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その他の機能
その他

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。この取扱説明書と別冊のスタートガイド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。

HT-RT5

安全のために
（→ 55ページ〜57ページもあわせてお読みください。
）

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されて
います。しかし、電気製品はすべて、間違っ
た使いかたをすると、火災や感電などにより
人身事故にな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。

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、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。


安全のための注意事項を守る

55〜57ページの注意事項をよくお読みくださ

この表示の注意事項を守らないと、
火災・感電・破裂などにより死亡や
大けがなどの人身事故が生じます。

い。製品全般の注意事項が記載されています。

51〜54ページの「使用上のご注意」もあわせ
てお読みください。

定期的に点検する
設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがな
いか、コンセントと電源プラグの間にほこり
がたまっていないか、プラグがしっかり差し
込まれているか、などを点検してください。

故障したら使わない
動作がおかしくなったり、キャビネットや電
源コードなどが破損しているのに気づいたら、
すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓
口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら
変な音・
においが
したら、
煙が出たら

2



 電源を切る
 電源プラグをコンセ
ントから抜く
 お買い上げ店または
ソニーサービス窓口
に修理を依頼する

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
など人身事故の原因となります。

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
たり周辺の家財に損害を与えたりす
ることがあります。

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

この取扱説明書の
見かた
• 本書では操作の説明はリモコンを使っ
ています。バースピーカーにも同じ名
称や類似の名称のボタンがある場合
は、バースピーカーでも操作できま
す。
• イラストは細かい部分をはぶいて描い
ていることがあります。そのため実際
の製品とは多少異なることがありま
す。
• 設定メニューの説明では、お買い上げ
時の設定に下線がつけてあります。
•［--］カッコの中に書かれている文字
はテレビ画面に、
「--」カッコの中に
書かれている文字は表示窓に表示され
ます。
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聞く／見る

テレビやブルーレ
イディスク™レコー
ダーなどの音声を
聞く

1

BLUETOOTH搭載機器の音楽ソース
（11ページ）
テレビ画面：
［Analog］
バースピーカー表示窓：「ANALOG」
アナログ入力端子につないだ機器
テレビ画面：
［USB］

ホームボタンを押す。
ホームメニューがテレビ画面に表示
されます。

2

テレビ画面：
［Bluetooth Audio］
バースピーカー表示窓：「BT」

///ボタンを押して、
お好みの入力を選び、決定
ボタンを押す。
リモコンの入力切換ボタンで選ぶこ
ともできます。

テレビ画面：
［TV］
バースピーカー表示窓：「TV」
TV（デジタル入力（TV））端子につな
いだテレビなどの機器、またはHDMI
出力（ARC）端子につないだオーディ
オリターンチャンネル機能対応のテレ
ビ
テレビ画面：
［HDMI1］／
［HDMI2］／［HDMI3］
バースピーカー表示窓：「HDMI 1」
／「HDMI 2」／「HDMI 3」

HDMI入力1、HDMI入力2、または
HDMI入力3端子につないだ機器

バースピーカー表示窓：「USB」
（USB）端子につないだUSB機器（7
ページ）
テレビ画面：［スクリーンミラーリン
グ］
バースピーカー表示窓：「SCR M」
スクリーンミラーリング対応機器
（18ページ）
テレビ画面：
［Home Network］
バースピーカー表示窓：「H. NET」
サーバーに保存されたコンテンツ
（17ページ）
テレビ画面：
［Music Services］
バースピーカー表示窓：「M. SERV」
インターネットのミュージックサービ
スでご利用できるコンテンツ（19
ページ）
ちょっと一言
• リモコンのペアリングボタン、ミラーリン
グボタンを押して［Bluetooth Audio］や
［スクリーンミラーリング］を選ぶこともで
きます。

6

ご注意

USB機器の音楽／
写真を再生する
USB機器の音楽、写真ファイルを再生

• 操作中はUSB機器を取りはずさないでくだ
さい。USB機器をバースピーカーにつない
だり取りはずしたりするときは、データの
損失やUSB機器の故障を避けるため、必ず
本機の電源を切ってください。

することができます。
再生可能なファイルについては「再生
ご覧ください。

1

（USB）端子にUSB機器を
差し込む。
差し込む前にUSB機器の取扱説明書

BLUETOOTH機

聞く／見る

できるファイルの種類」
（71ページ）を

器の音楽を聞く
詳しくは、
「BLUETOOTH機能を使う」
（11ページ）をご覧ください。

をご覧ください。

2

ネットワーク経由
で他機器の音楽／
写真を再生する
ホームボタンを押す。
ホームメニューがテレビ画面に表示

詳しくは、「ネットワーク機能を使う」
（15ページ）をご覧ください。

されます。

3

///ボタンを押して
［USB］を選び、決定ボタン
を押す。

4 /ボタンを押して、
5

［ミュージック］または
［フォト］を選ぶ。

///と決定ボタンを押
して、お好みのコンテンツ
を選ぶ。

7

音声を調節する

サウンド効果を楽
しむ（サッカー
モードなど）

［映画］
映画に適したサウンド効果。
音の密度、豊かな広がりを再現する
モードです。
入力音声のチャンネル数どおりにス
ピーカーから音声を出力します。2
チャンネル音声は、サラウンドスピー
カーから出力しません。

さまざまな種類の音源に合わせて調整
されたサウンド効果を選ぶことができ
ます。

［ミュージック］
音楽を聞くときに最適です。
入力音声のチャンネル数どおりにス

サウンドフィールドを選ぶ

ピーカーから音声を出力します。2
チャンネル音声は、サラウンドスピー

サウンドフィールドボタンを繰
り返し押して、テレビ画面にお
好みのサウンドフィールドを表
示させる。

カーから出力しません。

［ゲーム］
ビデオゲームを楽しむときに最適で
す。
入力音声のチャンネル数どおりにス

［ClearAudio+］
（推奨）

ピーカーから音声を出力します。2

再生するコンテンツに応じて、音声設

チャンネル音声は、サラウンドスピー

定が自動的に切り替わります。

カーから出力しません。

2チャンネル音声をサラウンドスピー
カーからも出力したいときに選んでく

［ミュージックアリーナ］

ださい。

ソニー独自のオーディオDSP技術によ

マルチチャンネル音声は、チャンネル

りライブコンサートの臨場感を再現し

数どおりにスピーカーから出力しま

ます。

す。

［シネマスタジオ9.1ch］
映画館のような臨場感あふれるサラウ
ンド音声を楽しむのに最適です。

［スタンダード］
さまざまな音源に対応します。
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• 本機の電源を切ったときや他のサウンド

ちょっと一言

CLEARAUDIO+ボタンを押して
［ClearAudio+］を選ぶこともできます。

フィールドボタン（70ページ）が押された

•

ときは、サッカーモードも解除されます。
• モノラル音声には対応していません。

オプションメニューからサウンド
フィールドを選ぶには

ちょっと一言

1

• オプションメニューから［サッカーモード］

オプションボタンを押し、/ボタ

ドフィールドを選び、決定ボタンを

を選ぶことをおすすめします。

を選び、決定ボタンを押す。

2

•

音声を調節する

/ボタンを押してお好みのサウン

を選ぶこともできます（33ページ）。
5.1チャンネル音声が選べる場合は、テレビ
やケーブルテレビ（CATV）ボックスまたは
衛星放送チューナー側で5.1チャンネル音声

ンを押して［サウンドフィールド］

押す。

ナイトモードを使う
サッカーモードを使う

小さい音量でも音響効果やセリフの明

サッカースタジアムの観客席で観戦し
ているかのような臨場感を再現します。
サッカー放送中にサッカーボタンを押
入］
：歓声を強調する

とともに、スタジアムの雰囲気を再現
することで、サッカー観戦の臨場感を
楽しめます。
［ナレーション

ナイトモードボタンを繰り返し押す。
•［入］：ナイトモード機能を有効にしま
す。

す。
［ナレーション

瞭さを失わずに音声を楽しめます。

切］
：ナレーションの

音量を小さくすることで、よりサッ

•［切］：ナイトモード機能を無効にしま
す。
ちょっと一言
• オプションメニューから［ナイトモード］
を選ぶこともできます（33ページ）。

カー観戦への没入感を高めます。この
モードに設定すると、ナレーションな
どの人の声や緊急放送のアラームなど
がほとんど聞こえなくなります。
［切］
：サッカーモードが解除されます。

ボイスを使う
セリフをより聞き取りやすくします。
ボイスボタンを繰り返し押す。
•［TYPE1］：標準

ご注意

•［TYPE2］：セリフ音域を強調します。

• サッカーモードは、サッカー試合中にご使

•［TYPE3］：セリフ音域の強調に加え、

用いただくことをおすすめします。
•［ナレーション

切］を選んでいて音声に違

和感を感じるときは、［ナレーション

入］

年齢とともに聞こえにくくなる帯域を
補強します。

をおすすめします。
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ちょっと一言
• オプションメニューから［ボイス］を選ぶ
こともできます（33ページ）。

DSEE 機能を使う
（圧縮音源を自然な
音質で再生する）
圧縮音源に対して高音質化処理を施し、
さらに圧縮で取り除かれた高音域を補
完することで、オリジナル音源に近い
自然で広がりのある音を再現します。
この機能はサウンドフィールドで
［ミュージック］が選ばれているときの
みご使用になれます。
ご注意
• 可逆圧縮を含むPCM音源に対しては、

DSEEの微小な音を再現する機能のみが有効
になります。DSD（DSDIFF、DSF）形式
のファイルには、DSEEの設定は反映されま
せん。ファイルが最大96 kHz/24ビットま
で拡張されます。
•

44.1 kHz または 48 kHzの2チャンネルデジ
タル入力信号入力時に働きます。

•［Analog］が選ばれている場合、この機能
は働きません。
•［Bluetoothモード］で［送信］が選ばれて
いる場合、この機能は働きません（28ペー
ジ）。

1

ホームボタンを押す。
ホームメニューがテレビ画面に表示
されます。

2

［設定］- ［音声設定］を
選ぶ。

3 ［DSEE］を選ぶ。
4［入］を選ぶ。
10

けます。

SongPalについては、「スマートフォンやタ

BLUETOOTH機能を使う

ブレットなどのモバイル機器から本機を操
作する（SongPal）」（35ページ）をご覧く

BLUETOOTH機器
の音楽を聞く

ださい。

登録済みの機器の音声を聞くには

1

ホームメニューがテレビ画面に表示

BLUETOOTH機器を登録
（ペアリング）して接続する

ホームボタンを押す。
されます。

2

［Bluetooth Audio］を選ぶ。
最後に接続したBLUETOOTH機器と
バースピーカーのランプ（青色）が
点灯（接続完了）していることを確
認する。

機器を登録するには（ペアリング）

1

接続が完了しなかった場合、

ペアリングボタンを押す。

BLUETOOTH機器側で、「HT-RT5」

バースピーカーのランプ（青色）が
速く点滅（ペアリング中）します。

2 BLUETOOTH機器側のBLUETOOTH
機能をオンにし、機種検索をして、
「HT-RT5」を選ぶ。
パスコードを要求された場合は、
「0000」を入力します。

3

バースピーカーのランプ（青色）が
点灯（接続完了）していることを確

を選んでください。

4

接続したBLUETOOTH機器側の音楽
再生アプリで音声を再生する。

ご注意
お使いのBLUETOOTH機器がAVRCPに対応し
ている場合、本機と接続すると、本機のリモ
コン（再生ボタン、一時停止ボタン、
停止ボタン、／ボタン、/ボ
タン）を使って操作することができます。

