
クイックリファレンス
SCPH-90000

PlayStation®2の取扱説明書について
PlayStation®2の取扱説明書は、次の2種類で構成されています。

クイックリファレンス（本紙）
PlayStation®2を安全に使うための注意事項、設置や基本的な操作、困ったときの
対処法などを説明しています。

ユーザーズガイド
パソコンからインターネットに接続して見るPDFマニュアルです。詳しい操作方
法や仕様などを説明しています。当社ホームページのサポートページ
（http://www.jp.playstation.com/support/）からダウンロードできます。
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異常が起きたら
変な音やにおいがする／本体が異常に熱くなっている／煙が出ている
電源コードのプラグをコンセントから抜く。
インフォメーションセンターに連絡する。

炎が出たら
電源コードのプラグをコンセントから抜くか、電気のブレーカーを落とす。
大声で人を呼ぶ。
水をかけるか、消火器を使って火を消す。
119番に通報する。
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警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してか
ら本文を読んでください。
■危害や損害の程度

 この表示の注意事項を守らないと、火災／感電などにより死亡や大けが
などの人身事故につながることがあります。

 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをし
たり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

■図記号の説明
注意を促す図記号 行為を禁止する図記号 行為を指示する図記号

        

製品全般についてのご注意
 警告

電源コードを傷つけない
コードが傷ついたまま使うと、火災や感電の原因となります。
壁や棚などの間にはさみ込まない。
加工しない。
熱器具に近づけない。加熱しない。
物を載せない。引っ張らない。
本体を移動するときは電源コードのプラグを抜く。
電源コードを抜くときは、プラグを持ってまっすぐ抜く。

•
•
•
•
•
•

指定の電源コードを使う
指定以外のものを使うと、火災や感電の原因となります。

分解や改造をしない
火災や感電、けがの原因となります。また、ディスクを読み出すためのレー
ザー光が目に入ると視力障害を起こす原因となります。

本体の上に水が入った物を置かない、水がかかる場所に置かない
本体が水にぬれると、火災や感電の原因となります。水にぬれたときは、すぐ
に電源コードのプラグをコンセントから抜き、インフォメーションセンター
に相談してください。

内部（端子類、通風孔）に水や異物を入れない
火災や感電、故障の原因となります。水や異物が入ったときは、すぐに電源
コードのプラグをコンセントから抜き、インフォメーションセンターに相談
してください。

油煙や湯気の当たる場所、湿気やほこりの多い場所に置かない
火災や感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、本体や周辺機器にさわらない
感電の原因となります。

ぬれた手で電源コードのプラグにさわらない
感電の原因となります。

長期間使わないときやお手入れをするときは、電源コードのプラグ
をコンセントから抜く
火災や感電の原因となります。

本体を設置するときは周囲の物や壁から10cm以上離す
壁や物に近づけて設置すると、本体が過熱して
火災や故障の原因となります。

10cm以上

通風孔をふさがない
本体が過熱して、火災やけが、故障の原因となります。風通しを良くするため
に次のことを守ってください。
壁などから10cm以上離して設置する。
毛足の長いじゅうたんや布団の上に設置しない。
密閉された狭い場所に押し込まない。
布などで包まない。
ほこりをためない。
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直射日光の当たる場所や、熱器具の近くなど高温になるところに置
かない
火災や故障の原因となります。

接続するときは、端子類にほこりや異物が付いていないか確かめる
本体や電源コードなどの端子に、ほこりや異物が付いているときは、乾いた布
でふいてから接続してください。ほこりや異物を付けたまま使うと、火災や感
電の原因となります。

 注意

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上などに置くと、本体や周辺機器が落ちて、けがや故障の原因
となります。置き場所などの強度も充分に確かめてください。

横置き、縦置き以外の置きかたをしない
けがや故障の原因となります。縦置きにするときは、本機に対応した型名が
SCPH-90110のPlayStation®2専用縦置きスタンド（別売品）を使ってくだ
さい。

ディスクを入れたまま移動させない、置きかたを変えない
振動によりディスクに傷が付いたり、故障の原因となったりします。

本体とケーブル類は正しく配置する
ケーブルなどを足に引っかけると、本体が倒れたり、落ちたりして、けがや故
障の原因となります。

本体の上に乗らない、物を載せない、他の機器と一緒に積み重ねな
い
倒れたり、落ちたりして、けがや故障の原因となります。

本体や周辺機器を床に放置しない
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。

幼児の手の届かないところに置く
結束バンドなどの小さな部品を誤って飲み込んだり、ケーブルを引っ張って
本体や周辺機器が落ちたりして、事故やけが、故障の原因となります。

ディスクカバーを閉めるときは手を挟まないように注意する
けがや故障の原因となります。

プラズマテレビやプロジェクションテレビ*に接続するときは注意
する
残像現象（画像の焼き付き）が起こることがあります。特に静止画をテレビ画
面に表示したまま長時間放置しないでください。
*液晶（LCD）方式のテレビを除きます。

回転中のディスクにさわらない
けがをしたり、ディスクに傷が付いたり、故障の原因となったりします。

通電中の本体を長時間さわらない
本体に皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

変圧器やDC/ACインバーターを使わない
海外旅行者用の変圧器や、自動車用のDC/ACインバーターなどに電源コー
ドを接続すると、本体が発熱し、やけどや故障の原因となります。

