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DESR-7500/5500（Ver.2.06）
をお使いのお客様

ビデオ

“メモリースティック”へのダビング機能
“x-おまかせ・まる録”等で録画したTV番組や、“x-Pict 
Story”で作成したフォト作品、デジタルビデオカメラ
で撮影した映像作品を“メモリースティック”にダビン
グして持ち出せるようになりました。
また、別売のメモリースティック デュオ アダプターを
使って“メモリースティック デュオ”にダビングをする
と、“PSP”* でもこれらの作品を再生できるようにな
ります。
* “PSP”は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品で
す。また“PSP”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。

毎日/毎週予約時の連続延長対応
毎日予約や毎週予約などを利用するときに、手動で延
長時間を設定した場合、初回だけでなく、毎回（毎日や
毎週）同じように延長するようになります。 

フォト

x-Pict Story試聴機能

x-Pict StoryでBGMを選択するときに、BGMを試聴
して確認することができます。
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DESR-7700/5700（Ver.2.10）
をお使いのお客様

ビデオ

“メモリースティック”へのダビング所要時間の改善
メモリースティックビデオフォーマットへ変換に要す
時間を約10%* 改善しました。
* 録画モードやダビングする映像の条件によって異なる場合があります。

“メモリースティック”へのダビング終了後のオートパワーオフ機能
“メモリースティック”へのダビング終了後に、本機の
電源を自動的に切るように選択できるようになりまし
た。 
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必ずお読みください

アップデートを行うときのご注意 ・・・・・・・・・・・・・ 8
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DESR-7500/5500/7700/5700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-7500/5500/7700/5700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。

本CD-ROMはDESR-7500/5500/7700/5700以外には使用しないでください。 
DESR-7000/5000やDESR-7100/5100に本CD-ROMを入れても動作しません。

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」（11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。

・ アップデート中に予約録画の開始時間になっても、録
画は行いません。

・ ソフトウェアが正常に更新されないため、本機が録画
中や最適化中のときはアップデートを行わないでくだ
さい。
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“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。
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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。
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ネットワークで
アップデート
（更新）する

本機をネットワークに接続すると、CD-ROMを使わず
にアップデートすることができます。
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」（DESR-7500/5500は
131ページ。DESR-7700/5700は137ページ。）をご覧
ください。

Step1  でホームメニューの  （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。

本機のアップデート方法には、ネットワークとCD-ROM（17ページ）の2種類あります。
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「ネットワークアップデートの流れ」（14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、画面上に表示されるメッセー
ジに従ってネットワークの接続と設定を確
認し、もう一度Step1から作業をやりなお
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。
アップデート中に発生したエラーの内容に
よって、復旧処理が行われる場合があります。
このようなときは復旧処理が完了するのを
待ち、もう一度Step1から作業をやり直し
てください。
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4 アップデート確認画面

3 ソフトウェア使用許諾の同意確認

3へ

1 ソフトウェアのチェック

5 “DNAS”の認証2 ソフトウェア使用許諾の表示

ネットワークアッ
プデートの流れ

6へ
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7 再起動確認画面

電源ランプは緑色に点滅

8 自動的に再起動

9 バックアップ画面

9へ

10 インストール画面

12へ

6 ソフトウェアのダウンロード

11 再起動確認画面
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13 テレビ番組の表示

14 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」（22ページ）で本機のバージョンが
「2.11」に更新されていることを確認して
ください。

緑色で点滅後、赤色に点灯し、約1秒で
緑色に点灯する。

12 自動的に再起動

14へ
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“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。

Step1  本機にアップデート用のCD-ROMを挿入
する。

Step2  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でアッ
プデート（更新）
する 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。

次のページへつづく
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CD-ROMアップデート作業が始まります。
「CD-ROMアップデートの流れ」（19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。
アップデート中に発生したエラーの内容に
よって、復旧処理が行われる場合があります。
このようなときは復旧処理が完了するのを
待ち、もう一度Step1から作業をやり直し
てください。
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CD-ROMアップ
デートの流れ

2 ソフトウェア使用許諾の表示

4 開始確認画面

3 ソフトウェア使用許諾に同意確認

1 アップデート開始画面

3へ

5 アップデートの準備画面

6へ
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6 インストール確認画面

7 CD-ROMを取り出す

9 自動的に再起動

電源ランプは緑色に点灯のまま

11 インストール画面

10 バックアップ画面

9へ

8 決定を押す

12へ
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「本機がアップデートされているか確認
する」（22ページ）で本機のバージョンが
「2.11」に更新されていることを確認して
ください。

12 再起動確認画面

13 自動的に再起動

14 テレビ番組の表示

緑色で点滅後、赤色に点灯し、約1秒で
緑色に点灯する。

14へ

15 アップデート終了
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Step1  でホームメニューの  （設定）
から  （本体の設定）を選ぶ。