認する。

ペアリング操作をやめるには
ホームボタンまたは入力切換ボタンを
押します。
ちょっと一言
•

BLUETOOTH接続完了後、お使いの接続機
器によってアプリケーションのダウンロー
ドを促す表示がされることがあります。表
示に従うと、本機を操作できるアプリケー
ションSongPalをダウンロードしていただ

11

BLUETOOTH機能を使う

自動的に接続します。

3

ワンタッチ（NFC）で接続
する
BLUETOOTH機器をバースピーカーのN
マークにタッチするだけで、

1
2

BLUETOOTH機器の登録（ペアリング）
や接続が行われます。

3

対応する機器

NFC機能またはおサイフケータイ機能
を搭載したスマートフォン、
タブレットやミュージックプレーヤー
（対応OS：Android™ 2.3.3以降、
Android 3.xを除く）
ご注意
•

BLUETOOTH機器によっては、あらかじめ
以下のことを行う必要があります。
− NFC機能をオンにする。
− Google Playから［NFC簡単接続］アプ
リをダウンロードし、アプリを起動す
る。詳しくはお使いの機器の取扱説明書
をご覧ください。

• この機能はBLUETOOTH対応レシーバー
（ヘッドホンなど）では働きません。

BLUETOOTH対応レシーバーで音楽を聞く
場合は、「BLUETOOTH対応レシーバー

（ヘッドホンなど）に送信して音声を聞
く」（13ページ）をご覧ください。
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BLUETOOTH機器でバース
ピーカーのＮマークにタッ
チする。
バースピーカーのランプ
（青色）が点灯（接続完了）
していることを確認する。

BLUETOOTH機器で再生を
開始する。

BLUETOOTH対

6 本機の［Bluetooth設定］

の［機器リスト］から
BLUETOOTH対応レシー
バーの機器名称を選ぶ（28
ページ）
。
BLUETOOTH接続が完了すると、

応レシーバー
（ヘッドホンなど）
に送信して音声を
聞く

バースピーカーのランプ（青色）が
点灯します。
［機器リスト］にBLUETOOTH対応

本機から出力される音声を

レシーバーの機器名が見つからない

BLUETOOTH対応レシーバー（ヘッド

場合は、［検索］を選んでください。

1

ホームボタンを押す。

ちょっと一言
• 他のモードから［Bluetoothモード］を
［送信］に変更した場合、確認ダイアログ表

ホームメニューがテレビ画面に表示
されます

2

ホームメニューから ［設
定］- ［Bluetooth設定］を
選ぶ。

示後に［機器リスト］が表示されます。

7

3 ［Bluetoothモード］を選

ら音声が出力されます。
本機のスピーカーから音声は出力さ

ぶ。

4［送信］を選ぶ。
5 BLUETOOTH対応レシー

ホームメニューに戻り、お
好みの入力を選ぶ。
本機の表示窓に「BT TX」と表示さ
れ、BLUETOOTH対応レシーバーか

れません。

8 音量を調節する。

最初にBLUETOOTH対応レシーバー

バーのBLUETOOTH機能を
オンにする。

を適度な音量にします。

機器登録（ペアリング）について

VOLUME ＋／−ボタンやリモコン
の音量ボタンで、BLUETOOTH対応

BLUETOOTH対応レシーバーに接続
した状態では、バースピーカーの

は、BLUETOOTH対応レシーバーに
付属の取扱説明書をご覧ください。

レシーバーの音量を調節できます。
ご注意
•

BLUETOOTH対応レシーバーによっては音
量を調節できない場合があります。

•「Bluetoothモード」が［送信］になってい
るときは［スクリーンミラーリング］また

13

BLUETOOTH機能を使う

ホンなど）で聞くことができます。

は［Bluetooth Audio］、オーディオ機器コ

BLUETOOTH対応レシーバーの接続

ントロール機能が無効になります。

を解除するには

•［Bluetooth Audio］か［スクリーンミラー
リング］の入力を選んでいるときは
［Bluetoothモード］を［送信］にすること
はできません。また、リモコンの受信/送信
ボタンでの切り換えはできません。
•

次のいずれかを行ってください。
− BLUETOOTH対応レシーバーの

BLUETOOTH機能を無効にする。
−［Bluetoothモード］を［受信］また
は［切］にする（28ページ）
。

BLUETOOTH機器は9台まで登録すること
ができます。9台分を登録したあと新たな機
器をペアリングすると、9台の中で接続履歴

−本機またはBLUETOOTH対応レシー

の最も古い機器の登録情報が、新たな機器

− [Bluetooth設定]の[機器リスト]で接

バーの電源を切る。

の情報で上書きされます。

続中のBLUETOOTH対応レシーバー

•

BLUETOOTH機器は［機器リスト］に15台

の機器名を選ぶ。

•

BLUETOOTH対応レシーバーに音声を送信

BLUETOOTH対応レシーバーを機器

している場合は、オプションメニューのサ

リストから削除するには

ウンド効果の設定はできません。

1

まで表示することができます。

• 著作権保護コンテンツとして保護されてい
るコンテンツは出力できません。
•

BLUETOOTH対応レシーバーがSCMS-T非
対応の場合は、音声を出力できません。

•

（ヘッドホンなど）に送信して音声
を聞く」の手順1から6を行う。
2 BLUETOOTH対応レシーバーの機器

BLUETOOTH無線技術の特性により、本機

名を選び、オプションボタンを押

側の再生に比べて受信側での音声・音楽再

す。

生が遅れます。
•

「BLUETOOTH対応レシーバー

BLUETOOTH対応レシーバーが正しく接続
されているときは、スピーカーやHDMI出
力（ARC）端子からは音声が出力されませ
ん。

ちょっと一言
• 送信される音声が、AACコーデック、

LDACコーデックを使用するか変更するこ
。
とができます（28ページ）
• リモコンの受信/送信ボタンでも
［Bluetoothモード］の切り換えができま
す。
手順5の機器がペアリング済みで、最後に接
続していた機器の場合、受信/送信ボタンを
押すだけで自動的に本機と接続できます。
この場合、手順6の操作をおこなう必要はあ
りません。
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3
4

［削除］選ぶ。
テレビ画面の指示にしたがって

BLUETOOTH対応レシーバーを機器
リストから削除する。

有線LAN接続の設定をする
ネットワーク機能を使う

有線でネットワー
クに接続する
LANケーブルを使ってネッ
トワークに接続する
下図はサーバーを使ったネットワーク
の構成例です。
サーバーをルーターにつなぐときは、

1

ホームボタンを押す。
ホームメニューがテレビ画面に表示
されます。

2

［設定］- ［通信設定］を
選ぶ。

3 ［ネットワーク設定］を選
ぶ。

4［有線LAN設定］を選ぶ。
5 ［自動取得］を選ぶ。
ネットワーク接続が開始され、確認
画面が表示されます。

LAN

インター
ネット

6 /ボタンを押して情報を閲
覧し、ボタンを押す。

7 ［接続診断］を選ぶ。

ケーブル
（別売）

ネットワーク接続が開始されます。
詳しくは画面に表示されるメッセー
ジをご覧ください。

LANケーブル

ルーター

（別売）

固定IPアドレスを使用するときは
手順5で［手動］を選び、画面の指示に
したがって、操作してください。

サーバー

ちょっと一言
• ネットワークの接続状況を確認するときは、

ちょっと一言

［ネットワークの設定確認］をご覧ください

• シールドタイプのLANケーブル（ストレー

（31ページ）。

トケーブル）をお使いください。
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有線接続をおすすめします。

以下の手順で有線LAN接続を設定でき
ます。

無線でネットワー
クに接続する
無線LAN接続の設定をする
ネットワーク設定をする前に
無線LANルーター（アクセスポイント）
がWi-Fi Protected Setup（WPS）に対
応しているときは、WPSボタンで簡単

4［無線LAN設定（内蔵）］を選
ぶ。

5 ［WPS（プッシュボタン方
式）
］を選ぶ。

6［開始］を選ぶ。
7 アクセスポイントのWPSボ
タンを押す。

ネットワーク接続を開始します。

にネットワーク設定ができます。

ネットワーク名（SSID）を選ぶとき

対応していない場合は、次の情報を選

は

ぶか入力する必要があります。次の情
報をあらかじめご確認ください。

手順5でお好みのネットワーク名
（SSID）を選んでから、ソフトウェア

LANルーター／アクセスポイントの
ネットワーク名（SSID）*

キーボードでセキュリティキー（また

• ネットワークのセキュリティーキー

を選びます。ネットワーク接続が開始

•

（パスワード）**

* SSID（Service Set Identifier）は具体的な
アクセスポイントを確認する名前です。

** この情報は、無線LANルーター／アクセ
スポイントのラベル、取扱説明書、ワイヤ
レスネットワークを設定した人、またはイ
ンターネットサービスプロバイダーから得
ることができます。

1

ホームボタンを押す。
ホームメニューがテレビ画面に表示
されます

2

ホームメニューから ［設
定］- ［通信設定］を選ぶ。

3 ［ネットワーク設定］を選
ぶ。
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はパスフレーズ）を入力し、［Enter］
されます。詳しくはテレビ画面に表示
されるメッセージをご覧ください。

固定IPアドレスを使用するときは
手順5で［新しい接続先の登録］を選ん
でから、画面の指示にしたがって、操
作してください。

（WPS）PIN方式を選ぶときは
手順5で［新しい接続先の登録］を選ん
でから、［
（WPS）PIN方式］を選びま
す。
ちょっと一言
• ネットワークの接続状況を確認するときは、
［ネットワークの設定確認］をご覧ください
（31ページ）。

パソコンなどにあ
る音楽／写真ファ
イルを本機で再生
する（ホームネッ
トワーク機能）
他のホームネットワーク対応機器を
ホームネットワークにつなぐと、音楽
／写真ファイルを再生することができ

本機（プレーヤー）を使っ
てサーバーに保管された
ファイルを再生する
サーバー

プレーヤー
（本機）

1

ホームメニューがテレビ画面に表示

して使用できます。
• サーバー：デジタルメディアコンテン
ツを保管、共有します。
• プレーヤー：サーバーのデジタルメ
ディアコンテンツを検索し、再生しま

されます。

2 ［Home Network］を選ぶ。
3 使用したい機器を選ぶ。
4 /ボタンを押して、

す。
• レンダラー：サーバーのデジタルメ
ディアコンテンツを受信し、再生しま
す。コントローラーで操作できます。
• コントローラー：サーバーからデジタ

5

［ミュージック］または
［フォト］を選ぶ。

///と決定ボタンを押
して、お好みのコンテンツ
を選ぶ。

ルメディアコンテンツを検索し、レン
ダラー機器に再生させます。

ホームネットワーク機能の準備をす
る
• 本機をネットワークにつなぎます。
• 他のホームネットワーク対応機器を準

ホームネットワークのコン
トローラーで本機（レンダ
ラー）を操作し、リモート
ファイルを再生する
サーバーに保管されたファイル再生中

備してください。詳しくは機器に付属

に、ホームネットワークコントロー

の取扱説明書をご覧ください。

ラー対応機器（スマートフォンやタブ
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ます。
本機はプレーヤーまたはレンダラーと

ホームボタンを押す。

レットのアプリなど）を使って本機を
操作できます。
サーバー

レンダラー
（本機）

モバイル機器の画
面をテレビに映す
（スクリーンミ
ラーリング）
スクリーンミラーリングとはモバイル
機器の画面をMiracastテクノロジーに
よってテレビに表示する機能です。

