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必ずお読みください

DESR-5000/7000/5100/7100をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書はDESR-5000/7000/5100/7100専用のソフトウェアアップデート用取扱説明書です。
アップデートを行う前に、必ず以下のご注意をご覧ください。

 アップデートを行うときのご注意

• アップデートを行うときは、「アップデート（更新）する」（12
ページ）を必ずお読みください。

• アップデートが始まる1～ 2時間以内に録画予約が入って
いないことを確認してください。

• アップデート中に録画予約が始まると録画が停止します。

• ソフトウェアが正常に更新されないため、本機が録画中の
ときはアップデートを行わないでください。

“PSX”の認証について
“PSX” は、“DNAS”(Dynamic Network Authentication 

System)という著作権およびセキュリティの保護を可能にす
る株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント独自の
認証システムを使用しています。このシステムの無効化装置
若しくはプログラムを譲渡し、引き渡し、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。なお、“DNAS”に対応したコンテンツを、他の“PSX”や
“PlayStation 2”で利用することはできません。

 CD-ROMを取り扱うときのご注意

• CD-ROMの再生面に手を触れないように、持ってください。

• 直射日光が当たる所や、温度の高い所、湿度の高い所には
置かないでください。

• ケースに入れて保存してください。

• 指紋やほこりによるCD-ROMの汚れは、読み込みエラー
の原因になります。いつもきれいにしてください。

• 柔らかい布でCD-ROMの中心から外の方向へ軽く拭きま
す。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で
拭いた後、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。

• ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、
CD-ROMを傷めることがありますので、使わないでくださ
い。



7

写真のサムネイル表示にかかる時間につ
いて

GIF形式の写真（ファイル）の数が多いときは、サムネイルが
表示されるまでに非常に時間がかかる場合がありますが、本
機の故障ではありません。下記目安を参考にサムネイルが表
示されるまでしばらくお待ちください。サムネイルを表示す
る途中で、電源を切ると故障の原因となることがありますの
で、ご注意ください。

GIF形式の写真が表示されるまでの目安
（200枚の写真のサムネイルを画面上に表示させるときの目安
です）

（“ メモリースティック”）や 約2分～ 3分かかります

（デジタルカメラ）のとき

（CD-R）上のとき 約1分かかります

（アルバム）のとき 約1分かかります

写真の 取り込みが完了するまでの時間について
写真の取り込みを行うと、取り込むファイルの数によっては、
非常に時間がかかる場合*がありますが、本機の故障ではあり
ません。
写真の取り込み中に電源を切ると、故障の原因となることが
ありますのでご注意ください。
* 200枚の写真を一度に取り込むと、30分以上かかる場合があります。

写真の表示に関するご注意
一部のソニー製デジタルスチルカメラ“ サイバーショット”に
は、文字などを白黒で撮るテキストモードがあります。本機
では、このモードで撮影したGIFファイルを表示したり取り
込んだりすることはできません。本機はアニメーションGIF
に対応しています。

サムネイル
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DESR-5000/7000の更新内容

今回の ソフトウェアをアップデート（更新）すると、Ver.1.31になります。今回のアップデートを行う前に、Ver.1.10や
Ver.1.20のアップデートを行っていないお客様も、今回のアップデートでVer.1.10からVer.1.31の項目が一度にアップデー
トされます。

Ver.1.31の更新内容

テレビ

時間指定予約・番組表上での録画予約時に番組名の変更に対応

ビデオ

本機で録画した映像へのチャプターマーク設定機能を追加（18ページ）

DVD+RWおよびDVD-RWの追記に対応（23ページ）
本機で録画した映像の録画モード変更などに対応（最適化）（19ページ）
ダビングのDVDメニュー作成に対応（25ページ）
ディスクのオプションに初期化機能を追加（27ページ）

DVD-RWとDVD+RWの初期化がディスクのオプションからできるようになりました。

ミュージック

静止画タイプのビジュアライザーを追加（29ページ）

“PlayStation®BB”（ページビュー：各種チャンネルの閲覧機能のみ）に対応（30ページ）

その他 設定に「VRモードへのダビング」を追加
設定に「DVD二カ国語記録音声」を追加
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Ver.1.20の更新内容

テレビ

番組表上での録画予約の変更・取り消しに対応（31ページ）

ビデオ

DVD+RW（+VRモード）を使った映像のダビング・再生に対応（32ページ）
市販のDVDソフト（DVD-ROM）の30倍速早送り、早戻し（サーチ）に対応
映像の早見再生（1.3倍速）に対応（33ページ）

フォト

ソニー製デジタルスチルカメラで撮影した動画（MPEG1形式）やクリップモーション（GIF形式）の再生に対
応（33ページ）
ソニー製デジタルスチルカメラで撮影した動画やクリップモーションの取り込みに対応（35ページ）

GIF形式で保存した写真の表示や取り込みに対応（ソニー製デジタルスチルカメラのみ）
デジタルカメラで撮影したGIF形式の写真を本機で表示したり、取り込んだりすることができます。操作
方法は、JPEG形式の写真と同じです。詳しくは、“PSX”本体に付属している取扱説明書の54ページをご
覧ください。
表示時のご注意は、「本機で再生するときのご注意」（33ページ）をご覧ください。

CD-Rに保存した写真や動画の再生や取り込みに対応（36ページ）

ミュージック

MP3形式の曲のディスク（CD-R）上の認識可能曲数が99曲/フォルダに向上

設定

「HDD二カ国語記録音声」の設定で［主＋副音声］の選択に対応（36ページ）
［主＋副音声］を選択すると録画時に主音声と副音声両方を記録することができ、再生時に主音声・副音声を
切り換えることができます。
［主＋副音声］の設定で録画した映像は、DVD-RWのVRモードでダビングすることができます。

「外部映像入力」がテレビからビデオの設定へ移動

その他 スライドショー再生時に途中で止まってしまう点の修正

ソニー製デジタルスチルカメラ“サイバーショット”の一部機種で記録できる「ボイスメモ」には対応していません。
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DESR-5000/7000の更新内容

Ver.1.10の更新内容

テレビ

延長録画時の再延長設定に対応

ビデオ

録画した映像の並び順を変更（38ページ）
映像を少し先の場面まで飛ばす（戻す）（38ページ）
早送り、早戻し（サーチ）の30倍速に対応

2倍、10倍、120倍に加え30倍のサーチが利用できるようになりました。
サーチについて詳しくは、“PSX”本体に付属している取扱説明書の42ページをご覧ください。

ダビング時間の短縮
DVDへの書き込み速度が12倍速から24倍速になり、今までよりも高速にダビングできるようになりました。

ミュージック

CD-Rに記録されているMP3形式の曲の再生（39ページ）

CD-Rに記録されているMP3形式の曲のハードディスクへの取り込み（40ページ）

フォト

TIFF形式で保存された写真の表示・取り込み（ソニー製デジタルスチルカメラのみ）
デジタルカメラで撮影したTIFF形式の写真を本機で表示したり、取り込んだりすることができます。操作
方法はJPEG形式の写真と同じです。詳しくは、“PSX”本体に付属している取扱説明書の54ページをご覧
ください。

その他 “PlayStation 2”対応キーボード（USB接続）による文字入力に対応（40ページ）
設定に「文字入力の設定」を追加
設定に「キーボードの設定」を追加
「ビデオの設定」に「L2・R2ボタンの設定」を追加（38ページ）
外部接続した機器により、ダビングができない点の修正
ジャストクロックのチャンネル設定が自動チャンネル設定実行時に、初期値に変わってしまう点の修正
光デジタルアウト(SPDIF)接続時、HDDに記録した映像の編集で一時停止をするとまれにノイズが出る点
の修正
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DESR-5100/7100の更新内容

Ver.1.31の更新内容

Ver.1.30からの更新内容

DESR-5100/7100をお買い上げ時のソフトウェアのバージョンはVer.1.30です。
今回のソフトウェアをアップデート（更新）すると、Ver.1.31になります。

Ver.1.31の内容は、Ver.1.31の更新内容（8ページ）をご覧ください。

“PlayStation®BB”からホームメニューに戻る時間を短縮しました
“PlayStation®BB”の一部コンテンツ表示の改善を行いました

その他 ホームメニュー画面での画面遷移がよりスムーズになるようにしました
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 ネットワークで アップデート（更新）する

