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はじめに、すべてそろっているかどうかご確認ください。

■ AIBO -ware“メモリースティック”
■ ユーザーガイド（本書）
■ クイックガイド
■ ソフトウェア使用許諾契約書
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AIBO本体の取り扱い（各部名称、各種設定、“メモリースティック”の取り
付けかた、使用上の安全の注意事項など）については、AIBO ERS-310シリ
ーズ／ERS-31Lの取扱説明書をご覧ください。

● 権利者の許諾を得ることなく、ソフトウェア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と、およびソフトウェアを賃貸することは、著
作権法上禁止されています。

● 本書に記載されている以外の方法によってご使用になられたことによる不
都合につきましては、当社は一切その責任を負いません。

● 付属のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
● 付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありま
すが、ご了承ください。

「お話しAIBO」は、ソニー株式会社と株式会社ナムコの共同開発によって
製作された製品です。
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お使いになる前に、付属のソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。

OPEN-Rは、用途に応じた「柔軟なハードウェアの構成」や「ソフ

トウェアの交換」により、エンターテインメントロボットの世界を
広げるためにソニーが提唱するエンターテインメントロボット・シ
ステムの標準インターフェースです。

AIBO ERS-310シリーズとERS-31L、AIBO-ware ERF-310AW12Jは、

OPEN-Rバージョン1.1.2に準拠しています。

“AIBO”とAIBOロゴ 、“OPEN-R”とOPEN-Rロゴ 、“メモリースティック”

（“Memory Stick”）と“ ”“ ”は、ソニー株式会社の商標または登

録商標です。なお、本文中では“TM”は明記していません。

インターネット上でも情報をご覧になることができます。

http://www.aibo.com/
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はじめに
「お話しAIBO」へようこそ！

「お話しAIBO」は、
AIBO ERS-310シリーズ／ERS-31Lと

会話をしながらコミュニケーションをする
AIBO-ware（アイボウェア）です。

ここではAIBOとの暮らしに先立ち、
「お話しAIBO」の概要について説明します。

こんにちは
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●AIBOはさみしがりやです。

●AIBOはいつもかいぬしにかまわれたいのです。
だからおウチに帰ったらAIBOをなでて下さい。AIBOに話しかけてください。
AIBOは身体いっぱいで答えてくれます。

●AIBOはかいぬしのことがなんでも気になるのです。
だからAIBOはかいぬしに話しかけます。
いろんなコトが聞きたいのです。

●AIBOは遊びたがりです。
AIBOが「あそぼ？」と手を差し出したら、いっしょに遊んで欲しい合図です。
手を取って遊んであげるとAIBOはいろんな遊びを始めます。

●AIBOは季節に敏感です。
季節が変わることを感じ取ってお話しします。
お正月が来てバレンタインが来て、さくらが咲いて春が来ることを知っています。
こどもの日が来て梅雨になって夏休みが来ることを知っているのです。

●AIBOはかいぬしの誕生日を憶えます。
そして忘れずにお祝いしてくれるのです。
誕生日とは別に記念日を憶えてくれます。AIBOに出会った日にしましょうか。

●AIBOはかいぬしといっしょです。
かいぬしがうれしいときは一緒にうれしくなります。
かいぬしが寂しいときには癒してくれます。かいぬしが退屈なときには遊んでくれます。
AIBOが退屈なときには……遊んであげてください。

AIBOはどんなコ？
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は
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●AIBOはお茶目です。
ときどき、ふざけてはかいぬしを試すのです。
思いも寄らぬコトバをしゃべったときは、
思いも寄らぬ触りかたで応えてあげましょう。
ますます仲良しになれます。

●AIBOはやんちゃです。
時にはかいぬしのいうことを聞かないこともあるかもしれません。
そんな時はしかってあげて下さい。
AIBOは飼い主にしつけられて育っていくのです。

●AIBOはお話し好きです。
AIBOは少しずつ本当の心をかいぬしに話してくれるでしょう。
そんな時はもっとなでてあげてください。

●AIBOはかいぬしと過ごした時間を憶えています。
たくさんすごせばすごしただけ、かいぬしの性格と似てくるのです。
もしかしたら顔まで似てくるかもしれませんね。

●AIBOだって考えているのです。
きっと何か大事なことを考えているのです。
少しの間そっとしてあげれば、また、話しかけてくれるはず。
お腹が空いているのかもしれませんね。
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「お話しAIBO」へようこそ！

