい きろく

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
さいせいちゅう す げんご おんせい き か

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。

そうさ つか

操作パネルを使う

1
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押
す。

お げんご き か

○ボタンを押すたびに言語が切り換わります。

きのう つか

いろいろな機能を使う
デュアルショック ツー つか

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）を使う

1
お

R3ボタンを押す。
お げんご き か

R3ボタンを押すたびに言語が切り換わります。

ちゅうい

Â ご注意

•
ディーブイディー ふくすう げんご きろく き か

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
きんし

禁止しているものがあります。

•
か おんせい き か

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。

•
せっていがめん せってい おんせい しゅつりょく

設定画面の「オーディオ設定」で、「音声デジタル出力」の
ディーティーエス きり せってい ディーティーエスおんせい ふく ディーブイディー

「DTS」を「切」に設定すると、DTS音声を含むDVDビデオを
さいせい おんせいきろくほうしき ディーティーエス き か

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。

き か

アングルを切り換える
ディーブイディー おな ばめん ふくすう きろく

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
ディーブイディー

もの（マルチアングル）があります。このようなDVDビデオで
さいせいちゅう ふくすう きろく ぶぶん す

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
き か

ングルに切り換えることができます。
たと うご でんしゃ さいせいちゅう でんしゃ しょうめん み

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
けしき みぎ まど けしき き か み

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。

そうさ つか

操作パネルを使う

1
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押
す。

お き か

○ボタンを押すたびにアングルが切り換わります。
き か ほうほう ディーブイディー こと

アングルの切り換え方法は、DVDビデオによって異なりま
がめん しじ したが そうさ おこな

す。画面の指示に従って操作を行ってください。

ちゅうい

Â ご注意

•
き か かず ディーブイディー

切り換えられるアングルの数は、DVDビデオによっても、
ばめん こと ディーブイディー ばめん きろく

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
かず き か

れているアングルの数だけ切り換えることができます。

•
ディーブイディー ふくすう きろく き か

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
きんし

えを禁止しているものがあります。

じまく ひょうじ

字幕を表示する
ディーブイディー じまく きろく

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
ディーブイディー さいせいちゅう じまく ひょうじ き か

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
ふくすう げんご じまく きろく

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、
じまく き か ごがく がくしゅう やくだ

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。

そうさ つか

操作パネルを使う

1
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押

す。
お じまく げんご き か えら

○ボタンを押すたびに字幕の言語が切り換わります。選べ
げんご ディーブイディー こと

る言語はDVDビデオによって異なります。
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じまく け

字幕を消すには
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら く かえ お

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを繰り返し押
じまく きり ひょうじ

して、「字幕　切」を表示します。

デュアルショック ツー つか

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）を使う

1
お

L3ボタンを押す。
お じまく げんご き か えら

L3ボタンを押すたびに字幕の言語が切り換わります。選べ
げんご ディーブイディー こと

る言語はDVDビデオによって異なります。

じまく け

字幕を消すには
く かえ お じまく きり ひょうじ

L3ボタンを繰り返し押して、「字幕　切」を表示します。

ちゅうい

Â ご注意

•
じまく きろく じまく ひょうじ

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。

•
ディーブイディー じまく きろく じまく ひょうじ きんし

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。

•
ディーブイディー じまく け きんし

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。

•
きろく じまく げんご しゅるい かず ディーブイディー

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
こと

て異なります。

•
ディーブイディー ふくすう じまく きろく き か

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
きんし

禁止しているものがあります。

•
ディーブイディー さいせいちゅう か じまく き か

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。

さいせい ばしょ えら

再生する場所を選ぶ
ばんごう ばんごう じかん してい さいせい

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
ばしょ えら

場所を選ぶことができます。

ばんごう してい さいせい ばしょ

チャプター番号を指定して、再生したい場所を
えら

選ぶ

そうさ つか

操作パネルを使う

1
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ すうじ えら

再生中に方向キー上、下、左、右で数字を選び、
お く かえ さいせい

○ボタンを押す、を繰り返して再生したいチャプター
ばんごう にゅうりょく

番号を入力する。
えら ばしょ さいせい はじ

選んだ場所の再生が始まります。

ばんごう ばんごう じかん してい

タイトル番号やチャプター番号、時間を指定し
さいせい ばしょ えら

て、再生したい場所を選ぶ

そうさ つか

操作パネルを使う

1
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ えら

再生中に方向キー上、下、左、右で  を選び、
お

○ボタンを押す。

2
ほうこう ひだり みぎ してい こうもく えら

方向キー左、右で指定したい項目を選び、○ボタンを
お

押す。
タイトル ばんごう してい

• Title ＝ タイトル番号を指定します。
チャプター ばんごう してい

• 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

けいかじかん してい

たはタイトル）の経過時間を指定します。

3
ほうこう うえ した ひだり みぎ さいせい ばしょ えら

方向キー上、下、左、右で再生したい場所を選び、
お

○ボタンを押す。
えら ばしょ さいせい はじ

選んだ場所の再生が始まります。

ちゅうい

Â ご注意
のこ じかん ばしょ えら

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。

じょうほう ひょうじ

情報を表示する
さいせいちゅう ばんごう ばんごう けいかじかん のこ

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
じかん ひょうじ さいせい

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
さいせい さいせい せってい

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
じょうほう がめんみぎうえ ひょうじ

情報が画面右上に表示されます。

そうさ つか

操作パネルを使う

1
さいせいちゅう いちじていしちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ

再生中または一時停止中に方向キー上、下、左、右で
えら お

 を選び、○ボタンを押す。
お いか き か

○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
ばんごう ばんごう

（タイトル番号とチャプター番号）

↓

Title X Chapter X  C   XX:XX:XX
さいせいちゅう けいかじかん

（再生中のチャプターの経過時間）

↓

Title X Chapter X  C－ XX:XX:XX
さいせいちゅう のこ じかん

（再生中のチャプターの残り時間）

↓

Title X Chapter X  T    XX:XX:XX
さいせいちゅう けいかじかん

（再生中のタイトルの経過時間）

↓

Title X Chapter X  T－ XX:XX:XX
さいせいちゅう のこ じかん

（再生中のタイトルの残り時間）

↓
ひょうじ

（表示なし）

ちゅうい

Â ご注意
のこ じかん ひょうじ

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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いちらん ひょうじ

