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スカパー！プレミアムサービスチューナー内蔵

4K メディアプレーヤー
リファレンスガイド

お買い上げいただきありがとうございます。
電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故に
なることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを
示しています。
この取扱説明書、別冊の「スタートガイド」およびWeb上でご覧いただけるヘルプ
ガイドをよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあと、 
この取扱説明書および別冊の「スタートガイド」はいつでも見られるところに必ず 
保管してください。

接続や準備のしかたについては、別冊の「スタート 
ガイド」をお読みください。

本機の詳しい使いかたについては、以下のWebサイト
のヘルプガイド（Web用取扱説明書）をご覧ください。

http://rd1.sony.net/help/hv/fmpx7/ja/

4-541-608-01(1)

http://


2

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


安全のための注意事項を守る

2～5ページの注意事項をよくお読みくださ
い。製品全般の注意事項が記載されています。「は
じめにお読みください」（6ページ）もあわせてお
読みください。

定期的に点検する
設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、
コンセントと電源プラグの間にほこりがたまってい
ないか、プラグがしっかり差し込まれているか、な
どを点検してください。

故障したら使わない
動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コー
ドなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買
い上げ店または修理相談窓口に修理をご依頼くださ
い。

万一、異常が起きたら

変な音・	
においが	
したら、	
煙が出たら

	電源を切る
	電源コードを	
コンセントから抜く

	お買い上げ店または	
修理相談窓口	
に修理を依頼する

安全のために

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
解してから本文をお読みください。

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人身事
故の原因となります。

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

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号
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電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電
の原因となります。
ˎˎ 電源コードを加工しない。
ˎˎ 製品と壁や棚との間にはさみ込んだ
りしない。
ˎˎ 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
ˎˎ 熱器具に近づけない。加熱しない。
ˎˎ 移動させるときは、電源コードを抜く。
ˎˎ 電源コードは必ずプラグを持って抜く。
CC 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店ˎ
または修理相談窓口に交換をご依頼ください。

本機の上に、例えば火のついたローソクのよ
うな、火災源を置かない
火災の原因となります。

本機の上に水が入ったものや、重たいものや
不安定なものを置かない
感電や故障の原因となります。

湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のあ
たる場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災やˎ
感電の原因となることがあります。ˎ
特に風呂場や加湿器のそばなどˎ
では絶対に使用しないでください。

内部に水や異物を入れないようにする
水や異物が入ると火災や感電の原因と
なります。本機の上に花瓶など水の入っ
たものを置かないでください。ˎ
また、本機を水滴のかかる場所に置か
ないでください。
CC 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の
電源スイッチを切り、電源コードをコンセント
から抜き、お買い上げ店または修理相談窓口に
ご相談ください。

下記の注意事項を守らないと火災・感電に
より死亡や大けがの原因となります。

本機は室内専用です
乗物の中や船舶の中などで使用しない
でください。

キャビネットを開けたり、分解や改造をしな
い

火災や感電、けがの原因となることが
あります。
CC 内部の点検や修理はお買い上げ店ま
たは修理相談窓口にご依頼ください。

雷が鳴り出したら、本体や電源プラグには触
れない

感電の原因となります。

本機は国内専用です
交流100Vの電源でお使いください。海
外などで、異なる電源電圧で使用する
と、火災・感電の原因となります。
また、コンセントの定格を超えて使用
しないでください。

可燃ガスのエアゾールやスプレーを使用しな
い
清掃用や潤滑用などの可燃性ガスを本
機に使用すると、モーターやスイッチ
の接点、静電気などの火花、高温部品
が原因で引火し、爆発や火災が発生す
るおそれがあります。
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ぬれた手で電源プラグにさわらない
感電の原因となることがˎ
あります。

風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふさい
だりしない

布などをかけたり、毛足の長いじゅ
うたんの上や、壁や家具に密接して
置く、本棚や組み込み式キャビネッ
トなどの狭い場所に置く、通風孔を
ふさぐなど、放熱の妨げになるよう
なことはしないでください。ˎ
過熱して火災の原因となることが
あります。

大音量で長時間続けて聞かない
耳を刺激するような大きな音量で
長時間続けて聞くと、ˎ
聴力に悪い影響を与えることがˎ
あります。ˎ
特にヘッドホンで聞くときにˎ
ご注意ください。
CC呼びかけられたら気がつくˎ
くらいの音量で聞きましょう。

安定した場所に置く
不安定な場所に置くと、製品が落
ちてけがの原因となることがあり
ます。また、置き場所の強度も充
分に確認してください。

コード類は正しく配置する
信号ケーブルや電源コードは足に
ひっかけると機器の落下や転倒など
により、けがの原因となることがあ
ります。充分に注意して接続、配置
してください。

長期間使わないときは安全のために電源コー
ドを抜く

絶縁劣化、漏電などにより
火災の原因となることがˎ
あります。

移動させるとき、すべての信号ケーブルや電
源コードを抜く

信号ケーブルや電源コードは足に
ひっかけると機器の落下や転倒な
どにより、けがの原因となるˎ
ことがあります。

お手入れの際、電源コードを抜く
電源プラグを差し込んだˎ
まま、お手入れをすると、ˎ
感電の原因となることがˎ
あります。

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を
与えたりすることがあります。
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電池の液が漏れたときは

素手で液をさわらない
電池の液が目に入ったり、身体や
衣服につくと、失明やけが、ˎ
皮膚の炎症の原因となることがあ
ります。そのときに異常がˎ
なくても、液の化学変化により、
時間が経ってから症状が現れるこ
とがあります。

必ず次の処理をする
CC液が目に入ったときは、目を
こすらず、すぐに水道水など
のきれいな水で充分洗い、ˎ
ただちに医師の治療を受けて
ください。
CC液が身体や衣服についたときは、すぐにき
れいな水で充分洗い流してください。皮膚
の炎症やけがの症状があるときは、医師に
相談してください。