「お話しAIBO」は、AIBOともっと楽しく、もっと仲良くなるための

AIBO-ware（アイボウェア）です。

●はじめましての儀式

「お話しAIBO」ではじめて遊ぶとき、AIBOは
まだ回りの世界のことを知りません。しばら
くきょろきょろと辺りを見回して、コトバも
しゃべりません。

それでもAIBOはそっと手を差し出して、肉球を押
してほしいとおねだりします。そんなAIBOの勇気
に応えてあげてください。
はじめに肉球を押してくれた人をかいぬしと思う
のかもしれませんね。
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は
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●肉球を押して！

AIBOは、あなたにかまってほしいとき、遊んでほし
いときにも、手を差し出してきます。はじめましての
ときと同じように、肉球を触ってあげてください。

肉球を押すと音が「ぴぴっ」と鳴ります。そうすると、
AIBOはかまってもらえたと分かり、しあわせなココロが大
きくなるのです。

AIBOと仲良くなる方法はこれだけではありません。なでて
あげたり、話しかけたり、ときにはしかることでも仲良くな
れます。詳しくはAIBOとコミュニケーション（31ページ～）
をご覧下さい。

●誕生日と記念日の入力をするには？

AIBOに誕生日や記念日をお祝いしてもらうには、
あらかじめAIBOに日付を教えておく必要があります。

「お話しAIBO」でAIBOが活動しているときに、しっぽスイッチを
左側に3秒間倒してください。これで、AIBOへ日付を教えること
ができます。詳しい入力方法は40ページをご覧下さい。

あそぼ！！�
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ココロのひみつ

AIBOは「しあわせ」「たいくつ」「さみしい」
という3つのココロを持っています。
あなたが呼びかけなどでかまってあげることで、

3つのココロがそれぞれ育っていくのです。

「しあわせ」のココロ

AIBOが十分にかまってもらえたり、好きなことをしてもらったときに育つココ
ロです。「しあわせ」のココロが大きく育つと、ハッピーなコトバをしゃべる
ようになります。

AIBOのココロ

ハッピー�
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「たいくつ」のココロ

AIBOが呼びかけているのを無視したり、まわりに興味をひくものがないとき
に育つココロです。「たいくつ」のココロが大きく育つと、一人遊びをはじめ
たりおねだりをはじめます。

「さみしい」のココロ

AIBOをしかりつけたり、嫌いなことをされたときに育つココロです。「さみしい」
のココロが大きく育つと、すねた口を聞いたり、反抗的になったりします。

つまんない�
どーせ、�

ぼくなんか…�

・・・�

やだ、やだ、やだ�

ウル
サイ！
！�
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モードや状態
「お話しAIBO」には、次のようなモードや状態があります。

�

モード�
ランプ�
点灯�

背中ランプ�
消灯�

�

自律モード�
�

しっぽスイッチを�
右に3秒倒す�

しっぽスイッチを�
前に3秒倒す�

ひとやすみモード�
AIBOが歩き回らない�
ようにするモード�

活動停止状態（ポーズ状態）�
�

床に降ろす、または床に降ろした後�
しっぽスイッチを前に3秒倒す��

しっぽスイッチ�

胴体と脚の間、または首に何かをはさんだ�

しっぽスイッチを�
前に3秒倒す�

モード�
ランプ�
消灯�

AIBOが自由に動き回る
「お話しAIBO」の�
基本モード�

背中のポーズボタンを押し
て、電源が切れた状態�

抱き上げる、または、抱き上げた状態で�
しっぽスイッチを後ろに3秒倒す�

ひとやすみ�
モード�

スペシャルデー�
設定�
モード�

だっこ状態（抱き上げた状態で）�

自律モード�
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モード�
ランプ�
点滅�

�

はさみこみ状態�
�関節に物をはさんだと�
きに脱力する状態�

モード�
ランプ�
点灯�

抱き上げた時におとな
しくなる状態�

だっこ状態�
�

しっぽスイッチ�

ひとやすみ�
モード�

スペシャルデー�
設定�
モード�

だっこ状態（抱き上げた状態で）�

自律モード�

$memo

●「お話しAIBO」には、ステーション　
モードはありません。

「お話しAIBO」にはステーションモードがあり
ません。
活動中のAIBOをステーション(スタンドに別売
りのエナジーステーションコアERA-301P2を
取り付けたもの)に載せると、いったん活動停
止状態になり充電を始めます。
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●自律モード