ダイレクトボタンの一覧を表示する
デュアルショック ツー

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）のダイレクトボタン
つか いちらんひょうじ

の使いかたを一覧表示します。

そうさ つか

操作パネルを使う

1
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。
いちらん ひょうじ

一覧が表示されます。
お ひょうじ いり きり き か

○ボタンを押すたびに表示の入/切が切り換わります。

み き

見たいところや聞きたいところを
さが かへん

探す（可変サーチ）
さいせい はやおく はやもど み き

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
さが

ところを探すことができます。

そうさ つか

操作パネルを使う

1
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ ぎゃくほうこう

再生中に方向キー上、下、左、右で （逆方向）または
さいせいほうこう えら お ほうこう

（再生方向）を選び、○ボタンを押したまま、方向
うえ した お

キー上または下を押す。
お ほうこう うえ した お

○ボタンを押したまま、方向キー上または下を押すと、
いか はや き か

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
み き

見たいところや聞きたいところになったら、○ボタンを
はな

離す。
つうじょう さいせい もど

通常の再生に戻ります。

デュアルショック ツー つか

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）を使う

1
さいせいちゅう お

再生中に、L2ボタンまたはR2ボタンを押したまま、
ほうこう うえ した お

方向キー上または下を押す。
お ほうこう うえ した

L2ボタンまたはR2ボタンを押したまま、方向キー上または下
お いか はや き か

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
み き

見たいところや聞きたいところになったら、L2ボタンま
はな

たはR2ボタンを離す。
つうじょう さいせい もど

通常の再生に戻ります。

ちゅうい

Â ご注意
ディーブイディー そうさ きんし

DVDビデオには、操作が禁止されているものがあります。
さいせい

スロー再生をする

そうさ つか

操作パネルを使う

1
さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ ぎゃくほうこう

再生中に方向キー上、下、左、右で （逆方向）または
さいせいほうこう えら お

（再生方向）を選び、○ボタンを押す。
さいせい はじ

スロー再生が始まります。

さいせい かいじょ

スロー再生を解除するには
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

方向キー上、下、左、右でNを選び、○ボタンを押します。
つうじょう さいせい もど

通常の再生に戻ります。

ちゅうい

Â ご注意
ディーブイディーアールダブリュー ブイアール さいせい ぎゃくほうこう

DVD-RW （VR モード）では、スロー再生（逆方向）ができません。
せっていがめん つか

設定画面を使う
せっていがめん つか がしつ おんせい ちょうせい しゅつりょく

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
せってい ディーブイディー さいせい じまく

設定ができます。また、DVDビデオを再生するときの字幕の
げんご ひょうじげんご しちょうねんれいせいげん せってい

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
せっていがめん こうもく くわ らん

す。設定画面の項目について詳しくは、52～56ページをご覧く
ださい。
いちぶ せってい さいせいちゅう せんたく さいせい

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
かいじょ せんたく さいせい くわ

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、
と さいせい さいせい らん

「止めたところから再生する（つづき再生）」（43ページ）をご覧
ください。

そうさ つか

操作パネルを使う

1
ほうこう うえ した ひだり みぎ えら お

方向キー上、下、左、右で  を選び、○ボタンを押す。
せっていがめん ひょうじ

設定画面が表示されます。

2
ほうこう ひだり みぎ げんごせってい がめんせってい しちょうせってい

方向キー左、右で「言語設定」「画面設定」「視聴設定」
せってい なか せってい こうもく えら

「オーディオ設定」の中から設定したい項目を選び、
お

○ボタンを押す。
せんたく せっていこうもく がめん ひょうじ

選択した設定項目の画面が表示されます。

3
ほうこう うえ した こうもく えら お

方向キー上、下で項目を選び、○ボタンを押す。
こうもく せっていないよう いちらんひょうじ

項目の設定内容が一覧表示されます。

4
ほうこう うえ した せっていないよう えら お

方向キー上、下で設定内容を選び、○ボタンを押す。
せっていないよう えら せってい しゅうりょう

設定内容が選ばれ、設定が終了します。

さいせいちゅう へんこう ないよう ていし と

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
だ ほんたい ほぞん ていし まえ と

出すときに本体に保存されます。停止*する前や、ディスクを取
だ まえ ほんたいぜんめん リセット お ほんたいはいめん

り出す前に本体前面の1/RESETボタンを押したり、本体背面の
メイン パワー でんげん き へんこう ないよう ほぞん

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。

さいせい ふく

* つづき再生も含めます。
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せっていこうもくいちらんひょう

設定項目一覧表
か あ じ かせん つ こうもく せってい

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

日本語

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

一時停止モード 自動

フレーム

視聴年齢制限

言語一覧

言語一覧

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

音声連動

日本語

1

8

7

4

5

3

6

2

切

表示言語

英語

日本語

言語設定（52ページ） 画面設定（52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

アメリカ

その他（55ページ）

オーディオ設定（55ページ）

　0

使用地域

レベル

暗証番号変更（55ページ）

状態表示 入

切

プログレッシブ 入

切

韓国語

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

日本語

DNR 2

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

入

切
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ひょうじげんご おんせいげんご せってい

表示言語や音声言語を設定する
げんごせってい

（言語設定）
げんごせっていがめん がめん おんせい げんご せってい

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。
か あ じ かせん つ こうもく せってい

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。

せっていがめん げんごせってい えら くわ せっていがめん つか

設定画面で「言語設定」を選びます。詳しくは、「設定画面を使
らん

う」（50ページ）をご覧ください。

さいせいちゅう へんこう ないよう ていし と

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
だ ほんたい ほぞん ていし まえ と

出すときに本体に保存されます。停止*する前や、ディスクを取
だ まえ ほんたいぜんめん リセット お ほんたいはいめん

り出す前に本体前面の1/RESETボタンを押したり、本体背面の
メイン パワー でんげん き へんこう ないよう ほぞん

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。

さいせい ふく

* つづき再生も含めます。
ちゅうい

Â ご注意

•
ディーブイディー きろく げんご えら きろく

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
げんご えら ひょうじげんご のぞ

れている言語のいずれかが選ばれます（「表示言語」を除く）。

•
げんご おんせいげんご じまくげんご げんご えら

「メニュー言語」または「音声言語」、「字幕言語」で言語を選ん
ディーブイディー えら げんご ひょうじ

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。

ひょうじ げんご

■ 表示言語
がめん ひょうじ げんご き か

画面に表示されている言語を切り換えます。

•
にほんご

日本語

•
えいご

英語
げんご

■ メニュー言語
ディーブイディー きろく げんご き か

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。

こうもく さいせいちゅう せんたく さいせい

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
かいじょ せんたく さいせい くわ

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、
と さいせい さいせい らん

「止めたところから再生する（つづき再生）」（43ページ）をご覧
ください。

•
にほんご

日本語

•
えいご

英語

•
ちゅうごくご

中国語

•
ご

ドイツ語

•
ご

フランス語

•
ご

イタリア語

•
ご

スペイン語

•
ご

ポルトガル語

*
げんごいちらん えら げんご いちらんひょう せってい

「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
げんご えら

い言語を選びます。

おんせいげんご

■ 音声言語
ディーブイディー きろく おんせい げんご き か

DVDビデオに記録されている音声の言語を切り換えます。
こうもく さいせいちゅう せんたく さいせい

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
かいじょ せんたく さいせい くわ

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、
と さいせい さいせい らん

「止めたところから再生する（つづき再生）」（43ページ）をご覧
ください。

•
にほんご

日本語

•
えいご

英語

•
ちゅうごくご

中国語

•
ご

ドイツ語

•
ご

フランス語

•
ご

イタリア語

•
ご

スペイン語

•
ご

ポルトガル語

*
げんごいちらん えら げんご いちらんひょう せってい

「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
げんご えら

い言語を選びます。

じまくげんご

■ 字幕言語
ディーブイディー きろく じまく げんご き か

DVDビデオに記録されている字幕の言語を切り換えます。
こうもく さいせいちゅう せんたく さいせい

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
かいじょ せんたく さいせい くわ

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、
と さいせい さいせい らん

「止めたところから再生する（つづき再生）」（43ページ）をご覧
ください。

•
にほんご

日本語

•
えいご

英語

•
ちゅうごくご

中国語

•
ご

ドイツ語

•
ご

フランス語

•
ご

イタリア語

•
ご

スペイン語

•
ご

ポルトガル語

•
ご

オランダ語
おんせいれんどう えら おんせい げんご あ じまく げんご き か

*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。
げんごいちらん えら げんご いちらんひょう せってい げんご