円型以外のディスクを使わない
特殊な形（カード型、星型、ハート型など）をしたディスクを使うと、けがや故
障の原因となります。

ひび割れ、変形、補修したディスクを使わない
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。

バイブレーション（振動）機能がついたコントローラを放置しない
振動機能に対応したソフトウェアを遊ぶときは、本体や机の上などにコント
ローラを放置しないでください。ソフトウェアの進行によりコントローラが
振動して落下し、けがや故障の原因となります。

DVDプレーヤーは正しく設定する
取扱説明書の説明に従って正しく設定してから、DVDビデオを再生してく
ださい。適切な設定をしないと、大きな音が出て耳に悪い影響を与えたり、ス
ピーカーが故障したりする原因となります。

NETWORK接続端子に指定のケーブル以外をつながない
NETWORK（ネットワーク）接続端子に次の回線やケーブルをつなぐと、必
要以上の電流が流れ、発熱や火災、故障の原因となります。
「100BASE-TX」と「10BASE-T」タイプ以外のネットワーク
一般電話回線
ISDN（デジタル）対応公衆電話の回線
ホームテレホンやビジネスホンの回線
PBX（構内交換機）回線
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不要になった本体や周辺機器は廃棄方法に注意する
本体や周辺機器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。
廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

健康のためのご注意
 警告

光の刺激によって引き起こされる発作について
点滅を繰り返す画面や、その他の光の刺激によって、まれに、目の痛み、視覚異常、偏頭
痛、けいれんや意識障害（失神など）などの症状（光感受性発作）が起きることがありま
す。こうした症状のある方は、事前に必ず医師に相談してください。

 注意

こんなときはすぐに使用を中止する
上記の症状に加え、頭痛、めまい、吐き気、疲労感、乗り物酔いに似た症状などを感じた
ときや、目、耳、手、腕、足など、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用
を中止してください。使用を中止しても治らないときは、医師の診察を受けてくださ
い。

コントローラの振動機能に対応したソフトウェアについて
振動障害のある方は、バイブレーション（振動）機能を使用しないでください。

使用するときは、部屋を明るくし、できるだけ画面から離れてください。
疲れているときや睡眠不足のときは、使用を避けてください。
使用するときは健康のため、1時間ごとに15分程度の休憩を取ってください。
使用中に体調が悪くなったら、すぐに使用をやめてください。
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1内容品を確かめる 2設置する 3電源を入れる

内容品がそろっているか確かめてください。そ
ろっていないときは、インフォメーションセン
ターにお問い合わせください。

PlayStation®2本体 …1台
アナログコントローラ …1個 
（DUALSHOCK®2）
AVケーブル …1本
電源コード …1本
クイックリファレンス（本紙） …1部
サービスのしおり …1部
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設置する前に
ほこりやたばこの煙が多い場所には置かないでください。ほこりやたばこのヤニが本体内部の部品（レンズなど）に付くと、故障の原因となります。
電源コードのプラグは、すべての接続が終わったあとにコンセントに差し込んでください。
本機は、コンセントの近くで使ってください。不具合が起きたときは、すぐに電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切ってください。
接続する端子とケーブルによって画質が異なります。別売りのケーブルを使うときは、ケーブルの台紙（外箱）に書かれている説明をご覧ください。

•
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 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。

本紙は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本紙を
よくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。特に「安全のために」は必ずご覧くださ
い。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子
さまには、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

 安全のために
当社製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使いかた
をすると、火災や感電などにより人身事故につながることがあり危険です。事故を防ぐた
めに次のことを必ず守ってください。

「安全のために」の注意事項を守る
「安全のために」の注意事項をよく読んでください。本体および周辺機器を安全に使うため
の注意事項が書かれています。

定期的に点検する
設置するときは、次のことを点検してください。また、設置したあとも、1年に1度は点検し
てください。
電源コードに傷みはないか？
電源コードのプラグとコンセントの間や、通風孔に、ほこりがたまっていないか？

•
•

故障したら使わない
動作がおかしいときや壊れたとき、電源コードが傷ついたときは、インフォメーションセン
ターに相談してください。

 ドルビーデジタルやDTSの音声を出力するには
本機とデジタルオーディオ機器を市販のオーディオ用光デジタル接続ケーブルで接続します。

DVDビデオの音声：操作パネルの （設定）→「オーディオ設定」→「音声デジタル出力」→「ドルビーデジタル」／「DTS」を「入」にします。
ゲームの音声：ゲームによって設定方法が異なります。詳しくはゲームの解説書をご覧ください。