Step2  で［本体情報］を選び  を押す。
「バージョン」の欄が「2.11」になっているこ
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
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Ver.2.11の操作説明

本機に録画した映像を“メモリースティック”
にダビングする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
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本機に録画した映
像を“メモリース
ティック”にダビ
ングする

本機に録画した映像を“メモリースティック”にダビング
し、本機の映像形式に対応した端末で見ることができま
す。
録画中のときでもダビングすることができます。また、
ダビング中でも予約録画することができます。

“メモリースティック”に
ダビングするときの映像
のファイル形式について

本機はメモリースティックビデオフォーマット*に準拠
したMP4形式のMPEG-4ファイルで“メモリースティッ
ク”、“メモリースティック デュオ”に映像を記録します。
本機を使って“メモリースティック デュオ”に記録した
映像は、“PSP”（PSP-1000）で再生することができます。
“メモリースティック”に記録されているMP4形式の映
像を本機で再生することはできません。
* メモリースティックビデオフォーマットとは、テレビ放送やビデオカメ
ラで撮影したパーソナルコンテンツなどを記録するために“メモリース
ティック”で制定された映像のフォーマットです。
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ダビングする前に知っ
ておきたいこと

“メモリースティック”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、“メモリースティック”に録画
できる映像の長さが異なります。

録画モード 画質 録画時間*1 音声*2

768kbps 高 約30分 ステレオ

384kbps 低 約55分 ステレオ

※） “メモリースティック”へのダビングには、録画モー
ド「768kbps」では録画時間の約5倍、「384kbps」
では録画時間の約4倍の時間がかかります。

 また、ダビング時間は本機でハードディスクに記録
した録画モードや録画した映像等の条件によって異
なります。

※） メモリースティックビデオフォーマットは高圧縮ビ
デオフォーマットです。ダビングした映像は、元の
映像と画質が異なる場合があります。

*1 256MBの“メモリースティック”1枚に録画できる目安の時間です。
*2 音声はAACで記録します。

“メモリースティック”にダビングできる時間について

本機では、総再生時間2時間までの映像をダビングする
ことができます。

2時間を超える映像は、総再生時間を2時間以内に編集
してからダビングしてください。

次のページへつづく
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“メモリースティック デュオ”に映像をダビングすると
きは

必ず“メモリースティック デュオ”にメモリースティッ
ク デュオアダプターを取り付けてから、本機の
MEMORY STICK挿入口に入れてください。

ご注意

• “メモリースティック デュオ”を本機で使用するときは、必ず“メモリー
スティック デュオ”をメモリースティック デュオ アダプターに入れて
から使用してください。

• メモリースティック デュオ アダプターを装着していない状態で挿入す
ると、“メモリースティック デュオ”が取り出せなくなる可能性があり
ます。
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本機で利用できる“メモリースティック”の種類について

“メモリースティック”の種類 本機での対応
“メモリースティック”

“メモリースティック デュオ”

○

△（アダプタが必要）

“メモリースティック（マジックゲート）”

“メモリースティック デュオ 
（マジックゲート）”

○

△（アダプタが必要）

“マジックゲート メモリースティック”

“マジックゲート  
メモリースティック デュオ”

○

△（アダプタが必要）

“メモリースティック PRO”

“メモリースティック PRO デュオ”

○

△（アダプタが必要）

• パラレルインターフェースを利用した高速データ転送
には対応していません。

• マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はで
きません。

本機では、1GBまでのソニー製“メモリースティック”
で動作確認を行っています。ただし、全ての“メモリー
スティック”での動作を保証するものではありません。
（2005年5月現在）
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手順１ “メモリース
ティック”の準備をする

Step1  “メモリースティック”を本機に入れる。

アクセスランプ

▲がある面
を上に入れ
る。
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 Step2  で  （HDD→M.S.ダビング）を選
び  を押す。

これ以降はダビングが終わるまで“メモリースティッ
ク”を抜かないでください。

次のページへつづく
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Step3   を押す。
“メモリースティック”のチェックを行いま
す。
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Step4  で記録方法を選び  を押す。
「追記」を選ぶと、“メモリースティック”に
記録されているデータを消去せずに映像を
ダビングします。
「全動画削除」を選ぶと、“メモリースティッ
ク”のMP_ROOTフォルダ内に記録されて
いる映像を全て消去してから、映像をダビ
ングします。“メモリースティック”に記録
されるフォルダやファイルの階層構造につ
いて詳しくは「MP4ファイルの保存場所につ
いて」（40ページ）をご覧ください。
「フォーマット」を選ぶと、“メモリース
ティック”をフォーマットしてから映像を
ダビングします。“メモリースティック”を
フォーマットすると、“メモリースティック”
に記録されていたデータが全て消去されま
すので、ご注意ください。