*2 「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
えら

選びます。

がぞう せってい がめんせってい

画像の設定をする（画面設定）
せつぞく がめん がぞう せってい

接続するテレビの画面サイズや画像などを設定します。
か あ じ かせん つ こうもく せってい

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。

せっていがめん がめんせってい えら くわ せっていがめん つか

設定画面で「画面設定」を選びます。詳しくは、「設定画面を使
らん

う」（50ページ）をご覧ください。

さいせいちゅう へんこう ないよう ていし と

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
だ ほんたい ほぞん ていし まえ と

出すときに本体に保存されます。停止*する前や、ディスクを取
だ まえ ほんたいぜんめん リセット お ほんたいはいめん

り出す前に本体前面の1/RESETボタンを押したり、本体背面の
メイン パワー でんげん き へんこう ないよう ほぞん

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。

さいせい ふく

* つづき再生も含めます。

テレビ

■ TVタイプ
がぞう さいせい しゅつりょく がめん かたち

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
あ せってい

ビに合わせて設定します。
こうもく さいせいちゅう せんたく さいせい

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
かいじょ せんたく さいせい くわ

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、
と さいせい さいせい らん

「止めたところから再生する（つづき再生）」（43ページ）をご覧
ください。

•
ご

オランダ語

•
ご

デンマーク語

•
ご

スウェーデン語

•
ご

フィンランド語

•
ご

ノルウェー語

•
ご

ロシア語

•
かんこくご

韓国語

•
げんごいちらん

言語一覧*

•
ご

オランダ語

•
ご

デンマーク語

•
ご

スウェーデン語

•
ご

フィンランド語

•
ご

ノルウェー語

•
ご

ロシア語

•
かんこくご

韓国語

•
げんごいちらん

言語一覧*

•
ご

デンマーク語

•
ご

スウェーデン語

•
ご

フィンランド語

•
ご

ノルウェー語

•
ご

ロシア語

•
かんこくご

韓国語

•
おんせいれんどう

音声連動*1

•
げんごいちらん

言語一覧*2
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16：9

4:3 レターボックス

4:3 パンスキャン

•
つうじょう

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
み

で見るとき。

•
つうじょう がぞう よこなが

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
ひょうじ がめん じょうげ おび い

表示して画面の上下に帯を入れるとき。

•
つうじょう がぞう いちぶ

4:3 パンスキャン：通常のテレビに、ワイド画像の一部を
じどうてき がめんぜんたい ひょうじ

自動的にカットして画面全体に表示するとき。

ちゅうい

Â ご注意

•
ディーブイディー き がめん かたち じどうてき しゅつりょく

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。

•
いり せってい テレビ

「プログレッシブ」を「入」に設定しているときは、「TVタイ
せってい

プ」は「16:9」に設定されます。
ディーエヌアール

■ DNR*
がぞう へ えいぞう

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。

•
きり

切

•
ディーエヌアール

DNR 1
•
ディーエヌアール

DNR 2
ディーエヌアール デジタル ビデオ ノイズ リダクション りゃく

* DNRとはDigital Video Noise Reductionの略です。
ちゅうい

Â ご注意

•
ディーエヌアール ディーエヌアール がぞう けいげん

「DNR 1」より「DNR 2」のほうが画像のざらつきは軽減され
ざんぞう あらわ ざんぞう あらわ

ますが、残像が現れやすくなります。残像が現れるときは、
きり せってい

「切」に設定してください。

•
ディーブイディー ディーエヌアール こうか

DVDビデオには、DNRの効果がわかりにくいものがあります。
•

いり せってい ディーエヌアール

「プログレッシブ」を「入」に設定しているときは、「DNR」は
きり せってい

「切」に設定されます。
りんかくきょうちょう

■ 輪郭強調
がぞう りんかく この

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
がしつ ちょうせい あたい おお がぞう りんかく

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
きょうちょう

強調されます。

• ＋2
• ＋1
•

つうじょう せってい

0：通常は「0」に設定しておく。
• ー1
• ー2

じょうたいひょうじ

■ 状態表示
がめん みぎうえ そうさじょうほう ひょうじ け

画面の右上に操作情報を表示したり消したりできます。

•
いり ディーブイディー そうさ すうびょうかん そうさじょうほう

入：DVDプレーヤーを操作しているときに、数秒間操作情報
ひょうじ

が表示される。

•
きり そうさじょうほう ひょうじ

切：操作情報を表示しない。

■ プログレッシブ
えいぞう がぞう はんぶん ひょうじ

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
ほうしき たい がぞう

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
ひょうじ ほうしき じゅうらい ほうしき びょう

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
こうせい たい びょう

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
こうせい せいしが もじ よこせん おお ばめん

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
こうひんしつ えいぞう さいげん

高品質な映像を再現できます。
こうもく さいせいちゅう せんたく さいせい

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
かいじょ せんたく さいせい くわ

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、
と さいせい さいせい らん

「止めたところから再生する（つづき再生）」（43ページ）をご覧
ください。

•
いり ほうしき たいおう

入：プログレッシブ（525p）方式に対応したテレビにつない
えら

でいるときに選ぶ。

•
きり つうじょう ほうしき

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
えら

に選ぶ。

ちゅうい

Â ご注意

•
ほうしき たいおう

プログレッシブ（525p）方式に対応していないテレビとつな
べつう プレイステーション ツーせんよう

いでいるときや、別売りの"PlayStation 2"専用コンポーネン
エーブイ プレイステーション ツーせんようディーたんし

トAVケーブル（SCPH-10100）や"PlayStation 2"専用D端子
おんせいしゅつりょくたんしつ いがい

ケーブル（音声出力端子付き）（SCPH-10330）以外のケーブ
せつぞく あやま いり

ルで接続しているときに、誤って「プログレッシブ」を「入」
せってい がぞう みだ なに ひょうじ

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。
ばあい ディーブイディー い じょうたい

その場合は、DVDビデオをディスクトレイに入れた状態で
ほんたいぜんめん リセット お

本体前面の1/RESETボタンを押してリセットし、すぐにアナ
デュアルショック ツー スタート お

ログコントローラ（DUALSHOCK 2）* のSTARTボタンを押
きり もど

したままにしてください。「プログレッシブ」が「切」に戻り、
ディーブイディー がぞう せいじょう ひょうじ

DVDビデオの画像が正常に表示されるようになります。ま
ほんたいせってい ほんたい せっていがめん せってい

た、「本体設定をする（本体設定画面）」の「プログレッシブ設定
かいじょ せってい かいじょ

解除」からも設定を解除できます。（31ページ）
デュアルショック ツー かなら たんし

* アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）は、必ずコントローラ端子1
せつぞく

に接続してください。

•
ディーブイディーアールダブリューブイアール さいせい

DVD-RW（VRモード）を再生するときは、インターレース
ほうしき えいぞうしゅつりょく

方式のみの映像出力となります。
せっていこうもく がめん ひょうじ

また、「プログレッシブ」設定項目が画面に表示されません。

•
ディーブイディー えいぞうそざい おお わ そざい

DVDの映像素材には、大きく分けてビデオ素材とフィルム
そざい そざい びょう

素材があります。ビデオ素材は、１秒30フレーム、60フィー
ディーブイディー きろく いっぱんてき

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
ばんぐみ そざい

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
びょう ディーブイディー きろく えいが

は、１秒24コマでDVDに記録されたもので、映画フィルムの
おお ディーブイディー なか そざい

多くがこれにあたります。DVDの中には、ビデオ素材とフィ
そざい りょうほう きろく

ルム素材の両方が記録されているものがあります。
そざい しゅつりょく ばあい えいぞう

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
ほかん しょり おこな がぞう えいぞう いちぶ

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
ふしぜん ばあい

不自然になることがあります。そのような場合は、「プログ
きり せってい ほうしき らん

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。
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きのう つか

いろいろな機能を使う（つづき）

しちょうこうもく せってい しちょうせってい

視聴項目を設定する（視聴設定）
しちょうねんれいせいげん せってい

視聴年齢制限などを設定します。
か あ じ かせん つ こうもく せってい

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。

せっていがめん しちょうせってい えら くわ せっていがめん つか

設定画面で「視聴設定」を選びます。詳しくは、「設定画面を使
らん

う」（50ページ）をご覧ください。

さいせいちゅう へんこう ないよう ていし と

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
だ ほんたい ほぞん ていし まえ と

出すときに本体に保存されます。停止*する前や、ディスクを取
だ まえ ほんたいぜんめん リセット お ほんたいはいめん

り出す前に本体前面の1/RESETボタンを押したり、本体背面の
メイン パワー でんげん き へんこう ないよう ほぞん

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。

さいせい ふく

* つづき再生も含めます。

いちじていし

■ 一時停止モード
いちじていし がぞう じょうたい せってい

一時停止にしたときの画像の状態を設定します。

•
じどう うご はげ ひしゃたい がぞう み

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。
つうじょう じどう

通常は「自動」にしておく。

•
うご すく ひしゃたい がぞう たか かいぞうど み

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。

しちょうねんれいせいげん

■ 視聴年齢制限
ディーブイディー ちいき もう み ひと ねんれい

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
しちょう せいげん しちょうねんれいせいげん

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
きのう つか しちょうねんれいせいげん せってい

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。
こうもく さいせいちゅう せんたく さいせい

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
かいじょ せんたく さいせい くわ

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、
と さいせい さいせい らん

「止めたところから再生する（つづき再生）」（43ページ）をご覧
ください。

しちょうねんれいせいげん せってい

視聴年齢制限を設定する

1
ほうこう うえ した しちょうねんれいせいげん えら

方向キー上、下で「視聴年齢制限」を選び、○ボタンを
お

押す。

あんしょうばんごう とうろく

暗証番号が登録されていないとき
あんしょうばんごう とうろくがめん ひょうじ

暗証番号の登録画面が表示されます。

あんしょうばんごう とうろく

暗証番号がすでに登録されているとき
あんしょうばんごう にゅうりょくがめん ひょうじ

暗証番号の入力画面が表示されます。

2
ほうこう ひだり みぎ すうじ えら お く かえ

方向キー左、右で数字を選び、○ボタンを押す、を繰り返
けた あんしょうばんごう にゅうりょく すうじ と け

して4桁の暗証番号を入力する（数字を取り消すときは、
お

×ボタンを押す）。
あんしょうばんごう とうろく かくにん いちどにゅうりょく

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。
しようちいき せってい しちょうねんれいせいげん せってい あんしょう

使用地域の設定、視聴年齢制限のレベル設定、および暗証
ばんごう へんこう

番号の変更ができるようになります。

3
ほうこう うえ した しようちいき えら お

方向キー上、下で「使用地域」を選び、○ボタンを押す。
しようちいき せんたくこうもく ひょうじ

「使用地域」の選択項目が表示されます。

4
ほうこう うえ した しちょうねんれいせいげん きじゅん ちいき

方向キー上、下で視聴年齢制限レベルの基準にする地域
えら お

を選び、○ボタンを押す。
た えら ちいき

「その他」を選んだときは、「地域コード」（55ページ）で
かくにん にゅうりょく

「コード」を確認し、入力します。
ほうこう うえ した もじめ えら ほうこう

方向キー上、下で1文字目のアルファベットを選び、方向
みぎ お ほうこう うえ した もじめ

キー右を押します。方向キー上、下で2文字目のアルファ
えら お

ベットを選び、○ボタンを押します。

5
ほうこう うえ した えら お

方向キー上、下で「レベル」を選び、○ボタンを押す。
せんたくこうもく ひょうじ

「レベル」の選択項目が表示されます。



デ
ィ
ー
ブ
イ
デ
ィ
ー

み

Ｄ
Ｖ
Ｄ
ビ
デ
オ
を
見
る

55

6
ほうこう うえ した せいげん えら

方向キー上、下で制限するレベルを選び、○ボタンを
お

押す。
しちょうねんれいせいげん せってい しゅうりょう

視聴年齢制限の設定が終了します。
すうじ ちい せいげん きび

レベルの数字が小さいほど、制限が厳しくなります。

ちいき

地域コード
しようちいき

使用地域

イギリス

イタリア

インドネシア

オーストリア

オランダ

カナダ
かんこく

韓国

シンガポール

スイス

スウェーデン

スペイン

タイ
たいわん

台湾

あんしょうばんごう へんこう

暗証番号を変更したいときは

1
しちょうねんれいせいげん せってい てじゅん ほうこう

「視聴年齢制限を設定する」の手順2のあと、方向キー
うえ した あんしょうばんごうへんこう えら お

上、下で「暗証番号変更」を選び、○ボタンを押す。
あんしょうばんごう へんこうがめん ひょうじ

暗証番号の変更画面が表示されます。

2
ほうこう ひだり みぎ すうじ えら お く かえ

方向キー左、右で数字を選び、○ボタンを押す、を繰り返
けた あんしょうばんごう にゅうりょく

して4桁の暗証番号を入力する。
かくにん いちどにゅうりょく

確認のため、もう一度入力します。
へんこう かんりょう

変更が完了します。

しちょうねんれいせいげん せってい さいせい

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
い

ディスクを入れる。
さいせい じどうてき はじ しちょうねんれいせいげん せってい

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
しちょうねんれいせいげん いちじ へんこう がめん

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
ひょうじ

が表示されます。

2
ほうこう ひだり みぎ えら お

方向キー左、右で「はい」を選び、○ボタンを押す。
あんしょうばんごう にゅうりょくがめん ひょうじ

暗証番号の入力画面が表示されます。

3
ほうこう ひだり みぎ すうじ えら お く かえ

方向キー左、右で数字を選び、○ボタンを押す、を繰り返
けた あんしょうばんごう にゅうりょく

して4桁の暗証番号を入力する。
さいせい さいかい

再生が再開されます。
ディーブイディー さいせい しちょうねんれいせいげん せってい

DVDビデオの再生をやめると、視聴年齢制限は設定されて
もど

いたレベルに戻ります。

とうろく あんしょうばんごう わす

Â 登録した暗証番号を忘れてしまったときは
しちょうねんれいせいげん せってい てじゅん てじゅん したが そうさ

「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
てじゅん あんしょうばんごう にゅうりょくがめん ひょうじ セレクト