コントローラー

スクリーンミラーリング対応機器（ス
マートフォン、タブレットなど）と本

操作についてはコントローラー対応機

機を直接接続できます。これにより、

器に付属の取扱説明書をご覧ください。

モバイル機器の表示をテレビの大画面

ご注意

に映すことができます。

本機のリモコンとコントローラーを同時に使

この機能を使うのにワイヤレスルー

用しないでください。

ター（またはアクセスポイント）は必

ちょっと一言
• 本機はWindows 7標準のWindows

Media® Player 12のリモート再生機能に対
応しています。

要ありません。

1
2

ミラーリングボタンを押す。
テレビ画面の指示にした
がって操作する。
モバイル機器の［スクリーンミラー
リング］機能を起動させてくださ
い。操作については、モバイル機器
に付属の取扱説明書をご覧くださ
い。

ワンタッチミラーリング機能（NFC）
を使ってXperiaなどのスマートフォ
ンに接続するには
ミラーリングボタンを押してから、

Xperiaなどのスマートフォンと本機を
ワンタッチ（NFC）で接続します（12
ページ）。
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ミラーリングを解除するには
ホームボタンまたは入力切換ボタンを
押します。
ご注意
• 他のネットワークからの電波干渉により、
スクリーンミラーリングの音質や画質が悪
くなる場合があります。
• 使用環境によっては、画質や音質が悪くな
る場合があります。
• スクリーンミラーリング中は、ネットワー
ク機能が使えない場合があります。
• 機器がMiracast対応であることを確認して

音楽サービスを楽
しむ（ミュージッ
クサービス）
本機を使ってインターネットのミュー
ジックサービスを聞くことができます。
この機能を使うには、本機がインター
ネットに接続されている必要がありま
す。

ください。すべてのMiracast対応機器の接

以下の操作をすると、各ミュージック

続性が保証されているわけではありません。

サービスを楽しむためのガイドが表示

•［スクリーンミラーリング周波数設定］を設
定して、再生の安定性を改善できます（31
ページ）。

クサービスをお楽しみください。

1

ホームボタンを押す。
ホームメニューがテレビ画面に表示
されます。

2 ［Music Services］を選ぶ。
サービスプロバイダーのリストがテ
レビ画面に表示されます。
ちょっと一言
• サービスプロバイダーをアップデート
するにはオプションボタンを押し、
［サーバーリスト更新］を選びます。

3

ミュージックサービスを選
ぶ。

19

ネットワーク機能を使う

されます。ガイドに従ってミュージッ
ちょっと一言

Chromecast
built-inを使う

6 Chromecast対応アプリを
起動し、キャストアイコン
をタップして、本機または
本機が含まれているグルー
プを選ぶ。

Chromecast built-inを使うことで、
Chromecast対応アプリから音楽コン
テンツを選び、本機または本機が含ま
れるグループで再生することができま
す。

1
2

ホームボタンを押す。
ホームメニューで［Music
Services］を選ぶ。

3 ［Chromecast built-in］を
選び、設定する。

設定を行うと、［高速起動／ネット
ワークスタンバイ］が［入］にな
り、本機がスタンバイ状態でもすば
やく音楽を再生することができます
（30ページ）
。

4 本機をつないでいる同一の
5
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ネットワークにモバイル機
器をWi-Fiでつなぐ。

モバイル機器に
Chromecast対応アプリを
インストールする。

7

Chromecast対応アプリで
音楽を選び、再生する。
本機で音楽が再生されます。

著作権保護された4Kコンテンツを見る

4Kテレビとつなぐ
著作権保護された4Kコンテンツを見る場合は、テレビとバースピーカーのHDCP

2.2対応HDMI端子同士をつなぎます。著作権保護された4KコンテンツはHDCP 2.2
対応のHDMI端子につながないと視聴できません。お使いのテレビのどのHDMI端
子がHDCP 2.2に対応しているかは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

テレビのARC*表示があるHDMI端子がHDCP 2.2に対応して
いる場合

著作権保護された4Kコンテンツを見る

HDCP 2.2対応の
HDMI端子

ハイスピードHDMI ケーブル（別売）

* ARC（オーディオリターンチャンネル）機能はハイスピードHDMI ケーブル（別売）を使っ
て、デジタル音声をテレビから本機に送信します。
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テレビのARC表示があるHDMI端子がHDCP 2.2に対応してい
ない場合
テレビの光デジタル音声出力端子に光デジタル音声ケーブルをつないでください。

HDCP 2.2対応HDMI入力端子にハイスピードHDMIケーブルをつないでください。

HDCP 2.2対応の
HDMI端子

ハイスピードHDMI ケーブル
（別売）
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光デジタル音声
ケーブル（付属）

4K機器とつなぐ
バースピーカーのHDMI入力１端子にハイスピードHDMIケーブルをつなぎます。
お使いの機器のどのHDMI端子がHDCP 2.2に対応しているかは、機器に付属の取扱
説明書をご覧ください。
ブルーレイディスクレコーダー、
ケーブルテレビ（CATV）ボックス
または衛星放送チューナーなど

HDCP 2.2対応の
HDMI端子
ハイスピードHDMI ケーブル
（別売）

著作権保護された4Kコンテンツを見る
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詳細な設定と調整

設定メニューを使う
画像や音声などのさまざまな設定をおこなうことができます。
お買い上げ時の設定は、下線がついている項目です。

1

ホームボタンを押す。
ホームメニューがテレビ画面に表示されます。

2
3

ボタンを押して、 ［設定］を選ぶ。
/ボタンを押して、設定カテゴリーのアイコンを選び、決定
ボタンを押す。

アイコン

説明
［ソフトウェアアップデート］（25ページ）

ネットワークに接続して、本機のソフトウェアを最新の状態にアップ
デートします。
［映像設定］（25ページ）

テレビの種類にあわせて映像の設定をします。
［音声設定］（26ページ）

接続端子にあわせて音声の設定をします。
［Bluetooth設定］
（28ページ）

BLUETOOTH機能の詳細設定をします。
［本体設定］（29ページ）

本体に関する設定をします。
［通信設定］（31ページ）

インターネットとホームネットワークの詳細設定をします。
［入力スキップ設定］（32ページ）

各外部入力に対してスキップ設定をします。
［かんたん設定］（32ページ）

本機の基本的な設定をするために［かんたん設定］を再試行します。
［かんたんネットワーク設定］（32ページ）

基本的なネットワーク設定をするために［かんたんネットワーク設
定］を開始します。
［設定初期化］（32ページ）

本体の設定を初期化します。
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［ソフトウェアアップデー
ト］

［USBメモリーからアップデー
ト］

ネットワークに接続して、本機のソフ

USBメモリを使用してソフトウェアを

トウェアを最新の状態にアップデート

アップデートします。ソフトウェアの

します。

アップデートフォルダが「UPDATE」

ソフトウェアアップデート中は、バー

と名前が付けられていることを確認し

スピーカーの表示窓に「UPDT」と表示

てください。

されます。アップデートが終了すると、
本機は自動的に再起動します。アップ

［映像設定］

デート中は、本機の電源を切ったり、
本機やテレビの操作をしないでくださ
い。ソフトウェアアップデート終了ま
でお待ちください。
ご注意
• アップデート情報については下記のホーム
ページをご覧ください。

ワイドモード機能が搭載されているテ
レビとつなぐとき、この設定を選びま
す。

［4：3］：画面サイズが4：3でワイド
モード機能が搭載されていないテレビ
とつなぐとき、この設定を選びます。

• 自動的にソフトウェアアップデートを実行
させたい場合は、
［自動アップデート］を
［入］に設定して下さい（30ページ）。
ソフトウェアアップデートの内容によって
は、
［自動アップデート］が［切］に設定さ

［出力映像解像度設定］
［自動］
：接続されたテレビや他機器の
解像度に合わせた解像度で出力します。

れていてもアップデートが実行される場合

［480i］、
［480p］
、［720p］、［1080i］、

があります（30ページ）
。

［1080p］：選んだ解像度で出力します。

［ネットワーク経由でアップ
デート］
ネットワークを使用してシステムのソ
フトウェアをアップデートします。
ネットワークがインターネットに接続
されていることを確認してください。

［24p出力］
［ネットワークコンテンツ24p出力］
この機能はスクリーンミラーリングか
ら再生中のコンテンツに使用できます。
［自動］
： 1080/24p映像に対応してい
るテレビとHDMI接続し、［出力映像解
像度設定］を［自動］または［1080p］
に設定しているとき、24p映像を出力し
ます。
［切］：テレビが1080/24p映像に対応し
ていないときに選びます。
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https://www.sony.jp/support/hometheater/

［テレビタイプ］
［16：9］：ワイド画面のテレビまたは

［4K出力］

［HDMI Deep Color出力］

［自動1］：ソニー製4K映像対応機器と接

［自動］：通常はこの設定にします。

続しているときは、ビデオ再生では2K

［12bit］、
［10bit］
：テレビがDeep

映像（1920×1080）
、写真再生では4K

Color機能に対応しているときは、
12bit／10bit映像を出力します。

映像を出力します。
ソニー製以外の4K映像対応機器と接続
しているときは、24pコンテンツ再生ま

［切］：映像が安定しないときや色が不
自然なときに選びます。

たは写真再生で4K映像を出力します。
この機能は、3D映像のときは働きませ
ん。
［自動2］
：4K/24p対応機器を接続し、
［24p出力］の［ネットワークコンテン
ツ24p出力］を正しく設定しているとき
は、自動的に4K/24p映像を出力しま
す。また、2Dフォトファイルを再生す
るときは4K/24pの写真イメージを出力
します。
［切］：この機能を使いません。
ご注意
•［自動1］が選ばれているときでもソニー製
機器が検出されない場合は、
［自動2］設定と同じ効果になります。

［Video Direct］
［HDMI1］または［HDMI2］、
［HDMI3］入力が選ばれているときは、
本機のオンスクリーンディスプレイ
（OSD）を無効にできます。ゲームをし
ているときに、ゲーム画面だけを楽し
めます。
［入］：OSDを無効にします。情報は画
面に表示されません。また、オプショ
ンボタンとディスプレイボタンは使え
なくなります。
［切］：サウンドフィールドの設定を変
えたときなどにのみ、情報を画面に表
示します。

［HDMI映像出力フォーマッ
ト］

［入］：HDMI出力（ARC）端子から出力

［自動］：他機器の種類を自動的に検出

される映像信号の階調をなめらかに表

し、それに適合するカラー設定をしま
す。
［YCbCr（4：2：2）］：YCbCrを4：2：

2の比率で色変換を行います。
［YCbCr（4：4：4）］：YCbCrを4：4：
4の比率で色変換を行います。
［RGB］：HDCP対応のDVI端子のある機
器と接続するときに選びます。

［SBM］

現できます。
［切］：映像が乱れたときや色が不自然
なときに選びます。

［音声設定］
［DSEE］
この機能はサウンドフィールドで
［ミュージック］が選ばれているときの
み使用することができます。
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［入］：高音域を補完して音質を高めま
す。
（10ページ）
。
［切］
：この機能を使いません。

ご注意
•［HDMI機器制御］を［入］に設定している
ときは（29ページ）、この設定は自動的に
［スピーカー＋HDMI］に設定され、設定を

［オーディオDRC］
音声のダイナミックレンジを圧縮する
ことができます。
［自動］
：ドルビー TrueHDでエンコー
ドされた音声を自動的に圧縮します。
［入］
：レコーディングエンジニアが意
図したダイナミックレンジで再生しま
す。
［切］
：この機能を使いません。