•
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MEMORY CARD MEMORY CARD

1 /（オン／スタンバイ）ランプ

アナログコントローラ
（DUALSHOCK®2）

3

2 4

5

テレビのビデオ
入力端子 AVケーブル

黄色

赤色

白色

電源コード

コンセントへ

コンセントに差し込むと、本体前面
の/ランプが赤色に点灯し、スタン
バイ状態になります。

MEMORY CARD MEMORY CARD

/（オン／スタンバイ）ランプ

1

2

テレビの電源を入れ
入力を切りかえる

テレビ

/（オン／スタンバイ）/RESETボタンを押す
/ランプが緑色に点灯し、テレビに本機の映像が映ります

電源を切るには
//RESETボタンを1秒以上押したままにします。/ランプが赤色に点灯し、スタンバイ状態になります。


4遊ぶ

ゲームで遊ぶ DVDビデオを見る

MEMORY CARD MEMORY CARD

2 3

1
（オープン）ボタンを押す

ディスクレーベルのある面を上に
して、しっかりとはめ込む

ディスクカバーを
閉める

/（オン／スタンバイ）
/RESETボタン

ANALOGモードスイッチ

LED表示

ゲームを始める
ディスクをセットするとゲームの再生が始まります。

ゲームをリセット（再スタート）する
//RESETボタンを押します。ゲーム中に押すと、ゲームが終了しますので注意してください。

アナログコントローラ（DUALSHOCK®2）を使う
アナログコントローラ（DUALSHOCK®2）は、ボタンを押す力の強さやスティックを倒す角度など、微妙
な操作が楽しめるアナログ方式のコントローラです。また、バイブレーション（振動）機能を持つ体感型の
コントローラです。

アナログモードに切りかえる
アナログ操作をするときは、コントローラのANALOGモードスイッチを押して、アナログモード（LED表
示：赤色に点灯）に切りかえてください。ソフトウェアによっては、モードが自動的に切りかわります。

メモリーカード（別売品）を使う
メモリーカードを使うと、ゲームデータをセーブ／ロードできま
す。また、セーブしたデータは削除したり、別のメモリーカードに
コピーしたりできます。

メモリーカードの種類
メモリーカードには、2つの種類があります。各ソフトウェアに対
応したメモリーカードを使ってください。

メモリーカードをセットする
MEMORY CARD差込口にセットします。ソフトウェアによっては、MEMORY CARD差込口が指定さ
れています。

ゲームデータをコピー／削除する
別のメモリーカードにゲームデータをコピーしたり、ゲームデータを削除したりできます。

ディスクをセットしていない状態で電源を入れ、メモリーカードをセットする。
「ブラウザ」を選び、コピーまたは削除したいメモリーカードを選ぶ。
ゲームデータを選び、｢コピー ｣または｢削除｣を選ぶ。
画面の指示に従って操作してください。

オンラインゲームで遊ぶ
ネットワークに接続してオンラインゲームが楽しめます。

ネットワーク接続に必要なものをそろえる
ADSL、FTTH（光ファイバー）、CATVなどのブロードバンドインターネット接続
Ethernet（イーサネット）ケーブル［市販品］
PlayStation®2専用メモリーカード（8MB）［別売品］

接続／設定する
オンラインゲームで遊ぶときは、NETWORK（ネットワーク）接続端子にEthernetケーブルを接続した
あと、ネットワークの設定をしてください。ネットワークの設定については、オンラインゲームの解説書を
ご覧ください。
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種類 対応ソフトウェア 容量

PlayStation®2専用メモリーカード
（8MB）（SCPH-10020） PlayStation®2規格ソフトウェア 約8MB

メモリーカード（SCPH-1020）*
* この製品は生産完了品です。

PlayStation®規格ソフトウェア 15ブロック
（約120KB）

MEMORY CARD MEMORY CARD

MEMORY CARD差込口

Ethernetケーブル
（市販品）

DVDビデオを再生する
ディスクをセットするとDVDビデオの再生が始まります。

DVDプレーヤーを操作する




SELECTボタンを押す 操作したいアイコンを選ぶ

SELECTボタン
画面に操作パネル
が表示されます

操作項目一覧
操作パネルでは、表内の項目を操作できます。

アイコン 操作

メニュー DVDビデオ内のメニューを表示する

トップ 
メニュー DVDビデオ内のメニューを表示する

 リターン DVDビデオ内のメニューを表示中にひとつ前の
選択画面に戻す

音声切り換え 複数の音声が記録されているDVDビデオの音声
を切りかえる

アングル切り
換え

同じ場面が複数のアングル（角度）から記録され
ているDVDビデオのアングルを切りかえる

字幕切り換え 字幕が記録されているDVDビデオの字幕の表示
や言語を切りかえる

ジャンプ タイトル／チャプター／時間を指定して再生す
る

設定 言語／画像／視聴項目／音声の設定などを行う

時間表示 再生中のタイトル番号／チャプター番号／経過
時間などの情報を表示する

ヘルプ アナログコントローラを使って直接操作できる
項目を表示する

0～ 9 チャプター
ジャンプ 再生したいチャプター番号を入力する

 /  前／次 前／次のチャプターを表示する

アイコン 操作

 / 可変サーチ 早戻しや早送りをする

 / スロー スロー再生する

 再生 DVDビデオを再生する

 一時停止 再生を一時止める

 停止
再生を止める。再生を止めたあと、もう1度■（停
止）を選ぶと、つづき再生（止めたところからの再
生）を解除する

A-Bリピート 指定した部分を繰り返して再生する

シャッフル タイトル／チャプターを記録されている順番に
関係なく再生する

プログラム タイトル／チャプターを指定した順番に再生す
る

リピート タイトル／チャプターを繰り返して再生する

オリジナル／
プレイリスト

DVD-RW（VRモード）のタイトルの種類を切り
かえる

クリア 選んだ数字や再生モードの設定を取り消す

 DVDプレーヤーは、別売りのPlayStation®2専用DVDリモートコントローラ
で操作することができます。

 つづき再生中は、操作パネルの一部の項目が選べません。その場合は、操作パ
ネルの■（停止）を選んで再生を止めたあと、もう1度■（停止）を選んでつづき
再生を解除してください。

