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ご注意

BRAVIA Linkで
HDMIコントロール
機能を使う
BRAVIA LinkはHDMIコントロール機能を
搭載したソニーのテレビやDVD／ブルーレ
イディスクレコーダー、AVアンプなどが対
応しています。

HDMIコントロール機能に対応しているソ
ニー製品をHDMIケーブル（別売）でつなぐ
と、下記の操作ができます。
• ワンタッチ再生：DVD／ブルーレイディ
スクレコーダーを再生すると、自動的に本
機とテレビの電源が入り、入力がHDMIに
切り換わります。
• システムオーディオコントロール：テレビ
を視聴しているとき、音声をテレビのス
ピーカーから出力するか、本機につないだ
スピーカーから出力するか選択できます。
• 電源オフ連動：テレビまたは本機のリモコ
ンでテレビの電源を切ると、HDMIでつな
いだ機器（本機、再生機器）の電源も連動
して切ることができます。

HDMIコントロールは、HDMI CEC
（Consumer Electronics Control）で使用
されている、HDMI（High-Definition
Multimedia Interface）のための相互制御
機能の規格です。

HDMIコントロール機能は、以下の場合働
きません。
• HDMIコントロール機能（BRAVIA Link)
に対応していない機器をつないだ場合
• 本機と各機器をHDMIでつないでいない場
合
本機は、HDMIコントロール機能に対応して
いる機器とつなぐことをおすすめします。
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つないでいる機器によっては、HDMIコントロール
機能が働かないことがあります。お使いの機器の取
扱説明書をご覧ください。

テレビと他機器をつなぐ
本機とお持ちの機器をHDMIケーブル（別
売）でつないでください。
テレビとの接続は、HDMIの他にテレビの音
声出力を本機につないでください。
（BかC）
下記のイラストは接続例です。

BSデジタル、デジタルCSチューナー／セットトップボックス
音声／映像信号出力

DVDプレーヤー

ブルーレイディスクレコーダー

音声／映像信号

音声／映像信号

出力

出力

A

A

A

TV OPTICAL IN
端子につなぐ

C

B

A

音声信号

音声／映像信号

出力

入力
テレビモニターなど

A HDMIケーブル（別売）
ソニー製のHDMIケーブルを推奨します。
B 光デジタル接続コード（別売）
C 音声コード（別売）

テレビのマルチチャンネルサラウンドサウ

テレビのOPTICAL出力端子を本機の

ンド放送を楽しむには

OPTICAL IN端子につないでください。

本機につないだスピーカーからテレビのマル
チチャンネルサラウンドサウンド放送をお楽
しみいただけます。
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4

本機の表示モードを
ディスプレイモード

HDMIコントロール

「DISPLAY MODE」にする。

機能を使う準備をす
る

「DISPLAY MODE」にします。本体の
表示窓に「DISPLAY MODE」と表示さ

本機は、
「HDMIコントロール設定連動」に

SHIFTを押してから、MENUを押して

れていることを確認してください。
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対応しています。

本機のHDMI入力を選び、選んだ再生機
器の映像がテレビに表示されることを確

「HDMIコントロール設定連動」に対応して

認する。

いるテレビをお使いの場合は、テレビの

HDMI1からHDMI6で再生機器をつない

HDMIコントロールを設定すると、本機の設

だ入力を選んでください。

定内容も連動して設定されます。設定中は本
機の表示窓に「HDMI CONTROL SCAN」
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器のHDMIコントロールを有効にする。

と表示され、自動的に本機の入力がHDMI入

すでに有効になっている場合は、設定を

力に切り換わります。設定が終わると

変更する必要はありません。

「COMPLETE」と表示されます。設定が終
わるまでお待ちください。操作について詳し
くは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

本機のHDMI入力で選ばれている再生機
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手順5から6をくり返し、HDMI接続され
たすべての機器の映像がテレビに表示さ
れることを確認する。

「HDMIコントロール設定連動」に非対応の
テレビをお使いの場合は、HDMIコントロー

• HDMIケーブルを抜いたり、接続を変えたとき

ル機能をお使いいただくために以下の設定を

は、本ページの手順1から7を行ってください。

行ってください。テレビや接続機器の設定に

• 「Input Assign」機能を使って、HDMI入力にコ

ついて詳しくは、お使いの機器の取扱説明書
をご覧ください。

1

本機とテレビ、再生機器がHDMIケーブ
ル（別売）でつながれていることを確認
する。
（各機器はHDMIコントロール機
能に対応している必要があります。）
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本機とテレビ、再生機器の電源を入れ
る。

3

テレビと本機のHDMIコントロールを有
効にする。
本機の設定方法については、「HDMIコ
ントロールを設定する」
（5ページ）をご
覧ください。
テレビの設定方法については、テレビの
取扱説明書をご覧ください。
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ご注意

ンポーネント映像を割り当てている場合、
「HDMI Control」を「ON」に設定できません。
• 「HDMIコントロール設定連動」の設定中は、ワ
ンタッチ再生やシステムオーディオコントロール
の機能は働きません。
• テレビから「HDMIコントロール設定連動」で設
定する場合、事前にテレビと本機、再生機器の電
源を入れてください。
• テレビから「HDMIコントロール設定連動」で設
定する場合、「HDMIコントロール設定連動」に
対応していない再生機器は、テレビのHDMIコン
トロール設定を有効にする前にHDMIコントロー
ル機能を有効にしてください。

HDMIコントロールを設定する
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またはbを押して、メニュー
に入る。
V/vをくり返し押して、
「HDMI」を選ぶ。