ネットワークアップデートを行う前に、ネットワークの設定
を必ず済ませてください。ネットワークの設定については、
“PSX”本体に付属している取扱説明書の「ネットワークの接続
と設定をする」（80ページ）をご覧ください。

Step1  Mm<,でホームメニューの 
設定

 （設定）

から［ネットワークアップデート］を選び 

 を押す。

ネットワークアップデートの開始画面が表

示されます。

Step2   を押す。

ネットワークアップデート作業が始まりま

す。

「ネットワークアップデートの流れ」（12

ページ）を参考に画面の指示に従って操作

してください。

アップデート中にエラーメッセージが表示

された場合は、もう一度Step1から作業を

やり直してください。それでもエラーメッ

セージが表示される場合は、裏表紙に記載

されている“PSX”アップグレード専用デス

クにお問い合わせください。

本機のアップデート方法には、ネットワークとCD-ROM（14ページ）の2種類あります。

重要
「ネットワークアップデートの流れ」の

11番で本機の電源が自動的に切れま
す。本機の電源ランプが赤くなってい
ることを確認し、電源を入れなおして
ください。

ネットワークアップデートの流れ

5へ

1 ソフトウェアのチェック

2 ソフトウェアのダウンロード

3 “DNAS”の認証

4 ソフトウェア使用許諾の表示
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5 ソフトウェア使用許諾の同意確認

9へ 13へ

6 インストール確認画面

7 自動的に再起動

8 アップデート継続

9 自動的に再起動

10 アップデート継続

11 電源が切れる

12 電源を入れる

電源ランプは緑色に点滅

電源ランプは緑色に点灯のまま

赤色に点灯

次のページへつづく
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アップデート終了

13 アップデート継続

14 自動的に再起動

15 ホームメニュー表示

電源ランプは緑色に点灯のまま

「本機がアップデートされているか確認する」（17ページ）で本
機のバージョンが「1.31」に更新されていることを確認してく
ださい。

「CD-ROMアップデートの流れ」（15ペー

ジ）を参考に画面の指示に従って操作して

ください。

 CD-ROMで アップデート（更新）する

“PSX”を使ってネットワークに接続できない方は、アップデー
ト用CD-ROMで更新することができます。
アップデート用のCD-ROMは無料配布する予定です。詳し
くは、裏表紙に記載されているホームページをご覧いただく
か、“PSX”アップグレード専用デスクまでご連絡ください。

Step1  本機にアップデート用のCD-ROMを挿入

する。

Step2  Mm<,でホームメニューの 
ゲーム

 （ゲーム）

から  （ディスク）を選び  を押す。

CD-ROMアップデート作業が始まります。

重要
「CD-ROMアップデートの流れ」の13
番で本機の電源が自動的に切れます。
本機の電源ランプが赤くなっているこ
とを確認し、電源を入れなおしてくだ
さい。

アップデート中にエラーメッセージが表示

された場合は、もう一度Step1から作業を

やり直してください。それでもエラーメッ

セージが表示される場合は、裏表紙に記載

されている“PSX”アップグレード専用デス

クにお問い合わせください。
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CD-ROMアップデートの流れ

1 アップデート開始画面

2 アップデート項目一覧表

3 ソフトウェア使用許諾の表示

4 ソフトウェア使用許諾に同意確認

5へ

5 開始確認画面

6 アップデートの準備画面

7 インストール確認画面

8 CD-ROMを取り出す

9へ

次のページへつづく
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電源ランプは緑色に点灯のまま

電源ランプは緑色に点灯のまま

電源ランプは緑色に点灯のまま

13へ

9 自動的に再起動

10 アップデート継続

11 自動的に再起動

12 アップデート継続

13 電源が切れる

14 電源を入れる

15 アップデート継続

16 自動的に再起動

17へ

赤色に点灯
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17 ホームメニュー表示

アップデート終了

「本機がアップデートされているか確認する」（17ページ）で本
機のバージョンが「1.31」に更新されていることを確認してく
ださい。

本機がアップデートされているか確認す
る

Step1  Mm<,でホームメニューの 
設定

 （設定）

から［ 本体の設定］を選ぶ。

Step2  Mmで［情報表示］を選ぶ。

「PSX」の欄が「1.31」になっていることを確

認してください。
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 チャプターマークを設定する

本機で録画した映像にチャプターマークを加えることができ
ます。チャプターマークを加えると、再生中に操作パネルの 

 や  のアイコンでチャプターマークを加えた場面ま
で飛ばしたり、戻したりすることができます。

Step1  Mm<,でホームメニューの ビデオ  （ビデ

オ）からチャプターマークを加えたい映像

を選び  を押す。

Step2  Mmで「 編集」を選び  を押す。

編集画面が表示されます。

Step3  チャプターマークを加えたい場面で  を

押す。

再生バー上にチャプターマークが設定され

ます。

1つの映像に対して99個のチャプターマー

クを加えることができます。

Step4  チャプターマークの設定が終了したら、
Mm<,で［完了］を選び  を押す。

チャプターマークを取り消す

Step1  編集画面表示中にMm<,で  （一時停

止）を選び  を押す。

Step2  Mmで再生バーを選ぶ。

Step3   または  で取り消したいチャプター

マークを選択する。

Step4   を押す。

Step3で選んだチャプターマークが取り消

されます。

再生バー
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映像を 最適化する

映像のデータサイズを小さくしたり、 編集で飛ばすように設
定した場面を完全に削除することができます。

Step1  ホームメニューの 
ビデオ
（ ビデオ）から映像を

選び  を押す。

オプション画面が表示されます。

Step2  Mmで［最適化］を選び  を押す。

最適化画面が表示されます。

Step3  Mmで最適化の設定欄を選び  を押す。

設定したチャプターマークを全て取り消すに
は

Step1  Mm<,でホームメニューの ビデオ  （ビデ

オ）からチャプターマークを取り消したい

映像を選び  を押す。

Step2  Mmで「編集取り消し」を選び  を押す。

選択した映像に設定されている全てのチャ

プターマークが取り消されます。

チャプターマークだけでなく編集の全ての

設定が取り消されますのでご注意ください。

「チャプターマークを設定する」のご注意
• 再生バーが選択されていないときは、チャプターマークの
設定・取り消しはできません。

• チャプターマークの設定されている部分の映像を編集した
場合、その部分に含まれるチャプターマークは取り消され
ます。

次のページへつづく
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最適化中は映像の左上に  マークが

表示されます。

Step3で設定できる項目

項目 説明
 録画モード 最適化後の画質を設定します。画質を落

とすと、データサイズは小さくなります。
音声 主＋副で録画された映像の音声を、

DVD-RW（Videoモード）やDVD-R、
DVD+RWのディスクにダビングすると
きの音声記録方法を設定します。

編集範囲 編集で飛ばすように設定した箇所を、最
適化時に完全に削除するかしないかを設
定します。「保存」を選んだ場合でも、最
適化後のタイトルに、編集やチャプター
の設定は残りません。

最適化前のタイトル 最適化前のタイトルを保存するか削除す
るかを設定します。

最適化を途中でやめたいときは
Mmでオプションメニューの［最適化中止］を選び  を押す。

Step7  Mmで［最適化開始］を選び  を押す。

最適化作業が始まります。

Step5  Mmで選んだ項目を設定する。

Step6  すべての項目の設定が終了したら  を押

す。

Step4  <,で設定する項目を選ぶ。
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DVDに ダビングする

本機に録画した映像をDVDにダビングすることができます。
ダビングを行う前に、目的にあったDVDを用意してください。

本機でダビングできるディスクの種類につい
て
本機でダビングできるディスクには、いくつかの種類があり
ます。
本機でダビングできるディスクの種類について詳しくは、「ダ
ビングできるディスクについて」（45ページ）をご覧ください。