3-281-539-02(1)

 スタンバイ状態では、本体の電源は完全に切れていません。長時間使わないときは、電源コードのプラグをコンセン
トから抜いてください。

NETWORK（ネットワーク）
接続端子
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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、本紙の「お客様の個人情報のお取り扱いについて」
をご覧ください。

使用上のご注意

お客様へ
取扱説明書に記載されている使用方法に従って、本製品をお使いください。製品本体の
分解／内部解析／改造などを行うこと、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とを禁止します。上記をご了解
いただいたうえで、お使いください。

従来のPlayStation®2との違いについて
本機では、対応している周辺機器や、ゲームの操作方法などが、SCPH-50000シリーズ
以前のPlayStation®2と異なる場合があります。詳しくは、当社ホームページのサポー
トページ（http://www.jp.playstation.com/support/）またはインフォメーションセ
ンターでご確認ください。

ソフトウェアについて

本機では、一部のPlayStation®2およびPlayStation®規格ソフトウェアが、従来の
PlayStation®2およびPlayStation®と異なる動作をする場合や、適切に動作しない場合が
あります。詳しくは、当社ホームページのサポートページ
（http://www.jp.playstation.com/support/）またはインフォメーションセンターでご確
認ください。

結露について

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は、本体内部のレンズや
ディスクに露がつき（結露）、正しく動作しないことがあります。結露が起きたときは、ディ
スクを取り出してから本機の電源を切り、電源コードのプラグを抜いた状態で数時間放置
してください。数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ンターに
相談してください。

本機の取り扱いについて

本機の表面が変質、変色しないように、次のことを守ってください。
殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
シンナー、ベンジン、アルコールを使わないでください。化学ぞうきんを使ってふくのを
避けてください。

お手入れについて

安全のため、お手入れをするときは電源コードのプラグをコンセントから抜いてくださ
い。

キャビネット（本体表面やコントローラのプラスチック部分）
乾いた柔らかい布でふいてください。

通風孔
ほこりが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。

端子類
本体や電源コードなどの端子類は、汚れたまま使わないでください。正しく通電しないこ
とがあります。汚れているときは、乾いた布でふき取ってください。

レンズについて

ディスクカバーの内側にあるレンズにさわらないでください。また、ほこりが付かないよ
うに、ディスクを出し入れするとき以外は、必ずディスクカバーを閉じておいてください。
レンズが汚れると、正しく動作しないことがあります。

ディスクについて

取り扱いかた
再生面を手でさわらないように持ってください。
紙やテープを貼ったり、ペンなどで書き込みをしたりしないでください。
指紋やほこりなどでディスクが汚れると、画像の乱れや音質低下の原因になります。いつ
もきれいにしておきましょう。

保管のしかた
直射日光が当たるところ、暖房器具の近くなど温度の高いところ、湿気の多いところに置
かないでください。
長時間使わないときは、ケースに入れて保管してください。ケースに入れずに重ねたり、
ななめに立てかけたりすると、そりの原因となります。

お手入れのしかた
柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ軽くふいてください。
ベンジンやシンナー、レコードクリーナー、静電気防止剤などは、ディスクを傷めること
がありますので、使わないでください。

マジックゲート™について

本機は、マジックゲート™を搭載しています。マジックゲート™とは、ソニー株式会社が開
発した著作権保護技術の総称です。

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

故障かな？と思ったら
故障かな？と思ったときは、次のことを確かめてください。また、当社ホームページのサ
ポートページ（http://www.jp.playstation.com/support/）もあわせてご覧ください。そ
れでも正常に動作しないときは、インフォメーションセンターにお問い合わせください。

最初に確かめてください
電源は入っていますか？ //RESETボタンを押して、電源を入れて（/ランプを緑色に
して）ください。
電源コードは、本体とコンセントにしっかり差し込まれていますか？
ケーブルはしっかり差し込まれていますか？

画像

画面に映像が映らない。
テレビの映像入力を、本機を接続している入力端子に合わせて切りかえてください。
使っているケーブルに問題があるかもしれません。他にPlayStation®2に対応した
ケーブルがある場合は、交換してみてください。

映像が乱れる。
本機をテレビのコンポーネント映像入力端子、D映像入力端子、またはAVマルチ入力
端子*に接続しているときは、コンポーネント映像出力の設定が必要です。1度、映像
出力ケーブルを付属のAVケーブルなどにつないだあと、ディスクをセットしていない
状態で電源を入れ、「システム設定｣→「コンポーネント映像出力」を「Y Cb/Pb Cr/Pr」
にしてください。

