
エナジーステーションコア

© 2001 Sony Corporation

4-657-257-01(1)

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は、いつでも見

られるところに必ず保管してください。

取扱説明書
ERA-301P2
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安全のために

b

ソニー製品は、安全に十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お守りください。

安全のための注意事項を守る

6～10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。

故障したら使わない

すぐにAIBOクリニック（裏表紙）にご連絡ください。

万一異常が起きたら

1 電源コードをコンセントから抜く

2 AIBOクリニック（裏表紙）に連絡
する

• 煙が出たら
• 異常な音、においがしたら
• 内部に水、異物が入ったら
• 製品を落とすなどして破損し
たとき
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警告表示の意味
この取扱説明書では、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。

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

この装置は、情報処理装置等電波障害自由規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラ
スB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、
この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き
起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

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。
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•“AIBO”とAIBOロゴ   、“OPEN-R”とOPEN-Rロゴ  はソニー株式会社
の登録商標です。

• その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登
録商標、あるいは商標です。なお、本文中ではTM、Rマーク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/

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。

エナジーステーションコアERA-301P2は、OPEN-Rバージョン1.1.1
に準拠しています。
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下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより
死亡や大けがの原因となります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では使用しない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。

特に風呂場などでは絶対に使わないでください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や

異物が入ったときは、すぐに電源コードをコンセントから抜

いて、AIBOクリニックにご相談ください。

分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となります。

内部の点検や修理は、AIBOクリニックにご相談ください。

指定のACアダプターや電源コード以外は使用しない
火災や感電、けがの原因となります。
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雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

感電の原因となります。

布や布団などで覆わない

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。風通しを

よくするために次の項目をお守りください。

• 毛足の長い敷物（じゅうたんや毛布など）の上に放置しない。
• 布などでくるまない。
• 布などで覆った状態で使用しない。
• 下に座布団などをひかない。

本機は国内専用です

専用のACアダプターを用い、交流100Vの電源でお使いく
ださい。海外などの異なる電源電圧で使用すると、火災や感

電の原因となります。
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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。

• 本体と机や壁などの間にはさみ込んだりしない。
• 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
• 電源プラグおよび電源コードは、幼児の口や手に触れさ
せたりしない。

• 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
• 重い物をのせたり、引っ張ったりしない。
• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
万一、電源コードが傷ついたら、AIBOクリニックにお電話
いただき、新しいACアダプターをお買い求めください。

幼児の手の届かない場所で使用する

電源コードに足を引っかけたりして、製品の落下や転倒など、

思わぬ事故の原因となります。小さなお子様が電気製品を使

用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、

指導のもとで行うようにしてください。
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ステーションコアの上に重いものをのせない