DVDに記録できる映像の長さについて
映像の録画モードにより、DVDにダビングできる映像の長さ
が異なります。

 録画モード 長さ
 高画質 1時間

1.5時間
 （標準） 2時間

3時間
4時間
6時間

DVD-RWにVRモードでダビングするときは
DVD-RWにVRモードでダビングするときには、事前にダビ
ング方法の設定を行う必要があります。詳しくは、「編集した
映像をDVD-RWのVRモードにダビングするときのダビング
方法を設定する」（28ページ）をご覧ください。

 プレイリストとは
再生の順番など、映像を再生するための管理情報のことをプ
レイリストと呼びます。
プレイリストが記録されているDVD-RWのディスクのタイト
ル一覧には、オリジナルの映像とプレイリストが表示されま
す。プレイリストには  マークが表示されます。

オリジナルの映像を選ぶと、編集で再生しないように設定し
た箇所もそのまま再生します。
プレイリストを選ぶと、編集で再生しないように設定した箇
所を飛ばして再生します。

「映像を最適化する」のご注意
• 「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が含まれる番組の映像
を最適化した場合、コピー制御信号が含まれる場面は青色
の画像で記録され、音声は記録されません。

• コピー制御信号を含んでいる映像を最適化するときは、最
適化前のタイトルを削除することができません。

• 編集で設定したチャプター情報は、最適化を行った映像に
反映されません。

• 最適化中、ATRAC3形式の音楽を再生しているときに、
CD、“メモリースティック”、デジタルカメラを抜き挿しす
ると音飛びすることがあります。

• 録画タイトル数が多い（300件以上）場合、最適化中に
ATRAC3形式の音楽を再生すると音飛びすることがありま
す。

• 最適化中は、以下の操作や機能が働きません。
– 録画予約の開始
– 写真の取り込み
– 音楽の取り込み
– ダビング
– 設定の変更

• 最適化を行うと、最適化後のタイトルの先頭の画像がサム
ネイルとして登録されます。
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手順1 ディスクの準備をする

Step1  DVDディスクを本機に入れる。

Step2  Mmで  （ダビング）を選び  を押す。

Step3   を押す。

初期化（フォーマット）開始画面が表示され

ます。

ダビングウィザードの流れ

手順1 ダビングするディスクの準備

手順2 ダビングする映像の選択

手順3 DVDメニューを選ぶ
DVD-R、DVD-RW（Videoモード）、DVD+RWのみ可能

手順4 タイトルを書き込む順番を確認

手順5 DVDメニューを作成する
DVD-R、DVD-RW（Videoモード）、DVD+RWのみ可能

手順6 DVDにダビングする
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Step4  <,で［はい］を選び  を押す。

初期化されていないディスクが入ってい

るときは、ここで初期化を開始します。

DVD-RWのときは、下記の一覧を参考に、

利用目的に合った記録モードを選んでから

［はい］を選んでください。

DVD-RWの場合、ここで［DVD-RW記録

モード変更］を選ぶとモード選択画面が表

示されます。

Videoモード VRモード
再生可能な機器 ほぼすべての

DVDプレーヤー
VRモード対応の
DVDプレーヤーのみ

DVDメニュー 作成可能 作成不可
追記 不可 可能
備考 プレイリスト作成可能

すでに初期化されているDVD+RWやDVD-RW
のディスクを同じビデオモードで再初期化したい
ときは
各ディスクのオプションメニューにある［初期化］から行って
ください。

すでに映像が記録されているディスクに映像を追
記したいときは
DVD-RWのVRモードやDVD+RWは、一度ダビングを行っ
たディスクに、映像を追加することができます。
「手順1 ディスクの準備をする」（22ページ）のStep3で  を
選ぶと、追記を実行するための画面が表示されます。

追記したいときは、ここで［はい］を選んでください。

［はい］を選ぶと「手順2 ダビングする映像（タイトル）を選ぶ」
（24ページ）のStep5に進みます。
［いいえ］を選ぶと「手順1 ディスクの準備をする」のStep4（23
ページ）に進みます。

ダビングした映像の消去について
本機では、ダビングした映像の一部だけを消去することはで
きません。
映像を消去したいときはディスクを初期化してください。

他機器を使って、ディスクに記録されている映像を消去する
ことで発生した空きスペースについて

DVD-RW（VRモード）の場合、この空きスペースに映像を追
記することができます。

DVD+RWの場合、この空きスペースは利用できません。
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選んだタイトルのサイズの合計がディスクの空き
容量を超えてしまうときは
このようなときは、タイトル録画モードを変更し、データサ
イズを小さくすることで、ディスクの空き容量にあわせるこ
とができます。本機にはタイトルの録画モードを自動的に変
更する方法と、手動で録画モードを変更する方法の2種類があ
ります。

自動で調整したいときは

Step5でタイトルを選んだあと、<,で［はい］を選び  を
押してください。本機が自動的にタイトルのサイズを変更し
ます。

手動で調整したいときは

1 Step5のときにMmでサイズを変更したいタイトルを選び  
 を押す。

2 Mmで［ 録画モード］を選び  を押す。

3 Mmで変更後の録画モードを選び  を押す。

変更前の録画モードより高画質な録画モードを選ぶことはで
きません。
録画モードは以下の表の順でサイズが小さくなります。

録画モード サイズ 画質
大 高画質

小

録画モードが変更されたタイトルは、以下の画面のように変
更後の録画モードが表示されます。

手順2 ダビングする映像（タイトル）を選ぶ

Step5  Mmでダビングしたい順番にタイトルを選

び  を押す。

選んだ順番にダビングされます。画面右

側に表示される円グラフで、ダビングする

ディスクの空き容量を確認しながら、映像

を選んでください。

赤く表示

順番を変更したいときは

1 選んだタイトルをMmでもう一度選び  を押す。
選択が解除されます。

2 ダビングしたい順番にタイトルを選び直し  を押す。

「1回だけ録画可能」なタイトルについて
「１回だけ録画可能」のコピー制御信号が含まれているタイト
ルは、DVDにダビングすることができません。このようなタ
イトルは、Step5でタイトルの画面が赤く表示されます。
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Step7  MmでDVDメニューのデザインを選び  
を押す。

手順3  DVDメニューのデザインを選ぶ
DVDメニューとはDVDを再生したときに最初に表示される
タイトル一覧です。

本機ではDVD-R、DVD-RW（Videoモード）、DVD+RWの
ディスクでダビングするときのみ作成できます。

DVD-RW（VRモード）を使用してダビングするときは、DVD
メニュー作成画面が表示されません。「手順4 タイトルを書き
込む順番を確認する」（26ページ）に進んでください。

DVDメニューにより、1ページに表示できるタイトル数が異
なります。DVDメニューを拡大表示して、表示できるタイト
ル数を確認してください。タイトル数が1ページに収まらない
ときは、同じデザインのDVDメニューが自動的に追加され複
数ページのDVDメニューとなります。

DVDメニューを作成したくないときは

DVDメニュー一覧の一番上に表示されている「メニューを作
成しません」を選んでください。

他機器で作成したDVD+RWに映像を追記すると
きのご注意
本機で映像を追記するときに、本機で選択したDVDメニュー
に置き換わります。
他機器で作成したDVDメニューは、本機で映像を追記したと
きに消えてしまいます。

ディスクのタイトル名

タイトル名

録画モードを変更したくないタイトルがあるときは
変更したくないタイトルを保護すると、自動的にタイトルの
サイズを変更するときでも、保護をかけたタイトルはもとの
録画モードのままダビングすることができます。 

1 Step5のときにMmでサイズを変更したいタイトルを選び 
 を押す。

2 Mmで［モード固定］を選び  を押す。
録画モードが保護され、変更後の録画モード表示のところ
に  マークがつきます。

Step6  録画モードの変更が終わったら、,を押す。

次のページへつづく
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手順6 DVDにダビングする
メニューの作成が終わると、自動的にダビングが始まり、最
後にファイナライズ処理をします。
ダビング時に最適化作業が発生した場合は、ダビングに時間
がかかることがあります。
最適化作業はダビング時に録画モードを変更したり、音声の
記録方法を変更したときに発生します。