す。手順1で、暗証番号の入力画面が表示されたら、SELECTボ
お あんしょうばんごう しょうきょがめん ひょうじ ほうこう

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
ひだり みぎ すうじ えら お く かえ けた すうじ

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
にゅうりょく いぜん あんしょうばんごう き あんしょうばんごう

「7444」を入力します。以前の暗証番号が消え、暗証番号の
とうろくがめん ひょうじ てじゅん したが あたら あんしょうばんごう

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
とうろく

登録してください。

ちゅうい

Â ご注意

•
しちょうねんれいせいげんきのう ディーブイディー ほんき しちょうねんれいせいげん

視聴年齢制限機能がないDVDビデオは、本機で視聴年齢制限
さいせい せいげん

をしても再生は制限できません。

•
あんしょうばんごう せってい せっていち へんこう

暗証番号の設定をしないと、設定値の変更ができません。

•
ディーブイディー しちょうねんれいせいげん へんこう あんしょう

DVDビデオには、視聴年齢制限レベルの変更をせずに暗証
ばんごう にゅうりょく

番号のみ入力するものもあります。

•
しちょうねんれいせいげんきのう ディーブイディー さいせい

視聴年齢制限機能のあるDVDビデオには、プログラム再生、
さいせい さいせい エービー

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。

しちょうねんれいせいげん かいじょ

視聴年齢制限を解除するには
ていしちゅう しちょうねんれいせいげん せってい てじゅん

停止中*に、「視聴年齢制限を設定する」の手順6で「レベル」を
きり

「切」にします。
さいせいちゅう せんたく さいせい かいじょ せんたく

* 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
さいせい くわ と さいせい

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
さいせい らん

（つづき再生）」（43ページ）をご覧ください。

おんせい せってい せってい

音声を設定する（オーディオ設定）
さいせい おと せってい さいせい せつぞく じょうけん あ

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
せってい

設定します。
か あ じ かせん つ こうもく せってい

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。

せっていがめん せってい えら くわ せってい

設定画面で「オーディオ設定」を選びます。詳しくは、「設定
がめん つか らん

画面を使う」（50ページ）をご覧ください。

さいせいちゅう へんこう ないよう ていし と

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
だ ほんたい ほぞん ていし まえ と

出すときに本体に保存されます。停止*する前や、ディスクを取
だ まえ ほんたいぜんめん リセット お ほんたいはいめん

り出す前に本体前面の1/RESETボタンを押したり、本体背面の
メイン パワー でんげん き へんこう ないよう ほぞん

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。

さいせい ふく

* つづき再生も含めます。

おんせい しゅつりょく

■ 音声デジタル出力
ひかり せつぞく つか ほんたいはいめん デジタル アウト

光デジタル接続コードを使って、本体背面のDIGITAL OUT
オプティカル ひかり しゅつりょく たんし つぎ きき

（OPTICAL）（光デジタル出力）端子に次のような機器をつない
おんせいしんごう しゅつりょく せってい

だときの、音声信号の出力を設定します。

コード

GB

IT

ID

AT

NL

CA

KR

SG

CH

SE

ES

TH

TW

コード

CN

DK

DE

JP

NO

PH

FI

FR

BE

HK

MY

RU

しようちいき

使用地域
ちゅうごく

中国

デンマーク

ドイツ
にほん

日本

ノルウェー

フィリピン

フィンランド

フランス

ベルギー
ほんこん

香港

マレーシア

ロシア
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－
たんし

デジタル端子のあるアンプ

－
ディーティーエス ないぞう

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
きき

機器

－
エムディー ディーエーティー

MDデッキまたはDATデッキ
せつぞく くわ たんし つ エムディー

接続について詳しくは、「デジタル端子付きのアンプやMDデッ
ディーエーティー らん

キ、DATデッキにつなぐ」（23ページ）をご覧ください。

•
ひかり しゅつりょく

光デジタル出力
デジタル アウト オプティカル ひかり しゅつりょく たんし しゅつりょく

DIGITAL OUT（OPTICAL）（光デジタル出力）端子の出力を
せってい

設定します。

–
いり ひかり せつぞく いり えら

入：光デジタル接続コードでつないだときは「入」を選ぶ。
いり えら ディーティーエス

「入」を選んだら、「ドルビーデジタル」および「DTS」を
せってい

設定する。

–
きり デジタル アウト たんし おんせいしんごう しゅつりょく

切：DIGITAL OUT端子から音声信号を出力しない。

ちゅうい

Â ご注意
きり えら

「切」を選んでいるときは、「ドルビーデジタル」および
ディーティーエス せってい

「DTS」は設定できません。

• ドルビーデジタル
しんごう しゅつりょく せってい

ドルビーデジタル信号の出力を設定します。

–
いり ないぞう

入：ドルビーデジタルデコーダーを内蔵したオーディオ
きき おと だ えら

機器につないで音を出すときに選ぶ。
ないぞう

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
きき せってい あやま せってい

機器をつないだときは、この設定にしない。誤って設定
おと で いおん で みみ あくえいきょう およ

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
はそん

たりスピーカーを破損したりすることがある。

–
きり ないぞう

切：ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないオー
きき えら

ディオ機器につないだときに選ぶ。

•
ディーティーエス

DTS
ディーティーエスしんごうしゅつりょく せってい

DTS信号の出力を設定します。
こうもく さいせいちゅう せんたく

この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき
さいせい かいじょ せんたく さいせい

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
くわ と さいせい さいせい

詳しくは、「止めたところから再生する（つづき再生）」（43
らん

ページ）をご覧ください。

–
いり ディーティーエス ないぞう きき

入：DTSデコーダーを内蔵しているオーディオ機器をつな
えら

いでいるときに選ぶ。
ディーティーエス ないぞう きき

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
せってい あやま せってい おと

でいるときは、この設定にしない。誤って設定すると、音
で いおん で みみ あくえいきょう およ

が出なかったり異音が出て耳に悪影響を及ぼしたり、ス
はそん

ピーカーを破損したりすることがある。

–
きり ディーティーエス ないぞう きき

切：DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器をつ
えら

ないでいるときに選ぶ。

おんせい じどうせんてい

■ 音声トラック自動選定モード
ふくすう おんせいきろくほうしき ようい ディーブイディー さいせい

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
すう もっと おお おんせいきろくほうしき ピーシーエム

きに、チャンネル数の最も多い音声記録方式（PCM、ドルビー
ディーティーエス ゆうせん さいせい

デジタル、DTS）を優先して再生することができます。
こうもく さいせいちゅう せんたく さいせい

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
かいじょ せんたく さいせい くわ

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、

と さいせい さいせい らん

「止めたところから再生する（つづき再生）」（43ページ）をご覧
ください。

•
いり ゆうせん

入：優先する。

•
きり ゆうせん

切：優先しない。

ちゅうい

Â ご注意

•
こうもく いり せってい げんご き か

この項目を「入」に設定すると、言語が切り換わることがあり
おんせい じどうせんてい せってい げんご

ます。これは「音声トラック自動選定モード」の設定が「言語
せってい おんせいげんご ゆうせん

設定」の「音声言語」（52ページ）より優先されるためです。
•

こうもく いり せってい ディーティーエスおんせい すう もっと おお

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
ばあい せってい おんせい しゅつりょく ディーティーエス