電池は乳幼児の手の届かない所に置く
電池は飲み込むと、窒息や胃などへの
障害の原因となることがあります。
CC万一、飲み込んだときはˎ
ただちに医師に相談してˎ
ください。

電池を火のそばや直射日光のあたるところな
ど、高温の場所で使用・保管・放置しない、加
熱・分解・改造・充電しない、水でぬらさない
破裂したり、液が漏れたりして、
けがややけどの原因となるˎ
ことがあります。

電池についての安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を
必ずお守りください。

指定以外の電池を使わない、新しい電池と使
用した電池または種類の違う電池を混ぜて使
わない
電池の性能の違いにより、破裂した
り、液が漏れたりして、けがやˎ
やけどの原因となることがあります。
CCマンガン電池をお使いください。
電池の品番を確かめ、ˎ
お使いください。

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

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

リモコンの電池フタを開けて使用しない
リモコンの電池フタを開けたまま
使用すると、漏液、発熱、発火、
破裂などの原因となることがˎ
あります。
CCマンガン電池を使用し、フタを
閉めて使用してください。
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はじめにお読みください

本製品のご使用を開始される前に必ず、本製品
に含まれる「ソフトウェアに関する重要なお知ら
せ」（11ページ）をお読みください。お客様に
よる本製品の使用開始をもって、このお知らせ
の内容をご確認の上、ご同意いただけたものと
させていただきます。
本機の［ヘルプ］＞［お客様サポート］の「ソフト
ウェアライセンス情報」もあわせてご確認くださ
い。

ACアダプターは、コンセントの近くでお使
いください。本機を使用中、異常な音やにお
い、煙がでたときはすぐにコンセントから
電源プラグを抜き、電源を遮断してください。
通常、本体の電源ボタンで電源を切っただけ
では、完全に電源から切り離せません。

機銘板について
機銘板は本機の底面に表示してあります。

本機の起動と終了について
電源ボタンを押しても、実際に起動するまでや
電源が切れるまでには、しばらく時間がかかり
ます。
電源が切れる前やHDDランプが点灯していると
きにコンセントから電源プラグを抜くと、故障
の原因になります。

操作を受け付けないときは
明らかに本機が操作を受け付けない状態になっ
た場合は、本機前面の扉を開き《リセット》ボタ
ンを押してください。

電源を「切」にしているときのご注意
電源を切った状態でも本機のシステムの一部は
動作しているため、本機が温かくなったり、ファ
ンが動作したりすることがありますが、故障で
はありません。
•ˎ番組表データの取得時
•ˎ録画中（予約など）

残像現象（画像の焼きつき）のご注意
本機のメニュー画面などの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。
画面に残像現象を起こす場合があります。

個人情報などのお取り扱いについて
•ˎ本製品を廃棄、譲渡等するときは、本製品内
に記録されている個人情報などのデータを［設
定初期化］（ヘルプガイド「4Kメディアプレー
ヤーをリセットする（設定初期化）」参照）で削
除することを強くおすすめします。ˎ
削除をしないまま廃棄、譲渡等を行うと、記
録されている個人情報が第三者に知られてし
まう可能性があります。
•ˎ本機に記録されている個人情報などのデータ
は次の内容です。
Cˋ 各種機能の設定時のIPアドレスなど　
Cˋ お知らせ、番組購入履歴など　

記録内容の補償に関する免責事項
本機の不具合など何らかの原因で外部記録機器
などに記録ができなかった場合、不具合・修理な
ど何らかの原因で外部記録機器などの記録内容
が破損・消滅した場合など、いかなる場合におい
ても、記録内容の補償およびそれに付随するあ
らゆる損害について、当社は一切責任を負いか
ねます。また、いかなる場合においても、当社
にて記録内容の修復、復元、複製などはいたし
ません。あらかじめご了承ください。
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著作権に関するご注意
•ˎあなたが録画・録音したものは、個人として楽
しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無
断では使用できません。
•ˎコピー制御信号が含まれている映像・音声は、
録画・録音できない場合があります。また、同
様の信号が、本機の出力端子からの映像・音声
に含まれる場合、他機で録画・録音できなかっ
たり、録画したものを正常な映像で再生でき
ない場合があります。
•ˎ本機を営利目的、または公衆に視聴させるこ
とを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいて、
画面モード設定等を利用してオリジナルと異
なる見えかたで再生などを行いますと、著作
権法で保護されている著作者などの権利を侵
害するおそれがありますので、ご注意願います。

設置場所について
次のような場所には置かないでください。
•ˎ熱のこもりやすい所、熱に弱い所ˎ
（本機は放熱のため、底面が熱くなりますが故
障ではありません。）

•ˎ振動の多い所
•ˎ直射日光が当たる所、湿度や温度が高い所
•ˎ極端に寒い所

設置場所を変えるときは
本機は放熱のため底面が熱くなります。底面に
触れないようにご注意ください。

結露（露つき）について
結露とは空気中の水分が金属の板などに付着し、
水滴となる現象です。本機を寒い場所から急に
暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖
房を入れたばかりの部屋で、本機の表面や内部
に結露が起こることがあります。

結露が起きた場合、結露がなくなるまで、
そのまま放置してください。
•ˎ電源プラグをコンセントに差し込んでいない
場合ˎ
電源プラグをコンセントに差し込まないで、
そのまま放置してください。
•ˎ電源を入れていない場合ˎ
電源を入れないで、そのまま放置してください。
•ˎ電源を入れている場合ˎ
電源を入れたまま放置してください。

結露があるときにご使用になると、故障
の原因になります。

本体のお手入れのしかた
キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤を
少し含ませた柔らかい布で拭いてください。シ
ンナーやベンジン、アルコールなどは表面を傷
めますので使わないでください。