「DVDにダビングする」のご注意
• DVD機器によっては、正しくファイナライズしても再生で
きないことがあります。

• 他のDVD機器で録画したディスクを本機でファイナライズ
することはできません。

• ダビング中は、録画予約や録画はできません。

• DVD-RWのVideoモードでダビングした場合、編集の結果
は反映されます。

• ハードディスクの残量が少ないときは、DVDメニューを作
成できなかったり、最適化が必要な場合にダビングできな
いことがあります。

• 編集で設定したチャプター情報は、ダビング時に最適化を
行った映像に反映されません。

• 地上・BS・110度CSデジタル放送のほとんどの番組はコ
ピー制御信号が含まれています。「1回だけ録画可能」のコ
ピー制御信号が含まれる番組をDVDへダビング、移動する
ことはできません。“PSX”では「1回だけ録画可能」な番組
はハードディスクにのみ録画することができます。

• 他機器でタイトルを全て削除したDVD-RW（VRモード）、
DVD+RWのディスクに追記することはできません。

• ダビング時に録画モードを変更したり、音声の記録方法を
変更した場合は、通常よりもダビングに時間がかかること
があります。

DVDメニューのデザインを拡大して確認したいと
きは
Step7で確認したいデザインを選んでいるときに  を押し
て、Mmで［拡大表示］を選ぶ。

DVDメニュー上にディスクのタイトル名を表示さ
せたいときは
ディスクのタイトル名をDVDメニュー上に表示させることが
できます。初期設定はDVDメニュー上にDVDメニューを作
成したときの時刻が表示されるように設定されています。

1 Step7で確認したいデザインを選んでいるときに  を
押して、Mmで［名前変更］を選ぶ。

2 文字入力画面が表示されるので、ディスクのタイトル名を
入力する。

手順4 タイトルを書き込む順番を確認する
タイトルは上から順番に書き込まれます。

Step8  タイトルの書き込み順番を確認し  を押

す。

タイトルの順番を変更したり、録画モードを変更
したいときは
<を押して、Step5に戻る。

手順5  DVDメニューを作成する
手順3で選んだデザインでDVDメニューを作成します。

DVDメニューの作成には、時間がかかることがあります。作
成されるまでしばらくお待ちください。
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DVD-RWの場合、ここで［DVD-RW記録モード変更］を選ぶ
とモード選択画面が表示されます。
下記の一覧を参考に、利用目的に合った記録モードを選んで
から［はい］を選んでください。

Videoモード VRモード
再生可能な機器 ほぼすべての

DVDプレーヤー
VRモード対応の
DVDプレーヤーのみ

DVDメニュー 作成可能 作成不可
追記 不可 可能
備考 プレイリスト作成可能

DVDを初期化する

Step1  DVDディスクを本機に入れる。

Step2  Mmで  （DVD）を選び  を押す。

Step3  Mmで［初期化］選び  を押す。

DVDの初期化が始まります。

Step4   を押す。
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 二カ国語放送の録画映像をDVDにダビ
ングするときの音声記録方法を設定する

二カ国語放送の録画映像をDVD-R、DVD-RW（Videoモー
ド）、DVD+RWでダビングするときの音声記録方法を設定し
ます。 
DVD-RW（VRモード）でダビングするときは、主音声と副音
声の両方が記録されます。

Step1  Mm<,でホームメニューの 
設定

 （設定）

から［ビデオの設定］を選び  を押す。

Step2  Mmで［DVD二カ国語記録音声］を選び  
を押す。

Step3  Mmで記録方法を選び  を押す。

項目一覧
主音声
主音声のみをダビング時に記録します。

副音声
副音声のみをダビング時に記録します。

二カ国語放送の録画映像をDVDにダビングす
るときの記録音声について
主音声・副音声両方の音声が記録されている録画映像は、ダビ
ングに使用するディスクによって記録できる音声が異なりま
す。

録画時の
HDD二カ
国語記録音
声の設定

ダビング可能なDVDディスクと記録モード
DVD-R
（Videoモード）

DVD-RW DVD+RW
（+VRモード）Video

モード
VR
モード

主音声 ○ ○ ○ ○
副音声 ○ ○ ○ ○
主+副音声 △ △ ◎ △

△ 「 DVD二カ国語記録音声」の設定で選択した音声で記録さ
れます

○ 録画時に設定した HDD二カ国語記録音声の音声のみダビ
ングされます

◎ 主音声/副音声両方がダビングされ、再生時に主音声/副音
声の切り換えができます

編集した映像をDVD-RWのVRモード
にダビングするときのダビング方法を設
定する

DVD-RWのVRモードで編集した映像をダビングすると、プ
レイリストを作成したり、編集で再生しないように設定した
箇所を削除して、ダビングしたりすることができます。

Step1  Mm<,でホームメニューの 
設定

 （設定）

から［ビデオの設定］を選び  を押す。

Step2  Mmで［VRモードプレイリスト］を選び  
を押す。

Step3  Mmでダビング方法を選び  を押す。

項目一覧
作成する
プレイリストとオリジナルの映像をダビング
します。編集で再生しないように設定した箇
所も、オリジナルの映像に残ります。

作成しない
オリジナルの映像から、編集で再生しないよ
うに設定した箇所を削除してダビングします。

 プレイリストとは
再生の順番など、映像を再生するための管理情報のことをプ
レイリストと呼びます。
ホームメニューの ビデオ  （ビデオ）で、プレイリストが記録され
ているDVD-RWのディスクを選び  を押すと、タイトル一
覧に、オリジナルの映像とプレイリストが表示されます。

プレイリストには、  マークが表示されます。

オリジナルの映像を選ぶと、編集で再生しないように設定し
た箇所もそのまま再生します。
プレイリストを選ぶと、編集で再生しないように設定した箇
所を飛ばして再生します。
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 ビジュアライザーを静止画に切り換える

Ver.1.31より、ビジュアライザーの種類に静止画（2種類）が
加わりました。

Step1  曲の再生中に  を押す。

操作パネルが表示されます。

Step2  操作パネルの  のアイコンを選び  
を数回押す。

静止画が表示されます。

Step3  もう一度操作パネルの  のアイコンを

選び  を押す。

別の静止画が表示されます。

ご注意

外部入力機器で放送されている二カ国語放送を録画するときは、あらかじめ本機の
外部入力音声の設定を「二重音声」に設定してください。外部入力音声の設定を「ス
テレオ」のまま録画すると、HDD二カ国語記録音声の設定で「主＋副音声」に設定し
ても、再生時に主音声/副音声の切り換えができなくなります。
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“PlayStation®BB”インフォを閲覧する
“PlayStaion®BB”インフォには、“PlayStation®BB”の利
用規約などが掲載されています。

Step1  Mm<,でホームメニューの  
（“PlayStation®BB”）から

［“PlayStation®BB”インフォ］を選び  
を押す。

“PlayStation®BB”利用上のご注意
• 本機を使って“PlayStation®BB”のコンテンツなどをダウ
ンロードすることはできません。

• “PlayStation®BB”の各チャンネルでダウンロード実行し
ようとすると、画面上にメッセージが表示されますが、故
障ではありません。

• 本機では、有料のコンテンツを閲覧することができません。

“ PlayStaion®BB”について

本機の“PlayStation®BB”を使用すると、ゲームソフトウェ
アメーカーや、インターネットサービスプロバイダから提供
されるコンテンツを閲覧することができます。
“PlayStation®BB”の各種コンテンツや、
“PlayStation®BB”インフォを閲覧するには、本機を ネット
ワークに接続する必要があります。
ネットワークの接続方法については、“PSX”本体に付属して
いる取扱説明書の80ページ「ネットワークの接続と設定をす
る」をご覧ください。

“PlayStation®BB”を楽しむ

Step1  Mm<,でホームメニューの  
（“PlayStation®BB”）から閲覧したい

チャンネルを選び  を押す。

ネットワークに接続し、選んだチャンネル

が表示されます。

サービス内容はコンテンツを提供してい

るゲームソフトウェアメーカーやインター

ネットサービスプロバイダーによって異な

ります。詳しくは、各ゲームソフトウェア

メーカーまたは、インターネットサービス

プロバイダーへお問い合わせください。
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Ver.1.20で追加された機能の操作説明