場合でも、「オーディオ設定」の「音声デジタル出力」で「DTS」
きり せってい ディーティーエスおんせい さいせい

を「切」に設定していると、DTS音声は再生されません。
•
ピーシーエム ディーティーエス すう おな

PCM、ドルビーデジタル、DTSのチャンネル数が同じだった
ばあい ピーシーエム ディーティーエスじゅん ゆうせん

場合、PCM、ドルビーデジタル、DTSの順で優先されます。
•
ディーブイディー ゆうせん おんせい き

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
ばあい こうもく いり せってい

いることがあります。この場合、この項目を「入」に設定して
すう おお おんせいきろくほうしき ゆうせん

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。

ディーブイディー おんりょう

■ DVDビデオ音量
ディーブイディー おんせいしゅつりょく ひく ディーブイディー おんりょう

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
あ

上げることができます。
おんせい しゅつりょく ひかり しゅつりょく きり

「音声デジタル出力」の「光デジタル出力」が「切」になっている
へんこう

ときのみ、変更することができます。

•
おんりょう あ

＋2：音量を上げる。
•

おんりょう あ

＋1：音量を上げる。
•
ひょうじゅん つうじょう ひょうじゅん

標準：通常は「標準」にする。

ちゅうい

Â ご注意

•
せってい ばあい おんりょう おお ばめん

「＋2」または「＋1」に設定した場合、音量が大きい場面で
おと ゆが おと ゆが ひょうじゅん

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。

•
おんりょう おお みみ あくえいきょう およ

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
はそん ちゅうい

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。

This product incorporates copyright protection technology that is

protected by method claims of certain U.S. patents and other

intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and

other rights owners. Use of this copyright protection technology

must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended

for home and other limited viewing uses only unless otherwise

authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or

disassembly is prohibited.
ほんき た けんりしゃ ほゆう

本機は、マクロビジョンコーポレーションやその他の権利者が保有する、
べいこくとっきょじょう ほうほう およ た ちてきしょゆうけん ほご

米国特許上の方法クレーム及びその他の知的所有権によって保護された
ちょさくけんほごぎじゅつ とうさい ちょさくけんほごぎじゅつ しよう

著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロ
きょだく ひつよう

ビジョンコーポレーションの許諾が必要であり、マクロビジョンコーポ
とくべつ きょだく ばあい のぞ いっぱんかてい た かぎ

レーションが特別に許諾する場合を除いては、一般家庭その他における限
しちょうよういがい しよう

られた視聴用以外に使用してはならないこととされています。リバースエ
ぶんかい きんし

ンジニアリングまたは分解は禁止されています。

きのう つか

いろいろな機能を使う（つづき）
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主な仕様
いっぱん

一般
でんげん

電源 AC100V  50/60Hz
しょうひでんりょく

消費電力
やく

約45W
どうさかんきょうおんど

動作環境温度 5 ℃～35 ℃
ないようひん

内容品
らん

14ページをご覧ください。

プレイステーション ツー ほんたい

"PlayStation 2"本体
いっぱん

一般
がいけいすんぽう

外形寸法
やく

 約301 × 78 × 182 mm
はば たか おくゆ

（幅×高さ×奥行き）
しつりょう

質量
やく

 約2.0kg
ぜんめんにゅうしゅつりょくたんし

前面入出力端子
たんし

コントローラ端子 （2）
メモリー カード さしこみぐち

MEMORY CARD差込口 （2）
ユーエスビー たんし
 （USB）端子 （2）

はいめんにゅうしゅつりょくたんし

背面入出力端子
エクスパンション ベイ かくちょう

EXPANSION BAY（拡張ベイ） （1）
はいめんしゅつりょくたんし

背面出力端子
エーブイ マルチ アウト エーブイ しゅつりょく たんし

AV MULTI OUT（AVマルチ出力）端子 （1）
デジタル アウト オプティカル ひかり しゅつりょく たんし

DIGITAL OUT（OPTICAL）（光デジタル出力）端子 （1）

プレイステーション ツー せんよう

"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ
エクスパンション ベイ ギガバイト

（EXPANSION BAYタイプ 40GB）
（SCPH-20401）
いっぱん

一般
がいけいすんぽう

外形寸法
やく

 約122 × 27 × 154 mm
はば たか おくゆ

（幅×高さ×奥行き）
しつりょう

質量
やく

 約700g
さいだいてんそうそくど

最大転送速度 66MB/sec
ようりょう

容量 40GB
にゅうしゅつりょくたんし

入出力端子
エイチディーディー

HDDインターフェースコネクター （1）
エイチディーディー

HDDパワーコネクター （1）

プレイステーション ツー せんよう

"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター
イーサネット エクスパンション ベイ

（Ethernet）（EXPANSION BAYタイプ）
（SCPH-10350）
いっぱん

一般
がいけいすんぽう

外形寸法
やく

 約133 × 73 × 28 mm
はば たか おくゆ

（幅×高さ×奥行き）
しつりょう

質量
やく

 約150g
ぜんめんにゅうしゅつりょくたんし

前面入出力端子
ネットワーク せつぞくたんし

NETWORK（ネットワーク）接続端子 （1）
はいめんにゅうしゅつりょくたんし

背面入出力端子
エイチディーディー

HDDインターフェースコネクター （1）
エイチディーディー

HDDパワーコネクター （1）
プレイステーション ツー ほんたいせつぞくよう

"PlayStation 2"本体接続用コネクター （1）

エーブイ マルチ アウト エーブイ しゅつりょく ふく アールジービーしゅつりょく スカート

AV MULTI OUT（AVマルチ出力）に含まれるRGB出力はSCARTコネク
ほうしき じゅんきょ

ター方式に準拠しています。

しよう がいかん かいりょう よこく へんこう

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、
りょうしょう

ご了承ください。

べつう ひん

別売り品
デュアルショック ツー

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）

SCPH-10010
プレイステーション ツーせんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）

SCPH-10020
エーブイ えいぞう おんせいいったいがた

AVケーブル（映像/音声一体型） SCPH-10030
プレイステーション ツーせんよう たてお

"PlayStation 2"専用縦置きスタンド

SCPH-10040
でんげん

電源コード SCPH-10050
エス たんし

S端子ケーブル SCPH-10060
アールエフユー

RFUアダプターキット SCPH-10070
プレイステーション ツーせんよう

"PlayStation 2"専用マルチタップ

SCPH-10090
プレイステーション ツーせんよう エーブイ

"PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル

SCPH-10100
プレイステーション ツーせんよう よこお

"PlayStation 2"専用横置きスタンド

SCPH-10110
エーブイ エスえいぞうしゅつりょくたんしつ

AVアダプター（S映像出力端子付き）

SCPH-10130
けいたいでんわ せつぞく けいたいでんわ たいおう

携帯電話接続ケーブル（ドコモ  iモード携帯電話対応）

SCPH-10180
けいたいでんわ せつぞく けいたいでんわ たいおう

携帯電話接続ケーブル（ドコモ  iモード携帯電話対応）
けいたいへんしゅうどうこん

　（携帯編集同梱） SCPH-10180 K
プレイステーション ツーせんよう たてお

"PlayStation 2"専用縦置きスタンド
そとづけがた たいおう

　（ハードディスクドライブ（外付型）対応）

SCPH-10220
プレイステーション ツーせんようディーたんし

"PlayStation 2"専用D端子ケーブル
おんせいしゅつりょくたんしつ

　（音声出力端子付き） SCPH-10330
プレイステーション ツー せんようディーブイディー

"PlayStation 2"専用DVDリモ－トコントロ－ラ

SCPH-10420
プレイステーション ツーせんよう

"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ　　　
エクスパンション ベイ ギガバイト

　（EXPANSION BAYタイプ 40GB）

SCPH-20401

べつう ひん プレイステーション きかく せんよう

別売り品（"PlayStation"規格ソフトウェア専用）

メモリーカード SCPH-1020 HI
マルチタップ SCPH-1070 H

た

その他
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ほしょう

保証について
ほしょうしょ

保証書
•

せいひん ほしょうしょ そとばこ いんさつ そとばこ す

この製品の保証書は、外箱に印刷されています。「外箱は捨て
よ たいせつ ほかん

ないでください」（12ページ）をお読みのうえ、大切に保管し
てください。

•
ほしょうきかん か あ び ねんかん

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
•
ほしょう きてい ふぞく らん

保証規定については、付属のサービスのしおりをご覧くださ

い。

めんせき

免責
とうしゃ べっと みと ばあい ほうりつ きてい めんせき みと

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
ばあい のぞ とうしゃ せいひん こしょう きゃくさま

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
こうむ そんがい ひよう たい いっさい せきにん お

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
りょうしょう

了承ください。

アフターサービス
•

ほんき ちょうし わる こしょう おも

本機の調子が悪いときは、「故障かな？と思ったら」
らん しら

（59ページ）をご覧になってお調べください。
•

ふぞく しゅうり だ ほしょう きてい きさい

付属のサービスのしおりは、修理の出しかたと保証規定が記載
じゅうよう たいせつ ほかん

されている重要なものです。大切に保管してください。

こしょうじ と あつか

故障時のデータの取り扱いについて
プレイステーション ツーせんよう メガバイト かのう

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）などにコピー可能
かなら まんいち

なデータは、必ずバックアップをとるようにしてください。万一、
エイチディーディー　　ない しょうしつ はそん とうしゃ いっさい せきにん お

HDD内のデータが消失・破損しても、当社は一切の責任を負い
りょうしょう

かねます。あらかじめご了承ください。
エイチディーディー きろくばいたい こしょう ばあい

なお、HDDなどの記録媒体そのものの故障の場合には、プログ
いっさい しゅうふく

ラムおよびデータの一切の修復はできません。
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こしょう おも