壊れたり、落ちたりしてけがの原因となることがあります。

人間も乗らないでください。（幼児など）

直射日光が当たる場所や熱器具の近くに設置、保管し
ない

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがありま

す。

不安定な場所では使用しない

落下する危険性のある場所や、ぐらついた台の上、傾いたと

ころなどに置かないでください。また、横にしたり、ひっく

り返して置いたりしないでください。落ちたり倒れたりして

けがや故障の原因となることがあります。

AIBO本体を乗せたままステーションを移動しない
乗せたまま移動すると、AIBO本体が落ちてけがや故障の原
因となることがあります。

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の
物品に損害を与えたりすることがあります。



10

スタンドとステーションコアを固定せずに、または固
定ネジがゆるんだ状態で持ち歩かない

ステーションコアが落ちてけがや故障の原因となることがあ

ります。

ぬれた手で電源プラグにさわらない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因とな

ることがあります。

ステーションのお手入れの際は、電源プラグを抜く

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となるこ

とがあります。

ステーションを移動させるときは、電源プラグを抜く

接続したまま移動させると、ケーブルが傷つき、火災や感電

の原因となります。

長時間使用しないときは電源プラグを抜く

旅行などで長時間使用しないときは、安全のため電源プラグ

をコンセントから抜いてください。



11

エナジーステーションコアの特長
エナジーステーションコア（以降、ステーションコアと呼びます。）は、

ソニーAIBO専用です。AIBO本体に付属のスタンドと組み合わせて使用
します。（組み合わせた状態を、本書ではステーションと呼びます。）

ステーションは次のような機能を持っています。

• AIBOを乗せるだけで、簡単に充電ができます。
• 液晶表示を見ながら、AIBOの設定ができます。
• バックライトを搭載していますので、暗い部屋でもバッテリーの残量や
時間などを確認できます。

AIBOの機種によってはお使いになれません。お使いになる前に、AIBOク
リニック（裏表紙）などで、本機が使用可能かどうかをお確かめください。

ステーションコア

スタンド

ステーション
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各部の名称と説明

液晶画面

上面／背面
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1充電端子

AIBOを乗せると、AIBO腹部の充
電端子と接触して、AIBOに挿入さ
れているバッテリーを充電します。

2 SET/CANCELボタン
設定モードにするとき押します。も

う一度押すと通常表示に戻ります。

3MODE/NEXTボタン
液晶画面の表示内容を切り換えます。

設定モードのときは、設定項目を切

り換えます。

4 DISPLAY/－ボタン
日付けと時計表示のときに表示形式

を切り換えます。

設定モードのときは、押すたびに値

を下げます。押し続けると連続して

下がります。

5 LIGHT/＋ボタン
通常はバックライトを点灯させます。

設定モードでは、押すたびに値を上

げます。押し続けると連続して上が

ります。

6 ACアダプタージャック（背面）
ACアダプター（AIBO本体に付属ま
たは別売り）を接続します。

7本体検出スイッチ

AIBOが乗せられたことを検出します。

8固定ネジ（付属品）

ステーションコアをスタンド（AIBO
本体に付属）に取り付けます。

9日付け/時刻/タイムゾーン/
ボリューム（音量）表示

0バッテリー残量表示

充電状態を表示します。
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スタンドに取り付ける
ステーションコアをAIBO本体に付属のスタンドに取り付けます。

ERS-311/312の場合

1 スタンドの飾りプレートをはずす

ご注意

飾りプレートを再び取り付けるときは、プレート側の突起とスタンドの溝

を合わせて押し込んでください。

飾りプレート
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固定ネジ

2 ステーションコアを乗せ、落ちないようにステーションコアとスタン
ドをしっかり上から持って裏返し、押さえたままネジで固定する

ご注意

• 手の小さな方は、すべりやすいのでご注意ください。

• 固定ネジをしめすぎないようにご注意ください。

3 ステーションコアにACアダプター（AIBO本体に付属）を接続し、下
図のようにコードを通す
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AIBOのバッテリーを充電する
バッテリーを挿入したAIBOを、腹部の充電口シャッターを開けてステー
ションに乗せるだけで充電できます。充電は室温（10～30℃）で行うこと
をおすすめします。

ご注意

ステーションに乗せたときに充電を開始する条件は、AIBOの機種およびAIBO-ware
によって異なります。

1 ACアダプターを電源につなぐ

2 AIBOを活動停止状態（ポーズボタンを押し、背中ランプが消えた状
態）または充電姿勢にしてから、腹部のふたについている充電口
シャッターを開ける



17

3 AIBOをステーションに乗せる

AIBOを乗せると、液晶表示部に日付けなどが表示されます。

ご注意

• AIBOに付属の変換プラグを取り付ける必要はありません。
• AIBOの充電姿勢については、別売りのAIBO-ware（アイボウェア）のユー
ザーガイドをご覧ください。

• AIBO-wareによっては、充電姿勢が用意されていないことがあります。
• AIBOが乗っていない状態では、液晶表示部には何も表示されません。

AIBOが乗っていない状態で表示切り換えを行おうとすると、液晶表示が数
秒間点滅し、AIBOが乗っていないことを知らせます。

• AIBOにバッテリーが入っていないとき、バッテリー残量表示は表示されま
せん。
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充電中は

