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BRAVIA Link機能
とは？
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、テレビを見ているときに、音声をテレビ
のスピーカーから聞くか、本機のスピーカー
から聞くかを選択できます（システムオー
ディオコントロール）。

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コントロール機能対応の製品に
つなぐことをおすすめします。

ご注意
• 接続して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

ご注意
• HDMI出力のない機器とHDMI出力のある機器を
同時に接続して使うと、HDMIコントロール機能
が働かない場合があります。HDMI出力のない機
器とHDMI出力のある機器を同時に接続して使う
場合は、HDMIコントロール機能を使わずに、イ
ンプットシンクロ機能を使うことをおすすめしま
す。インプットシンクロ機能については、取扱説
明書をご覧ください。

• 電源コードは、すべての機器をつないでから最後
にコンセントにつないでください。

• 電源コードは壁面のコンセントにつないでくださ
い。

DMPORTアンテナ

FM 75   
同軸

デジタル音声入力アナログ音声入力

LINE

左

右

TV

光 光

TV

同軸

SAT

BD/DVD

サブウーファー
出力

光

左

右

SAT入力 BD/DVD 入力 TV出力

HDMI

テレビ

音声／映像
信号入力

A光デジタルコード（付属）
テレビの音声を聞くために、この接続は必ず行ってください。

BHDMIケーブル（別売）
ソニー製のHDMIケーブルを推奨します。
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HDMIコントロール
機能を使う準備をす
る
本機は、「HDMIコントロール設定連動」に
対応しています。
「HDMIコントロール設定連動」とは、テレ
ビのHDMIコントロール設定を有効にする
と、 HDMIでつないでいるソニー製の
「HDMIコントロール設定連動」対応機器の
HDMIコントロール設定も有効にする機能で
す。

テレビの「HDMIコントロール」を設定する
と、本機の設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 
SCAN」と表示され、つながれた機器の設定
を行います。設定が終わると
「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。

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。

2 本機に接続したテレビや再生機
器の電源を入れる。

3 本機の電源を入れ、再生機器の
映像がテレビに映るように、テ
レビのHDMI入力と本機の入力
（BD/DVDまたはSAT）を切り
換える。

4 テレビのHDMIコントロール機
能を「する」に設定する。
再生機器側のHDMIコントロール機能
が自動的に「入」に設定されます。

ご注意
• テレビや再生機器の設定については、お使
いの機器に付属の取扱説明書をご覧くださ
い。

「HDMIコントロール設定連動」
に対応しているテレビをつなぐ



本機にHDMIでつないだ機器のHDMIコント
ロール機能を、それぞれ有効にします。以下
の操作を行ってください。接続機器の設定に
ついて詳しくは、各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。

ご注意
• テレビや再生機器はHDMIコントロール機
能に対応している必要があります。

2 本機に接続したテレビや再生機
器の電源を入れる。

3 本機の電源を入れ、再生機器の
映像がテレビに映るように、テ
レビのHDMI入力と本機の入力
（BD/DVDまたはSAT）を切り
換える。

4 アンプメニューボタンを押す。
「LEVEL」が表示されます。

5 xを押して「CUSTOMIZE」
を選び、 またはcを押す。
「HDMI CTRL」が表示されます。

6 またはcを押し、続いてXを
押す。
「CTRL ON」が点滅します。

7 を押す。
「CTRL ON」が2～3秒表示されたあ
と、メニューが通常の表示に戻ります。
HDMIコントロール機能が「ON」に設
定されます。

8 接続機器のHDMIコントロール
を有効にする。
接続機器の設定について詳しくは、各
機器の取扱説明書をご覧ください。

9 複数の再生機器をつないでいる
場合、本機の入力を他の機器
（BD/DVD またはSAT）に切
り換えて、手順8の操作を行う。

「HDMIコントロール設定連動」
に対応していないテレビをつなぐ

HDD/
DISC

電源

C、X、
x、c、

アンプ
メニュー

入力ボタン
（BD/DVD、
SAT）
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本機に接続機器を追加したり再接続した場
合
手順１から操作を行い、設定しなおしてくだ
さい。つないだ機器が自動的に認識されま
す。