RGB入力だけに対応したテレビに接続するときは、「コンポーネント映像出力」を「RGB」にしてく
ださい。

RGB入力だけに対応したテレビに、マルチAVケーブル（VMC-AVM250*）を使って
接続すると、DVDビデオの映像が正常に映りません。他にPlayStation®2に対応した
ケーブルがある場合は、交換してください。

VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。

ビデオデッキやDVDレコーダーなどに接続していると、DVDビデオに使われている
コピープロテクション信号によって、画像が乱れたり、明るくなったり、暗くなったり
することがあります。その場合は、本体とテレビを直接つないでください。
プログレッシブ（525p）方式に対応していないテレビやケーブル*1を接続していると
きに、DVDビデオの操作パネルから （設定）→「画面設定」→「プログレッシブ」を
「入」にすると、映像が映らなくなります。DVDビデオがセットされている状態で、 
//RESETボタンを押したあと、すぐにコントローラ*2のSTARTボタンを押したま
まにしてください。設定が「切」に戻り、DVDビデオの映像が正常に表示されます。
*1 プログレッシブ映像に対応しているケーブルは、コンポーネントAVケーブル（別売品）とD端子
ケーブル（別売品）です。

*2 コントローラは、コントローラ端子1に接続してください。

テレビの画面と画像の大きさが合わない。
ワイドテレビ（16:9）につないでいる場合は、テレビ側の設定が優先されることがあ
ります。テレビ側の設定を確かめてください。詳しくは、テレビの説明書をご覧くださ
い。
お使いのテレビに合わせてDVDビデオの画像サイズを変更してください。DVDビデ
オの再生を1度停止したあと、操作パネルの （設定）→｢画面設定｣→｢TVタイプ｣か
ら設定してください。
DVDビデオによっては、画像サイズを変更できないものがあります。
本体をテレビの映像入力端子に直接つないでください。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場合は、画像サイズが変わらないことがありま
す。
テレビによっては、画像サイズを変更できないものがあります。

音声

音声が出ない。
テレビやスピーカーの音が「消音」になっていませんか？ 音量が適当なレベルか確か
めてください。
本体をオーディオ機器に接続している場合、接続しているオーディオ機器の設定を確
かめてください。詳しくは、オーディオ機器の説明書をご覧ください。
使っているケーブルに問題があるかもしれません。他にPlayStation®2に対応した
ケーブルがある場合は、交換してみてください。
PlayStation®2規格ソフトウェアの中には、DIGITAL OUT端子からの音声出力に対
応していないものがあります。このようなソフトウェアで遊ぶときは、オーディオ用
光デジタル接続ケーブルでつないでも音が出ません。本機とオーディオ機器をアナロ
グ音声ケーブル（付属のAVケーブルなど）でつないでください。

デジタルオーディオ機器から音声が出ない、乱れる、雑音が多い。
本機をデジタルオーディオ機器に接続したときは、光デジタル出力の設定が必要で
す。ディスクをセットしていない状態で電源を入れ、｢システム設定｣→「光デジタル出
力」を「入」にしてください。
DTS音声を再生するときは、DVDビデオの操作パネルから （設定）→「オーディ
オ設定」→「音声デジタル出力」→「DTS」を「入」にしてください。つないでいる機器が
DTSデコーダーを内蔵していない場合、DTS音声は再生しないでください。

•

•
•
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DVDビデオで、ドルビーデジタルの音声トラックを再生してもサラウンド効果
がない。

オーディオ用光デジタル接続ケーブルを使って、ドルビーデジタルに対応したオー
ディオ機器に接続していますか？
ドルビーデジタル音声を再生するときは、DVDビデオの操作パネルから （設定）→
「オーディオ設定」→「音声デジタル出力」→「ドルビ－デジタル」を「入」にしてくださ
い。

操作

ディスクが再生できない。
本機で再生できるディスクか確かめてください。
ディスクが傷ついたり、汚れたりしていませんか？ 汚れているときは柔らかい布で軽
くふいてください。
一部のPlayStation®規格ソフトウェアは、本機で正常に動作しないことがあります。
詳しくは、当社ホームページのサポートページ
（http://www.jp.playstation.com/support/）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。
ディスクレーベルのあるディスクの場合は、レーベル面を上にしてセットしてくださ
い。
DVD-RまたはDVD-RWは、ファイナライズされていないと再生できません。
CPRM対応のDVD-RWやDVD-Rに著作権保護された映像*が録画されている場合、
その部分は再生できません。
地上デジタル／ BSデジタル／ CSデジタル放送など

DVDビデオの地域番号（リージョンコード）は合っていますか？ また、信号方式が
合っているか確かめてください。
視聴年齢制限がかかっている可能性があります。画面の指示に従って「視聴年齢制限」
のレベル（数字）を一時的に上げてください。

コントローラの操作がきかない。
アナログコントローラ（DUALSHOCK®2）専用ソフトウェアの場合は、アナログコン
トローラ（DUALSHOCK®）では正常に操作できません。対応したコントローラをお
使いください。詳しくは、ソフトウェアの解説書をご覧ください。
ソフトウェアによっては、使うコントローラ端子が指定されています。詳しくは、ソフ
トウェアの解説書をご覧ください。
使っているコントローラに問題があるかもしれません。他にPlayStation®2に対応し
たコントローラがある場合は、交換してみてください。

