
角が丸い

フットストッパー

2ステーションポー
ルを取り付ける

ふたを開けて
AIBOの胴体を上からしっか
り持ち、裏返してふたを開け
てください。

バッテリーを入れ、
ふたを閉める
コネクター部を下にして、「カ
チッ」と音がするまでバッテリ
ーを差し込み、ふたを閉めて
ください。

“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
部分がしっぽ側にくる向きで、「カ
チッ」と音がするまで差し込ん
でください。

ステーションマーカー、ステーションポールをセットする
ステーションマーカー、ステーションポールの順に取り付けてください。
（自己充電をしない場合はこれらを取り付けなくても、ステーションを
お使いいただけます。）

コードとフットストッパーを 
セットする
ACアダプターのコードをガイドにそ
って配線し、フットストッパーを取
り付けてください。

充電する
電源コードをコンセントにつなぎ、この
姿勢でAIBOを載せてください。
（ステーションの設置環境については、ユーザーガイド
基本編：47ページ参照）

ポーズボタンを押す
背中のポーズボタンを押すと、
動作ランプが緑に点灯。
しばらくするとAIBOが活動を
始めます！

この姿勢で床に置く
すべりにくい平らな床（毛足が
短く固めのカーペットなど）に
置いてください。

1ツメを本体
側に引っか
ける

1ステーション
マーカをはめ込む

2

コード

Start! AIBOが動き出すように、AIBOにバッテリーと“メモリースティック”を入れ、
ステーションをセットします。

クイックガイド for AIBO MIND 2
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こんなとき、AIBOはあなたの言葉が分かりません
●　AIBOが音を出しているときや動いているときには、言葉を聞き取れません。
●　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きかないことがあります。
●　AIBOの周囲が騒がしいと言葉をうまく聞き取れません。
●　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。
●　同じ言葉を繰り返して話しかけると、AIBOは理解できません。

● 名前を呼ぼう
あいぼ／登録した名前（あなたがつけた名前）
呼びかけると反応します。あなたが名前を
付けても、「あいぼ」という呼びかけには反
応します。

● 教えよう
なまえとうろく
AIBOに好きな名前をつけることができます。
おなまえは？
あなたがつけた名前をAIBOの言葉で答えます。
おーなーとうろく
オーナー（あなた）を教えることができます。

おーなーおしえて
オーナー（あなた）の名前を、AIBOの言葉
で答えます。

おきにいりとうろく
あなたのお気に入りのものをAIBOに教え
て、AIBOのお気に入りのものにすることが
できます。

● 叱ったり、誉めたり、励ましたり
よしよし
誉めるときの言葉です。背中タッチセンサー
で誉めるのと同じです。

だめだめ
叱るときの言葉です。背中タッチセンサー
で叱るのと同じです。

がんばれ
励ます言葉です。

かわいい
誉めるとてれてしまいます。

● 挨拶
おはよう／こんにちは／おやすみ／
ばいばい／さようなら／ただいま／
ごあいさつ／はじめまして／おて／
あくしゅ

● 自己充電
すてーしょんにいこう
自己充電を開始します。

● アイボーンで遊ぶ
アイボーンさがして
AIBOがアイボーンを探し始めます。
アイボーンもってきて／
アイボーンもってこい
AIBOがアイボーンをくわえているときに
話しかけると、あなたのところに運んでき
ます。

● ボールで遊ぶ
ボールさがして
AIBOがボールを探し始めます。

● 目覚まし設定
めざましのせってい
目覚ましのON／OFFを設定します。

● お留守番
いってきます／おるすばん
あなたの外出中、AIBOがお留守番をして
くれます。

ただいま
お留守番を終了します。

● AIBO間コミュニケーション
おともだち
他のAIBOとコミュニケーションします。

● 動いてAIBO
おいで／こっちおいで／おすわり／
たちあがって／ふせて／みぎ／ひだり／
たんさく／あるいて／ぜんしん／こうたい

● AIBOに質問
どれくらいねむい？／
どれくらいつかれた？／どれくらいげんき？
AIBOが顔ランプの数で今の気分をお返事
します。

おなかすいた？／ばってりーざんりょう
AIBOが顔ランプの数で、現在のバッテ
リー残量をお返事します。点灯するランプ
が多いほど、バッテリーがたくさん残って
います。
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AIBOが理解できる言葉 おさんぽうまくなった？／
おさんぽじょうずになった？／
アイボーンうまくなった？／
アイボーンじょうずになった？／
ピンクボールうまくなった？／
ピンクボールじょうずになった？
AIBOが顔ランプの数で、上達度をお返事し
ます。

● こんなことも！
だんす
得意のダンスレパートリーを披露します。

● 写真撮影
しゃしんとって
AIBOが内蔵カメラで写真を撮ってくれます。
はいちーず
AIBOが写真を撮る準備中（頭タッチセン
サーを触られるのを待っているとき）に話し
かけると、撮影を開始します。

メールそうしん
最後に撮影した写真を、設定した登録ユー
ザーに送ります。

●伝言再生
メッセージチェック／メッセージのさいせい
メッセージや曲を再生します。

●着信通知
メールチェック
メールの着信状況を、声で知らせます。

●音楽再生
おんがくさいせい／おんがくながして／
おんがくきかせて
音楽を流します。

●音楽CD再生
シーディーさいせい／シーディーながして／
シーディーきかせて
音楽CDを1曲目から流します。

●インターネットラジオ再生
ラジオさいせい／ラジオながして／
ラジオきかせて
インターネットラジオを流します。

●コンテンツ再生
コンテンツさいせい
直前にPCで選択していたコンテンツを行い
ます。

●スケジュール再生
すけじゅーるおしえて
現在の時刻から明日までのスケジュールを読
み上げます。



自律モード

だきあげ状態

頭タッチ 
センサーを
3秒触る

はさみこみ状態
関節に何かがはさまる
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。

 ご注意

AIBOは、後脚の肉球センサーが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。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。