故障かな？と思ったら

いちど かくにん

もう一度ご確認ください

•
ほんき ちょうし しゅうり だ まえ

本機の調子がおかしいときは、修理に出す前に
いか こうもく いちど てんけん

以下の項目をもう一度点検してください。
せいじょう どうさ

それでも正常に動作しないときは、インフォメー
れんらく

ションセンターにご連絡ください。
とうしゃ

また、当社ホームページのサポートページ

（http://www.playstation.jp/info/）もあわせてご
らん

覧ください。

•
ほんたい でんげん さ こ

テレビと本体の電源コードは差し込まれているか、
ほんたい ほんたい ふぞくひん ただ

またテレビ（ビデオ）と本体、本体と付属品が正し
せつぞく いちど かくにん

く接続されているかをもう一度ご確認ください。

（19ページ）

でんげん

電源
でんげん はい

電源が入らない。

/

でんげん さ こ

電源コードがしっかり差し込まれていない。

/

しゅでんげん はい

主電源が入っていない。
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん い

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を入れてくだ
さい。

しゅでんげん い ほんたい おお おと

主電源を入れると、本体から大きな音がする。

/

ほんたいはいめん つうふうこう

本体背面の通風孔（ファン）がふさがっている。
つうふうこう

通風孔をふさがないでください。（7ページ）

がぞう

画像
がぞう で

画像が出ない。

/

ほんたい エーブイ えいぞう おんせいいったい

本体とテレビ（ビデオ）がAVケーブル（映像/音声一体
がた

型）でつながっていない。（19ページ）
/

ほんたい でんげん はい

本体とテレビ（ビデオ）の電源が入っていない。

/

にゅうりょくき か ほんたい

テレビ（ビデオ）の入力切り換えが、「ビデオ（本体を
たんしめい

つないだ端子名）」になっていない。

/

エーブイ えいぞう おんせいいったいがた おく さ こ

AVケーブル（映像/音声一体型）が奥まで差し込まれて
いない。

/

ほんき しよう はい

本機で使用できるディスクが入っていない。（10ページ）
/

い めん

ディスクを入れるとき、ディスクレーベルのある面を
うえ

上にしていない。（ディスクレーベルのあるディスクの
ばあい

場合）

/

はい

ディスクがずれて入っている。

/

ていし ディーブイディー

停止になっている。（DVDビデオ）
/

せつぞく もんだい

接続しているケ－ブルに問題がある。
て も ほか こうかん ため

お手持ちの他のケ－ブルに交換してお試しください。

がぞう みだ

画像が乱れる。

/

ほんたい ふあんてい ばしょ お

本体を不安定な場所に置いている。
たい お

平らでぐらつかないところに置いてください。また、
ほんたい

本体をゆらさないでください。（7ページ）
/

よご きず

ディスクに汚れや傷がある。
よご

ディスクに汚れがあるときは、クリーニングしてくださ

い。（12ページ）
/

けつろ お

ディスクに結露が起きている。（12ページ）
/

せつぞく せってい

接続しているケ－ブルにあった設定がされていない。
プレイステーション ツーせんよう エーブイ

"PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル、
プレイステーション ツーせんようディーたんし おんせいしゅつりょくたんしつ

"PlayStation 2"専用D端子ケーブル（音声出力端子付き）
エーブイ つか せつぞく

またはマルチAVケーブルを使って接続しているときは、
えいぞうしゅつりょく せってい ひつよう

コンポ－ネント映像出力の設定をする必要があります。
せつぞく せってい

それぞれの接続にあった設定をしてください。（20～21
ページ）

ディーブイディー さいせい がぞう で みだ

DVDビデオを再生すると、画像が出ない、乱れる。
/

ほんき べつう エーブイ

本機を、別売りのマルチAVケ－ブル（VMC-AVM250*）
つか アールジービーにゅうりょく たいおう エーブイ にゅうりょくたんし

を使って、RGB入力のみ対応したAVマルチ入力端子の
せつぞく

あるテレビに接続している。
アールジービーにゅうりょく たいおう エーブイ にゅうりょくたんし

RGB入力のみ対応したAVマルチ入力端子のあるテレビ
ディーブイディー らん ふぞく エーブイ

で、DVDビデオをご覧になるときは、付属のAVケーブ
えいぞう おんせいいったいがた べつう エーブイ

ル（映像/音声一体型）など、別売りのマルチAVケーブル
いがい プレイステーション ツー たいおう

（VMC-AVM250*）以外の"PlayStation 2"に対応した
つか エーブイ せつぞく

ケーブルをお使いください。マルチAVケーブルで接続す
ディーブイディー せいじょう うつ くわ エーブイ

ると、DVDビデオが正常に映りません。詳しくは、「AV
にゅうりょくたんし

マルチ入力端子のあるテレビにつなぐ」（21ページ）をご
らん

覧ください。
かぶしきがいしゃ しょうひん

* VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。

/

せってい

設定があっていない。
プレイステーション ツーせんよう エーブイ

"PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブルまたは
プレイステーション ツーせんようディーたんし おんせいしゅつりょくたんしつ

"PlayStation 2"専用D端子ケーブル（音声出力端子付き）
つか せつぞく えいぞうしゅつりょく

を使って接続しているときは、コンポ－ネント映像出力
せってい ひつよう

を「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定する必要があります。（20
～21ペ－ジ）

/

ほんたい けいゆ せつぞく

本体をビデオデッキを経由してテレビに接続したり、ビ
いったいがた せつぞく

デオ一体型テレビに接続している。
いちぶ ディーブイディー しよう

一部のDVDビデオに使用されているコピープロテクショ
しんごう がぞう みだ あか

ン信号によって、画像が乱れたり、明るくなったり、
くら ディーブイディー たの

暗くなったりすることがあります。DVDビデオを楽しむ
ばあい ほんたい ちょくせつ

場合は、本体を直接テレビにつないでください。（20
ページ）
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こしょう おも