再生を開始するときは
音量を必ず下げておきましょう。初めから音量
を上げていると思わぬ大きな音が出てスピー
カーを破損させたり、ヘッドホンで聞いている
場合には耳を傷めるおそれがあります。

映画や音楽などを楽しむときは
映画や音楽などをお楽しみになるときは、隣近
所に迷惑がかからないような音量でお聞きくだ
さい。特に、夜は小さめな音でも周囲にはよく
通るものです。窓を閉めたり、ヘッドホンをご
使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環
境を守りましょう。
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HDMI出力端子につなぐときの	
ご注意
次のような場合、HDMI出力端子やコネクター
を破損させるおそれがありますのでご注意くだ
さい。
•ˎケーブルを差し込むときは、本体後面のHDMI
出力端子とコネクターの形や向きに注意して
ください。

コネクターが逆さに
なっている

曲がっている

•ˎ本機を移動させるときは、必ずHDMIケーブ
ルを抜いてください。

•ˎHDMIケーブルを抜き差しするときは、コネ
クターをまっすぐ持ってください。コネクター
をねじ曲げたり、HDMI出力端子に強く押し
こんだりしないでください。

本書の記載について
•ˎ本書記載のサービスや問い合わせ先、別売ア
クセサリー、接続機器については、2014年8
月現在のものです。
•ˎ放送事業者が提供するサービス内容は、変更・
中止される場合がありますが、ソニーは一切
の責任を負わないものとします。

リモコンに電池を	
入れる

単4形マンガン乾電池（付属）2本を入れま
す。乾電池を入れるときは＋と－が正し
い向きか確認してください。

ご注意
•ˎ極端に温度や湿度の高い場所にリモコンを放
置しないでください。
•ˎ新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わない
でください。
•ˎマンガン乾電池と他の種類の乾電池を混ぜて
使わないでください。
•ˎリモコンを使うときは、リモコン受光部に直
射日光や照明器具などの強い光が当たらない
ようにご注意ください。誤動作の原因になり
ます。
•ˎ長い間リモコンを使わないときは、液もれや
腐食を避けるために乾電池を取り出してくだ
さい。
•ˎリモコンが認識されなくなったら、乾電池を2
本とも新しいものに交換してください。
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保証書とアフター
サービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放
送規格の異なる海外ではお使いになれま
せん。

保証書について
•ˎこの製品には保証書が添付されていますので、
お買い上げの際にお買い上げ店でお受け取り
ください。
•ˎ所定事項の記入および記載内容をお確かめの
うえ、大切に保存してください。
•ˎ保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
•ˎ記録内容（コンテンツ）については、保証の対
象外です。
•ˎ当社にて記録内容（コンテンツ）の修復、復元、
複製などは行いません。

アフターサービスについて
保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修正させていただ
きます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望
により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではメディアプレーヤーの補修用性能部品
（製品の機能を維持するために必要な部品）を製
造打ち切り後最低8年間保有しています。
ただし、故障の状況その他の事情により、修理
に代えて製品交換をする場合がありますのでご
了承ください。

部品の交換について
この製品は、修理の際に交換した部品を再生、
再利用する場合があります。その際、交換した
部品は回収させていただきます。

商標などについて

•ˎ 本機はFraunhoferˎIISおよびThomson
のMPEGˎLayer-3オーディオコーディン
グ技術と特許に基づく許諾製品です。
•ˎ HDMI®、HDMIˎHigh-Definitionˎ
MultimediaˎInterfaceおよびHDMIロゴ
は、HDMIˎLicensingˎLLCの商標もしく
は米国およびその他の国における登録商
標です。
•ˎ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。ˎ
Dolby、ドルビーˎ及びˎダブルDˎ記号は
ドルビーラボラトリーズの商標です。
•ˎ本製品に搭載されているフォントの内、
新ゴR、新丸ゴR、新丸ゴBの各書体は
株式会社モリサワより提供を受けており、
これらの名称は同社の登録商標または商
標であり、フォントの著作権も同社に帰
属します。
•ˎ TUXERAは、米国およびその他の国にお
けるTuxeraˎInc.の登録商標です。
•ˎその他、本書に記載されているシステム
名、製品名は、一般に各社の登録商標あ
るいは商標です。なお、TM、Ⓡマーク
は省略している場合があります。
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主な仕様

システム・入出力端子
受信チャンネル

「スカパー！プレミアムサービス」
チューナー：950ˎMHz～2150ˎMHz

スカパー！プレミアムˎIF入力
75ΩF型コネクターˎ
（コンバーター用電源出力DCˎ15ˎV、ˎ
最大6ˎW/DCˎ11ˎV、最大4.4ˎW、ˎ
芯線側＋、メニューにて切／連動／
入を切り換え）

衛星切換信号：衛星A（JCSAT3）
選択時：パルス信号なしˎ
衛星B（JCSAT4）選択時：パルス
信号あり（44ˎkHz、0.6ˎVp-p）ˎ

対応ローカル周波数（局部発振周波
数）：11.2ˎGHz/11.3ˎGHz/ˎ
10.5ˎGHz～11.5ˎGHzで可能ˎ
（1ˎMHzステップ）
共聴1/共聴2/共聴3

HDMI出力ˎ1（音声/映像）
HDMIˎ19ピン標準コネクター
映像：3840ˎ×ˎ2160
フレームレート：24p、25p、30p、
50p、60p
音声：リニアPCM、DolbyˎDigital、
DolbyˎDigitalˎPlus

HDMI出力ˎ2（音声）
HDMIˎ19ピン標準コネクター
リニアPCM、DolbyˎDigital、
DolbyˎDigitalˎPlus

LAN端子
100BASE-TX
（ネットワークの使用環境により、
通信速度に差が生じることがあり
ます。本機は100BASE-TXの通信
速度や通信品質を保証するもので
はありません。）