ポンプが上下に動きます。

バッテリー残量表示で、充電段階がわかります。

ご注意

ホース部分が点灯していないときは充電を行っていません。

充電が完了すると

液晶表示部のポンプの動きが止まり、ホース部分がすべて点灯します。

ご注意

液晶画面のバッテリー残量表示の  マークが3つ同時に点滅しているときは、正
しく充電されていません。バッテリーがAIBO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。

バッテリー残量表示ポンプ

ホース

充電「最小」 充電「小」 充電「中」 充電「大」

上下に動く
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日付けやボリュームの確認をする
AIBOがステーションに乗っているときは、AIBOに設定されている内容
を、MODE/NEXTボタンで切り換えて表示することができます。

表示内容を切り換えるには
MODE/NEXTボタンを押すたびに、次の順で表示が切り換わります。

日付け→時計→タイムゾーン→ボリューム

日付けと時計の表示形式を切り換えるには
日付けまたは時刻を表示した状態で、DISPLAY/－ボタンを押します。押すたび
に、次の順で表示が切り換わります。

• 日付け表示のとき： 年月日→月日年→日月年
• 時計表示のとき： 12時間表示→24時間表示

MODE/
NEXT

DIPLAY/
－

LIGHT/
＋



20

ご注意

• ステーションコアからACアダプターを抜くと、日付けと時計の表示形式は初期設定
に戻ります。ACアダプターを接続したとき、改めて設定してください。

• 初期設定は、「年月日」、「12時間表示」です。

バックライトをつけるには

LIGHT/＋ボタンを押します。AIBOが乗っている状態では、押すたびに60秒
間点灯します。AIBOが乗っていない状態では、4秒間点灯します。
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いろいろな設定を行う
AIBOを乗せた状態でステーションコアを操作すると、AIBOの時計やボ
リュームなどの設定ができます。

ご注意

• 途中で設定を中止するには、SET/CANCELボタンを押します。各設定項目
の表示状態に戻り、設定は更新されません。

• AIBOが乗っていないときは、設定できません。AIBOが乗っていない状態
で設定を行おうとすると、液晶表示が数秒間点滅し、AIBOが乗っていない
ことを知らせます。

MODE/
NEXT

DIPLAY/
－

LIGHT/
＋

SET/
CANCEL
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日付けと時刻を設定する
以下は、日付けの表示形式が「年月日」の場合の手順です。

1 MODE/NEXTボタンを繰り返し押し、日付けまたは時刻を表示する

2 SET/CANCELボタンを押す

液晶画面の「年」表示部が点滅します。

3 DISPLAY/－（戻す）またはLIGHT/＋（進める）ボタンを押して「年」
を設定し、MODE/NEXTボタンを押す

「月」表示部が点滅します。

4 DISPLAY/－（戻す）またはLIGHT/＋（進める）ボタンを押して「月」
を設定し、MODE/NEXTボタンを押す

「日」表示部が点滅します。
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5 DISPLAY/－（戻す）またはLIGHT/＋（進める）ボタンを押して「日」
を設定し、MODE/NEXTボタンを押す

「時」表示部が点滅します。

6 DISPLAY/－（戻す）またはLIGHT/＋（進める）ボタンを押して「時」
を設定し、MODE/NEXTボタンを押す

「分」表示部が点滅します。

7 DISPLAY/－（戻す）またはLIGHT/＋（進める）ボタンを押して「分」
を設定し、MODE/NEXTボタンを押す

日付けまたは時刻表示に戻り、設定した日付けと時刻がAIBOに設定され
ます。
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タイムゾーンを設定する
タイムゾーンは、UTC（協定世界時）からの時差を－12～＋12時（1時間
単位）で表示する機能です。