［入力レベル抑制設定 ー
Analog］
アナログ入力端子につないでいる機器

変えることはできません。

［サウンドエフェクト］
サウンドフィールド（8ページ）などの
サウンド効果を有効／無効にすること
ができます。2チャンネル音声を再生し
ているときは、
［Dolby Pro Logic］、
［DTS Neo:6 Cinema］、［DTS Neo:6

Music］のサラウンドをシミュレートす
るエフェクトを選ぶことができます。
［サウンドフィールド 入］
：サウンド
フィールド（8ページ）やサッカーモー
ド（9ページ）のエフェクトを有効にし
［Dolby Pro Logic］
：2チャンネルの音

合、音声入力レベルを小さくして歪み

声をサラウンド音声にシミュレートし

を防ぐことができます。

て、本機のすべてのスピーカー（5.1

［入］：入力レベルを小さくします。本
機からの出力は小さくなります。
［切］
：この機能を使いません。

［音声出力］
本機の音声出力方法を選ぶことができ
ます。
［スピーカー］：マルチチャンネル音声
を本機のスピーカーからのみ出力しま
す。
［スピーカー＋HDMI］：マルチチャンネ
ル音声を本機のスピーカーから、2チャ
ンネルリニアPCM音声をHDMI出力
（ARC）端子から出力します。

チャンネル）から出力します。
（ドル
ビーサラウンド（プロロジック）デ
コーディング）
［DTS Neo:6 Cinema］／［DTS Neo:6

Music］：2チャンネルの音声をサラウ
ンド音声にシミュレートして、マルチ
チャンネル音声とします。（DTS Neo:6
Cinema（映画向け）／DTS Neo:6
Music（音楽向け）デコーディング）
［2ch Stereo］：音声をフロント左／右
スピーカー、サブウーファーからのみ
出力します。マルチチャンネル音声の
ときは、2チャンネルにダウンミックス
して出力します。

［HDMI］
：HDMI出力（ARC）端子から

［切］：サウンドエフェクトを無効にし

のみ出力します。音声フォーマットは

ます。レコーディングされたままの音

つないだ機器によって異なります。

声を聞くことができます。
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ます。

の音声が歪むことがあります。その場

［オートジャンルセレクター］

ご注意
• ワンタッチ（NFC）で接続すると、

［入］：テレビ番組や接続された機器の

［Bluetoothモード］が［切］になっていて

コンテンツの種類によって、サウンド

もBLUETOOTH接続することができます。

フィールドを自動的に変更します。
［切］：この機能を使いません。

［スピーカー設定］

［機器リスト］
［Bluetoothモード］が［送信］になっ
ているときに、接続履歴および検出さ

サラウンドを十分に楽しむために、各

れたBLUETOOTH機器のリストが表示

スピーカーの設定をします。詳しくは

されます。

「スピーカーに関する設定をする」（46
ページ）をご覧ください。

［自動音場補正］

［Bluetoothスタンバイ］
本機がスタンバイ状態でも、
［Bluetoothスタンバイ］にすることに

自動的に最適なサラウンドサウンドを

より、BLUETOOTH機器で本機の電源

設定します。詳しくは「自動でスピー

を入れることができます。この機能は

カーを設定する」
（45ページ）をご覧く
ださい。

［Bluetoothモード］が［受信］か［送
信］に設定されているときにお使いに
なれます。

［Bluetooth設定］
［Bluetoothモード］

BLUETOOTH機器の音声を本機で聞い
たり、BLUETOOTHレシーバー（ヘッ
ドホン）で本機の音声を聞くことがで
きます。
［受信］：本機が受信モードになり、モ
バイル機器からの音声を本機で出力し
ます。
［送信］：本機が送信モードになり、本
機の音声がBLUETOOTH対応レシー
バーへ送信され、本機の入力を切り換

［入］：登録されたBLUETOOTH機器と
接続すると自動的に本機の電源が入り
ます。
［切］：この機能を使いません。

［Bluetooth Codec–AAC］
この機能は［Bluetoothモード］が［受
信］か［送信］に設定されているとき
にお使いになれます。
［入］：AACコーデックが有効になりま
す。
［切］：AACコーデックが無効になりま
す。

えると表示窓に「BT TX」と表示されま

ご注意

す。

• お使いの機器がAACをサポートしている場

［切］：本機のBLUETOOTH機能がオフ
になり、［Bluetooth Audio］入力が選
べません。
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合にAACを有効にすると、高質音声が楽し
めます。機器からAAC音声が聞くことがで
きない場合は［切］を選びます。

［Bluetooth Codec–LDAC］
この機能は［Bluetoothモード］が［受
信］か［送信］に設定されているとき
にお使いになれます。
［入］：LDACコーデックが有効になりま
す。
［切］
：LDACコーデックが無効になりま

［本体設定］
［ワイヤレスサウンド接続設
定］
ワイヤレス機能の詳細設定をします。
詳しくは「ワイヤレスの設定をする
（サブウーファー／サラウンドスピー

す。

カー）」
（43ページ）をご覧ください。

ご注意

［IRリピーター］

• お使いの機器がLDACをサポートしている
場合にLDACを有効にすると、高質音声が

［入］：テレビのリモコン信号がAVマウ

楽しめます。機器からLDAC音声が聞くこ

スを介して、送信されます。（42ペー

とができない場合は［切］を選びます。

ジ）
。

［ワイヤレス再生品質］

［切］：この機能を使いません。

［HDMI設定］
［HDMI機器制御］

ド］が［送信］に設定された状態で、

［入］：［HDMI機器制御］機能を有効に

［Bluetooth Codec - LDAC］が［入］
に設定されているときにお使いになれ
ます。
［自動］：ご使用の環境によってデータ
の転送速度が自動で変わります。オー

します。HDMIケーブルでつながれた機
器を相互に操作することができます。
［切］：この機能を使いません。
［オーディオリターンチャンネル
（ARC）］

ディオ再生が不安定なときは、他の3つ

本機とオーディオリターンチャンネル

のモードをご使用ください。

機能対応テレビのHDMI入力端子をつな

［音質優先］：高ビットレートが使われ
ます。音声は高品質で送信されますが、
接続状況がよくないとき音声の再生が
不安定になることがあります。
［標準］
：中ビットレートが使われます。
音質と安定性を両立させます。
［接続優先］：安定性が優先されます。

いで、［HDMI機器制御］を［入］に設
定したときに機能します。
［自動］
：テレビのデジタル音声をHDMI
ケーブルを経由して自動的に入力しま
す。
［切］：この機能を使いません。
［スタンバイスルー］

音質は多少劣化しますが接続が安定し

本機がスタンバイ状態でも、HDMI信号

ます。接続状況が不安定なときは、こ

をテレビに送ることができます。この

の設定をおすすめします。

機能は［HDMI機器制御］を［入］にす
ると使えます。
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LDAC再生のデータ転送レートを設定で
きます。この機能は［Bluetoothモー

［自動］：テレビの電源が入っていて、
スタンバイ状態のときに本機のHDMI出
力（ARC）端子から出力します。スタ
ンバイ状態のとき、
［入］よりも消費電
力をおさえます。
［入］：スタンバイ状態でも常にHDMI出
力（ARC）端子から出力します。“ブラ
ビア” 以外のテレビに接続した場合、こ
の設定をおすすめします。
［切］：本機がスタンバイ状態のときは、
信号は出力されません。スタンバイ状

［ソフトウェアアップデート通
知］
［入］：本機のソフトウェア最新バー
ジョン情報を通知します（25ページ）
。
［切］：通知しません。

［自動アップデート設定］
［自動アップデート］
［入］：ソフトウェアアップデートは
［タイムゾーン］の現地時間午前2時か

態のとき、［入］よりも消費電力をおさ

ら午前5時の間で、本機を使用していな

えます。

い間に自動的に実行されます。ただし、
［高速起動／ネットワークスタンバイ］

［高速起動／ネットワークスタ
ンバイ］
［入］：スタンバイ状態からの起動時間
を短くします。本機の電源を入れてす
ぐに本機を使うことができます。
［切］：この機能を使いません。

［自動電源オフ］

が［切］に設定されている場合は、本
機の電源を切った直後に実行されます。
［切］：この機能を使いません。
［タイムゾーン］
お住まいの地域／都市を選択してくだ
さい。
ご注意
• ソフトウェアアップデートの内容によって

［入］：何も操作されないまま約20分が

は、［自動アップデート］が［切］に設定さ

経過すると、自動的にスタンバイ状態

れていてもアップデートが実行される場合

になります。
［切］：この機能を使いません。

［自動画面表示］
［入］：再生中に、タイトル、画面の
モード、音声などを変えたときに、自
動的に情報をテレビ画面に表示します。
［切］：画面表示ボタンを押したときに、
情報をテレビ画面に表示します。

があります。
• ソフトウェアアップデートはアップデート
の公開から11日以内に自動的に実行されま
す。

［機器名］
［Bluetooth Audio］や［スクリーンミ
ラーリング］機能を使うときに、わか
りやすいように本機の名前を変えられ
ます。ホームネットワークなどのとき
でもこの変更した名前が使われます。
テレビ画面の説明に従い画面のキー

30

ボードを使って名前を入力してくださ
い。

［ネットワーク接続診断］
ネットワークに正しくつながっている

［本体情報］

か、接続診断をします。

本機のソフトウェアバージョンと、

MACアドレスを確認できます。

［スクリーンミラーリング周波
数設定］

［ソフトウェアライセンス］

無線LANなどの複数のワイヤレス機器

ソフトウェア使用許諾契約を表示しま

を使っていると、ワイヤレス信号が不
安定になります。通信のチャンネルを

す。

設定し直すことによって接続スピード
と再生の安定性が改善されることがあ

［通信設定］

ります。
［自動］
：通常はこの設定にします。本

［ネットワーク設定］
あらかじめ本機をネットワークにつな
ぎます。詳しくは「ネットワーク機能

トワークに接続するときは、この設定
を選びます。この設定を選ぶと、本機
の無線LANは自動的に無効になります。
［無線LAN設定（内蔵）
］：無線LANルー

に最適な周波数を選びます。
［CH 1］
／［CH 6］
／［CH 11］
：選択した
チャンネルが優先して使用されます。
ワイヤレス接続が一番安定するチャン
ネルを選びます。

［接続サーバー設定］
接続されているホームネットワーク

ターでネットワークに接続するときは
この設定を選びます。

サーバーを表示するかどうかを設定し

ちょっと一言

［自動レンダラーアクセス許
可］

• 詳しくは、以下のホームページの「Q&A」
をご覧ください。

https://www.sony.jp/support/hometheater/

［ネットワークの設定確認］

ます。

［入］：新しく検出されたホームネット
ワークコントローラーからの自動アク
セスを許可します。
［切］：この機能を使いません。

現在のネットワークの接続状態を表示
します。

［レンダラーアクセス制御設
定］
ホームネットワークコントローラーに
対応している製品のリストを表示し、

31

詳細な設定と調整

を使う」
（15ページ）をご覧ください。
［有線LAN設定］：LANケーブルでネッ

機は自動的にスクリーンミラーリング

それぞれの製品が本機にアクセスでき
るかどうかの設定をします。

［外部機器からの操作］

［かんたんネットワーク設
定］
［かんたんネットワーク設定］を選び、

［入］：本機をホームオートメーション

ネットワークの設定を順に行います。

コントローラーで操作できるようにな

テレビ画面の指示にしたがってくださ

ります。

い。

［切］：この機能を使いません。

［設定初期化］

［リモート起動］
［入］：ネットワークにつながっている
モバイル機器を使って本機の電源を入
れることができます。
［切］：この機能を使いません。

［お買い上げ時の状態に設定］
各設定ごとにお買い上げ時の設定に戻
します。選んだ設定のすべての項目が
お買い上げ時の設定に戻るので、ご注
意ください。

［入力スキップ設定］
入力切換ボタンを押して入力を選ぶと
き、不要な外部入力をスキップするこ
とができます。
［スキップしない］：選んだ入力をス
キップしません。
［スキップする］：選んだ入力をスキッ
プします。