USBˎHDD専用端子（背面）
Hi-SpeedˎUSB（USBˎ2.0準拠）
外付けハードディスク接続用

USB端子（前面）
Hi-SpeedˎUSB（USBˎ2.0準拠）
USBメモリー接続用

電源・その他
電源

DCˎ19.5ˎV、2.0ˎA
消費電力

43ˎW
ACアダプター

100ˎVˎ-ˎ240ˎVˎAC、50/60ˎHz、1.0ˎA
許容動作温度

5ˎ℃ˎ～ˎ35ˎ℃
許容動作湿度

25%ˎ～ˎ80%
最大外形寸法（幅×高さ×奥行き、最大突
起部含む）

約250ˎmmˎ×ˎ50ˎmmˎ×ˎ261ˎmm
質量

約2.3ˎkg
付属品

ACアダプター（1）
電源コード（1）*
リモコン（1）
単4形乾電池（2）
「スカパー！プレミアムサービス」
対応ICカード（1）
「スカパー！プレミアムサービス」
加入申込書（1）
スタートガイド（1）
リファレンスガイド（本書）（1）
保証書（1）

*ˎ付属の電源コードは本機専用です。他の電気
機器では使用できません。
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ソフトウェアに関する重要なお知らせ

ソフトウェア使用許諾契約書
この度は弊社製品（以下「本製品」とします）をお買い上げい
ただきありがとうございます。本製品の使用を開始される
前に必ず、このソフトウェア使用許諾契約書（以下「本契約」
とします）をお読みください。お客様による本製品の使用開
始をもって、お客様が本契約の内容をご確認の上、同内容
にご同意いただけたものとさせていただきます。
万一、本契約および弊社のプライバシーポリシーの条件に
ご同意いただけない場合、許諾ソフトウェアの使用および
コンテンツサービスにアクセスすることはできません。そ
の場合には、直ちに、許諾ソフトウェアおよび本製品の返
品および代金の返金の手続について弊社にご連絡ください。
なお、本契約および弊社のプライバシーポリシー（http://
www.sony.jp/privacy/）の条件は弊社の判断により適宜変
更されることがあります。

本契約は、お客様（以下「使用者」とします）と弊社（以下「ソ
ニー」とします）との間における本製品に含まれるソフト
ウェア（但し、後述の「除外ソフトウェア」を除きます）の使
用許諾に関する条件について規定するものです。また、本
契約は、本製品に含まれる除外ソフトウェア以外のソフト
ウェア（本製品に含まれる弊社が許諾を受けている第三者の
ソフトウェアを含みます。なお、当該第三者を以下「原権利
者」とします）のみならず、同梱の印刷物およびオンライン
で提供される情報をも対象としています（以下あわせて「許
諾ソフトウェア」とします）。

本製品は、弊社以外のコンテンツプロバイダー（以下「第三
者プロバイダー」とします）により提供される一定のコンテ
ンツサービスへのアクセスを可能にするSonyˎ
EntertainmentˎNetwork機能を搭載しています。また、
SonyˎEntertainmentˎNetwork機能は、弊社が提供する一定
のコンテンツサービス（以下「弊社コンテンツサービス」とし
ます）にアクセスする機能を有しています。かかる弊社コン
テンツサービスとそのサービスを通じて提供されるコンテ
ンツ（以下「弊社コンテンツ」とします）は、いずれも許諾ソ
フトウェアの一部とみなし、本契約の適用を受けるものと
します。なお、SonyˎEntertainmentˎNetwork機能を利用す
るためには、インターネットへの接続環境が必要です。また、
SonyˎEntertainmentˎNetwork機能を通じてのコンテンツ
サービスへのアクセスやそのサービスの質は、使用者が利
用しているインターネットサービスプロバイダーから提供
される接続環境（接続速度を含みます）に依存します。さら
に、画質および利用できる画像のサイズ等も、使用者のイ
ンターネット接続環境および第三者プロバイダーによるコ
ンテンツサービスの配信環境により変わります。第三者プ
ロバイダーにより提供される音楽、音声、写真、画像、映
像等、ソフトウェア、文書、テキスト、動画、メッセージ、
タグその他のデータを含むコンテンツ（以下「コンテンツ」と
します）および第三者が提供するコンテンツサービス（以下
「コンテンツサービス」とします）は、当該第三者プロバイ
ダーの判断により提供されるものです。また、これらのコ
ンテンツおよびコンテンツサービスについては、第三者プ

ロバイダーが使用者に提示する条件に基づいて提供されま
す。なお、高品質なコンテンツについては、追加の費用や
使用者の登録が必要になるケースもありますので予めご了
承ください。これらのコンテンツサービスおよびコンテン
ツは、使用者の個人的な目的において私的利用の範囲内で
のみ利用されるものであり、レンタル、入場料・視聴料を伴
う場所における上映その他公共の場所での放映を目的に使
用されることは禁止されています。コンテンツサービスの
内容は適宜変更される可能性があり、また、コンテンツサー
ビスそのものが終了される可能性もありますので予めご了
承ください。
本製品を利用した弊社コンテンツおよびコンテンツサービ
ス等へのアクセスは、インターネット接続環境を必要とし、
当該インターネット接続環境のために必要な第三者への支
払い（インターネットサービス事業者への支払いを含みます
が、これらに限られません）については使用者が自ら責任を
負うものとします。弊社コンテンツおよびコンテンツサー
ビスの利用、動作、品質は、使用者が用いるインターネッ
トサービスの性能、回線容量その他の技術的な制限により
限定されます。弊社は、インターネットサービス事業者を
含む第三者から提供される当該インターネット接続環境に
ついての責任を一切負わないものとします。当該インター
ネット接続環境の条件、品質、性能、回線容量、安全性そ
の他提供されるサービスの内容については、当該第三者が
責任を負うものとします。