故障かな？と思ったら（つづき）

/

ほうしき たいおう

プログレッシブ（525p）方式に対応していないテレビとつ
べつう プレイステーション ツーせんよう

ないでいたり、別売りの"PlayStation 2"専用コンポーネン
エーブイ プレイステーション ツーせんようディー

トAVケーブル（SCPH-10100）や"PlayStation 2"専用D
たんし おんせいしゅつりょくたんしつ いがい

端子ケーブル（音声出力端子付き）（SCPH-10330）以外
せつぞく がめんせってい

のケーブルで接続しているときに、「画面設定」の「プログ
いり せってい

レッシブ」を「入」に設定している。
ディーブイディー い じょうたい ほんたいぜんめん

DVDビデオをディスクトレイに入れた状態で本体前面の
リセット お

1/RESETボタンを押してリセットし、すぐにアナログ
デュアルショック ツー スタート お

コントローラ（DUALSHOCK 2）*のSTARTボタンを押
きり

したままにしてください。「プログレッシブ」が「切」に
もど ディーブイディー がぞう せいじょう ひょうじ

戻り、DVDビデオの画像が正常に表示されるようになり
ほんたいせってい ほんたいせっていがめん

ます。また、「本体設定をする（本体設定画面）」の「プロ
せっていかいじょ せってい かいじょ

グレッシブ設定解除」からも設定を解除できます。（31
ページ）

デュアルショック ツー かなら

* アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）は、必ずコント
たんし せつぞく

ローラ端子1に接続してください。

/

ほうしき たいおう

プログレッシブ（525p）方式に対応しているテレビにつ
せっていがめん がめんせってい

ないでいても、設定画面の「画面設定」の「プログレッシ
いり せってい がぞう みだ

ブ」を「入」に設定すると画像が乱れることがある。
きり せってい

「プログレッシブ」を「切」に設定してください。（53
ページ）

ディーブイディー がぞう さいせい さいせい がぞう

DVDビデオのワイド画像を再生したとき、再生画像の
かたち あ へんこう

形をテレビに合わせて変更できない。

/

がぞう かたち へんこう さいせい

画像の形を変更できないディスクを再生している。

/

ほんたい えいぞうしゅつりょく ちょくせつ

本体からの映像出力をテレビに直接つないでいない。
ほんたい あいだ エーブイ

（本体とテレビの間にセレクターやAVアンプなどをつな
いでいる。）

/

がぞう かたち へんこう

テレビによっては、画像の形を変更できないものもあり

ます。

ディーブイディーアールダブリュー ブイアール さいせいちゅう さいせい せいげん

DVD-RW（VRモード）を再生中に、「再生が制限され
さいせい がめん ひょうじ

ているため再生できません。」と画面に表示され、テ
がめん が

レビ画面がブルー画になる。

/

シーピーアールエムたいおう ディーブイディーアールダブリュー いっかい ろくがかのう

CPRM対応のDVD-RWディスクに「一回だけ録画可能」
えいぞう きろく ぶぶん さいせい

の映像を記録した部分は再生できません。（10ページ）

おんせい

音声
おんせい で

音声が出ない。

/

ほんたい エーブイ えいぞう おんせいいったい

本体とテレビ（ビデオ）がAVケーブル（映像/音声一体
がた

型）でつながっていない。（19ページ）
/

ほんたい でんげん はい

本体とテレビ（ビデオ）の電源が入っていない。

/

にゅうりょくき か ほんたい

テレビ（ビデオ）の入力切り換えが、「ビデオ（本体を
たんしめい

つないだ端子名）」になっていない。

/

おんりょう てきとう しょうおん えら

テレビの音量が適当でない。または「消音」を選んでい

る。

/

エーブイ えいぞう おんせいいったいがた おく さ こ

AVケーブル（映像/音声一体型）が奥まで差し込まれてい
ない。

/

ほんき しよう はい

本機で使用できるディスクが入っていない。（10ページ）
/

い めん

ディスクを入れるとき、ディスクレーベルのある面を
うえ

上にしていない。（ディスクレーベルのあるディスクの
ばあい

場合）

/

にゅうりょくたんし まちが

アンプの入力端子を間違えている。
つか とりあつかいせつめいしょ らん

お使いのアンプの取扱説明書もあわせてご覧ください。

/

ただ

スピーカーをアンプに正しくつないでいない。
せつぞく かくにん つか とりあつかいせつめいしょ

接続を確認してください。お使いのアンプの取扱説明書
らん

もあわせてご覧ください。

/

にゅうりょくき か ほんたい おんせい で

アンプの入力切り換えが、本体の音声が出るように
ほんたい たんしめい

（本体をつないだ端子名に）なっていない。
つか とりあつかいせつめいしょ らん

お使いのアンプの取扱説明書もあわせてご覧ください。

/

いちじていし

一時停止になっている。

/

かへん さいせい ディーブイディー

可変サーチ／スロー再生になっている。（DVDビデオ）
/

ほんたい たんし つ きき

本体をデジタル端子付きのオーディオ機器につないだ
せってい ただ おこな

とき、システム設定を正しく行っていない。（23ページ）
/

せつぞく もんだい

接続しているケ－ブルに問題がある。
て も ほか こうかん ため

お手持ちの他のケ－ブルに交換してお試しください。

/

おんがくシーディー ディーブイディー ディーティーエスおんせい さいせい

音楽CDまたはDVDビデオのDTS音声を再生している。
ディーティーエス ないぞう きき

DTSデコーダー内蔵のオーディオ機器につないでいない
ディーティーエスおんせい さいせい

ときは、DTS音声を再生しないでください。
おんがくシーディー

（音楽CD　38ページ）
ディーブイディー

（DVDビデオ　39ページ）
/

プレイステーション ツー きかく いちぶ

"PlayStation 2"規格ソフトウェアの一部には、
デジタル アウト オプティカル ひかり しゅつりょく たんし

DIGITAL OUT （OPTICAL） （光デジタル出力）端子か
おんせいしゅつりょく たいおう ばあい

らの音声出力に対応していないものがあり、その場合
ようひかり せつぞく せつぞく おんせい

オーディオ用光デジタル接続コードで接続しても音声が
しゅつりょく おんせい たの

出力されません。そのようなソフトウェアの音声を楽し
ほんき おんきょうきき ふぞく エーブイ えいぞう

むには、本機と音響機器を付属のAVケーブル（映像/
おんせいいったいがた おんせいしゅつりょくたんし せつぞく

音声一体型）などのアナログ音声出力端子で接続する
ひつよう

必要があります。

おんせい みだ ざつおん おお

音声が乱れる、雑音が多い。

/

ほんたい ふあんてい ばしょ お

本体を不安定な場所に置いている。
たい お

平らでぐらつかないところに置いてください。また、
ほんたい

本体をゆらさないでください。（7ページ）
/

よご きず

ディスクに汚れや傷がある。
よご

ディスクに汚れがあるときは、クリ－ニングしてくだ

さい。（12ページ）
/

けつろ お

ディスクに結露が起きている。（12ページ）
/

おんがくシーディー ディーブイディー ディーティーエスおんせい さいせい

音楽CDまたはDVDビデオのDTS音声を再生している。
ディーティーエス ないぞう きき

DTSデコーダー内蔵のオーディオ機器につないでいない
ディーティーエスおんせい さいせい

ときは、DTS音声を再生しないでください。
おんがくシーディー

（音楽CD　38ページ）
ディーブイディー

（DVDビデオ　39ページ）
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ディーブイディー おんせい

DVDビデオで、ドルビーデジタルの音声トラックを
さいせい こうか

再生しているのにサラウンド効果がかからない。

/

せってい ただ

スピーカーの設定が正しくない。
つか とりあつかいせつめいしょ らん

お使いのアンプの取扱説明書をご覧ください。

/

チャンネル

ドルビーデジタルのディスクでも、5.1chすべてから
しゅつりょく

出力されないもの（モノラルやL、Rステレオなど）も
あります。

/

こうか たの ひかり

サラウンド効果を楽しむためには、光ケーブルでドル
たいおう せつぞく ひつよう

ビーデジタルに対応したアンプに接続する必要があり

ます。（23ページ）
/

ディーブイディー せってい おんせい

DVDプレ－ヤ－の「オ－ディオ設定」の「音声デジタル
しゅつりょく せってい いり

出力」の「ドルビ－デジタル」の設定が「入」になってい

ない。（56ページ）

ディーブイディー おと

DVDビデオで、センタースピーカーからしか音が
で

出ない。

/

おと

ディスクによってはセンタースピーカーからしか音が
で

出ないものもあります。

そうさ いっぱん

操作一般
そうさ

コントローラの操作がきかない。

/

ほんたい

コントローラが本体につながっていない。

/

デュアルショック ツー

アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）、アナログ
デュアルショック

コントローラ（DUALSHOCK）のモードが、ソフト
してい あ

ウェアの指定モードに合っていない。（34ページ）
/

せつぞく もんだい

接続しているコントロ－ラに問題がある。
て も ほか こうかん ため

お手持ちの他のコントロ－ラに交換してお試しください。

ディーブイディー おんがくシーディー はじ とちゅう

ゲーム（DVDビデオ、音楽CD）が始まらない、途中
と

で止まる。

/

ほんき しよう はい

本機で使用できるディスクが入っていない。（10ページ）
/

い めん

ディスクを入れるとき、ディスクレーベルのある面を
うえ

上にしていない。（ディスクレーベルのあるディスクの
ばあい

場合）

/

はい

ディスクがずれて入っている。

/

よご きず

ディスクに汚れや傷がある。
よご

ディスクに汚れがあるときは、クリ－ニングしてくだ

さい。（12ページ）
/

けつろ お

ディスクに結露が起きている。（12ページ）
/

ディーブイディーアールディーブイディーアールダブリュー さいせい

ファイナライズされていないDVD-RやDVD-RWを再生
しようとしている。（10ページ）

プレイステーション ツー せんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）または
にんしき きろく

メモリーカードが認識またはセーブ（記録）できない。

/

プレイステーション ツーせんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）または
ほんたい さ こ

メモリーカードが本体にしっかり差し込まれていない。

/

しじどお そうさ

ゲームの指示通りに操作していない。
かいせつしょ らん

ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

/

プレイステーション ツーせんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリーカード（8MB）または
あ ようりょう

メモリーカードに空き容量がない。（36ページ）
/

しよう たいおう さ こ

使用しているソフトウェアに対応したカードが差し込ま

れていない。（36ページ）
/

プレイステーション ツーせんよう メガバイト

"PlayStation 2"専用メモリ－カ－ド（8MB）または
もんだい

メモリ－カ－ドに問題がある。
て も ほか プレイステーション ツーせんよう

お手持ちの他の"PlayStation 2"専用メモリ－カ－ド
メガバイト こうかん ため

（8MB）またはメモリ－カ－ドに交換してお試しくだ
さい。

せいじょう どうさ

正常に動作しない。

/

せいでんき えいきょう せいじょう どうさ

静電気などの影響で正常に動作しなくなったときは、
でんげん ぬ さ いちど どうさ

電源コードを抜き差しして、もう一度動作させてくだ

さい。

ほんたいぜんめん あか てんめつ そうさ

本体前面の1ランプが赤く点滅し、操作ができない。

/

いじょう こうおん ばしょ しよう ほんたい つうふうこう

異常に高温な場所で使用したり、本体の通風孔をふさい
じょうたい しよう ほんたいないぶ いじょう あつ

だ状態で使用したため、本体内部が異常に熱くなって

いる。
あか てんめつ そうさ むこう

1ランプが赤く点滅して、すべての操作が無効になりま
てんめつ ほうち

す。1ランプが点滅しなくなるまで放置してください。

ひら

ディスクトレイが開かない。

/

でんげん さ こ

電源コードがしっかり差し込まれていない。

/

しゅでんげん はい

主電源が入っていない。
ほんたいはいめん メイン パワー でんげん い

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を入れてくだ
さい。

プレイステーション ツー きかく つか あそ

"PlayStation 2"規格ソフトウェアを使って遊ぶと、
ほんたい おと しんどう

本体から音や振動がする。

/

プレイステーション きかく くら こうそくかいてん

"PlayStation"規格ソフトウェアに比べ、高速回転で
よ こ しんどう おと おお

読み込むため、振動や音が大きくなります。
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ディーブイディー そうさ