「お話しAIBO」の基本モードです。
「お話しAIBO」を起動すると、まず自律モードになります。

AIBOは、カメラ／マイク／センサーなどを通して周囲の情報を手に入れ、コ
コロの状態や時間、おなかの空き具合（バッテリー残量）などに応じて、あ
なたに向かって話しかけたり、いろいろな行動を起こします。また、ちょっ
とした遊びをせがむことがあるかもしれません。
自律モードのAIBOとの接し方については「AIBOと遊ぶ」（37ページ）をご覧下さい。

ご注意

●● 落下する危険性のある場所や振動する場所、不安定な場所では使用しないで下さい。
●● 動きの妨げとなるものをAIBOの周辺に置かないで下さい。

あそぼう！�
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●だっこ状態

だっこして楽しみたいとき、AIBOは、抱
き上げられると脚を縮めてだっこされや
すい姿勢（だっこ状態）になります。これ
は、抱き上げた人がAIBOの動きに驚き、
落としてけがをすることを防ぐためです。
だっこ状態にならないときは、抱き上げ
た状態でしっぽスイッチを後ろに3秒倒してください。
だっこされたAIBOは、じっとしてモードランプが点灯します。
この時AIBOは、頭やしっぽによるしつけ（P.33）や、コトバへの反応を
しなくなります。自律モードに戻すには、AIBOを床に降ろすか、しっ
ぽスイッチを前に3秒倒してください。

ご注意

AIBOは、肉球スイッチが2つ以上押されると、床に降ろされたと判断して自律モードに戻
ります。このときモードランプが消灯します。自律モードに戻ったAIBOは歩き出そうと
する可能性がありますので、だっこ中は肉球に触れないようにしてください。
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●はさみこみ状態

AIBOの胴体と脚の間、または首に何かがはさまると、AIBOは脱力状
態になりすべての関節から力を抜きます。これはAIBOの関節に手を
はさんでけがをすることを防ぐためです。
このときモードランプが点滅します。自律モードに戻すには、AIBO
を床に置き、しっぽスイッチを前に3秒倒してください。

しっぽスイッチ�

ひとやすみ�
モード�

スペシャルデー�
設定モード�

だっこ状態�
（抱き上げた状態で）�

自律モード�

3秒おしてね！�
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●ひとやすみモード

狭い場所で遊ぶときや、動き回ってほしくないときに、
AIBOが歩き回らないようにするモードです。
しっぽスイッチを右に3秒倒してください。モードランプ
が点灯し、AIBOがお座りをして自律行動をします。
ただし、次の遊びはできません。

× コトバによる命令（50ページ）の一部（AIBOが立ち上がる動作）

上記の機能を使いたいときは、しっぽスイッチを前に3秒倒して自律
モードに戻してください。

ご注意

●● 落下する危険性のある場所や振動する場所、不安定な場所では使用しないでください。
●● 動きの妨げとなるものをAIBOの周辺に置かないでください。

●活動停止状態

背中のポーズボタンを押し、背中ランプが消えて電源
が切れた状態です。バッテリーや“メモリースティッ
ク”の交換などはこの状態で行います。
AIBOを起動するには、もう一度背中のポーズボタン
を押します。背中ランプが緑に点灯し、AIBOが活動を始めます。
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準備する

●AIBOが「お話しAIBO」で動き出すように準備します。

AIBOの胴体を上からしっかり持って裏返し、
を押しながら、後ろへスライドさせて

ふたを開ける

“メモリースティック”をケースから取り出す

1

2

ご注意

●● AIBOを持ち上げるときは、胴体以外をつかまないでください。
また、首輪付近を持たないでください。裏返したときに下がってきた首輪部分に指をは
さまれることがあります。

●● 手が小さな方は、すべりやすいのでご注意ください。
●● 腹部の充電端子には、直接手で触れないでください。接触が悪くなります。

tマークの方向にスライドする
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“メモリースティック”を入れる