 番組表で 録画予約の内容を変更する

Step1  Mm<,でホームメニューの 
テレビ

 （テレ

ビ）から  （番組表）を選び  を押す。

Step2  Mm<,で予約内容を変更したい番組を選

び  を押す。

Step3  Mmで設定項目欄を選び  を押す。

Step4  <,で変更する項目を選ぶ。

Step5  Mmで選んだ項目を変更する。

Step6  すべての項目の設定が終了したら  を押

す。

Step7  Mmで［予約確定］を選び  を押す。
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 番組表で 録画予約を取り消す

Step1  Mm<,でホームメニューの 
テレビ

 （テレ

ビ）から  （番組表）を選び  を押す。

DVD+RWで ダビングする

Ver.1.20から、DVD+RWのディスクにもダビングができる
ようになりました。
ダビング方法については詳しくは、「DVDにダビングする」（21
ページ）をご覧ください。

Step2  Mm<,で録画予約を取り消したい番組を

選び  を押す。

Step3  Mmで［予約削除］を選び  を押す。
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映像を音声つきで早送りする（ 早見再生）

操作パネル上の x1.3 を選ぶと、映像を音声つきで1.3倍速再
生することができます。

Step1  映像を再生しているときに  を押す。

操作パネルが表示されます。

Step2  Mm<,で x1.3 を選び  を押す。

ご注意

• 市販のDVD-Video（DVD-ROM）で早見再生を利用することはできません。

• HQ以外の録画モードで録画した映像や、その映像をダビングしたDVDは早見
再生を行ったときに、ドルビーデジタルを「入」に設定しても本機の光デジタル出
力から音声を出力することができません。HQの録画モードで録画した映像はド
ルビーデジタルの設定にかかわらず、本機の光デジタル出力から音声が出力され
ます。

Step1で  （“メモリースティック”）や  
（デジタルカメラ）、  （データCD）を選んだとき
は
Step2で“メモリースティック”やデジタルカメラに保存され
ているフォルダが表示されますので、見たい動画やクリップ
モーションが入っているフォルダを選び  を押してくださ
い。  を押すと、選んだフォルダに保存されている動画やク
リップモーションの一覧が表示されますので、見たい動画や
クリップモーションを選び、再び  を押してください。

本機で再生するときのご注意
• 本機で再生できる写真や動画は、ソニー製デジタルスチル
カメラ“サイバーショット”で撮影したJPEG/GIF/TIFF形式
の写真とMPEG1形式の動画、およびクリップモーション
になります。

• HQモードやVXモードなどの高ビットレートのMPEG1形
式の動画は正常に再生できないことがあります。

• MPEG形式の動画や、TIFF/GIF形式の写真などを”メモリー
スティック”やCD-R、デジタルカメラから再生すると、時
間がかかることがあります。このようなときは、再生した
い動画や写真が入っているフォルダごと本機に取り込んで
から再生してください。

ソニー製デジタルスチルカメラで撮影し
た動画やクリップモーションを再生する

ソニー製デジタルスチルカメラ“ サイバーショット”で撮影し
た動画（MPEG1形式）や クリップモーション（GIF形式）を再
生することができます。

Step1  Mm<,でホームメニューの 
フォト

 （フォト）

から  （“メモリースティック”）や 

 （デジタルカメラ）、  （データ

CD）、  （アルバム）を選び  を押す。

Step2  Mmで動画やクリップモーションを選び  
を押す。

次のページへつづく
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 （前の写真）について
MPEG1形式の動画を3秒以上再生しているときに  を選
び  を押すと、再生中の動画の最初に戻り、再生を開始し
ます。

MPEG1形式の動画の再生を開始してから3秒以内で  を
選び  押すと、再生中の動画の1つ前の写真や動画に戻り再
生します。

• 動画ファイルをスライドショーで表示することはできませ
ん。

• ファイルサイズが大きい写真は、サムネイルが表示される
代わりにアイコンが表示されることがあります。

再生中の動画を操作する
画面に表示される操作パネルを使って、再生中の動画やクリッ
プモーションを操作することができます。

Step1  写真を表示しているときに  を押す。

操作パネルが表示されます。

Step2  Mm<,で利用したいアイコンを選び  
を押す。

操作パネルで使えるアイコン
使用状況により表示されないアイコンがあります。

項目 説明
アルバム
ジャケットに
する

アルバムのアイコンとして、写真が登録
されます。
動画やクリップモーションをアルバム
ジャケットにする場合、動画やクリップ
モーションの先頭のフレームがアイコン
として登録されます。

画面表示 画面表示を切り換えます。

前の写真 前の写真や動画を表示します。

次の写真 次の写真や動画を表示します。

再生 停止中の動画を再生します。

一時停止 再生中の動画を一時停止します。

停止 再生中の動画を停止します。

操作パネル
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ソニー製デジタルスチルカメラで撮影し
た動画やクリップモーションを 取り込む

 （“メモリースティック”）や  （デジタルカメラ）、 
 （データCD）に保存されている動画やクリップモーション

を本機に取り込むことができます。

CDのファイル構成については43ページ、”メモリースティッ
ク”のファイル構成については46ページをご覧ください。

フォルダ単位で取り込む

Step1  Mm<,でホームメニューの 
フォト

 （フォト）

から  （“メモリースティック”）や 

 （デジタルカメラ）、  （データ

CD）を選び  を押す。

Step2  Mmで取り込みたいフォルダを選び  を

押す。

フォルダのオプションメニューが表示され

ます。

Step3  Mmで［取り込み］を選び  を押す。

取り込みが開始されます。画面の指示に

従ってフォルダを取り込んでください。指

定したアルバムに動画が取り込まれます。

ファイル単位で取り込む

Step1  Mm<,でホームメニューの 
フォト

 （フォト）

から  （“メモリースティック”）や 

 （デジタルカメラ）、  （データ

CD）を選び  を押す。

フォルダが表示されます。

Step2  Mmでフォルダを選び  を押す。

Step3  Mmで取り込みたい動画を選び  を押す。

オプションメニューの［情報］でファイルの

種類を確認することができます。

Step4  Mmで［取り込み］を選び  を押す。

取り込みが開始されます。画面の指示に

従って、動画やクリップモーションを取り

込んでください。
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CD-Rに保存した写真や動画などを 再生
する

Step1  Mm<,でホームメニューの 
フォト

 （フォト）

から  （データCD）を選び  を押す。

Step2  Mmで［フォルダ］を選び  を押す。

Step3  Mmで写真や動画を選び  を押す。

 二カ国語放送（二重音声放送）を録画する

本機では二カ国語放送などの番組を録画するときに、音声を2
通りの方法で記録することができます。

主音声または副音声のみを記録する

Step1  Mm<,でホームメニューの 
設定

 （設定）

から［ビデオの設定］を選び  を押す。

Step2  Mmで「 HDD二カ国語記録音声」を選び  
を押す。

Step3  Mmで「主音声」または「副音声」を選び  
を押す。

主音声・副音声両方の音声を記録する
再生時に主音声・副音声を切り換えて再生することができます。

Step1  Mm<,でホームメニューの 
設定

 （設定）

から［ビデオの設定］を選び  を押す。

Step2  Mmで「HDD二カ国語記録音声」を選び  
を押す。

Step3  Mmで「主＋副音声」を選び  を押す。

外部入力から二カ国語放送を録画する
二カ国語放送の設定に加え、「外部入力音声設定」の設定を「二
重音声」に変更してください。

Step1  Mm<,でホームメニューの 
設定

 （設定）

から［ビデオの設定］を選び  を押す。

Step2  Mmで「外部入力音声設定」を選び  を押

す。

Step3  Mmで「二重音声」を選び  を押す。
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二カ国語放送の録画映像の音声を光デジタル
出力で聞くときのご注意
［DVDの設定］の「ドルビーデジタル」が「入」のときは、以下の
映像の音声を切り換えることができません。

• HQ以外の録画モードで録画した録画映像

• HQ以外の録画モードで録画した録画映像をダビングした
DVD

外部入力（LINE）から二重音声の番組（デジタ
ルCS放送の番組など）を録画するときのご注
意
「外部入力音声設定」を「ステレオ」にすると、再生時に音声を
切り換えることができません。
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 映像の並び順を変更する