ボタン操作の反応が遅い。
液晶テレビやパソコン用ディスプレイの中には、応答速度の遅いものがあります。故
障ではありません。

コントローラの左右のスティックが正常に動作しない。
症状が出ている場面で、アナログコントローラ（DUALSHOCK®2）の左右のスティッ
クを大きく円を描くように動かすと、稼働範囲を最適な状態に調整できます。このと
き、スティック部分はねじらないようにしてください。

メモリーカードが認識されない。セーブまたはコピーできない。
ソフトウェアに対応しているメモリーカードを使っていますか？ PlayStation®2規
格ソフトウェアのセーブ／ロードをするときはPlayStation®2専用メモリーカード
（8MB）（SCPH-10020）を、PlayStation®規格ソフトウェアのセーブ／ロードをす
るときはメモリーカード（SCPH-1020）を使ってください。
PlayStation®2規格ソフトウェアのセーブデータは、メモリーカード（SCPH-1020）
にコピーできません。
メモリーカードを本体にしっかり差し込んでください。
使っているメモリーカードに問題があるかもしれません。他にPlayStation®2に対応
したメモリーカードがある場合は、交換してみてください。

メモリーカードにセーブしたデータが破損した。
データのセーブ／ロード／コピー／削除中は、次のことをしないでください。データ
が破損することがあります。
メモリーカードやコントローラを抜く
ディスクカバーを開ける
本機をリセットする
電源を切る

本体が正常に動作しない。
静電気の影響などで正常に動作しなくなることがあります。本体の電源を切って、電
源コードのプラグをコンセントに差し込み直したあと、もう1度電源を入れてくださ
い。

本体前面の/ランプが赤く点滅し、操作ができない。
/ランプが点滅しなくなるまで放置してください。異常に高温な場所や本体の通風
孔をふさいで使うと、本体内部の温度が上がり、操作ができなくなります。
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登録した暗証番号を忘れた。
次の操作で暗証番号を消去できます。

視聴年齢制限が設定されていないDVDビデオをセットする。
操作パネルの■（停止）を選んで再生を止めたあと、もう1度■（停止）を選んでつ
づき再生を解除する。
操作パネルの （設定）→「視聴設定」→「視聴年齢制限」を選び、○ボタンを押す。
暗証番号の入力画面が表示されます。
コントローラのSELECTボタンを押し、表示された画面で「7444」を入力する。
暗証番号が消去され、暗証番号の登録画面になります。新しい暗証番号を登録し
てください。

DVDビデオの操作ができない。設定が変更できない。
DVDビデオによっては、制作者の意図により、あらかじめ再生状態や設定内容が決め
られています。本機ではDVDビデオに設定されている方法に従って再生するため、本
紙に記載されている手順で操作しても、機能しない場合があります。
項目によっては、再生中やつづき再生中には設定を変更できません。操作パネルの■
（停止）を選んで再生を止めたあと、もう1度■（停止）を選んでつづき再生を解除して
ください。

ネットワーク

ネットワークに接続できない。
ネットワークの設定は合っていますか？ インターネットサービスプロバイダーの資
料またはソフトウェアの解説書をご覧のうえ、適切な設定をしてください。
Ethernetケーブルは、しっかり差し込まれていますか？
Ethernetケーブルの種類（クロスケーブル／ストレートケーブル）は合っています
か？ 詳しくは、ネットワーク機器の説明書をご覧ください。
ネットワーク機器と正しくつないでいますか？ また、ネットワーク機器を正しく設定
していますか？ 詳しくは、ネットワーク機器の説明書をご覧ください。

機器認証について
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントは、PlayStation®2のネットワーク
接続において、著作権およびセキュリティ保護のため、DNAS®（Dynamic Network 
Authentication System）という独自の機器認証システムを使用しています。DNAS®は、
PlayStation®2がネットワークに接続するときに、PlayStation®2から機器ID、タイトル
情報などのハードウェアおよびソフトウェアに関する情報をサーバーへ自動的に送信す
る場合があります。送信される情報には、個人を特定するものは一切含まれません。このシ
ステムの無効化装置もしくはプログラムを譲渡し、引渡し、展示し、輸出し、輸入し、または
送信することは、法律により禁止されています。

著作権・商標について
" "、"  "、"PlayStation" および"DUALSHOCK" は株式会社ソニー・ 
コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

"SONY" および" " はソニー株式会社の登録商標です。また、"MagicGate"は同社の商標
です。

本機は、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。Dolby、ドル
ビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DTSおよびDTS Digital OutはDTS, Inc.の商標です。
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再生できるディスク