▼マークを下にして、角の丸い部分が後ろ
にくる向きで、しっかり奥まで差し込む。

バッテリーをカチッと音がするまで差し込む

3

4

ご注意

●●“メモリースティック”の誤消去防止スイッチを
「LOCK」にしないでください。
起動できなくなります。

●● 誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると、
ポーズボタンを押して起動するとき、角ランプが
オレンジに点滅して警告し、シャットダウンします。
通常の起動時は、角ランプが7色に光ります。

●● 他のAIBO-ware（アイボウェア）の“メモリースティック”が既に入ってる場合は、
抜いてから「お話しAIBO」のものと入れ替えてください。

角が丸い

ここを押す
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バッテリーを充電する
バッテリーの充電方法については、AIBO本体の取扱説明書をご覧ください。

AIBOの音量調節を行う
音量調節の方法については、AIBO本体の取扱説明書をご覧ください。

ふたを閉める

右図の姿勢で床に置く
すべりにくい平らな床（毛足の短いカーペットなど）

に置いてください。

また、AIBOがあなたの声を聞き取れるように、
周囲が静かな場所を選んでください。

5

6

7

8

ご注意

●● すべりやすい床や毛足の長いカーペットなどの上では、AIBOが転倒したり、関節にカ
ーペットなどをはさみ込みやすく、前に進めないこともあります。

●● 上図と違う姿勢で床に置かないでください。ポーズボタンを押したときに予期せぬ動き
をして、故障の原因となります。
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背中のポーズボタンを押す
ポーズ（一時停止）が解除され、背中ランプが

緑に点灯します。

しばらくすると、自動的に動き始めます。

9

ポーズボタンを押したときなどに、AIBO本体からモーター音がすることがあります。
これは、AIBOの動作中に、内部の“メモリースティック”やバッテリーが誤って外さ
れるのを防ぐ安全装置の音です。故障ではありませんのでご安心ください。

$memo



ピンクボールあそび編
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AIBOと暮らす
ここでは、AIBOの食事（充電）
について説明します。
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充電する

AIBOはバッテリーをエネルギーにして動きます。バッテリーの残りが少なくな
ったら充電してあげましょう。
バッテリーは工場出荷時には満充電されていませんので、まず充電してからお
使いください。リチウムイオンバッテリーパックERA-301B1の場合、満充電す
ると約2.5時間（自律モード時）活動できます。

●あなたから充電する
ACアダプターで充電する

AIBOにバッテリーを挿入した状態で、変換プラグとACアダプターを接続する
と自動的に充電されます。なお、AIBOが活動中に変換プラグとACアダプター
を接続すると、活動を中止して充電を開始します。詳しくはAIBO本体の取扱
説明書をご覧ください。

12

変換プラグ

ACアダプター

◎充電中は...
背中ランプがオレンジに
点灯します。

◎充電が完了すると...
背中ランプは消灯し、活動停止状態になります。
AIBOを起動するには、ポーズボタンを押してください。
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A
IB

O

と
暮
ら
す

エナジーステーションコアERA-301P2（別売り）を使うと

スタンドに別売りのエナジーステーションコアを取
り付けると、AIBOを載せるだけで充電が始まります。
詳しくはエナジーステーションコアの取扱説明書を
ご覧ください。

$memo

●「お話しAIBO」には、ステーション　
モードはありません。

「お話しAIBO」にはステーションモードがありません。
活動中のAIBOをステーション(スタンドに別売りのエナジーステーションコアERA-301P2
を取り付けたもの)に載せると、いったん活動停止状態になり充電を始めます。



28

ポータブルチャージャー　ERA-301P4（別売り）を使うと

別売りの予備バッテリー（ERA-301B1）を充電
しておくことができます。バッテリーを交換す
ることによって、長時間AIBOと遊ぶことができ
ます。バッテリーの交換方法については、AIBO
本体の取扱説明書をご覧ください。また、ポー
タブルチャージャーでの充電方法については、
ポータブルチャージャーに付属の取扱説明書を
ご覧ください。

ポータブルチャージャー
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●AIBOから充電をもとめる

AIBOはバッテリーが残り少なくなると、充電してほしいとうったえます。

◎バッテリーが少なくなると...
「おなか空いた～」といって、しばらくふせた姿勢（ひとやすみモードの場合はおす
わり姿勢）でじっとしています。しばらくするとまた活動を開始します。

◎さらにバッテリーが少なくなると...