録画した映像の一覧を並べ換えることができるようになりま
す。

Step1  Mm<,でホームメニューの 
ビデオ

 から映

像を選び  を押す。

ビデオのオプション画面が表示されます。

Step2  Mmで［並び順変更］を選び  を押す。

「並び順変更」で  を押すたびに、映像の

並び順が以下の順で切り換わります。

日付順（新しい順）
 m

日付順（古い順）
 m

名前順（▼）
 m

名前順（▲）
 m

ジャンル順
 m

未視聴順

現在表示されている映像の並び順は画面の

左上で確認することができます。

映像のオプション画面

現在の並び順

少し先の場面まで映像を飛ばして再生す
る（ フラッシュ）

操作パネルに  （フラッシュ－）  （フラッシュ＋）
ボタンが追加され、約15秒先（後ろ）の場面まで飛ばして（戻っ
て）再生することができるようになります。

Step1  映像を再生しているときに  を押す。

ビデオの操作パネルが表示されます。

Step2  Mm<,で  （フラッシュ－）  
（フラッシュ＋）を選び  を押す。

 （フラッシュ－）  （フラッシュ

＋） を選び  を1回押すと、約15秒先（後

ろ）の場面まで飛ばす（戻す）ことができま

す。  を2回押すと、約30秒先（後ろ）の

場面まで飛ばす（戻す）ことができます。

ビデオの操作パネル

フラッシュ＋
フラッシュ－

リモコンのL2/R2ボタンでフラッシュを使う
リモコンのL2/R2ボタンの設定を変更すると、リモコンでも
フラッシュが使えるようになります。

Step1  Mm<,でホームメニューの 
設定

 （設定）

から  （ビデオの設定）を選び  を

押す。

Step2  Mmで［L2・R2ボタン設定］を選び  を押

す。

Step3  Mmで［フラッシュ］を選び  を押す。

L2がフラッシュ－、R2がフラッシュ＋に

なります。
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L2・R2ボタン設定について

項目 説明
 サーチ 映像を早送り、早戻ししながら目的の場面まで飛

ばしたいときに選びます。
フラッシュ 映像を約15秒先の場面までに飛ばしたい（戻した

い）ときに選びます。

この設定を行うと別売りの“PSX”専用アナログコントローラ
（DESR-10）のL2/R2ボタンも同時に切り換わります。

ご注意

リモコンのL2/R2ボタンの設定をフラッシュに変更しても映像を編集しているとき
は、L2/R2ボタンはサーチとして働きます。

MP3の曲を 再生する

パソコンなどでCD-Rに保存したMP3ファイル（曲）を再生す
ることができます。

Step1  本機にCD-Rを入れる。

ホームメニューの 
ミュージック

 に  （データCD）

が表示されます。

Step2  Mmで  （データCD）を選び  を押す。

Step3  Mmで［フォルダ］を選び  を押す。

Step4  Mmで再生したい曲を選び  を押す。

ご注意

CD-R以外のディスクに保存したMP3ファイルを本機で再生することはできませ
ん。

フォルダ
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MP3の曲を本機に 取り込む

CD-Rに保存されているMP3ファイルを本機に取り込むこと
ができます。

フォルダごと取り込む

Step1  Mm<,でホームメニューの 
ミュージック

 から  
（データCD）を選び  を押す。

Step2  Mmで取り込みたいフォルダを選び  を

押す。

フォルダのオプションメニューが表示され

ます。

Step3  Mmで［取り込み］を選び  を押す。

取り込みが開始されます。画面の指示に

従ってMP3ファイルを取り込んでください。

指定したアルバムに曲が取り込まれます。

CD-RのMP3ファイル（曲）を取り込む

Step1  Mm<,でホームメニューの 
ミュージック

 から  
（データCD）を選び  を押す。

フォルダが表示されます。

Step2  Mmでフォルダを選び  を押す。

Step3  Mmで取り込みたいMP3ファイル（曲）を選

び  を押す。

Step4  Mmで［取り込み］を選び  を押す。

取り込みが開始されます。画面の指示に

従ってMP3ファイルを取り込んでくださ

い。指定したアルバムに曲が取り込まれま

す。

 キーボードを接続して文字を入力する

USB端子を使って本機に“PlayStation 2”対応キーボードを
つなぐと、画面上に表示されるキーボードを使わずに、文字
の入力ができるようになります。

Step1  キーボードを接続する。

以下の図の通りに接続してください。

Step2  キーボードの設定をする。

必要に応じてキーボードの設定や文字入力

の設定をしてください。設定方法について

詳しくは、「キーボードの設定をする」（41

ページ）と「文字入力の設定をする」（42ペー

ジ）をご覧ください。
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 キーボードの設定をする

使用しているキーボードに合わせて以下の設定を行ってくだ
さい。

キーボードの種類を設定する
英語のキーボードをつないだときはこの設定を行ってくださ
い。

Step1  Mm<,でホームメニューの 
設定

 （設定）

から［キーボード］を選び  を押す。

Step2  Mmで［タイプ］を選び  を押す。

Step3  Mmでキーボードの種類を選び  を押す。

項目一覧
英語キーボード
英語キーボードを接続したときに選びます。

日本語キーボード
日本語キーボードを接続したときに選びます。

キーを長押ししたときの文字入力開始時間を
設定する
キーボードのキーを長押ししたときに、文字が繰り返し入力
されるまでの時間を調整します。

Step1  Mm<,でホームメニューの 
設定

 （設定）

から［キーボード］を選び  を押す。

Step2  Mmで［リピート開始時間］を選び  を押

す。

Step3  Mmで設定を選び  を押す。

項目一覧
短い
キーを長押しすると、同じ文字がすぐに入力
されます。

標準
標準的な設定です。

長い
キーを長押しても、同じ文字が連続して入力
されるまでに少し時間があきます。間違って
長押ししても、同じ文字が続けて入力される
のを防ぎます。

キーを長押ししたときの文字入力速度を設定
する
キーを長押ししたときに入力される文字の入力速度を設定し
ます。

Step1  Mm<,でホームメニューの 
設定

 （設定）

から［キーボード］を選び  を押す。

Step2  Mmで［キーリピートの速さ］を選び  を

押す。

Step3  Mmで設定を選び  を押す。

項目一覧
遅い
入力速度が遅くなります。

標準
標準の設定です。

速い
入力速度が速くなります。
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文字入力の設定をする

USBで接続したキーボードで文字を入力するときの文字入力
方法を設定します。

日本語の入力方法を設定する
「ローマ字入力」と「かな入力」の2種類の入力方法があります。

Step1  Mm<,でホームメニューの 
設定

 （設定）

から［文字入力の設定］を選び  を押す。

Step2  Mmで［日本語入力］を選び  を押す。

Step3  Mmで入力方法を選び  を押す。

項目一覧
ローマ字入力
アルファベットキーを使ってローマ字で日本
語を入力します。

かな入力
かなキーを使って日本語を入力します。

キーバインドの設定をする
日本語の変換方法を設定します。本機には2種類の設定がある
ので、使いやすい設定を選んでください。

Step1  Mm<,でホームメニューの 
設定

 （設定）

から［文字入力の設定］を選び  を押す。

Step2  Mmで［キーバインド］を選び  を押す。

Step3  Mmで設定を選び  を押す。
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その他

CD-R 1階層目（CD-R直下）2階層目 3階層目

フォルダ

ファイル

フォルダ

ファイル

フォルダ

1 2

フォルダ

1階層目（CD-R直下）2階層目

ファイル

CD-R

 CD-Rへのファイルの保存方法について

本機で再生できる音楽（MP3）や写真、動画のファイルは、以
下の方法で保存されたCD-Rのみです。これ以外の方法で保
存されたファイルを再生することはできません。