許諾ソフトウェアおよびコンテンツサービスを通じて、弊
社および第三者プロバイダーを含む第三者が本製品もしく
は許諾ソフトウェアに付随して動作するその他の機器から
情報を収集し、または、本製品もしくはこれらの機器の動
作を制御もしくは監視することがありますので、その旨ご
了承ください。

許諾ソフトウェアの使用許諾
使用者は、許諾ソフトウェアを本契約にて明示的に認めら
れた範囲を除き使用することはできません。許諾ソフトウェ
アは、本契約に基づいて許諾されますが、使用者に譲渡さ
れるものではありません。許諾ソフトウェアは、本製品上
においてのみ使用可能です。また、許諾ソフトウェアは、デー
タファイルを自動的に作成することがあり、かかるデータ
ファイルは許諾ソフトウェアの一部とみなします。使用者
は、弊社の同意なく、許諾ソフトウェアの一部を許諾ソフ
トウェアから分離して使用してはならないものとします。ま
た、許諾ソフトウェアの一部または全部の修正、リバース
エンジニアリング、逆コンパイルおよび逆アセンブルを行っ
てはならないものとし、本契約にて許諾された目的におい
てのみ使用するものとします。さらに、使用者は、許諾ソ
フトウェアを貸与またはリースしてはならないものとしま
す。なお、使用者は、本製品の売却または譲渡に伴い、許
諾ソフトウェアの一切（全ての複製、構成部分、媒体、印刷
物および本ソフトウェアのあらゆるバージョンならびにそ
のアップデートならびに本契約）を譲渡し、かつ、譲受人が
本契約の全条項に同意することを条件とし、本契約上の権

http://www.sony.jp/privacy/
http://www.sony.jp/privacy/
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利を第三者に譲渡することができるものとします。弊社お
よび原権利者は、本契約上、使用者に許諾されていない全
ての権利を留保します。許諾ソフトウェアがその動作にあ
たって使用するソフトウェア、サービスその他の製品の提
供が、提供者（第三者プロバイダーを含む）または弊社の判
断により中断または終了されることがあります。

除外ソフトウェア
上記使用許諾にもかかわらず、本製品には、本契約とは別
のソフトウェア使用条件に従っていただくものも含まれま
す（以下「除外ソフトウェア」とします）。除外ソフトウェア
の中には、「OpenˎSourceˎInitiative」によりオープンソース
ライセンスと認定されたソフトウェアライセンス、または
それに代わる類似のソフトウェアライセンス（当該ライセン
スのもとでライセンスされたソフトウェアの頒布条件とし
て、頒布者に当該ソフトウェアのソースコードを利用可能
にすることを求めるものを含みますが、これに限られませ
ん）の適用を受けるものもあります（そうしたものを以下
「オープンソースコンポーネント」とします）。オープンソー
スコンポーネントに適用される条件は、本契約とともに提
供されるか、本製品の「ヘルプ」または「お客様サポート」か
らご覧いただけます。また、除外ソフトウェアの一覧およ
びそれらに適用されるライセンスの条件は、http://www.
sony.net/Products/Linuxでもご確認いただけます。
オープンソースコンポーネントについては、それに適用さ
れるライセンスの条件が、当該ライセンスにて求められる
限度において、本契約の条件に代わって適用されるものと
します。本契約中の制約のいずれかが、オープンソースコ
ンポーネントに適用されるライセンスにより禁じられてい
る場合には、その限度において、当該制約は当該オープン
ソースコンポーネントには適用されないものとします。オー
プンソースコンポーネントに適用されるライセンスにて当
社が求められる限度において、当社は許諾ソフトに関する
ソースコードを提供いたします。

ユーザーアカウント
コンテンツサービスおよびコンテンツへのアクセスならび
にそれらの閲覧および使用にあたり、第三者プロバイダー
その他第三者が使用者に対して、使用者の情報に基づくユー
ザーアカウント（以下「アカウント」とします）の作成を求め
る場合があり、また、その情報を正確にかつ完全に適時、更
新することを求める場合があります。使用者は、アカウン
トに関するパスワードの機密性の維持について自ら責任を
負うものとします。

情報の収集
弊社の関連会社または第三者が提供するコンテンツサービ
スを通じて、弊社の関連会社または第三者が使用者または
当該コンテンツサービスの利用に関して情報を収集するこ
とがありますので、その旨ご了承ください。弊社は、かか
る情報の収集につき責任を負うものではなく、かつ、かか
る情報の収集をコントロールすることはできません。当該
コンテンツサービスについてのプライバシーポリシーを事
前にご確認ください。

使用者が提供した情報の利用
使用者が弊社に対して提供するあらゆる情報（あらゆるコメ
ント、データ、質問、回答、提案その他これに準ずるもの

を含みますがこれらに限りません。また、提供の方法を問
いません。以下「提供情報」とします）は、全て秘密情報や使
用者に帰属する情報ではないものとして弊社は取り扱いま
す。よって、弊社による提供情報の利用は、使用者のいか
なる権利（著作権、著作者人格権、プライバシー、所有権、
公表権その他の権利を含みますがこれらに限りません）に対
する弊社による侵害とみなされないものとします。あらゆ
る提供情報は、弊社により地域の限定なく使用される可能
性があります（翻案・放映・修正・複製・開示・第三者への許諾・
上演・公表・出版・販売・送信などを含みますがこれらに限り
ません）。さらに、使用者は、提供情報についてのあらゆる
権利および便益を弊社に譲渡し、弊社は使用者に一切の対
価を支払うことなく、提供情報および提供情報に含まれる
アイデア、ノウハウ、コンセプト、技術その他の知的財産
権を自由に使用することができるものとします。なお、こ
れらの権利は、弊社がそれらの提供情報およびそれらに含
まれる知的財産権を使用する義務を負うものではありませ
ん。