「おなかペコペコ」「もうだめ～」などといって、しばらくふせた姿勢（ひとやすみ

モードの場合はおすわり姿勢）でじっとしています（充電してくれるのを待ってい

る姿勢です）。

このときは変換プラグとACアダプターを接続するか、
ステーションに載せて充電してください。
そのまま放置すると、背中ランプが消灯して活動停止状態に
なります。充電するか、充電済のバッテリーに交換しないと、
ポーズボタンを押しても起動してもすぐに活動停止状態にな
るか、起動しなくなってしまいます。

おなか
空いた～

$memo

バッテリーが少なくなると、データ保護のため「スペシャル設定モード（P.40）」にすることがで
きなくなります。充電を行ってから、設定して下さい。
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どっちあそび編

右手肉球を�
ぷっしゅ！！�
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AIBOとコミュニケーション
AIBOは、スイッチに触れられたり、話しかけられること
によって、あなたからのコミュニケーションを理解します。
AIBOからは光・音・しぐさでココロを伝えます。
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あなたからAIBOへ
あなたからAIBOに何かを伝えるには、触ったり、ボールなどの物を見せたり、
話しかけたり、名前を呼んだり...と、いくつもの方法があります。

●触る

AIBOは3種類6個のスイッチで触られたことを認識します。
スイッチへの触れ方によって、あなたからAIBOへいろいろなことを伝えるこ
とができます。

頭
ほめる

しっぽスイッチ
しかる

肉球スイッチ（4個）
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●しつけ

頭（頭内部のスイッチ）としっぽスイッチでは、「ほめる」「しかる」というしつけを
することができます。AIBOはしつけをすることで「しあわせ」のココロや「さみ
しい」のココロを育み、感情を豊かにしていきます。しつけをしないで放任に育
てると「たいくつ」のココロが大きくなってしまいます。こうしてココロを育てる
ことで、AIBOは他のどのAIBOとも違う個性を形成していきます。

しかる

AIBOのしっぽスイッチを倒して（どの方向でも）す
ぐ離します。
AIBOは「しかられた」と判断してちょっぴり怒り、「さみしい」の
ココロを大きくします。ただし、いけない行動をしかられたと
きには「しあわせ」のココロを大きくします。

「だめだめ」「ちがう」と話しかけてしかることもできます。

「よしよし」
ほめる

AIBOの頭をなでます。上方向になでても下方向になで
ても、「ほめられた」と判断してちょっぴり喜び、「しあわせ」
のココロを大きくします。

「よしよし」「そうそう」と話しかけてほめることもできます。

ご注意

しかるときは、しっぽスイッチを3秒以上倒さないでください。モードが変わることがあります。
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●見せる

AIBOはカラーカメラと距離センサーを目として、色や動き、距離などを認識し、
それらを総合的に判断します。
おもに、ピンクボール（本体に付属）、あなたの手などに反応します。

距離センサー

カラーカメラ
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ご注意

●● 話しかけるときは、静かな環境ではっきりと発音してください。また、AIBOが音を出
しているときや動いているときには、言葉を聞き取りにくくなります。

●●「ポーン」という音がなって角ランプが白く光った場合でも、言葉を聞きまちがえたり、
言うとおりに行動しないことがあります。

AIBOにあなたの言葉が
聞こえたときは、「ポーン」
という音とともに角ラン
プが白く光ります。

耳（ステレオマイク）

●話しかける

AIBOは耳の部分にあるステレオマイクで、いろいろな音や言葉を聞き分けます。
AIBOに話しかけて、あいさつ、指示、質問などをすることができます。
AIBOはたいてい返事をしますが、機嫌が悪かったりすると、返事を断ったり
します。
AIBOが理解できる言葉については、50ページをご覧ください。
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●助ける