フォルダやファイルの作成・保存場所

CD-Rの直下（ルート）にフォルダを作成し、そのフォルダの
中に音楽や写真、動画のファイルを保存してください。

フォルダやファイルを作成・保存するときのご注意

• CD-R直下（ルート）に書き込んだファイルは本機で認識さ
れません（下図1）。

• フォルダの中にフォルダを作成しないでください（下図2）。

• 1枚のCD-Rに40個以上のフォルダを作成しないでくださ
い。

• 1つのフォルダの中に100個以上のMP3ファイルを保存し
ないでください。

• 1つのフォルダの中に201個以上の写真、動画のファイルを
入れないでください。

フォルダ名やファイル名をつけるときのご注意

• ファイル名は64文字以内で設定してください。

• 半角の「<」「>」「|」「"」「/」「\」「*」「:」「?」「¥」「,」などの文字は使
用しないでください。

• ファイル名、フォルダ名はISO9660のレベル1、レベル2、
拡張フォーマット（Joliet）に準拠していない場合、正しく表
示されない場合があります。

• ファイルに名前をつけるときは、ファイルの最後にファイ
ルの内容に従った拡張子をつけてください。ファイルの拡
張子は「.JPG」「.GIF」「.MPG」「.TIF」「.mp3」のいずれかを
つけてください。

• JPEG画像ファイルの拡張子には「.JPG」、TIFF画像ファ
イルの拡張子には「.TIF」、GIF画像ファイルの拡張子には
「.GIF」、MPEG1動画ファイルの拡張子には「.MPG」とつ
けてください。拡張子とファイルの内容が一致していない
ファイルを再生すると、本機の動作が不安定になります。

• MP3形式以外のファイルに拡張子「.mp3」をつけると、そ
のファイルを再生してしまう場合があるため、雑音や故障
の原因となります。

• ID3タグはVersion1.0にのみ対応しています。

• CD-R上のMP3ファイルにおけるトラック名は、ID3タグ
が存在する場合、ID3タグの情報を参照して表示されます
が文字数に制限があります。

• HDDに取り込んだMP3ファイルのトラック名は、ファイ
ル名を表示しますが、文字数に制限があります。

パソコンでCD-Rに書き込むときのご注意

• CD-Rを必ず使ってください。

• 「Disc at once」で必ず書き込んでください。

• 一度書き込んだCD-Rに追記しないでください。

• ディスクの状態によっては再生できない場合があります。

• マルチセッションで記録したディスクは、再生できません。

• CD-RWには対応しておりません。

• パケットライトには対応しておりません。

次のページへつづく
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本機が対応しているフォーマットについて

CD-Rファイルシステム フォルダ名・ファイル名の文字数制限
ISO9660レベル1 8.3形式

ISO9660レベル2 最大半角31文字（拡張子含む）
拡張フォーマット（Jolietのみ） 最大64文字（拡張子含む）

* フォルダは1階層までしか対応していません。

本機が対応しているCD-Rに書き込むためのオーディオ規格

項目 MPEG1 Audio Layer3 MPEG2 Audio Layer3
書き込みモード モード1、モード2（Form1）に対応
圧縮方式（サンプリングレート） 48kHz,44.1kHz,32kHz 24kHz,22.05kHz,16kHz
ビットレート 32k～ 320kbps、VBRも可* 8k～ 160kbps、VBRも可*
ファイル数 99（1フォルダあたり）
アルバム（フォルダ）数 39
アルバム（フォルダ）階層 1
マルチセッション 非対応

m3uプレイリスト 非対応

mp3PROフォーマット 非対応

* VBRの場合、再生経過時間表示が実際と異なる場合があります。
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ビデオで ダビングできるディスクについ
て

ディスクの種類 ディスク名称  DVD-R  DVD-RW  DVD+RW
ロゴ

モード  Videoモード  VRモード Videoモード  ＋VRモード

本機での表示 DVD-Video DVD-VR DVD-Video DVD+VR

最長録画時間 約6時間

他機との互換性 ○ △ ○ △
DVD
プレーヤー
で再生可能

VRモード
対応の機器
でのみ再生可能

DVD
プレーヤー
で再生可能

＋RW
対応の機器
でのみ再生可能

ダビング可能な回数 １回のみ 初期化を行えば何回でも可能 初期化を行えば何
回でも可能

ダビング後の追記 × ○ × ○ 詳しくは
23ページ

DVDメニュー作成 ○ × ○ ○ 詳しくは
25ページ

プレイリスト作成 × ○ × × 詳しくは
28ページ

 二カ国語放送
のダビング

主音声のみ ○*2 ○*2 ○*2 ○*2 詳しくは
28ページ

副音声のみ ○*2 ○*2 ○*2 ○*2

主音声＋副音声 △*1 ◎*3 △*1 △*1

*1  「DVD二カ国語記録音声」の設定で選択した音声で記録されます。

*2  録画時に設定したHDD二カ国語記録音声の音声のみダビングされます。

*3  主音声/副音声両方がダビングされ、再生時に主音声/副音声の切り換えができます。
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“ メモリースティック”への写真や動画フ
ァイルの保存方法について

“メモリースティック”に保存した写真や動画を表示したいと
きは、写真や動画を以下の形式（DCF*形式）で“メモリース
ティック”に保存してください。

DCF形式で保存していない場合、本機で再生することはで
きません。一部のソニー製デジタルスチルカメラ“サイバー
ショット”にはDCF形式で保存できない機種がありますが、
この場合パソコンでDCF形式のフォルダに移動またはコピー
すると、本機で再生できるようになります。
* 「Design rule for Camera File system」の略で、（社）電子情報技術産業協会
（JEITA）で制定された統一規格のことです。

ファイルを保存する場所について
以下の図のように、3階層目に画像ファイルを保存してくださ
い。（下図3）

• “メモリースティック”直下（ルート）に1階層目のフォルダを
作成してください。（上図1）

• 2階層目のフォルダ（写真や動画を保存するためのフォルダ）
は必ず「DCIM」フォルダの直下に作成してください。（上図
2）

ファイルやフォルダ名のつけ方について

• 1階層目のフォルダには必ず半角大文字で「DCIM」という名
前をつけてください。

• 2階層目のフォルダ名は、半角英数字3文字＋半角アルファ
ベット5文字の計8文字にしてください。

 例） 「101MSDCF」

• 拡張子を除くファイル名は、半角英数字4文字＋半角数字4
文字の計8文字にしてください。拡張子はファイルの内容に
従って「.JPG」「.GIF」「.MPG」「.TIF」のいずれかをつけてく
ださい。拡張子とファイルの内容が一致していないファイ
ルを再生すると、本機の動作が不安定になります。

 例） 「MOV00399.MPG」

  「DSC00001.JPG」

  「DSC00002.TIF」

  「CLP00003.GIF」

“メモリー
スティック”

1階層目
（“メモリース
ティック”直下） 2階層目 3階層目

「DCIM」 「101MSDCF」 画像ファイル

1 2 3
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 ソフトウェア使用許諾契約書

　本契約は、お客様（以下お客様とします）とソニー株式会社
（以下ソニーとします）との間での下記のソフトウェア（以下許
諾ソフトとします）の使用権の許諾に関する条件を定めるもの
です。　

許諾ソフト［PSX® upgrade software ver.1.31］

第１条（総 則） 
　許諾ソフトは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利
及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に
関する法律によって保護されています。許諾ソフトは、本契
約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるも
ので、許諾ソフトの著作権等の知的財産権はお客様に移転い
たしません。

第２条（使用権） 
1. ソニーは、許諾ソフトの非独占的な使用権をお客様に許諾
します。

2. 本契約によって生ずる許諾ソフトの使用権とは、お客様が
許諾ソフトをネット上若しくはお客様がソニーより配布を受
けた又は購入されたメディア上からお客様の所有するソニー
製PSX®（以下本製品とします）１台に１部ダウンロードし、
当該製品上において使用する権利をいいます。

3. お客様は、許諾ソフトの全部又は一部を複製、複写したり、
これに対する修正、追加等の改変をすることができません。 

第３条（権利の制限） 
1. お客様は、許諾ソフトを再使用許諾、貸与又はリースその
他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。

2. 許諾ソフトは１つのソフトウェアとして、本製品における
使用を条件に許諾されています。お客様は許諾ソフトの全部
若しくは一部又はその構成部分を複数の製品での使用のため
に分離してはならないものとします。

3. お客様は、許諾ソフトを用いて、ソニー又は第三者の著作
権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。

4. お客様は、許諾ソフトに関しリバースエンジニアリング、
逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行っ
てはならないものとします。