6
7
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AMP
MENU

3-10
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またはbを押して、メニュー
に入る。
V/vをくり返し押して、
「HDMI
Control」を選ぶ。
またはbを押して、メニュー
に入る。
V/vをくり返し押して、「ON」
を選ぶ。
を押して、決定する。
HDMIコントロール機能が有効になり
ます。

1

AMPを押す。
本機の操作ができるようになります。

2

SHIFTを押してから、MENU
を押して、

スクリーンモード

「SCREEN MODE」にする。
本体の表示窓に「SCREEN MODE」
と表示されていることを確認してくだ
さい。
テレビ画面に本機のメニューリストが
表示されます。テレビ画面にメニュー
リストが表示されないときは、AMP

MENUを押してください。

3

V/vをくり返し押して、「設定」
を選ぶ。
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DVDを見る
（ワンタッチ再生）
簡単な操作で、HDMI接続された機器を自動
的に起動して視聴できます。

再生機器（DVDプレーヤーなど）
を再生する。
必要に応じて、本機とテレビの電源も連動し
て入り、それぞれの入力が自動的に適切な

HDMI入力に切り換わります。

DVDをシンプルな操作で視聴する
テレビのメニューを使って、DVDプレー
ヤーやブルーレイディスクレコーダーなどの
接続機器を選ぶことができます。この場合、
本機とテレビは自動的にHDMI入力に切り換
わります。
ご注意
再生機器によっては、再生が始まるまでに時間がか
かる場合があります。

テレビの音声を本機
のスピーカーで楽し
む
（システムオーディオコントロール）
簡単な操作で、テレビの音声を本機につない
だスピーカーから楽しめます。
テレビの音声を本機のスピーカーから出力し
ているとき、テレビの音量は消音されます。
また、本機は自動的に電源が入り、テレビ入
力に切り換わります。
システムオーディオコントロール機能は、テ
レビのメニューからも操作できます。詳しく
はお使いのテレビの取扱説明書をご覧くださ
い。
以下のようにシステムオーディオコントロー
ルをお使いになれます。
• テレビを視聴しているときに本機の電源を
入れると、テレビの音声は自動的に本機に
つないだスピーカーから出力されます。
• テレビの音量を調節すると、本機につない
だスピーカーの音量を調節できます。
ご注意
• テレビの設定によっては、システムオーディオコ
ントロール機能が働かないことがあります。お使
いのテレビの取扱い説明書をご覧ください。
• システムオーディオコントロール機能によって、

HDMIメニューの「HDMI Audio」は自動的に
設定されます。
• システムオーディオコントロール機能のないテレ
ビをつないだ場合は、システムオーディオコント
ロール機能は働きません。
• 本機の電源を入れてからテレビの音声が本機から
出力されるまでには時間がかかります。

6

テレビと本機の電源
を切る
（電源オフ連動）

故障かな？と思った
ら
本機の調子がおかしいとき、修理に出す前に
もう一度点検してください。それでも正常に

テレビのリモコンでテレビの電源を切ると、

動作しないときは、お買い上げ店またはソ

本機と再生機器の電源も連動して切ることが

ニーサービス窓口、お客様ご相談センターに

できます。

お問い合わせください。

また、本機のリモコンでも電源オフ連動の操

HDMIコントロール機能が働かない。

作ができます。

c HDMI接続を確認する（3ページ）。

TV

AV ?/1

c HDMIメニューで「HDMI Control」が
「ON」に設定されていることを確認する。
c 接続機器がHDMIコントロール機能に対応し
ていることを確認する。
c 接続機器のHDMIコントロール設定を確認す
る。お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧
ください。
c HDMI接続を変更したり、電源コードの抜き

TVを押してから、AV ?/1を押す。
HDMIでつないだすべての機器の電源が切れ

差しをしたり、電源に不具合があるときは、
「HDMIコントロール機能を使う準備をする」
（4ページ）の手順を繰り返す。

ます。

システムオーディオコントロール機能を
ご注意
• 電源オフ連動機能を使うには、テレビの電源連動
機能の設定を有効にしてください。詳しくはテレ
ビの取扱説明書をご覧ください。

使っているときに本機とテレビの両方から
音が出ない。
c テレビがシステムオーディオコントロール機
能に対応していることを確認する。

• 状態によっては、接続機器の電源が切れない場合

c テレビにシステムオーディオコントロール機

があります。詳しくは、各機器に付属の取扱説明

能がないときは、HDMIメニューの「HDMI
Audio」を下記のように設定する。

書をご覧ください。

ー テレビと本機につないだスピーカーから音
を聞くときは、「TV+AMP」に設定する。
ー 本機につないだスピーカーからのみ音を聞
くときは、「AMP」に設定する。
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c 本機の入力でテレビを選んでいるとき、本機
に接続した機器の音声が聞こえない。
ー 本機にHDMI接続した機器を視聴するとき
は、本機の入力をHDMIに切り換える。
ー テレビ放送を視聴するときは、テレビの
チャンネルを切り換える。
ー テレビにつないだ他の機器を視聴したい場
合は、テレビを操作して、視聴したい機器
または入力を選ぶ。テレビの操作について
詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧くだ
さい。

再生機器の映像がテレビの画面に表示され
ない。
c SHIFTを押してから、MENUを押して
「DISPLAY MODE」にする。本機の表示窓
に「DISPLAY MODE」と表示されているこ
とを確認してください。
c HDMI接続を確認する。
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