［個人情報の初期化］
本機に保存された個人情報を消去しま
す。
ご注意
• 本機を破棄したり、譲渡、売却する場合、
安全保護のためすべての個人情報を削除し
てください。ネットワークサービスの使用
後はログアウトなど適切な処置を実行して

ご注意
•［スキップする］に設定すると、ホームメ
ニューが表示されているときに入力切換ボ
タンを押すと、アイコンが薄く表示されま
す。

［かんたん設定］
本機の基本設定をするために［かんた
ん初期設定］を、基本的なネットワー
ク設定をするために［かんたんネット
ワーク設定］を開始します。テレビ画
面の指示にしたがってください。
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ください。

［ミュージック］のみ

オプションメ
ニューを使う
オプションボタンを押すと、さまざま
な設定や再生中の操作ができます。表
示されるオプションは、使用状況に
よって異なります。

共通オプション
項目
［画音同期調
整］

できること
映像と音声とのずれを補
正します。音声出力を映
像出力より遅らせます
（34ページ）。

ページ）
。
［サッカー
モード］

サッカーモードを選びま
す（9ページ）。

［ナイトモー ナイトモードを選びます
ド］
（9ページ）。
［ボイス］

ボイスーモードを選びま
す（9ページ）。

［リピート設
定］

リピートモードを設定し
ます。

［再生］／［再
生停止］

再生を開始または停止し
ます。

［はじめから
再生］

タイトルを始めから再生
します。

［カテゴリー ［USB］または［Home
切換］
Network］入力の

［ミュージック］また
は ［フォト］のカテゴ
リーを切り換えます。カ
テゴリーのリスト表示が
使えるときのみこの項目
は使えます。

［シャッフル
設定］

できること
シャッフル再生を設定し
ます。

［スライド
USBメモリー内の音楽
ショーの
ファイルを、スライド
BGM登録］ ショーのBGMに登録し

ます。

［フォト］のみ
項目

できること

［スライド
ショー］

スライドショーを再生し
ます。

［スライド
ショーの
速さ］

スライドショーの速さを
設定します。

［スライド
ショーの
効果］

スライドショーの表示方
法を設定します。

［スライド
ショーの
BGM］

［切］
：BGM が流れませ

ん。
［My

Music（USB）］：
［スライドショーのBGM
登録］で登録した音楽
ファイルをBGM に設定
します。

［表示切換］ ［グリッド表示］と［リ

スト表示］を切り換えま
す。
［回転（左）］ 写真を左回りに90度回

転させます。
［回転（右）］ 写真を右回りに90度回

転させます。
［表示］

選んだ写真を表示しま
す。
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詳細な設定と調整

［サウンド
サウンドフィールドの設
フィールド］ 定を切り換えます（8

項目

音声と映像のずれを調節す
る（画音同期調整）
つないだテレビによっては、音声と映
像がずれることがあります。そのよう
なときは、ずれを調節することができ
ます。
選んだ入力によって調節のしかたが違
います。

［HDMI1］
、［HDMI2］または
［HDMI3］入力が選ばれている場合

1

オプションボタンを押す。
オプションメニューがテレビ画面に
表示されます。

2 ［画音同期調整］を選ぶ。
3 /ボタンで音声と映像のず

れを調節し、決定ボタンを
押す。
0 msec〜300 msecの間で25 msec
きざみで調節できます。

［TV］入力の場合

1

オプションボタンを押す。
「SYNC」がバースピーカー表示窓
に表示されます。

2
3

ボタンまたは決定ボタンを
押す。
/ボタンで音声と映像のず
れを調節し、決定ボタンを
押す。
0 msec〜300 msecの間で25 msec
きざみで調節できます。
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4 オプションボタンを押す。
オプションメニュー画面が消えま
す。

ご注意

その他の機能

スマートフォンや
タブレットなどの
モバイル機器から
本機を操作する
（SongPal）
SongPal*は、スマートフォン／タブ
レットから、SongPal対応のソニー製
オーディオ機器を操作するためのアプ

• この機能をお使いになる前に、
［Bluetooth
モード］が［受信］になっていることをご
確認ください。（28ページ）
。
• 本機はSongPalバージョン3.0以降に対応し
ています。
•

SongPalは、本機のネットワーク機能（15
ページ）とBLUETOOTH機能（11ページ）

•

SongPalの仕様および画面デザインは予告

を使用します。
なく変更する場合があります。

Androidをお使いの場合

1

リです。お手持ちのスマートフォンや

電源が入ると、バースピーカーの表

タブレットで、Google Play（Playスト
ア）またはApp StoreでSongPalを検索
して、ダウンロードしてください。

SongPalを使って、以下のことができ
ます。
−本機の入力、音量、よく使う設定の

示窓が点灯します。

2
3
4

変更ができる。
−ホームネットワークサーバーやス
マートフォン上にある音楽コンテン
ツを、本機で楽しめる。

本機とモバイル機器を
BLUETOOTH接続（11ペー
ジ）またはネットワークに
接続（16ページ）する。
•

NFC機能を使って本機とモバイル機器
を接続できます（12ページ）
。

使って音楽をビジュアルで楽しめる。

• ネットワークに接続する場合は、本機

− WPS機能対応のWi-Fiルーターがなく

を接続している同一のネットワークに

ても、SongPalを使って簡単にWi-Fi

できる（36ページ）
。

SongPalを起動する。

ちょっと一言

−スマートフォンのディスプレイを

接続を設定できる。
− SongPal Link機能を使用することが

モバイル機器でSongPalを
検索して、アプリをダウン
ロードする。

モバイル機器をWi-Fiで接続します。

5

SongPalの画面に指示にし
たがって操作する。
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* SongPalはSony | Music Centerにリ
ニューアルしました。Sony | Music
Centerは本機でお使いになれます。

バースピーカーの （入
／スタンバイ）を押す。

iPhone/iPod touchをお
使いの場合

1

バースピーカーの（入／
スタンバイ）を押す。

2

“ブラビアリンク”
を使う
“ブラビアリンク” はHDMI機器制御機能

電源が入ると、バースピーカーの表

が搭載されたソニー製のテレビでご利

示窓が点灯します。

用になれます。

iPhone/iPod touchで
SongPalを検索して、アプ

HDMI機器制御機能に対応している製品
をHDMIケーブルでつなぐと、下記のよ

リをダウンロードする。

3 SongPalを起動する。
4 本機とiPhone/iPod touch

をBLUETOOTH接続（11
ページ）またはネットワー
クに接続（15ページ）する。

うな操作を行うことができます。
［HDMI機器制御］を［入］にしてくだ
さい（29ページ）
。
ご注意
•

HDMI接続後、“ブラビアリンク” を使う前
に、接続したすべての機器と本機の電源が
入っていることを確認してください。

• 接続した機器の設定によってはHDMI機器
制御機能がうまく使えないことがあります。

ちょっと一言

接続機器の取扱説明書をご覧ください。

• ネットワークに接続する場合は、本機

5

を接続している同一のネットワークに

電源オフ連動

iPhone/iPod touchをWi-Fiで接続し

テレビのリモコンでテレビの電源を切

ます。

ると、本機に接続されている機器の電

SongPalの画面の指示にし

源も連動して切れます。

たがって操作する。

ご注意
• 本機で音楽再生中は、本機の電源は自動的

複数の機器で同じ音楽を聞
く／別の場所で異なる音楽
を聞く（SongPal Link）
SongPalを使って、パソコンやスマー
トフォンに保存した音楽や音楽配信
サービスを、複数の部屋で同時に聞く
ことができます。

SongPal Linkについて詳しくは、下記
のURLをご参照ください。
http://www.sony.net/nasite
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には切れません。
• 電源オフ連動機能は他社の機器でも使える
場合がありますが、動作を保証するもので
はありません。

ワンタッチプレイ

HDMIケーブルで本機に接続された機器
（ブルーレイディスクレコーダー、

PlayStation®4 など）のコンテンツを再
生するとき、本機とテレビは自動的に
電源が入り、本機の入力信号は適切な

「HDMI（1/2/3）
」入力に切り換わりま
す。

ご注意
• テレビによっては、本機の音量の数字がテ
レビ画面に表示されます。テレビ画面に表

ご注意

示された数字は表示窓の数字と異なる場合

• この機能は機器によっては使えない場合も
あります。

があります。
• システムオーディオコントロール機能は他

• 本機がスタンバイ状態のときに、［スタンバ

社の機器でも使える場合がありますが、動

イスルー］を［自動］または［入］にして、

作を保証するものではありません。

接続された機器でコンテンツを再生すると、
本機はスタンバイ状態のままになり、音声
と画像はテレビからのみ出力されます（29
ページ）。
• ワンタッチプレイ機能は他社の機器でも使
える場合がありますが、動作を保証するも
のではありません。

システムオーディオコントロール
テレビを見ているときに本機の電源を
入れると、自動的に本機のスピーカー

オーディオリターンチャンネル
（ARC）

HDMIケーブル1本を使うだけで本機で
テレビの音声が楽しめます。設定につ
いては［オーディオリターンチャンネ
ル（ARC）］
（29ページ）をご覧くださ
い。
ご注意
• オーディオリターンチャンネル（ARC）機

から音声が出力されます。

能は他社の機器でも使える場合があります

テレビのリモコンで本機の音量を調節

が、動作を保証するものではありません。

最後にテレビを見たときに、テレビの

HDMI機器制御設定連動

音声が本機のスピーカーから出力され

テレビのHDMI機器制御（"ブラビアリ

ていた場合、テレビの電源を入れると

ンク"）機能を有効にすると、本機の

本機の電源も自動的に入ります。
この機能は二画面機能（P&P）の使用
時も使えます。
•［TV］または［HDMI1］、［HDMI2］
、
［HDMI3］入力を選んだとき、本機か

［HDMI機器制御］も有効になります。
このとき、バースピーカーの表示窓に
「DONE」が表示されます。
ご注意
• 上記の設定が無効の場合は、［HDMI機器制
御］を手動で設定できます。［HDMI機器制

ら音声が出力されます。

御］については［HDMI設定］（29ページ）

• 二画面機能を使用時に［TV］または
［HDMI1］、［HDMI2］、［HDMI3］入
力以外を選んだ場合は、テレビから音
声が出力されます。二画面機能をオフ
にすると、音声は本機から出力されま
す。

をご覧ください。
•

HDMI機器制御設定連動機能はソニー独自
の機能です。ソニー製以外の機器では使え
ません。

オートジャンルセレクター
オートジャンルセレクターは見ている
番組の情報（EPG情報）を自動的に検
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できます。

出し、サウンドフィールドをその番組

• 本機から音声が出力されるようにテレビの

のジャンルに合わせます。この機能は

音声出力が設定されていることを確認して
ください。

テレビとHDMI入力（1/2/3）端子に接
続された機器がオートジャンルセレク

• エコーキャンセリング連動機能はソニー独
自の機能です。ソニー製以外の機器では使

ター対応している場合に使えます。

えません。

この機能を使うには、以下の設定をし
ます。
−［HDMI設定］の［HDMI機器制御］

オーディオ機器コントロール
オーディオ機器コントロール対応テレ

を［入］にする（29ページ）
。

ビを本機に接続すると、テレビ画面に

−［オートジャンルセレクター］を

オーディオ機器コントロールアプリの

［入］にする（28ページ）
。
−サウンドフィールドを
［ClearAudio+］にする（8ページ）
。
ご注意
• オートジャンルセレクター機能はソニー独
自の機能です。ソニー製以外の機器では使