5. お客様は、本契約に基づいて、本製品と一体としてのみお
客様の許諾ソフトに関する権利の全てを譲渡することができ
ます。但しその場合、お客様は許諾ソフトの複製物を保有す
ることはできず、許諾ソフトの一切（全ての構成部分、媒体、
マニュアルなどの関連書類、電子文書及び本契約書を含みま

す）を譲渡し、かつ譲受人が本契約の条項に同意することを条
件とします。

第４条（許諾ソフトの権利） 
　許諾ソフトに関する著作権等一切の権利は、ソニー又はソ
ニーが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための
権利をソニーに認めた原権利者（以下原権利者とします）に帰
属するものとし、お客様は許諾ソフトに関して本契約第2条に
基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 

第５条（責任の範囲） 
1. ソニーは、許諾ソフトにエラー、バグ等の不具合がないこ
と、又は許諾ソフトが中断なく稼動することを保証しません。
但し、ソニーは、当該エラー、バグ等の不具合に対応するた
め、許諾ソフトの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバー
ジョンアップの提供による許諾ソフトの修補、許諾ソフトの
郵送による交換又は許諾ソフト中の他社製ソフトウェアにつ
いての問い合わせ先の通知を行うことがあります。本項に定
めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法はソニー
がその裁量により定めるものとします。なお、かかる修補又
はバージョンアップが行われたソフトウェアについても、特
段の定めがない限り本契約の規定が適用されるものとします。

2. ソニーは、許諾ソフトに関連してソニー及び原権利者が第
三者の知的財産権を侵害していないことを保証するものでは
ありません。

3. ソニーは、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を行
使することによりお客様又は第三者に生じた損害に関してい
かなる責任も負わないものとします。

4. ソニーは、許諾ソフトに関連してソニー又は第三者が提供
するサービスの開始又は継続を保証しません。

5. お客様に対するソニーの損害賠償責任は、いかなる場合で
あってもお客様が証明する本製品の購入代金を上限とします。

6. 尚、許諾ソフトウェアには“PlayStation® BB”にアクセス
する為の“PlayStation® BB Navigator”というソフトウェ
アが含まれておりますが、“PlayStation® BB”上の各種サー
ビスを利用する際には、サービス提供者又は著作権者と別途、
利用規定にご同意いただくか又は使用許諾契約をご締結頂く
必要のある場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
まず始めに、“PlayStation® BB”インフォ内の利用規約をご
一読ください。

次のページへつづく



その他

48

第６条（契約の解約） 
1. ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、
直ちに本契約を解約することができるものとします。お客様
が本契約に定める条項に違反し、ソニーがお客様に本契約解
約の通知を送付した場合、お客様が本契約に定める条項に違
反したことをソニーが認識した日を以って本契約は終了する
ものとします（以下契約終了日とします）。

2. 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約終
了日から 2週間以内に許諾ソフトの使用を中止するものとし
ます。また、お客様はソニーから要請があった場合、ソニー
が本製品から許諾ソフトを削除するために本製品をソニーが
指定する場所に送付するものとし、ソニーは削除後すみやか
に本製品をお客様に返還するものとします。 

第７条（その他） 
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。

2. お客様は、許諾ソフトを日本国外に持ち出して使用する場
合、適用ある国内外の輸出管理規制、法律、命令に従うもの
とします。尚、お客様がネット上から本製品に許諾ソフトを
ダウンロードする行為は、お客様が米国国内にあるソニーグ
ループのサーバーより許諾ソフトを米国国外に輸出し、日本
国内に輸入する行為に該当する可能性があります。許諾ソフ
トは、米国輸出管理規則の規制対象となる暗号技術を含んで
いますので、お客様は、米国輸出管理規則の規定に従い、許
諾ソフトを米国政府が輸出を禁ずる国（キューバ、イラク、リ
ビア、スーダン、北朝鮮、イラン、シリア）に日本から輸出す
ること及び米国が取引を禁止している個人、団体に日本から
輸出することはできませんので、ご注意下さい。

3. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客
様の権利を不利益に変更するものではありません。

4. 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、
当該条項以外は有効に存続するものとします。

本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合
は、お客様及びソニーは誠意をもって協議し、解決するもの
とします。

商標について

“ ”、“PSX”、および“PlayStation”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。また、“DNAS”は同社の商標です。
“SONY”はソニー株式会社の登録商標です。

• TIFF Software

 Copyright © 1988-1997 Sam Leffl er

 Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

• libjpeg

 This Software is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group.

• libgif

 © 1997 Eric S. Raymond
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用語集

書き込みモード

CD-ROMを記録するときの規格です。

拡張子
ファイルの種類を表わすための文字列です。MP3ファイルの
場合は、ファイル名の後に「.」を挟んで「mp3」という拡張子を
つけます。
例） o n g a k u . m p 3

ファイル名
ドット

拡張子

クリップモーション
サイバーショットで扱えるGIF形式の画像のひとつ。1つの
ファイルに複数枚のGIF形式の画像を組み合わせ、パラパラ
漫画のような動きのある画像を表示させることができます。

パケットライト

CD-Rにデータを書き込むときに、データをパケットと呼ば
れる単位に分割して書き込む記録方法です。

ビットレート

1秒間にどれだけの情報があるかを表わす指標です。数値が大
きいほど単位時間あたりに対する情報量が多いため音質もよ
くなります。

マルチセッション

1枚のCD-Rに複数のセッションを書き込む方法です。トラッ
クアットワンスなどで書き込んだCD-Rはマルチセッション
になります。

CD-R
書き込み可能なCDの規格です。本機では、CD-Rに書き込ん
だ写真や音楽のファイルの読み込みのみ対応しています。

DCF
Design rule for Camera File system の略。デジタルカメ
ラ用の画像のフォーマットです。

Disc at once［ディスク アット ワンス］

CD-Rへの書き込み方法のひとつです。すべてのデータを1
度に書き込む方法です。本機では、この方法で書き込んだ

CD-Rのみ再生できます。

DVD+RW［ディ－ブイディ－プラスアールダブリュー］
書き換え可能なDVDの規格のひとつ。DVD-RWと比べて、

DVD-ROMとの互換性が高い。

GIF［ジフ］
画像ファイル形式のひとつです。本機では、Ver.1.20から

GIF形式の画像の再生や取り込みができるようになりました。

ID3タグ［アイディー 3タグ］

MP3のファイルにタイトルやアーティスト名などの情報を付
加するための規格です。

ISO9660［アイエスオー 9660］

CD-ROMの論理ファイルフォーマットに関する規格です。

Joliet［ジュリエット］

CD-ROMの論理ファイルフォーマットに関する規格です。

MPEG1［エムペグ１］
映像データの圧縮方式のひとつ。VHSビデオ並みの画質で、
動画を再生することができます。

MPEG1 Audio Layer3
MP3で利用される音声圧縮方式で、MPEG1で標準化された
音声規格です。

MPEG2 Audio Layer3
MP3で利用される音声圧縮方式で、MPEG2で標準化された
音声規格です。

MP3［エムピースリー］
音楽フォーマットのひとつで、MPEGによって規格された音
声圧縮規格です。高い圧縮率にも関わらず、CDに近い高音
質を保つことができます。本機ではパソコンなどで作成した

MP3ファイルを再生したり、ハードディスクに取り込んだり
することができます。

mp3PRO［エムピー 3プロ］

MP3の独自拡張規格です。

m3u［エム3ユー］
演奏リストファイル形式のひとつです。

次のページへつづく
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“PlayStation BB”［プレイステーションビービー］
ブロードバンド・ネットワークに常時接続した
“PlayStation 2”を家庭内のテレビに接続して楽しむ、広範
なブロードバンド・ネットワーク・サービスのためのプラット
フォームです。

TIFF［ティフ］
画像ファイル形式のひとつです。本機ではデジタルカメラで
保存したTIFFファイルを再生したり、ハードディスクに取り
込んだりすることができます。

VBR［ブイビーアール］
曲のデータ量を自動的に調整し、音質を落とさずにファイル
サイズを必要最低限に抑える機能です。

8.3形式
ファイル名の形式を規定した規格です。8.3形式の場合、ファ
イルの名前は半角文字で8文字以下、拡張子は3文字以下で設
定します。
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