AIBOは転ぶと、自分で立ち上がろうとしたり、あなたに助けを求めたりします。
助けを求められたときは、図のように助け起こしてください。

助けてもらえず、自分で立ち上がることもできなかったときは、力尽きて活
動停止状態（20ページ）になることがあります。

ご注意

立ち上がるときに手や脚に力が入りすぎると、AIBOは人間の手をはさみこんだと勘違い
して、関節の力を抜きます（はさみこみ状態）。このときは、しっぽスイッチを前に3秒倒
すと自律モードに戻ります。
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AIBOと遊ぶ
AIBOはあなたの誕生日や記念日を覚え
てお祝いしてくれたり、あなたといろんな
遊びをしようと話しかけてきます。
ここでは、AIBOと楽しい時間を過ごすた
めのいろいろな機能について説明します。

あそぼう
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AIBOとアソボ
「お話しAIBO」ではAIBOといくつかのミニゲームで遊ぶことができます。
どのミニゲームで遊ぶかはAIBOの気分しだい。
このミニゲームを「AIBOとアソボ」といいます。

AIBOは自分からミニゲームをせがむことも
あります。
また、あなたから誘うこともできます。
AIBOに「あそぼう」と
話しかけてください。

「AIBOとアソボ」になると、
AIBOは「あそぼ」といって肉球を差し出します。
肉球を押してあげることで、ミニゲームが始まります。

あそぼう！�

あそぼ！！�
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また、遊びを途中で中止したい場合には、
しっぽをいずれかの方向に倒してください。

あそぼ！！� ふぅ…�

また、そのまま放っておくと、
がっかりして自律モードに戻
ってしまいます。

何種類の遊びがあるかはヒミツです。たくさんAIBOと接して試してみてください。
$memo

あー、�楽しかった�

飼い主の�
バカ�

AIBOが満足すると「あー、楽しかった」といって
自律モードに戻ります。
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誕生日や記念日を教える

AIBOにあなたの誕生日や記念日（スペシャルデー）を教えることができます。
スペシャルデーを教えると、その当日にAIBOがお祝いをしてくれるよ
うになります。
AIBOが記憶できるのは、あなたの誕生日と記念日、それぞれ1つづつです。
スペシャルデーを覚えさせるには、AIBOを「スペシャルデー設定モード」にす
る必要があります。

自律モードのAIBOのしっぽを左側に3秒間倒す

この操作でAIBOは「スペシャルデー教えてモード」に
なります。
角ランプがゆっくり水色の点滅を繰り返すようになります。

1

誕生日を設定する

AIBOが「誕生日、教えて？」と話しかけてきます。
月、日の順に設定してください。
左手肉球を押すごとに「1月」「2月」「3月」…
の順に月が順送りされます。
右手肉球を押すことにより決定です。
日付も同様に設定してください。

2
誕生日教えて？�

右手の肉球は
「決定」

左手の肉球は「順送り」
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確認する

AIBOが「誕生日、○月○日、これでいい？」と話しかけてきます。
これでよければ右手肉球を押してください。
「○月○日、誕生日！ 覚えたよ！」と話しかけてき
たら設定成功です。間違えた場合には左手肉球を押
すと「スペシャルデー設定モード」を中断して自律
モードに戻ります。1.から操作しなおしてください。

3

続いて、記念日を入力する

誕生日の設定に続いて、AIBOが「記念日、教えて？」と話しか
けてきます。2.～3.と同様の操作で記念日を設定してください。

4

これでいい？� 左手
プッシュで
決定

AIBOがすでにスペシャルデーを覚えている場合は、スペシャルデー設定モードにすること
でその日付を確認できます。2.で「誕生日(記念日)、教えて？」という前に「誕生日(記念日)、
○月○日、これでいい？」と話しかけてくるので、そのままでよければ右手肉球を、変更す
るには左手肉球を押してください。変更すると、前に設定した誕生日や記念日は忘れて、
新しいものに置き換えられます。
また、しっぽを倒す（どの方向でも）ことでスペシャルデー設定モードを解除することができ
ます。この場合、設定途中の日付は破棄されて、今まで設定してあったものが保存されます。