抱き上げられると、ひざの上でだっこ
されやすい姿勢でおとなしくなります。
あなたの声やタッチに反応します。

ひとやすみモード

ステーションモード

• AIBOが自分でステーション
から降りる

• ステーションから降ろす

• AIBOが自分でステーションに載る
• 活動中のAIBOをステーションに載せる

AIBOはステーション上で、決められた時間に起床し、
決められた時間に就寝します。

活動停止状態にするには

頭タッチ
センサーを
3秒触る

AIBOが歩き回らないよ
うにするモードです。
音や声、ボールなどにも
反応しないで、じっとし
ています。

• 背中タッチセンサー＊2

を触りながら抱き上げる
• 速いスピードで抱き上
げる

• 床に降ろす
• 頭タッチセン 
サーを3秒触る

起きている時間
充電しながらのんび
りと過ごします。

寝ている時間
AIBOがぐっすりと
寝ている時間です。
活動時間外でもス
テーションから降
ろすと、自律モー
ドになります。　

起床時間に 
なると

就寝時間に 
なると

（自律モニターモード*1）

前 後

AIBOが自由に動きまわります。
AIBOはカメラ／マイク／センサー
などを通して情報を集め、自分の
感情や本能によって自律行動します。

背中のポーズボタンを押
します。
バッテリーや“メモリース
ティック”の交換、無線ス
イッチのON/OFFは、
この状態で行います。

AIBOアイズ
• メールチェック
• メッセージチェック

ゲームモード

• 名前をつける*
• あなたの顔と名前を教える*
• 写真を撮る
• お気に入りのものを覚える
• 他のAIBOとコミュニケー 
ションする

• お留守番をする

AIBOは、AIBOエンターテイン
メントプレイヤーで動作します。

• メールが届く
• メッセージが
届く

• 前と後の背中タ
ッチセンサーを
同時に3秒触る

• 前（青）の背中 
タッチセンサーを
触る

• 中（オレンジ）の
背中タッチセン
サーを触る

• 中（オレンジ）の
背中タッチセン
サーを触る

• 前（青）の背中 
タッチセンサー 
を触る

• 後（赤）の背中 
タッチセンサーを触る

• 後（赤）の背中 
タッチセンサーを
触る

• 後（赤）の背中 
タッチセンサーを
触る

• AIBOに話し
かける

• AIBOが起きる時間の設定 
• AIBOが寝る時間の設定 
• 時報のオン/オフ設定

次の設定ができます。

ゲームが
始まります！

クリニック
モード*

各種時計設定

自己充電が終わると、AIBO
が自分でステーションを降り
ます。

AIBOアイズで伝言メッ
セージやボイスシグネ
チャーを録音できます。

ステーションから
降りる設定

AIBOを生まれたての状態
に戻したり、成長をスキップ
してすぐに大人のAIBOと
遊んだりできます。

●音声ガイドによる
設定中にキャン
セルしたいとき
頭タッチセンサーを
3秒触ると、自律モー
ドに戻ります。

成長コントロール

AIBOの動作チェ
ックができます。

各種設定 
選択

録音/クリニック 
モード選択

録音モード

目覚まし
設定

リモートモード*1

AIBOがあなたを 
起こしてくれます！

「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」 
（PDF）をご覧ください。

トップメニュー

• 中（オレンジ）の
背中タッチセン
サーを触る

• 頭タッチ
センサーを
3秒触る

• AIBOに話しかける
• 　 　「目覚しON/OFF　
　　　（J）」カードを見せる

自律モードのときに 
「クリニックモード（O）」カードを
見せると、直接クリニックモードに
移行します。

自律モードのときに
「ゲームモード」カードを見せる
とすぐにゲームが始まります。

L

自律モードのときに「目覚まし時刻
設定（I）」カードを見せると、すぐに
AIBOが起きる時間を設定できます。

I

 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。

●タッチセンサーの場所

あごと前（青）の
背中タッチセン
サーを3秒触る

関節に何か
をはさんだ

＊1リモートモード（モードランプ青点滅）
や自律モニターモード（モードランプ青
点灯）のとき、AIBOはPCと無線LAN
接続されており、PCからリモートコン
トロールしたり、画像や音声をPCで確
認したりすることができます。

＊2背中タッチセンサーは、右の組み合わせ
で3秒触ってください。

音声ガイド
モード

自律モードのときは、すべての遊びや設定をすることができます。
ステーションモード（起きている時間）のときは、図中の*マーク
を除いた遊びや設定をすることができます。

遊びかたマップ

（自律モニターモード＊1）

AIBOエンターテインメント
プレイヤーを起動する

AIBOエンターテイ
ンメントプレイヤー
を起動する

AIBOエンターテインメント
プレイヤーを終了する

AIBOエンターテインメント
プレイヤーを終了する

「ユーザーガイド AIBOエンターテイン
メントプレイヤー編」をご覧ください。

頭タッチ
センサー

背中タッチ
センサー

モードランプ消灯

モードランプ消灯

モードランプオレンジ点灯 モードランプ緑点灯モードランプ緑ゆっくり点滅

モードランプ青点滅

モードランプ
ピンク点灯

モードランプ
黄色点灯

モードランプ青点灯

モードランプ青点灯