情報の送信
インターネット上の送信に関する機密性および安全性は、完
全に保証されたものではありません。使用者が送信するあ
らゆる情報については、暗号化などの技術を使っている旨
の特定の表示がない限り、第三者により読み取られている
または傍受されている可能性があります。弊社に対する情
報の送信は、弊社が使用者に対して特別な責任を負わなけ
ればならなくなることを意味するものではありません。

広告・宣伝活動
本製品を通じたコンテンツサービスの提供は、弊社が当該
コンテンツサービスを承認または推奨することを意味する
ものではありません。コンテンツサービスおよびコンテン
ツは、広告・宣伝物を含むことがありますが、これらの広告・
宣伝物は、これらのコンテンツサービスを受けるために必
要なものであることをご理解ください。Sonyˎ
EntertainmentˎNetwork機能をご利用いただくには、使用
者の居住地（国/地域）のSonyˎEntertainmentˎNetwork利用
規約（SEN利用規約）、PlayStation®Network利用規約（PSN
利用規約）およびプライバシーポリシーが適用されます。併
せてご確認の上、ご了承ください。ˎ
弊社および第三者プロバイダーは、使用者に対して、これ
らの広告・宣伝物、情報提供およびコンテンツが正確である
こと、適法であること、信頼できるものであることおよび
有効なものであることについて、明示・黙示を問わず何らの
保証を行わないものとし、また、これらの広告・宣伝物、情
報提供およびコンテンツについて、法律で許容される範囲
において一切の責任を負わないものとします。

年少者にとって不適切なコンテンツおよび年
少者に対する配慮
一定のコンテンツは、年少者またはその他一定の使用者に
よる使用に適さないものを含みます。これらのコンテンツ
は、年齢指定がされているものもありますが、されていな
いものもあります。弊社は、内容に拘らずコンテンツにつ
いて一切の責任を負いませんので、コンテンツの使用は使
用者自らの責任で行ってください。また、年少者による本
製品、許諾ソフトウェア、除外ソフトウェア、コンテンツサー
ビスおよびコンテンツの使用についても、使用者自らの責

http://www.sony.net/Products/Linux
http://www.sony.net/Products/Linux
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任で監視、監督を行ってください。もし、使用者が１５歳
未満であれば、次の行動を行う前に使用者の両親または保
護者の承認を得てください。
①コンテンツサービスを通じて弊社に電子メールを送信す
る行為。
②その他あらゆる情報を提供する行為。
③使用者の個人情報の提供を求めるコンテスト、ゲームに
参加するまたは懸賞に応募する行為。
④あらゆる同好会、グループなどに参加する、⑤掲示板な
どに投稿する、またはチャットルームなどに参加する行為。
⑥オンライン上で物品・サービスを購入する行為。

無保証
あらゆるコンテンツおよびコンテンツサービスは第三者プ
ロバイダーにより、またはそのソフトウェアを通じて提供
されており、弊社がコントロールすることはできません。か
かるコンテンツまたはソフトウェアの選定、提供、品質、画
像のサイズおよび利用可能性は、全て第三者プロバイダー
またはその他の第三者の責任により決定されています。第
三者プロバイダーが提供するコンテンツサービス、コンテ
ンツまたはソフトウェアの使用について第三者プロバイ
ダーが定める条件がある場合、使用者はその条件に従って
使用することとします。さらに、コンテンツサービスへの
アクセスならびにその閲覧および使用（ならびにコンテンツ
サービスの使用に伴う広告・宣伝物の表示など）は、インター
ネット接続環境を必要とし、当該インターネット接続環境
のために必要な第三者への支払い（インターネットサービス
事業者への支払いを含みますが、これらに限られません）に
ついては使用者が自ら責任を負うものとします。Sonyˎ
EntertainmentˎNetwork機能およびコンテンツサービスの
利用は、使用者が用いるインターネットサービスの性能、回
線容量その他の技術的な制限により限定されます。弊社お
よび第三者プロバイダーは、法律により許容される範囲に
おいて、あらゆる使用者の送受信に関する事項（送受信の非
適時性、送受信データの消失、データの送受信エラーまた
は送受信データもしくは個人用設定の不保存）についての責
任を一切負わないものとする。

許諾ソフトウェア、コンテンツサービスおよびコンテンツ
は、現状有姿で何らの保証なく提供されるものとします。弊
社、原権利者および第三者プロバイダーは、明示・黙示を問
わず、許諾ソフトウェアに関して何らの保証（非侵害、有用
性、合目的性などを含みますが、これらに限られません）を
行わないものとします。弊社、原権利者および第三者プロ
バイダーは、許諾ソフトウェア、コンテンツサービスまた
はコンテンツが使用者の要求を満たすこと、または、許諾
ソフトウェア、コンテンツサービスまたはコンテンツが中
断なく稼動し、不具合のないものであることを一切保証い
たしません。さらに、弊社、原権利者および第三者プロバ
イダーは、許諾ソフトウェア、コンテンツサービスまたは
コンテンツの正確性、信頼性その他一切の保証を行いませ
ん。弊社または弊社の代表者からのあらゆる情報の提供や
助言は、新たに弊社による保証を生じせしめるものではな
く、本契約上の保証に関する条件を変更するものではあり
ません。万一、ソフトウェア、当該ソフトウェアを含む媒体、
書面、コンテンツサービスまたはコンテンツに不具合があ
ることが証明された場合は、法律で許容される範囲におい
て、弊社または弊社の代表者ではなく使用者が当該不具合
の解消に要する全ての費用を負担することとします。