DVD

PlayStation®2規格DVD-ROM

DVD-ROM（DVDビデオ）

DVD+R／ DVD+RW

DVD-R／ DVD-RW（ビデオモード／ VRモード）

CD

PlayStation®2規格CD-ROM

PlayStation®規格CD-ROM

CD-DA（音楽CD）

ご注意
ディスクによっては、傷や汚れ、記録状態、記録機の特性などが原因で再生できないもの
があります。
本機では、「DVD-R」「DVD-RW（ビデオモード）」「DVD+R」「DVD+RW」を、「DVDビデ
オ」として扱います。
本機の音楽ディスク再生機能は、コンパクトディスク（CD）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いものもあり、
本機で再生できない場合があります。
DualDiscは、DVD規格に準拠した面と、音楽専用の面を組み合わせた両面ディスクで
す。この音楽専用の面は、コンパクトディスク（CD）規格に準拠していないため、本機での
再生は保証できません。
不正にコピーされたディスクは再生しないでください。本体の誤動作や故障につながる
場合があります。

リージョンコードについて
ディスクによっては、販売地域ごとに「地域番号（リージョンコード）」が割り当てられてい
ます。本機では、次の地域番号のディスクを再生できます。

ディスク 地域番号（リージョンコード）

DVD 2 ALL

PlayStation®2規格DVD-ROM
PlayStation®2規格CD-ROM
PlayStation®規格CD-ROM

DVDビデオについて
NTSC方式で記録されたディスクのみ再生できます。

DVD-R／ DVD-RW／ DVD+R／ DVD+RWについて
ファ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。
CPRM対応のDVD-RWやDVD-Rに著作権保護された映像*が録画されている場合、そ
の部分は再生できません。

*地上デジタル／ BSデジタル／ CSデジタル放送など

視聴年齢制限について
本機には、視聴年齢制限付きのDVDビデオの再生を暗証番号で制限する機能があります。
この機能を使うと、成人指定のDVDビデオなどをお子様が再生できないように設定できま
す。設定方法などについて詳しくは、ユーザーズガイド
（http://www.jp.playstation.com/support/）をご覧ください。

別売りの周辺機器について
別売りの周辺機器を使うときは、本機に対応したものをお買い求めください。

PlayStation®2専用DVDリモートコントローラ
リモートコントローラを新しくお買い求めになるときは、PlayStation®2専用IRレシー
バーが同梱されていないもの（SCPH-10420）を選んでください。

マルチタップ
本機では、型名がSCPH-70120のPlayStation®2専用マルチタップが使えます。それ以外
のマルチタップは使えません。無理に接続すると、本機の故障の原因となります。

本機に対応していない周辺機器

本機は、次のPlayStation®用およびPlayStation®2用の周辺機器に対応していません。

型名 製品名

SCPH-10400 PlayStation®BB Unit（EXPANSION BAYタイプ 40GB）

SCPH-10390 PlayStation®BB Unit（外付型 40GB）

SCPH-20401 PlayStation®2専用ハードディスクドライブ
（EXPANSION BAYタイプ 40GB）

•

•

•

•

•

•
•

型名 製品名

SCPH-20400 PlayStation®2専用ハードディスクドライブ（外付型 40GB）

SCPH-10350 PlayStation®2専用ネットワークアダプター（Ethernet）
（EXPANSION BAYタイプ）

SCPH-10190 PlayStation®2専用ネットワークアダプター（Ethernet）
（PC CARDタイプ）

SCPH-10090 PlayStation®2専用マルチタップ

SCPH-1070 マルチタップ

SCPH-10040 PlayStation®2専用縦置きスタンド

SCPH-10220 PlayStation®2専用縦置きスタンド
（ハードディスクドライブ（外付型）対応）

SCPH-70110 PlayStation®2専用縦置きスタンド

SCPH-10110 PlayStation®2専用横置きスタンド

SCPH-70100 PlayStation®2専用ACアダプター

－ ™S400（i.LINK）端子を使う製品*

SCPH-1040 対戦ケーブル

* "i.LINK"および"  "は商標です。

アフターサービスについて
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（以下当社）は次の内容に従い、お客様
にアフターサービスを提供します。これらの規定に同意いただいたうえでアフターサービ
スを依頼してください。

アフターサービス規定

1 修理／交換をお断りする場合について
1） 不当な修理／分解／改造が行われた製品
2） PlayStation®2本体底面（縦置きの場合は側面）のラベル（2か所）がない、または、はが

した痕跡のある製品
3） 不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる製品（梱包方法は当規定「梱包に

ついて」をご覧ください）
4） 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合
5） 記録媒体（メモリーカード）内の、損傷したデータの復旧

2 修理／交換について
1） 故障製品と一緒にお送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様が製品購入

後に取り付けた物品（シールなど）は取りはずしてからお送りください。
2） お送りいただいた製品は、当社の判断により修理または交換の対応を行います。交換

の場合、故障内容の説明はいたしかねます。また、環境保護などのため、修理／交換時
に再生部品を使用することがあります。

3） 交換の場合、お客様からお送りいただいた製品（本体、箱など）、および修理にあたって
取りはずした故障部品については、2）の理由により当社の所有物として回収します。
あらかじめご了承ください。

3 料金について
1） 保証期間後の本体のアフターサービスは有料となります。料金表については当社ホー

ムページのサポートページ（http://www.jp.playstation.com/support/）をご覧くだ
さい。

2） 点検・見積りを依頼された場合は有料となります。見積り後に修理／交換をキャンセ
ルされた場合も有料となります。

4 データについて
1） 記録媒体（メモリーカード）内のデータについて、当社は一切の責任を負いかねます。
2） 所有権放棄された記録媒体（メモリーカード）内のデータは、第三者が不当にふれるこ