次のページへつづく
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“メモリースティック”に記録されている映像の消去につ
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、「全動画削除」
を行うと、“メモリースティック”に記録されている映像
とサムネイルを全て削除することができます。
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Step5  でダビングしたい順番に映像を選び  
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“メモリースティッ
ク”の画像で、ダビングする“メモリース
ティック”の空き容量を確認しながら、映像
を選んでください。

録画中の映像、「1回だけ録画可能」の映像を
“メモリースティック”にダビングすること
はできません。

手順２ ダビングする映
像（タイトル）を選ぶ

次のページへつづく
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順番を変更したいときは

1 選んだ映像をでもう一度選び  を押す。
選択が解除されます。

2 ダビングしたい順番に映像を選び直し  を押す。

Step6   を押す。
録画モードや音声を変更するオプション画
面が表示されます。
録画モードは768kbps、音声は主音声が自
動的に設定されます。
変更する必要がないときは、そのまま
Step9に進んでください。
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Step7  で変更したいオプションを選び  を押
す。

Step8  で設定を選び  を押す。

次のページへつづく
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主音声/副音声両方の音声が入っている映像をダビング
するときは

ダビングする前の映像に、主/副両方の音声が入ってい
るときは、以下の画面のようにどちらの音声を録音する
か選択することができます。初期設定は、主音声を録音
する設定になっています。
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選んだ映像のサイズの合計が“メモリースティック”の空
き容量を超えてしまうときは

映像の録画モードを変更し、データサイズを小さくする
ことで、“メモリースティック”の空き容量に合わせてダ
ビングすることができます。

Step9  オプションの変更が終わったら、を押す。

Step10  映像を書き込む順番を確認して  を押す。
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Step11  でダビング終了後に電源を切るかどう
かを選び、  を押す。
自動的にダビングが始まります。

「はい」を選んだ場合、ダビング終了後自動
的に電源が切れます。
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「“メモリースティック”
にダビングする」のご注
意

• 最適化中はダビングできません。

• 録画中の映像はダビングできません。

• ［全動画削除］で削除できる映像は、メモリースティッ
クビデオフォーマットに準拠したファイルのみです。

• 編集したあとの総再生時間が2時間を超える映像は、
ダビングできません。

• 選択した映像の総再生時間の合計が2時間を超える場
合、ダビングすることができません。

• 16以上の映像を選択してダビングすることはできま
せん。

• 本機以外でフォーマットされた“メモリースティック”
は正しく動作しないことがあります。“メモリース
ティック”は本機でフォーマットしてからダビングす
ることをおすすめします。

• 「1回だけ録画可能」の映像を“メモリースティック”に
ダビングすることはできません。
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MP4ファイルの保存場所について
以下の図のように、本機で“メモリースティック”にダビ
ングしたMP4ファイルは、“メモリースティック”直下
（ルート）から3階層目に保存されます。

MP4

“メモリースティック” 1階層目 2階層目 3階層目

MP_ROOT 100MNV01 M4V00001.
MP4

M4V00001.
THM

101MNV01

• 1階層目には必ず「MP_ROOT」というフォルダが作成
され、このフォルダの中に、映像を保存するためのフォ
ルダが作成されます。

• 2階層目の映像を保存するためのフォルダの中に、
MP4形式の映像ファイルと、再生機器上で表示する
サムネイルファイルが保存されます。映像ファイルは
「MP4」、サムネイルは「THM」という拡張子が付きま
す。
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その他

用語集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

商標について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

アップデートに関する
お問い合わせ先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙
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用語集 メモリースティックビデオフォーマット
テレビ放送やビデオカメラで撮影したパーソナルコン
テンツなどを手軽に楽しむことを目的とした、映像の
フォーマットです。

MP4［エムピーフォー］

MPEG-4のファイルフォーマットです。本機のHDD→
M.S.ダビングでは、MP4に準拠したメモリースティッ
クビデオフォーマットを使用しています。
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商標について “ ”、“PSX”、“PlayStation”および“PSP”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。
“Memory Stick”（“メモリースティック”）、“Memory 
Stick Duo”（“メモリースティック　デュオ”）はソニー
株式会社の商標です。
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アップデートに関するお問い合わせ先

“PSX”ホームページでもアップデートに関する情報をご
案内しております。

http://www.psx.sony.co.jp/

“PSX”アップグレード専用デスク
電話番号： 0120-252-645（フリーダイヤル）
受付時間： 月～金 9時～ 20時 土日祝 9時～ 17時

この説明書は表紙に100％古紙再生紙、本文に無塩
素漂白紙の100％古紙再生紙とVOC(揮発性有機化
合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。