責任の限定
弊社、原権利者または第三者プロバイダーは、法律で許容
される範囲において、使用者に対して、あらゆる特別損害、
間接損害、懲罰的賠償、派生的損害その他これらに準ずる
もの（本契約に起因するまたは本契約に関するもの、本製
品、コンテンツサービス、コンテンツの使用、不使用、不
稼動に伴うまたはそれに起因するもの、逸失利益に関する
もの、データ・情報の喪失に関するもの、営業上の利益・損
害に関するものなどに関連する一切の補償、返金および損
害賠償を含みますが、これらに限られません）について、
万一、弊社、原権利者または第三者プロバイダーがそれら
の損害等について認識を持っていたとしても、一切責任を
負わないものとします。許諾ソフトウェア、コンテンツサー
ビスおよびコンテンツは使用者の責任において使用される
ために提供されます。弊社、原権利者および第三者プロバ
イダーは、法律で許容される範囲において、許諾ソフトウェ
ア、コンテンツサービス、コンテンツおよび本契約に関す
るいかなる明示・黙示の保証に関する違反、契約違反、過失
による責任、無過失責任その他一切の法的責任を負わない
ものとします。

媒体に関する責任の限定
許諾ソフトウェアまたはその一部が媒体により提供された
場合、弊社は、使用者に対する提供から９０日間、当該媒
体に材料または製造上の不具合がないことを保証します。か
かる保証は、弊社から原始的に本件許諾ソフトウェアの許
諾を受けた使用者にのみ適用されます。かかる保証の違反
についての弊社の責任および使用者が受けられる対応は、媒
体の交換のみに限定されます。上記保証のほか、媒体につ
いての黙示の保証（有用性、非侵害、合目的性を含みますが、
これらに限られません）は、提供から９０日間に限定されま
す。

対価
弊社および第三者プロバイダーは、新規または既存のコン
テンツまたはコンテンツサービスへのアクセスについて、課
金することとなるような変更を加える権利を留保します。さ
らに、第三者プロバイダーは、当該第三者プロバイダーが
保有するコンテンツへのアクセスに課金する可能性があり
ます。ただし、いかなる場合においても、課金されること
に対する使用者の同意なく、コンテンツまたはコンテンツ
サービスへのアクセスに課金されることはありません。な
お、使用者がかかる課金についての同意を行なわない場合、
使用者は課金対象のコンテンツまたはコンテンツサービス
に対するアクセスは認められません。

知的財産および知的財産権侵害に関するク
レームの通知
弊社は、第三者の知的財産権を尊重し、使用者に対しても
当該知的財産権を尊重することを求めます。弊社の著作権
その他の知的財産権を侵害しているまたはそのおそれのあ
るコンテンツにつき、弊社は、弊社の判断により適宜、許
諾ソフトウェアを通じての使用を停止し、当該コンテンツ
を保有する第三者プロバイダーその他の第三者に対して、当
該第三者の定める知的財産権の保護に関する規定に基づく
検討および対応がとられるよう当該知的財産権侵害につい
ての通知を行います。許諾ソフトウェアおよびコンテンツ
は著作権法その他知的財産権に関する法律、条約により保
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護されています。許諾ソフトウェアおよびコンテンツの使
用を認めることは、使用者に対して弊社および第三者プロ
バイダーからそれらが保有するロゴ、サービスマーク、商標、
商号その他それらに準ずるものを許諾することを意味しな
いものとします。許諾ソフトウェアおよびコンテンツに関
する全ての権利および便益ならびにそれらの複製または構
成要素は、弊社、原権利者、提供者または第三者プロバイダー
に帰属するものとし、本契約にて明示的に許諾されていな
いあらゆる権利については、これらにより留保されます。
使用者は、使用者の全ての活動（アクセス、閲覧その他本製
品またはアカウントを通じて行われるコンテンツサービス
の使用を含みますが、これらに限られません）について自ら
責任を負います。使用者は、合法的な目的においてのみ、許
諾ソフトウェア、コンテンツサービスおよびコンテンツを
使用することができます。使用者は、許諾ソフトウェア、コ
ンテンツサービスおよびコンテンツ（音声、画像、文書、動画、
メッセージ、タグその他のデータを含みますがこれらに限
られません）およびそれらの複製を商用、営利または公共の
ために、配布、交換、修正、販売または送信を行うことは
できません。本契約に定める条件を遵守する限りにおいて、
弊社は、使用者に対して、コンテンツサービスやコンテン
ツにアクセスするためにSonyˎEntertainmentˎNetwork機
能を使用する非独占的かつ譲渡不能な限定的ライセンスを
付与します。また、使用者は、許諾ソフトウェア、コンテ
ンツサービスおよびコンテンツの動作を中断、停止させた
り、そのような試みをすることはできません。

万一、使用者の作品が著作権侵害を構成するようなかたち
で複製されていると思われる場合、または使用者の知的財
産権が何らかの形で侵害されていると思われる場合は、ま
ず、第三者プロバイダーに対して対応をご相談ください。
万一、使用者が第三者プロバイダーと連絡が取れない場合、
もしくは、侵害のおそれがあるコンテンツが弊社のもので
ある場合、ソニーご相談窓口までご連絡ください。ˎ

第三者に対する責任
以下のいずれかに関連してまたは起因して、使用者または
弊社、弊社役員・従業員その他関係者（以下「補償対象者」と
します）と第三者との間で紛争が生じた場合、使用者は、使
用者自身の費用でそれらの紛争を解決するものとし、補償
対象者に対して一切の迷惑をかけないものとします。
①使用者による本契約違反または違反のおそれ、
②使用者から弊社に対して本契約に基づいて提供された情
報、
③使用者による第三者の権利侵害またはそのおそれ、
④使用者による許諾ソフトウェア、コンテンツサービスま
たはコンテンツの損傷、毀損。
使用者は、解決のために代理人を選定し、使用者、弊社ま
たは補償対象者を代理せしめる場合は、弊社、その他の関
連する補償対象者の同意を得るものとします。使用者およ
びその代理人は、補償対象者と協議の上、当該紛争を解決
するものとします。弊社および補償対象者は、上記の補償
を受けることを前提に、自らの費用で、当該紛争を解決す
る権利を留保します。使用者は、弊社および補償対象者の
書面による事前の同意なく、弊社および補償対象者の不利
益になるような判断、和解その他一切の活動を行うことは
できません。