とがないよう、合理的な管理体制のもとで処分します。

5 梱包について
1） 修理／交換にあたって、対象製品をお送りいただく際は、購入時の箱および梱包材を

お使いのうえ、購入時の箱を包装紙などで包んでください。
2） 1）の梱包方法以外でお送りいただく場合は、輸送中に本体が破損しないよう充分注意

して梱包してください。不充分な梱包により、輸送中に製品が破損したと考えられる
場合は、修理／交換をお断りします。

6 アフターサービス依頼品の保管について
アフターサービス依頼品の返却可能日をお知らせしている場合（お客様のご都合でお知ら
せできない場合を含む）、依頼をお受けした日から1年間を経過してもお受け取りいただけ
ないときは、当社にて処分させていただきます。また、その際には修理料金に加え、保管（保
管場所までの輸送費用を含むがこれに限らない）および処分に要した費用の一切を、当社
の請求に従い速やかにお支払いいただきます。

7 ご注意
1） 出張修理／交換の依頼はお受けしていません。
2） 保証期間後の付属品の修理／交換の依頼はお受けしていません。

3） 部品単品の販売は一切行っていません。
4） この規定は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する

ものではありません。
5） この規定は日本国内においてだけ有効です。
 （This rule is valid only in Japan.）
6） 当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービスの際には最

新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、当社
ホームページのサポートページ（http://www.jp.playstation.com/support/）をご覧
ください。

保証規定

1 保証期間内の製品については、「アフターサービス規定」に加え、この規定が
適用されます。「アフターサービス規定」も必ずご覧ください。

2 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

3 保証期間中に正常な使用状態（取扱説明書などの注意書きに従った使用状
態）で故障した場合は、当社にて無料で修理／交換します。

4 保証期間内でも、次の場合は保証の対象外になります。
1） 保証書（外箱に印刷）がない場合
2） 保証書に、お買い上げ日、販売店印などがない場合
3） 保証書が改ざんされている場合
4） 保証書が本機のものではない、または保証書とバーコードラベルが切り離されている

など保証書が本機のものと確認できない場合
5） 使用上の誤り、他の製品から受けた障害
6） お買い上げ後の移動、輸送、落下、液体／異物の混入などによる故障および損傷
7） 火災／地震／風水害／その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および

損傷
8） 一般家庭外（例えば業務用）で使用したことによる故障および損傷
9） 1）～ 8）に該当すると当社が判断した場合

5 保証期間内でも、次の場合は修理／交換をお断りします。
1） 不当な修理／分解／改造が行われた製品
2） PlayStation®2本体底面（縦置きの場合は側面）のラベル（2か所）がない、または、はが

した痕跡のある製品
3） 不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる製品（梱包方法は「アフターサー

ビス規定」をご覧ください）
4） 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合
5） 記録媒体（メモリーカード）内の、損傷したデータの復旧

6 ご注意
1） この製品の保証は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制

限するものではありません。
2） この製品の保証は日本国内においてだけ有効です。
 （This warranty is valid only in Japan.）
3） 当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービスの際には最

新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、当社
ホームページのサポートページ（http://www.jp.playstation.com/support/）をご覧
ください。

保証書について

保証書は、下図のように外箱の裏面に印刷されています。お買い上げ日と販売店名が保証
書欄に記入されていることを確かめてください。
外箱のバーコードラベルの番号は、本機の製造番号と一致しています。バーコードラベル
で本機の保証書であることが確認できない場合は、保証の対象となりません。
外箱を捨てたり、保証書を切り取ったりしないでください。保証書とバーコードラベルを
確かめるために必要です。また、修理に出すとき、製品保護のためにも必要です。

バーコードラベル（バーコードラベルの番号は、
本体の製造番号と一致しています）

保証書（切り取らないでください） 2枚のラベルが貼り付けられています
•  製造番号が記載されたラベル
•  「このラベルをPlayStation®2本体から絶対に
はがさないでください」と記載されたラベル

アフターサービスのご利用につきましては、当社ホームページのサポートページ
（http://www.jp.playstation.com/support/）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。

•

•

•

お客様の個人情報のお取り扱いについて
発行日2007年9月20日

情報の使用目的

提供していただいた氏名、住所、またはお客様カルテの回答などの個人情報（以下個人情
報）は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントにて下記の目的で使用します。
下記以外の目的で個人情報を使用する際は、改めてお知らせし、お客様の同意をいただき
ます。

・ お客様カルテとインフォメーションセンターへのお問い合わせで提供された
個人情報
商品の修理などのアフターサービスで使用します。

情報の保管・開示

お客様にご提供いただいた個人情報は、ソニーグループ・プライバシーポリシーに基づい
て保管いたします。詳しくは、http://www.jp.playstation.com/about/privacy.html に
てご確認いただけます。

個人情報のお問い合わせ先

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
インフォメーションセンター
TEL　0570-000-929　（PHS、一部のIP電話の場合　03-3475-7444）
受付時間　10:00～ 18:00
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