日本のタイムゾーンは「＋9」です。各地域のタイムゾーンについては、
30ページの「世界時差表」をご覧ください。

1 MODE/NEXTボタンを繰り返し押し、タイムゾーンを表示する

2 SET/CANCELボタンを押す

「時差」表示部が点滅します。

3 DISPLAY/－またはLIGHT/＋ボタンを押してタイムゾーンを合わ
せ、MODE/NEXTボタンを押す

タイムゾーン表示に戻り、設定したタイムゾーンがAIBOに設定されます。

ご注意

タイムゾーンは、サマータイムには対応していません。
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ボリューム（音量）を設定する

1 MODE/NEXTボタンを繰り返し押し、ボリュームを表示する

2 SET/CANCELボタンを押す

「ボリュームレベル」表示部が点滅します。

3 DISPLAY/－（小さく）またはLIGHT/＋（大きく）ボタンを押してボ
リュームを調節し、MODE/NEXTボタンを押す

ボリューム表示に戻り、設定したボリュームレベルがAIBOに設定されます。
ボリュームは0～3の4段階に設定できます。
0にセットすると、AIBOから音は出ません。
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取り扱いについて
• 周囲には、ステーション上のAIBOの動きの妨げになるような物を置か
ないでください。

• 充電端子は直接手で触れないようにしてください。接触が悪くなります。
• 手やひじなどをつくなどして力を加えないでください。
• 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。
• 炎天下や窓をしめきった自動車内など、異常な高温になる場所には置か
ないでください。ステーションの変形や故障の原因となることがありま

す。

• 水にぬらさないでください。
• バッテリーパック、ACアダプターの取り扱いについては、AIBO本体
の取扱説明書をご覧ください。

お手入れ

• ステーションコアについたゴミやほこりなどは、乾いた柔らかい布で軽
く拭き取ってください。

• アルコールやシンナーなど揮発性のものは、表面の仕上げを傷めますの
で使わないでください。

• 化学ぞうきんをお使いになるときは、その注意書きに従ってください。
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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。それ
でも具合が悪いときは、AIBOクリニック（裏表紙）にご相談ください。

症状 原因　→対策（参照ページ）

ボタン操作をすると液
晶画面のバッテリー残
量表示が点滅する

AIBOをのせても液晶
画面が点灯しない

液晶画面のバッテリー
残量表示が点灯してい
ない

液晶画面のバッテリー
残量の  マークが3
つ同時に点滅している

• AIBOがのっていない。
→ AIBOをステーションに正しく乗せてからボタン操
作をしてください（16ページ）。

• ステーションコアとACアダプター、ACアダプター
とコンセントがしっかりつながっていない。
→ 確認してつなぎなおしてください（14、16ページ）。

• AIBOにバッテリーが入っていない。
→ バッテリーを挿入し、AIBOをステーションにのせ
てください。

• 正しく充電されていません。
→ バッテリーがAIBO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。
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症状 原因　→対策（参照ページ）

AIBOを乗せてもホー
ス部分が表示されず、
充電が始まらない

• バッテリーが高温である。
→ バッテリーが冷えるまでお待ちください。

• 充電を開始する条件は、AIBOの機種およびAIBO-
wareによって異なります。
→ 詳しくは各AIBO-wareのユーザーガイドをご覧く
ださい。
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主な仕様
電源 DC16V

消費電力 30W

出力電圧 DC16V：1.5A（本体供給用）

充電時間 約2時間※

表示部 バックライト付きLCD

表示部サイズ 約15×40mm

外形寸法 約65×45×75mm
（幅×高さ×奥行き）

重量 約90g

色 グレイ

動作温度 5℃～35℃

動作湿度 20％～80％

保存温度 －20℃～60℃

保存湿度 10％～90％

仕様および外観は、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。

付属品 取扱説明書

保証書

固定ネジ

※ 充電時間は、AIBOの動作状態や周囲の温度などによって変わることがあります。
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世界時差表
タイムゾーンを設定するときに、

お使いください。
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