自動アップデート機能ならびに本契約の改定
許諾ソフトウェアは、適宜、例えばバグの修正、機能の改善、
セキュリティ機能の許可などを目的に、弊社または第三者
によりアップデートまたは修正されます。これらのアップ
デートまたは修正により、使用者が使用している許諾ソフ
トウェアの機能が変更されたり、一部が削除されたりする
可能性もあります。また、これらのアップデートまたは修
正は弊社の判断により行われ、当該アップデートまたは修
正の適用を許諾ソフトウェアの継続的な使用の条件にする
こともあります。なお、許諾ソフトウェア、コンテンツサー
ビスまたはコンテンツに適用される本契約の条件について
も弊社により一部変更、修正または削除される可能性があ
りますが、いずれの場合においても事前に使用者に通知さ
れます。当該通知以降の使用者によるコンテンツサービス
またはコンテンツへのアクセスをもって、使用者による当
該変更、修正または削除された本契約に同意いただけたも
のとさせていただきます。弊社は、一切の通知なくコンテ
ンツサービスの全てまたは一部を一時的にまたは恒久的に
変更、中止、削除または停止することがあります。弊社は、
法律の許容する範囲内において、かかる変更、中止、削除
または停止につき、使用者に対して一切の責任を負いませ
ん。また、使用者が本契約の条件に違反した場合、その他
の権利を一切放棄することなく、弊社は、コンテンツサー
ビスまたはコンテンツに関する本契約の条項を中止または
終了させることができます。使用者が本契約の条項に違反
していると弊社が判断した場合、弊社は、本契約の履行を
強制するまたは不履行を是正するためのあらゆる法的また
は技術的な対策（使用者によるコンテンツサービスへのアク
セスの即時停止）をとることができます。

高リスク活動
許諾ソフトウェアは、耐障害性を持ち合わせておらず、また、
許諾ソフトウェアの欠陥や誤動作が、身体、生命、個人の
財産その他物理的または環境的な損害をもたらすような環
境での使用を想定しておらず、そのように設計、製造され
ていません。弊社、原権利者ならびにそれらの関係者は、特
にこれらの環境における許諾ソフトウェアの有効性につい
て明示・黙示を問わず一切保証いたしません。

暗号化技術の輸出に関する規制
許諾ソフトウェアおよびコンテンツは、暗号化技術を含ん
でいる可能性があります。暗号化技術を含む許諾ソフトウェ
アおよびコンテンツは、輸出入に関する法令、規制または
政府による許可・認可の対象となる可能性があり、使用者は、
本製品、許諾ソフトウェアおよびコンテンツに適用のある
法令、規制その他の規則及び国際条約を遵守する責任を負
います。なお、暗号化技術を含む許諾ソフトウェアおよび
コンテンツは、外国政府または政府関係機関による使用を
意図していません。

完全合意条項、通知、放棄その他
本契約、本製品に関する限定的な保証、弊社のプライバシー
ポリシーおよびコンテンツサービスに関して提供された追
加の利用条件は、本製品、許諾ソフトウェア、コンテンツサー
ビスおよびコンテンツに関する使用者と弊社間の完全なる
合意であるものとします。弊社からの本契約に基づくあら
ゆる通知は、書簡、電子メールまたは弊社のコンテンツサー
ビスを通じて行われます。弊社による本契約上の権利の不
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行使は、それらの権利を放棄したものとみなされないもの
とします。万一、本契約の一部が法律により無効となった
場合でも、当該条項は本契約の本旨に鑑みて法律により許
容される範囲内で強制されるものとし、当該条項以外は有
効に存続するものとします。本契約に定めのない事項また
は本契約の解釈に疑義を生じた場合には、弊社および使用
者は誠意をもって協議し、解決するものとします。

第三受益者
原権利者および第三者プロバイダーは、本契約における第
三受益者として取り扱われるものとし、本契約のソフトウェ
ア、コンテンツサービスおよびコンテンツに関する条項は
適宜、適切に当該第三者および第三者プロバイダーにより
強制されるものとします。

期間
本契約は、次に従い解除されるまで有効なものとします。弊
社は、使用者が本契約に違反した場合、使用者に対する通
知をもって、直ちに本契約を解除することができるものと
します。その場合、使用者は、速やかに許諾ソフトウェア
をそれらの複製を含めて廃棄するものとします。また、解
除にあたって、使用者は、弊社、原権利者、第三者プロバ
イダーに対して、許諾ソフトウェア、コンテンツサービス
およびコンテンツの使用ができなくなることを理由に費用
の償還などを求めることはできないものとします。

準拠法、裁判管轄
本契約の準拠法は、日本国の法律とします。

ユーザー登録の抹消
使用者が、本契約に従って本製品を返品もしくは譲渡する
場合、または本契約が終了した場合には、使用者は、①本
製品を通じて取得またはアクセスした全てのアカウントを
消去することによりユーザー登録を抹消し、②本製品を工
場出荷時の状態に戻すものとします。使用者は、本製品を
通じて取得したアカウント、ユーザーネーム、パスワード
に関する情報の秘密保持について一切の責任を負うものと
します。

MPEG-4	AVCに関するお知らせ
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC 
PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE 
PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER 
USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE 
REMUNERATION TO (i)ENCODE VIDEO IN 
COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC 
VIDEO”) AND/OR (ii)DECODE AVC VIDEO THAT 
WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN 
A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS 
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED 
TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED 
FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL 
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG 
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
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