アイコンが表示されます。
テレビのリモコンで本機の設定、サウ
ンドフィールド、入力を切り換えられ
ます。
ご注意
• オーディオ機器コントロールを使う場合は

えません。

エコーキャンセリング連動
テレビ番組を見ながらソーシャル視聴

テレビがインターネットに接続されている
必要があります。
• オーディオ機器コントロール機能はソニー
独自の機能です。ソニー製以外の機器では

機能をお使いになるときにエコーを削

使えません。

減できます。会話が明瞭になります。
• 本機の入力が［HDMI1］または

HDMI機器の接続について

［HDMI2］、［HDMI3］のとき、
［TV］
入力に自動的に切り換わります。ソー

• ハイスピードHDMI ケーブルをご利用

シャル視聴機能とテレビ番組の音声は

ください。Standard HDMIケーブル

本機から出力されます。

の場合、1080pやDeep Color、3D、

• 本機の入力が［TV］または

4Kのコンテンツが正しく表示できな

［HDMI1］、［HDMI2］、［HDMI3］以

い場合があります。

外のとき、ソーシャル視聴機能の音声

• 認証を受けたHDMIケーブルまたはソ

と再生コンテンツの音声はテレビから

ニー製のハイスピードHDMI ケーブル

出力されます。
ご注意

をおすすめします。
•

すめしません。

• この機能は、ソーシャル視聴機能対応のテ
レビで使えます。詳しくはテレビの取扱説
明書をご覧ください。
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HDMI-DVI変換ケーブルの使用はおす

•

HDMI端子からの音声信号（サンプリ
ング周波数、ビット長など）は、つな

いだ機器により制限されることがあり
ます。
• つないだ機器からの音声出力信号の
チャンネル数やサンプリング周波数が
切り換えられた場合、音声が途切れる
ことがあります。

デジタル放送用の
音声（AAC）を楽
しむ

• 本機の入力が「TV」のときは、HDMI

AACとは、BSデジタル放送や地上デジ

出力（ARC）端子からは前回選択さ

タル放送で採用されている音声方式で

れたHDMI入力（HDMI入力 1/2/3）
の映像が出力されます。
• 本機はDeep Color、“x.v.Color”およ
び3D、4K伝送に対応しています。
•

3Dコンテンツを楽しむには、3D表示
に対応したテレビおよび映像機器（ブ
ルーレイディスクレコー
ダー、“PlayStation

®4” など）と本機
をハイスピードHDMI ケーブルでつな
ぎ、3Dメガネを装着したうえで、3D

や2ヶ国語放送にも対応しています。
BSデジタル放送などのAAC音声を聞く
には、テレビなどデジタルチューナー
搭載機器と本機を、光デジタル音声
ケーブル（付属）でつなぎます。
お使いのテレビのHDMI端子がオーディ
オリターンチャンネル（ARC）機能
（29ページ）に対応している場合は、

HDMIケーブル経由でAAC音声を聞く
ことができます。

対応のブルーレイディスクなどを再生

また、テレビなどデジタルチューナー

してください。

搭載機器側でも 「光デジタル音声出力」

4Kコンテンツを楽しむには、本機に

の設定を行う必要があります。デジタ

接続しているテレビやプレーヤー機器
も4Kコンテンツに対応している必要
があります。

ルチューナー搭載機器が、デジタル出
力端子からAAC音声信号を出力するよ
うに設定してください。詳しくは、デ
ジタルチューナー搭載機器の取扱説明
書をご覧ください。

2か国語放送の音声を切り換
える
お好みの音声信号が前面表示窓
に表示されるまで音声切換ボタ
ンを繰り返し押す。
•「MAIN」：主音声を再生します。
•「SUB」：副音声を再生します。
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•

す。AACでは5.1 chのサラウンド放送

•「MN/SB」
：主音声と副音声をミック
スして再生します。
ご注意
• 2か国語放送でない場合に音声切換ボタンを
押すと、本体前面表示窓に「NOT USE」が
表示されます。

バースピーカーの
ボタンを動作しな
いようにする
（チャイルドロッ
ク）
子供のいたずらなどによる誤操作を防
ぐためバースピーカーのボタン（以
外のボタン）を動作しないようにする
ことができます。
この操作ではバースピーカーのボタン
を使用します。

バースピーカーのINPUTボタン
を押しながら、VOLUME −、
VOLUME ＋、VOLUME −ボ
タンを押す。
表示窓に「LOCK」が表示されます。
リモコンでのみ本機の操作ができます。
キャンセルするには、バースピーカー
のINPUTボタンを押しながら、
VOLUME −、VOLUME ＋、
VOLUME −ボタンを押します。
表示窓に「UNLCK」が表示されます。
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明るさを調整する
前面表示窓とLED表示（青色）の明る
さを調節できます。

本体表示ボタンを繰り返し押
す。
「OFF」または「DIM1」、「DIM2」が選
べます。

* 「DIM1」と「DIM2」の明るさは同じで
す。

ご注意

スタンバイ状態時
の消費電力をおさ
える
スタンバイ状態時の消費電力をおさえ
るには、以下の設定をします。
−［Bluetoothスタンバイ］を［切］に
する（28ページ）。
−［スタンバイスルー］を［切］にする
（29ページ）
。
−［高速起動／ネットワークスタンバ

•「DIM2」を選ぶと前面表示窓が消灯します。

イ］を［切］にする（30ページ）
。

いずれかのボタン／タッチキーを押すと点

−［リモート起動］を［切］にする（32

灯し、約10秒間操作をしないとまた消灯に

ページ）。

なります。前面表示窓が消えない場合もあ
ります。

その他の機能
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IRリピーター機能

1

を有効にする（テ
レビのリモコンで
テレビの操作がで
きない場合）

付属のAVマウスをバース
ピーカーのAVマウス端子に
つなぐ。

バースピーカーがテレビのリモコン受
光部を隠してしまい、テレビに付属の
リモコンでテレビを操作できなくなる
場合があります。そのような場合は、
付属のAVマウスをバースピーカーのAV
マウス端子につなぎ、IRリピーター機能
を有効にしてください。AVマウスを介
してテレビのリモコン操作が可能にな
ります。

AVマウス

2

ご注意
• テレビのリモコンでテレビを操作できない
ことを確認してから、IRリピーター機能を
有効にしてください（29ページ）。操作で

AVマウスのリモコン発光部
をテレビのリモコン受光部
に向けて近くに置く。
IRリピーター機能を有効にして動作
確認を行ってから、AVマウスを付

きるときにIRリピーター機能を有効にする

属の両面シールで固定してくださ

と、テレビのリモコンからの直接の信号と

い。

本機で中継した信号が干渉しあい、正しく
動作しないことがあります。

3

ホームボタンを押す。
ホームメニューがテレビ画面に表示
されます。

4
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［設定］- ［本体設定］を
選ぶ。

5 ［IRリピーター］を選ぶ。
6［入］を選ぶ。
ご注意
• リモコン受光部の位置は、お使いのテレビ
によって異なります。お使いのテレビに付
属の取扱説明書をご覧ください。
•

AVマウスを接続してから、本機の電源コー
ドをつないでください。

•

AVマウスをテレビのヘッドホン端子などに

ワイヤレスの設定
をする（サブウー
ファー／サラウン
ドスピーカー）
サブウーファーの場合
電源ランプ

つながないでください。
•

AVマウスは本来の用途以外の使用はしない
でください。

• お使いのテレビによってはIRリピーター機
能が正しく働かない場合があります。その
場合は、バースピーカーの位置をテレビか
ら少し離してみてください。

SECURE LINK
ボタン

その他の機能

サラウンドスピーカーの場合
電源ランプ

SECURE LINK
ボタン

1

ホームボタンを押す。
ホームメニューがテレビ画面に表示
されます。

43

2

［設定］- ［本体設定］を
選ぶ。

3 ［ワイヤレスサウンド接続設
定］を選ぶ。

［ワイヤレスサウンド接続設定］画
面がテレビ画面に表示されます。
［セキュアリンク］

5 ［開始］を選ぶ。
元の画面に戻るには、［中止］を選
びます。

6［セキュアリンクの設定を完

了しました。］メッセージが
表示されたら、決定ボタン
を押す。
サブウーファーとサラウンドスピー

ワイヤレス通信する機器を
特定する（セキュア
リンク）
バースピーカー、サブウーファーとサ
ラウンドスピーカーをワイヤレスでつ
なぐときに、セキュアリンク機能を
使ってワイヤレス通信する機器を特定

カーの電源ランプがオレンジ色に点
灯します。
［セキュアリンクの設定ができませ
んでした。］メッセージが表示され
たら、画面の指示にしたがってくだ
さい。

セキュアリンク機能をキャンセルす

することができます。

るには

自宅や近隣で複数のワイヤレスサウン

バースピーカーでの操作
手順3で［切］を選びます。

ド機器を使用しているときに起こる混
線を防ぐことができます。

1

［本体設定］から［ワイヤ
レスサウンド接続設定］を
選ぶ（29ページ）
。

2 ［セキュアリンク］を選ぶ。
3 ［入］を選ぶ。
4 サブウーファーとサラウン

ドスピーカー背面の
SECURE LINKボタンを、電
源ランプがオレンジになる
まで押す。
数分以内に次の手順に進んでくださ
い。
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サブウーファーまたはサラウンドス
ピーカーでの操作
サブウーファーまたはサラウンドス
ピーカー後面のSECURE LINKボタンを、
サブウーファーまたはサラウンドス
ピーカーの電源ランプが緑色に点灯ま
たは点滅するまで数秒間押す。

SECURE LINKボタンはペンの先などで
押してください。

自動でスピーカー
を設定する（自動
音場補正）

5

バースピーカー後面の

A.CAL MIC (ECM-AC3)端
子に音場測定用マイクをつ
なぐ。
マイクは耳と同じ高さになるよう
に、またテレビ画面の方向に向け

ソニー独自のD.C.A.C. DX（Digital

て、市販の台や三脚を使って固定し

Cinema Auto Calibration DX（自動音

てください。各スピーカーの前面が

場補正機能））によって自動的に最適な

マイクに向くようにして、スピー

スピーカー設定を実現します。

カーとマイクの間に障害物などがな

ご注意
•［自動音場補正］が始まると大きな測定音が
出ます。測定中は音量の調整ができません。

いようにしてください。

6 /ボタンを押して、［はい］
を選び、決定ボタンを押す。

お子様やご近所へのご配慮をお願いします。

止めるときは「いいえ」を選びま

•［自動音場補正］を始める前に、すべての機
器（バースピーカー、サブウーファー、サ
ラウンドスピーカ）の電源が入っている事
を確認してください。

ホームボタンを押す。
ホームメニューがテレビ画面に表示
されます。

2
3

/ボタンを押して、ホーム
メニューの ［設定］を選
ぶ。
/ボタンを押して、［音声
設定］を選び、決定ボタン
を押す。

4 /ボタンを押して、［自動

7

決定ボタンを押す。
［自動音場補正］を開始します。
自動的にスピーカー設定をします。
測定音以外の音が入らないように、
静かな環境で測定してください。
ご注意
• 測定を始める前に、スピーカーの電源
が入っているか、またワイヤレス接続
が可能な位置に設置されているかどう
か確認してください。
• 測定中は本機の操作をしないでくださ
い。