DVDビデオの操作
さいせい さいしょ はじ

再生がディスクの最初から始まらない。

/

さいせい

「つづき再生」になっている。
ていしちゅう ていし お さいせい はじ

停止中に、停止ボタンを押してから再生を始めてくだ

さい。（43ページ）
/

じどうてき がめん はい い

自動的にメニュー画面に入るディスクを入れている。

ディーブイディー せんたく さいせい はじ

DVDビデオのタイトルを選択しても、再生が始まらな
い。

/

しちょうねんれいせいげんきのう はたら

視聴年齢制限機能が働いている。（54ページ）
/

ほんき さいせい ちいき ばんごう ディーブイディー
本機で再生できない地域番号のDVDビデオを入れてい
る。（10ページ）

ていし かへん さいせい さいせい

停止、可変サーチ、スロー再生、プログラム再生、
さいせい さいせい そうさ

シャッフル再生、リピート再生などの操作ができ

ない。

/

そうさ きんし さいせい

操作を禁止しているディスクを再生している。

おんせいげんご へんこう

音声言語を変更できない。

/

さいせい ふくすう おんせいげんご きろく

再生しているディスクに複数の音声言語が記録されて

いない。

/

おんせいげんご き か きんし さいせい

音声言語の切り換えを禁止しているディスクを再生して

いる。

じまく へんこう

字幕を変更できない。

/

さいせい ふくすう じまく きろく

再生しているディスクに複数の字幕が記録されていない。

/

じまく き か きんし さいせい

字幕の切り換えを禁止しているディスクを再生している。

じまく け

字幕を消すことができない。

/

じまく ひょうじ け きんし さいせい

字幕表示を消すことを禁止しているディスクを再生して

いる。

へんこう み

アングルを変更して見ることができない。

/

さいせい ふくすう きろく

再生しているディスクに複数のアングルが記録されて

いない。

/

へんこう きんし さいせい

アングルの変更を禁止しているディスクを再生している。

せんたく

 が選択できない。
/

ディーブイディーアールダブリュー ブイアール はい

DVD-RW（VRモード）のディスクが入っていない。（43
ページ）

プレイステーション ビービーユニット

"PlayStation BB Unit"
か よ こ

データを書き込めない、読み込めない。

/

エイチディーディー ほんたいはいめん エクスパンション ベイ ない さ

HDDが本体背面のEXPANSION BAY内にしっかり差し
こ

込まれていない。（25～27ページ）
エイチディーディー さ こ

/ネットワークアダプターがHDDにしっかり差し込まれて
いない。（25～27ページ）

/

でんげん さ こ

電源コードがしっかり差し込まれていない。（19ページ）

/

ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター

付属の"PlayStation BB Navigator"をインストールして

いない。（11ページ）

エイチディーディー ほんたい さ こ

HDDが本体にしっかり差し込めない。
/

エイチディーディー ロック お こ しょ

HDDのLOCKボタンが押し込まれていない（2か所）。
エイチディーディー ほんたい と だ ロック お こ

HDDを本体から取り出し、LOCKボタンを押し込んで
いちど ほんたい と つ

から、もう一度本体に取り付けてください。（25～27
ページ）

せつぞく

ネットワークに接続できない。

/

と つ

ネットワークアダプターがしっかり取り付けられていな

い。（25～27ページ）
/

でんげん さ こ

電源コードがしっかり差し込まれていない。（19ページ）

/

ふぞく プレイステーション ビービー ナビゲーター

付属の"PlayStation BB Navigator"をインストールして

いない。（11ページ）

/

プレイステーション ビービーユニット たいおう プレイステーション ツーせんよう

"PlayStation BB Unit"対応または"PlayStation 2"専用
たいおうひょうじ プレイステーション ツー

ネットワークアダプター対応表示のある"PlayStation 2"
きかく いがい はい

規格ソフトウェア以外のディスクが入っている。（11
ページ）

/

せってい ただ

ネットワークの設定が正しくない。
しよう かいせつしょ かくにん

使用しているソフトウェアの解説書をよくご確認のうえ、
てきせつ せってい

適切な設定をしてください。

/

こんざつ

アクセスポイントが混雑している。
じかん いちど せつぞく なお

時間をおいて、もう一度接続し直してください。

/

イーサネット さ こ

Ethernetケーブルがしっかり差し込まれていない。
/

イーサネット しゅるい

Ethernetケーブルの種類（クロスケーブル／ストレート
まちが

ケーブル）が間違っている。
ただ つか くわ イーサネット

正しいケーブルをお使いください。詳しくは、Ethernet
せつぞく エーディーエスエル

に接続するルーターやADSLモデムなど、ネットワーク
きき とりあつかいせつめいしょ らん

機器の取扱説明書をご覧ください。

/

エーディーエスエル せってい せつぞく ただ

ルーターやADSLモデムの設定や接続が正しくない。
くわ イーサネット せつぞく エーディーエスエル

詳しくは、Ethernetに接続するルーターやADSLモデム
きき とりあつかいせつめいしょ かくにん

など、ネットワーク機器の取扱説明書をご確認のうえ、
てきせつ せってい せつぞく

適切な設定、接続をしてください。

こしょう おも

故障かな？と思ったら（つづき）
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た

そ
の
他

じょうほう しよう もくてき

1．情報の使用目的について
ていきょう しめい じゅうしょ きゃくさま こた こじんじょうほう いか こじんじょうほう かぶしきがいしゃ

ご提供いただきました氏名・住所・アンケートまたはお客様カルテのお答えなどの個人情報（以下個人情報）は、株式会社ソニー・コン
かき もくてき しよう かき いがい もくてき こじんじょうほう しよう さい あらた もくてき

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
し きゃくさま どうい

お知らせし、お客様の同意をいただきます。
あいようしゃ

＜ご愛用者カード＞

•
こんご しょうひんきかく さんこう

今後の商品企画の参考

•
とうしゃ しょうひん たい いけん かんそう ていきょう ねが

当社の商品・サービスに対するご意見やご感想の提供のお願い

•
しょうひん はんばいきかくじょう とうけいしりょう さくせい

商品および販売企画上の統計資料の作成
ほしょうしょ きゃくさま と あ

＜保証書／お客様カルテ／インフォメーションセンターへのお問い合わせ＞
しょうひん しゅうり

商品の修理などのアフターサービス

じょうほう ほかん

2．情報の保管について
だいさんしゃ きゃくさま こじんじょうほう ふ ごうりてき かんり たいせい ほかん こじんじょうほう とうしゃ ひつよう はんだん

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
きかん ほかん

する期間、保管させていただきます。

じょうほう かいじ

3．情報の開示について
かき ばあい のぞ きゃくさま どうい こじんじょうほう だいさんしゃ かいじ きゃくさまこじん とくてい とうけいしりょう のぞ

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）
きゃくさま し しよう もくてき じぎょうきょうりょくがいしゃ たい かいじ ひつよう ばあい ばあい とうがいきょうりょくがいしゃ たい とうがい こじん

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
じょうほう げんじゅう かんり もと もくてき いがい しよう おこな あいようしゃ しゅうけい しょうひん しゅうり

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、ご愛用者アンケートの集計、商品の修理および
しゅうりひん はいそう あ きょうりょくがいしゃ ぎょうむ いちぶ いたく

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）
しほう きかん ぎょうせいきかん ほうてき ぎむ ともな ようせい う ばあい

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

と あ およ た れんらく

4．問い合わせ及びその他のご連絡
ていきょう きゃくさま こじんじょうほう しょうかい しゅうせい さくじょ きぼう ばあい いけん かんそう ていきょう ねが ついか

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またはご意見やご感想の提供のお願い（追加アンケートなど）
そうふ きぼう ばあい かき まどぐち れんらく すみ たいおう

の送付を希望されない場合は、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。

ほんきてい かいぜん よこく へんこう ばあい さいしん じょうほう かき まどぐち れんらく

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。

こじんじょうほう と あ さき

　〈個人情報のお問い合わせ先〉
かぶしき がいしゃ

　　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

けいたい でんわ ピーエイチエス ばあい

　　携帯電話、PHSの場合 03-3475-7444
うけつけ じかん

（受付時間：10:00～18:00）

さい こ

12才までのお子さまへ
しゅうり

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。
あいようしゃ きゃくさま ほしょうしょ

ご愛用者カード、お客様カルテ、保証書もほごしゃのかたといっしょにかいてください。

きゃくさま こじん じょうほう と あつか

お客様の個人情報のお取り扱いについて
はっこうび ねん がつ にち

（発行日： 2002年6月5日）
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DVDビデオを本機で再生して他機で録画する場合、録画動作が停止され、又は録画が制限されることがあります。これは
DVDビデオに施されたコピープロテクションによるものです。このコピープロテクションを改変し、又は除去してDVD
ビデオを録画することは、私的使用のためであっても、法律により禁止されています。

本機にはアクセスコントロールが施されています。DVDビデオ及び音楽CDを除く非専用ソフトウェア、並びに専用ソフ
トウェアの複製物は、本アクセスコントロールにより本機において使用することができません。本アクセスコントロール

の無効化装置若しくはプログラム又は本無効化装置を組み込んだ本機を譲渡し、引き渡し、展示し、輸出し、輸入し、又

は送信することは、法律により禁止されています。

• 本機は対戦ケーブル（SCPH-1040）をサポートしておりません。
• 一部の"PlayStation"規格ソフトウェアは、本機上では"PlayStation"上と異なった動作をする場合があります。
タイトル毎の状況の詳細につきましては、当社ホームページのサポートページ（http://www.playstation.jp/info/）をご
覧いただくか、インフォメーションセンターにお問い合わせください。

• 本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
なお、本文中では™、®マークは明記していません。

お客様にご提供いただく個人情報のお取り扱いにつきましては、本書の「お客様の個人情報のお取り扱いについて」（63
ページ）をご覧ください。

Printed in China
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