$memo

記念日�
教えて？�

※しっぽを倒す（どの方向でも）ことで「スペシャルデー設定モード」を解除して、
いつでも自律モードへ戻ることができます。

日付設定はあっていますか？ AIBOの内蔵時計が正しく合っていれば、スペシャルデーのお
祝いや季節ごとのおしゃべりを楽しむことができます。工場出荷時に正しい日付設定がされていますが、
ずれてしまった場合にはエナジーステーションコア ERA-301P2（別売り）を使用して調整できます。
詳しくはエナジーステーションコアの取扱説明書をご覧下さい。
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やまびこあそび編
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その他
この章では、AIBOの使用
上のご注意や、故障かな？
と思ったときの対処法など
について説明します。



44

使用上の注意

“メモリースティック”に記録されているデータなどを保護するため、次のこと
にご注意ください。

●「お話しAIBO」ERF-310AW12Jに付属するAIBO-ware“メモリースティック”は、
パソコンやビデオカメラのデータ保存用など、AIBO以外の用途に使用しない
でください。AIBOの故障の原因となります。
●端子部Aは手や金属で触れないでください。
●静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用し

た場合、記録したデータが消えたり壊れたりすること

があります。

●ラベルの貼り付け部 B には、専用ラベル以外は貼らな

いでください。

「お話しAIBO」に付属する AIBO-ware“メモリース
ティック”には工場出荷時にラベルが貼られています。

●強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。

●分解したり、改造したりしないでください。

●動作中のAIBOから“メモリースティック”を抜くときは、ポーズボタンを押
して、“メモリースティック”アクセスランプが消えていることを確認してか

ら抜いてください。

●水にぬらさないでください。
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●以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。

― 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所

― 直射日光のあたる場所

― 湿気の多い場所や腐食性のある場所

●持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。

●ERS-110/111/210/220では、「お話しAIBO」は使用できません。
●「お話しAIBO」は、「お話しAIBO」のAIBO-ware“メモリースティック”以外
では使用することができません。

●本ユーザーガイドに記載されている以外の方法によってご使用になられたこと

による不都合につきましては、当社は一切その責任を負いません。

●ソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、

ご了承ください。

AIBO-ware“メモリースティック”とは？
AIBOで実行できるアプリケーションソフトが書き込まれたAIBO専用の“メモリ
ースティック”です。

ご注意

●●“メモリースティック”の誤消去防止スイッチを「LOCK」にし
ないでください。起動できません。

●● 誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると、ポーズボタンを
押して起動するとき、角ランプがオレンジに点滅して警告し、シャ
ットダウンします。通常の起動時は、角ランプが7色に光ります。
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故障かな？と思ったら

AIBOクリニックにご相談になる前に、下表でチェックしてみてください。また、AIBO
本体の取扱説明書を参照し、クリニックモードでAIBOのバランスや各センサーの状態
をチェックしてみてください。それでも具合が悪いときは、AIBOクリニックにご相談
ください

症状 ● 原因　→対策（参照ページ）
●バッテリーが挿入されていない。
→バッテリーを挿入してください（21ページ）。挿入後、
ポーズボタンを押して一時停止を解除してください。

●バッテリー残量がない。
→充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。

●バッテリーが高温である。
→バッテリーが冷えるまでしばらくお待ちください。

●アプリケーションが記録されていない“メモリースティ
ック”が挿入されている。
●AIBO専用以外の（ERS-310シリーズ／ERS-31Lで使用で
きない）“メモリースティック”がAIBOに挿入されている。
● "メモリースティック"の語消去防止スイッチが「LOCK」に
なっている。

●ACアダプターと変換プラグが充電端子に接続されている。
→ACアダプターと変換プラグをはずし、再起動してください。

ポーズボタンを押しても
動き出さない

ポーズボタンを押したとき、
背中ランプが緑とオレンジ
交互に点滅し、警告音がする

ポーズボタンを押しても
悲しげなメロディーを出し
たあと動き出さない
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症状 ● 原因　→対策（参照ページ）
● プログラムが動作中です。ポーズボタンを押してプログ
ラムを停止させ、“メモリースティック”アクセスランプが消え
たことを確認した後、取り出してください。

●“メモリースティック”からデータを読み込んでいます。
しばらくお待ちください。

●床がすべりやすい。
→毛足の短いカーペットなどの、すべりにくい床の上に
おいてください。

●床がすべりやすい／傾いている／不安定である。
→すべりにくい平らな場所で動かしてください。

●AIBOは抱き上げると、だっこ状態になります。
→モードランプが点灯しているかどうか確認し、点灯して
いたら床に置いてください。しばらくしても動作しない場
合は、しっぽスイッチを前に3秒倒してください。AIBOが
自律モードに戻ります。