8 測定結果を確認する。
スピーカーの距離、レベルがテレビ

音場補正］を選び、決定ボ
タンを押す。

画面に表示されます。

スピーカーが配置された画面がテレ

• 測定が失敗した場合は、テレビ画面の

ビ画面に表示されます。

ご注意
指示にしたがって、
［自動音場補正］を
再度行ってください。
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1

す。

9 /ボタンを押して、［はい］

測定マイクを抜き、
［はい］を選び

スピーカーに関す
る設定をする（ス
ピーカー設定）

ます。測定結果が反映されます。

サラウンドを十分に楽しむために、リ

または「いいえ」を選び、
決定ボタンを押す。

測定結果が問題ないとき

測定結果に問題があるとき
メッセージにしたがい［はい］を選
び、もう一度測定を行います。

スニングポジションからスピーカーま
での距離を設定し、テストトーンを
使って、各スピーカーのバランスを調
節します。

1

ホームボタンを押す。
ホームメニューがテレビ画面に表示
されます。

2
3

/ボタンを押して、ホーム
メニューの ［設定］を選
ぶ。
/ボタンを押して、
［音声
設定］を選び、決定ボタン
を押す。

4 /ボタンを押して、［ス

ピーカー設定］を選び、決
定ボタンを押す。

スピーカー配置を選ぶ画面がテレビ
画面に表示されます。

5
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///ボタンを押して、
設定項目を選び、決定ボタ
ンを押す。

6 /ボタンを押して、設定を
調節する。

以下の設定を行ってください。
（お買い上げ時の設定は、下線がつ
いている項目です。）

［距離］
スピーカーの位置を変えた場合は、視

［レベル］
［自動音場補正］を行った後、各スピー
カーの音量レベルが気になるときに調
整することができます。
−6.0 dB〜+6.0 dBの範囲で設定できま
す。
［テストトーン］を［入］にすると、設
定がしやすくなります。

聴位置からスピーカーまでの距離を変
更してください。

0.0 m〜7.0 mの範囲で設定できます。

［フロント 左／右］0.0 dB：フロントス
ピーカーのレベルを設定します。
［センター］0.0 dB：センタースピー

［フロント 左／右］3.0 m：フロントス
ピーカーの距離を設定します。
［センター］3.0 m：センタースピー
カーの距離を設定します。
［サラウンド 左／右］3.0 m：サラウン
ドスピーカーの距離を設定します。

ドスピーカーのレベルを設定します。
［サブウーファー］0.0 dB：サブウー
ファーのレベルを設定します。
サブウーファーの音量10を基準にして、
音量レベルを調整してください。

ファーの距離を設定します。

［リロケーション］
サラウンド効果を高めるために、ス
ピーカーの位置を仮想的に補正します。
［入］
：［自動音場補正］の測定結果に基
づき、スピーカー位置を仮想的に補正
した状態で音声を聞きます。
［切］：実際のスピーカーの位置で音声
を聞きます。
ご注意
• この設定は［自動音場補正］を行った後の
み、反映されます。
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［サブウーファー］3.0 m：サブウー

カーのレベルを設定します。
［サラウンド 左／右］0.0 dB：サラウン

［テストトーン］
［レベル］を調整するために、テスト
トーンを聞くことができます。

スピーカーを壁に
取り付ける

［切］：テストトーンは出ません。

次の手順でスピーカーを壁に取り付け

［入］：レベル調整中は各スピーカーか

ることができます。

ら順番にテストトーンが聞こえます。
［スピーカー設定］の項目を調整してい
る間は、調整しているスピーカーから
テストトーンが聞こえます。
以下の方法でレベルを調整します。

1
2

［テストトーン］を［入］にする。
/ボタンを押して、［レベル］を選
び、決定ボタンを押す。

3

/ボタンを押して、設定したいス
ピーカーを選び、決定ボタンを押
す。

4

/ボタンを押して、左または右の
スピーカーを選び、/ボタンを押
して、レベルを調整する。

5
6
7

決定ボタンを押す。
手順3〜5を繰り返す。
戻るボタンを押す。
元の画面に戻ります。

8

/ボタンを押して、［テストトー

9

/ボタンを押して、［切］を選び、

ン］を選び、決定ボタンを押す。
決定ボタンを押す。
ご注意
• テストトーンはHDMI出力（ARC）端子か
らは出力されません。
• サブウーファーから音が出力されない場合
は、サブウーファーの音量が0になっていな
いかどうか確認してください。
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ご注意
• 壁の材質や強度に合わせた市販のネジをご
用意ください。壁の材質によっては破損す
るおそれがあります。ネジは柱部分にしっ
かりと固定してください。スピーカーは補
強された壁に水平に取り付けてください。
• 販売店や工事店に依頼して、安全性に充分
考慮して確実な取り付けを行ってください。
• 取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使
用、天災などによる事故、損傷につきまし
ては、当社は一切責任を負いません。

1

バースピーカー底面にある
壁掛け用ブラケット取り付
け用穴に、付属の壁掛け用
ブラケットを図の向きに付
属のネジで固定する。
壁掛け用ブラケットはバースピー
カー底面の左右2か所に取り付けま
す。

ネジ
（付属）

3

壁にネジをとめる。
図のようにネジが壁から突き出すよ
うにとめてください。

バースピーカーの場合

940 mm

壁掛け用ブラケット
（付属）

5 mmから
7 mm

サラウンドスピーカーの場合

スピーカー背面の穴に合う
市販のネジを用意する。

その他の機能

2

4 mm
30 mm以上

10 mmから
12 mm

バースピーカー：4.6 mm
サラウンドスピーカー：

5 mm
10 mm
スピーカー背面の穴
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4 スピーカー背面の穴をネジ
にかける。

スピーカー背面の穴とネジの位置を
合わせてから、取り付けてくださ
い。

バースピーカーの場合

2箇所同時に取り付けてください。

サラウンドスピーカーの場合
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本機の使用上の注意事項
本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。こ
の周波数帯では電子レンジ等の産業・科

使用上のご注意
• 次のような場所には置かないでください。
− 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤など
が塗られている床に本機を置くと、床に
変色、染みなどが残る場合があります。
− チューナーやテレビ、ビデオデッキと
いっしょに使用するとき、雑音が入った
り、映像が乱れたりすることがありま
す。このような場合は、本機をそれらの
機器から離して設置してください。
− 電子レンジや大きなスピーカーなど、強
力な磁気を発するものの近く。
• 本機は、ハイパワーアンプを搭載していま
す。そのため、本機背面の通風孔をふさぐ
と、内部の温度が上昇し、故障の原因とな
ることがあります。通風孔を絶対にふさが
ないでください。
• 使用中に本体の温度が上昇することがあり

学・医療用機器のほか、他の同種無線
局、工場の製造ライン等で使用される免
許を要する移動体識別用構内無線局、免
許を要しない特定の小電力無線局、アマ
チュア無線局等（以下「他の無線局」と
略す）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで「他の
無線局」が運用されていないことを
確認してください。

2. 万一、本機と「他の無線局」との間
に電波干渉が発生した場合には、速
やかに本機の使用場所を変えるか、
または機器の運用を停止（電波の発
射を停止）してください。

3. 不明な点その他お困りのことが起き
たときは、ソニーの相談窓口までお
問い合わせください。ソニーの相談
窓口については、本取扱説明書の裏
表紙をご覧ください。
この無線製品は

• 壁掛け時は、下から3 cm以上の高さに取り

2.4 GHz帯を使用し

付けてください。

ステレオを聞くときのエチケット
ステレオで音楽をお楽しみ
になるときは、隣近所に迷

ます。変調方式とし
てDS-SS変調方式お
よびOFDM変調方式を採用し、与干渉距
離は40 mです。

惑がかからないような音量

この無線製品は

でお聞きください。特に、

2.4 GHz帯を使用し

夜は小さめな音でも周囲に

ます。変調方式とし

はよく通るものです。
窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるな
どお互いに心を配り、快い生活環境を守りま

その他

ますが、故障ではありません。

てFH-SS変調方式を
採用し、与干渉距離は80 m です。

しょう。このマークは音のエチケットのシン

法令により本機の5 GHz帯無線装置を屋外で

ボルマークです。

使用することは禁止されています。
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インストールしたSongPalを使って、本機能
を無効にすることができます。
ただし、本機能を無効にしても、安定してご
使用いただくため等により、ソフトウェアを
自動でアップデートすることがあります。
また、本機能を無効にしても、お客様の操作

IEEE 802.11a/b/g/n準拠（W52/W53/
W56）
機器認定について

で、システムソフトウェアをアップデートす
ることは可能です。
詳しい設定方法は「設定メニューを使う」
（24ページ）をご確認ください。

本機は、電波法に基づく小電力データ通信シ

ソフトウエアアップデート中は、本機をご使

ステムの無線設備として、認証を受けていま

用いただけない場合があります。

す。従って、本機を使用するときに無線局の
免許は必要ありません。

商標について

ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられ

• 本機はドルビーデジタル*およびDolby

ることがあります。

Digital Plus、Dolby TrueHDデコーダー、
MPEG-2 AAC（LC）デコーダー、DTS**お
よびDTS 96/24デコーダー、DTS-HDデ

• 本機を分解／改造すること

テレビ画面に色むらが起きたら

コーダーを搭載しています。

本機のスピーカーによりテレビ画面に色むら

テレビから離してください。

* ドルビーラボラトリーズからの実施権に
基づき製造されています。Dolby、ドル
ビー、Pro Logic、“AAC” ロゴ及びダブル
D記号はドルビーラボラトリーズの商標で

第三者が提供するサービスに関する

** DTS特許については、下記のウェブサイ

が起きた場合は、テレビの電源を切り、15分
〜30分後に再びスイッチを入れてください。
それでも色むらが残るときは、本機をさらに

す。

免責事項

トをご覧ください。

第三者が提供するサービスは、予告なく、変

http://patents.dts.com
DTS Licensing Limitedに基づき製造され
ています。DTS、DTS-HD、シンボル、お
よびDTSとシンボルの組み合わせは登録
商標です。© DTS, Inc. All Rights
Reserved.