ご注意
•「HDMIコントロール設定連動」の設定中は、シ
ステムオーディオコントロール機能は働きませ
ん。

• HDMIコントロール機能が有効になっているとき
は、TVおよびDMPORTボタン以外に対するイ
ンプットシンクロ機能を使わないでください。詳
しくは本機の取扱説明書をご覧ください。

• テレビから「HDMIコントロール設定連動」で設
定する場合、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。

ちょっと一言
• 本機のHDMIコントロール機能は工場出荷時に
「OFF」で設定されています。

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のスピー
カーから楽しめます。
詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧
ください。

本機の電源を入れる。
本機のスピーカーから音が出ます。本機の電
源を切ると、自動的にテレビのスピーカーか
ら音が出ます。

ちょっと一言
• テレビのリモコンで本機の音声の音量調整と消音
ができます。

電源
TV
（オレンジ）

TV（白）



ご注意
• 本機の電源を入れる前にテレビの電源を入れる
と、テレビの音が出るまでに時間がかかることが
あります。

• システムオーディオコントロール機能のないテレ
ビを接続した場合は、システムオーディオコント
ロール機能は働きません。

本機のリモコンの入力ボタン（TV（白）、
BD/DVD、SAT、AUDIO　（LINE IN、
FM、DMPORT））は、HDMIコントロール
機能を「ON」にしているとき、以下のよう
に働きます。
• BD/DVD、SAT：テレビの入力も自動的
に切り換えます。このボタンを押すだけで
選んだ機器の映像をテレビで見ることがで
きます。

• AUDIO　（LINE IN、FM、DMPORT）：
テレビの入力は自動的に切り換わりませ
ん。

テレビ番組を視聴するには
TV（白）を押す。またはTV（オレンジ）を
押したあと、数字ボタン、チャンネル＋/－
ボタンなどを使って、見たいチャンネルを選
んでください。
TV（白）は、工場出荷時にインプットシン
クロ機能が設定されています。そのためソ
ニー製のテレビをお使いの場合は、TV（白）
を押すとテレビを視聴することができます。
インプットシンクロ機能について詳しくは、
本機の取扱説明書の「ソニー製テレビを操作
するためのリモコン設定をする（インプット
シンクロ機能）」をご覧ください。

テレビと本機の電源
を切る
（電源オフ連動）

テレビのリモコンでテレビの電源を切ると、
本機と再生機器の電源も連動して切ることが
できます。本機のリモコンで操作するとき
は、以下の手順で操作を行ってください。

1 リモコンのTVボタン（オレン
ジ）を押す。

2 AV電源ボタンを押す。

ご注意
• 状態によっては、再生機器の電源が切れない場合
があります。詳しくは、各機器の取扱説明書をご
覧ください。

• あらかじめテレビの電源オフ連動を有効にしてお
く必要があります。

本機のリモコンの入力ボタンの使
いかた

AV電源
TV
（オレンジ）
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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
動作しないときは、お買い上げ店またはソ
ニーサービス窓口、お客様ご相談センターに
お問い合わせください。

HDMIコントロール機能が働かない
c HDMI接続を確認する（3ページ）。

c アンプメニューで「HDMI CTRL」が
「CTRL 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
手順を再度行ってください。

c 本機の電源コードを抜き差ししたときは、15
秒以上待ってから動作させてください。

c HDMIコントロール機能に対応していない機
器をテレビに接続し、その機器の入力をテレ
ビで選択した場合、本機が正しく働かないこ
とがあります。

システムオーディオコントロール機能を
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 本機またはテレビの音量を確認する。

c 本機の入力が正しく選択されているかを確認
する。

c 再生機器のHDMI出力が正しく設定されてい
るかを確認する。

システムオーディオコントロール機能を
使っているときに本機とテレビの両方から
音が出る
c 本機の音声を消音する。

電源オフ連動機能が働かない
c テレビの電源を切ると再生機器の電源が自動
的に切れるように、テレビの設定を変更して
ください。詳しくは、お使いのテレビに付属
の取扱説明書をご覧ください。

テレビに映像が出ない
c 本機のHDMI入力とHDMI出力を逆につない
でいないか、確認してください。

テレビ番組が映らない
c TV（白）またはTV（オレンジ）を押したあ
と、数字ボタン、チャンネル＋/－ボタンなど
を使って、見たいテレビ番組を選んでくださ
い。
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