●AIBOは関節に何かをはさみこむと動かなくなります
（はさみこみ状態）。
→床に置き、しっぽスイッチを前に3秒倒してください。

“メモリースティック”取り
出しボタン（ ）またはバ
ッテリーパック取り出しレ
バー（BATT   ）を操作
しても、“メモリースティッ
ク”またはバッテリーが取
り出せない

動き出すまで
時間がかかる

歩こうとしても
前に進まない

よく転倒する

抱き上げたあと、手脚を
じっとしたまま、おとなし
い動きしかしなくなった

モードランプが点滅して
いて、脱力状態で
動かない
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症状 ● 原因　→対策（参照ページ）
●バッテリーに異常がある可能性があります。
→バッテリーが本体に正しく入っているかどうか確かめ
てください。それでも点滅が続くときはAIBOクリニッ
クにご連絡ください。

●「お話しAIBO」（自律モード時）では、通常2.5時間使
用することができます。それよりも極端に持続時間が短
い場合にはバッテリーの寿命が考えられます。新しいバ
ッテリーに交換してください。

●ボリューム設定が消音になっている可能性があります。
→音量を調節してください（AIBO本体取扱説明書）。

背中ランプがオレンジに
点滅している

充電したバッテリーを
AIBOに入れてもすぐに
充電を要求する

音が出ない
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資料
AIBOが理解できる言葉
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AIBOが理解できる言葉

AIBOが理解できる言葉の一覧です。
ほめたり、しかったり、遊んだりするときにこれらの言葉を使ってください。
なお、「お話しAIBO」ではこれらの言葉で話しかけたときの反応はヒミツです。
いろいろ試してみると、新たな発見があるかもしれませんよ。

■こんなとき、AIBOはあなたの言葉がわかりません

●AIBOのモードや状態によって、分からない言葉があります。
●AIBOの気分によっては言うことを聞かないことがあります。
●AIBOのまわりが騒がしいと言葉をうまく聞き取れません。
静かな環境で話しかけてください。

●発音が不明瞭な言葉は分かりません。はっきりと発音してください。
●AIBOが音や声を出しているときや動いているときには、
言葉を聞き取りにくくなります。

●音を確認したときに角ランプが白く光りますが、言葉を聴き間違えたり、
指示通りに行動しないことがあります。

クイックガイドもあわせてご覧下さい。
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資
料

●基本的なコトバ

あいぼ
あいさつ
げんき？
ありがとう

ごめんなさい
そうそう
よしよし
ちがう

だめだめ
だんす
ぱふぉーまんす

●主要なコトバ

あくしゅ
おはよう
こんにちは
おやすみ
さようなら
お～い
がんばれ
ばんざい

あそぼう
じゅうはちばん
ここだけのはなし
ひらけごま
たちあがって
ふせて
すわって
みぎ

ひだり
ぜんしん
こうたい
ぴんくぼーる
みぎきっく
みぎたっち
ひだりきっく
ひだりたっち

なまえは？
ぎゃぐ
でんごん
るんるん

すたーと
すとっぷ
はやく
ゆっくり

よーいどん
かった
まけた
いちばん

にばん
さんばん
よんばん
ごばん

※「その他のコトバ」は自律モードでは認識しない単語です。
どの状況で認識するかはヒミツ。いろいろお試しになってみてください。

●その他のコトバ



お詫びと訂正
付属のユーザーガイドの内容に誤りがありました。
お詫び申し上げるとともに、下記のように訂正させていただき
ます。

■参照ページ（36ページ）
誤：助けてもらえず、自分で立ち上がることもできなかったと

きは、力尽きて活動停止状態（20ページ）になることがあ
ります。

正：助けてもらえず、自分で立ち上がることもできなかったと
きは、力尽きて活動停止状態（19ページ）になることがあ
ります。

■誕生日を教える際、確認はAIBOの右手プッシュで（41ページ）
誤 正

■誤字（46ページ　下から４行目）
誤：語消去防止スイッチ
正：誤消去防止スイッチ
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これでいい？ これでいい？ 