更・停止・終了することがあります。ソニー
は、そのような事態に対していかなる責任も
負いません。

アップデートに関する注意
本機は、有線LANもしくは無線LANでイン
フトウェアを自動で最新にアップデート（更

BLUETOOTH®とそのロゴマークは、
Bluetooth SIG, INC. の商標で、ソニーはラ

新）する機能を有しています。

イセンスに基づき使用しています。他のト

アップデートすることで、新しい機能が追加

レードマークおよびトレード名称について

されたり、より便利かつ安定してご使用にな

は、個々の所有者に帰属するものとします。

ターネットに接続してご使用になる場合、ソ

ることができます。
ソフトウェアを自動でアップデートさせたく
ない場合は、スマートフォン／タブレットに
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•

•

HDMI、High-Definition Multimedia
Interface、およびHDMIロゴ は、米国およ
びその他の国におけるHDMI Licensing
Administrator, Inc.の商標または登録商標

•

ニー株式会社の商標です。
•

NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびそ
の他の国における商標あるいは登録商標で

す。
• 本機はFraunhofer IISおよびThomsonの

MPEG Layer-3オーディオコーディング技

す。
•

Android、Google、Google Play、
Chromecast built-in、およびその他の関連
するマークやロゴは、Google LLCの商標で

術と特許に基づく許諾製品です。
•

本製品にはMicrosoftの知的財産権の対象で

“Xperia” はSony Mobile
Communications AB の商標または登録商

ある技術が含まれています。Microsoftから
使用許諾を得ることなく、この技術を本製

標です。

品以外で使用または頒布することは禁じら
れています。

•「おサイフケータイ」は株式会社ＮＴＴドコ
モの登録商標です。
•

Windows Mediaは米国および／またはそ
の他の国におけるMicrosoft Corporation
の登録商標または商標です。

す。
•

“PlayStation®” は株式会社ソニー・コン
ピュータエンタテインメントの登録商標で

です。
•

“x.v.Color” および “x.v.Color” ロゴは、ソ

•

1995-2013 Opera® Devices SDKはOpera
Software ASAの登録商標です。

•

Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Access®および
Wi-Fi Alliance®、およびWi-Fi CERTIFIED
Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標で

Apple、iPhone、iPod、iPod touchは米
国および他の国々で登録されたApple Inc.
の商標です。
「iPhone」の商標は、アイホ

その他

ン株式会社からライセンスを受け使用して
います。App StoreはApple Inc.のサービ
スマークです。
•「Made for Apple」バッジは、アクセサリ
が本バッジに記載されたアップル製品専用
に接続するように設計され、アップルが定

す。

める性能基準を満たしていることを示しま

Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™およ
び、Wi-Fi Protected Setup™および
Miracast™は、Wi-Fi Allianceの商標です。

す。
アップルは、本製品の機能および安全およ
び規格への適合について一切の責任を負い
ません。

•

LDAC™およびLDACロゴは、ソニー株式会
社の商標です。

• “ブラビアリンク” および “BRAVIA Link” ロ
ゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

•

LDACは、ソニーが開発したハイレゾ音源
をBluetooth経由でも伝送可能とする音声

•

“ClearAudio＋” はソニー株式会社の登録商

圧縮技術です。

標です。

SBC等の既存Bluetooth向け圧縮技術とは
異なり、ハイレゾ音源を低い周波数・低い
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ビット数へダウンコンバートすることなく
処理します*。また極めて効率的な符号化や
パケット配分の最適化を施すことで、従来
技術比約3倍**のデータ量の送信を可能と
し、これまでにない高音質のBluetooth無
線伝送を実現しています。

* DSDフォーマットは除く。
** 990kbps（96/48kHz）または909kbps
（88.2/44.1kHz）のビットレートを選択し
た場合のSBC（Subband Coding）との
比較。
• 本機には、GNU General Public License
（"GPL"）または GNU Lesser General

Public License （"LGPL"）の適用を受ける
ソフトウエアが含まれております。このた
め、お客様には GPL/LGPL の条件に従っ
て、これらのソフトウエアのソースコード
の入手、改変、再配布の権利があることを
お知らせいたします。

GPL または LGPL、その他、本機に含まれ
るソフトウエアのライセンスについて、詳
しくは本機の［設定］メニューの［本体設
定］の［ソフトウェアライセンス］をご覧
ください。
また、本機に含まれる GPL/LGPL の適用を
受けるソフトウエアのソースコードは、

Web で提供しております。ダウンロードす
るには、以下の URL へアクセスしてくださ
い。

URL : http://oss.sony.net/Products/Linux
ただし弊社では、このソースコードの内容
に関する質問には一切お答えできません。
•

DSEEは、ソニー株式会社の商標です。

• 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。
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安全のために

下記の注意事項を守らないと火災・感電によ
り死亡や大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない
本機の上に熱器具、花瓶など液体が
入ったものやローソクを置かない
火災や感電の危険をさけるために、
本機を水のかかる場所や湿気のある
場所では使用しないでください。ま
た、本機の上に花瓶などの水の入っ
たものを置かないでください。
本機の上に、例えば火のついたローソクのよ
うな、火炎源を置かないでください。
 万一、水や異物が入ったときは、すぐに
本体の電源ボタンを切り、電源プラグを
コンセントから抜き、お買い上げ店また
はソニーサービス窓口にご相談ください。

風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふ
さいだりしない

電源プラグは抜き差ししやすいコンセ
ントに接続する
本機は容易に手が届くような電源コ
ンセントに接続し、異常が生じた場
合は速やかにコンセントから抜いて
ください。通常、本機の電源スイッ
チを切っただけでは、完全に電源から切り離
せません。

火災や感電、けがの原因となるこ
とがあります。
 内部の点検や修理はお買い上
げ店またはソニーサービス窓
口にご依頼ください。

雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグ
に触れない
感電の原因となります。

本機を日本国外で使わない
交流100Vの電源でお使いくださ
い。海外など、異なる電源電圧の
地域で使用すると、火災・感電の
原因となります。

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。
• 設置時に、製品と壁や棚との間
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。
• 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
• 熱器具に近づけない。加熱しない。
• 移動させるときは、電源コードを抜く。
• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを
持って抜く。
 万一、電源コードが傷んだら、お買い上
げ店またはソニーサービス窓口に交換を
ご依頼ください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所
や、直射日光のあたる場所には置かな
い
上記のような場所に置くと、火災や
感電の原因となることがあります。
特に風呂場などでは絶対に使用しな
いでください。
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布をかけたり、毛足の長いじゅうた
んや布団の上または機器を本箱や組
み込み式キャビネットのような通気
が妨げられる狭いところに設置しな
いでください。壁や家具に密接して置いて、
通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げになる
ようなことはしないでください。過熱して火
災や感電の原因となることがあります。

キャビネットを開けたり、分解や改造
をしない

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家

財に損害を与えたりすることがあります。
上に乗ったり、座ったりしな
い
落ちてけがの原因となることがあ
ります。また、本機を傷める原因
となります。

上に物を置かない
落ちてけがの原因となることが
あります。
また、本機を傷める原因となり
ます。

ぬれた手で電源プラグにさ
わらない
感電の原因となることがありま
す。

大音量で長時間つづけて聞かな
い
耳を刺激するような大きな音量で長
時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与え
ることがあります。
 呼びかけられたら気がつくくらいの音量
で聞くことをおすすめします。

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いた所など
に置くと、製品が落下してけがの
原因となることがあります。また、置き場
所、取り付け場所の強度も充分に確認してく
ださい。

コード類は正しく配置する
電源コードやAVケーブルは足に
ひっかけると機器の落下や転倒な
どにより、けがの原因となることがありま
す。充分に注意して接続、配置してくださ
い。

移動させるとき、長期間
使わないときは、電源プ
ラグを抜く
長期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。絶縁劣化、漏電など
により火災の原因となることがあります。

お手入れの際、電源プラ
グを抜く
電源プラグを差し込んだまま
お手入れをすると、感電の原
因となることがあります。

可燃ガスのエアゾールやスプ
レーを使用しない
清掃用や潤滑用などの可燃性ガス
を本機に使用すると、モーターやスイッチの
接点、静電気などの火花、高温部品が原因で
引火し、爆発や火災が発生するおそれがあり
ます。

設置上のご注意
本機の角でけがなどをしないように、お気を
つけください。

病院などの医療機関内、医
療用電気機器の近くではワ
イヤレス機能を使用しない
電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動
作による事故の原因となるおそれがありま
す。

本製品を使用中に他の機器に
電波障害などが発生した場合
は、ワイヤレス機能を使用し
ない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原
因となるおそれがあります。

バースピーカーについて
機銘板は底面に貼ってあります。
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電池についての安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必
ずお守りください。

電池の液が漏れたときは
素手で液をさわらない
電池の液が目に入ったり、身体や
衣服につくと、失明やけが、皮膚
の炎症の原因となることがありま
す。液の化学変化により、時間が
たってから症状が現れることもあります。

必ず次の処理をする
 液が目に入ったときは、目をこ
すらず、すぐに水道水などのき
れいな水で充分洗い、ただちに
医師の治療を受けてください。
 液が身体や衣服についたときは、すぐに
きれいな水で充分洗い流してください。
皮膚の炎症やけがの症状があるときは、
医師に相談してください。

電池は乳幼児の手の届かない所
に置く
電池は飲み込むと、窒息や胃などへ
の障害の原因となることがありま
す。
 万一、飲み込んだときは、ただちに医師
に相談してください。

電池を火の中に入れない、加
熱・分解・改造・充電しない、
水でぬらさない、火のそばや直
射日光のあたるところなど高温
の場所で使用・保管・放置しない
破裂したり、液が漏れたりして、けがややけ
どの原因となることがあります。

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が
漏れたりして、けがややけどの原因となるこ
とがあります。

＋と−の向きを正しく入れる
＋と−を逆に入れると、ショートし
て電池が発熱や破裂をしたり、液が
漏れたりして、けがややけどの原因
となることがあります。
 機器の表示に合わせて、正しく入れてく
ださい。

使い切ったときや、長時間使用しない
ときは、電池を取り出す
電池を入れたままにしておくと、過
放電により液が漏れ、けがややけど
の原因となることがあります。
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指定以外の電池を使わない、新
しい電池と使用した電池または
種類の違う電池を混ぜて使わな
い



故障かな？と思っ
たら

HDMIでつなぐ場合、HDCP

（Highbandwidth Digital Content

Protection）に対応していない機器に
本機をつないでいないか確認してくだ
さい。つないだ機器の取扱説明書をご
覧ください。

本機の調子がおかしいとき、修理に出


れでも正常に動作しないときは、お買

HDMIケーブルを抜いて、差し直してく
ださい。HDMIケーブルは、奥までしっ

い上げ店またはソニーサービス窓口、

かり差し込んでください。

す前にもう一度点検してください。そ

ソニーの相談窓口（裏表紙）にお問い
合わせください。

HDMI入力（1/2/3）端子からの3D
コンテンツがテレビ画面に表示され
ない。

電源
電源が入らない
 電源コードがしっかり差し込まれてい
るか確認する。

 テレビまたはビデオ機器によっては3D
コンテンツが表示されない場合があり
ます。対応しているHDMIの映像フォー
マットを確認してください（77ペー
ジ）
。

 電源コードをコンセントから抜いて電
源を切り、数分後に再び電源を入れて

HDMI入力（1/2/3）端子からの4K

ください。

コンテンツがテレビ画面に表示され
ない。

映像

 テレビまたはビデオ機器によっては4K
コンテンツが表示されない場合があり

映像が出ない、正しく出力されない。

ます。テレビとビデオ機器の映像設定

 適切な入力を選んでください（6ペー

と機能を確認してください。

ジ）
。
 バースピーカーのINPUTボタンを押し
ながら、VOLUME ＋、VOLUME −、
VOLUME ＋ボタンを押して、本機の映

ください。

本機がスタンバイ状態のときに、テ

像出力解像度設定を最低に戻してくだ

レビ映像が見れない。

さい。

 本機がスタンバイ状態のとき、本機の

HDMI接続時に映像が出ない。


 ハイスピードHDMI ケーブルをお使い

電源が切れる前に選んだHDMI機器から
の映像が表示されます。他の機器から

HDCP 2.2対応機器を接続するときは、
機器をHDMI入力（1）端子に、テレビ
をHDMI出力（ARC）端子に接続したこ

のコンテンツをご覧になっている場合、

とを確認してください。

電源を入れて使いたいHDMI機器を選ん

コンテンツをその機器で再生し、ワン
タッチプレイで操作をするか、本機の
でください。
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［HDMI設定］の［スタンバイスルー］
を［入］にしてください（29ページ）。

テレビ全体に表示されない。
［映像設定］の［テレビタイプ］の設定
を確認してください（25ページ）。
 ディスクに記録されている映像のアス
ペクト比が固定されていないか確認し
てください。

テレビ画面に色むらが起きる。
 色むらが起きた場合は、いったんテレ
ビの電源を切り、15分〜30分後にもう
一度電源を入れてください。
 スピーカーの近くに磁気を発生するも
の（テレビスタンドの留め金、医療用
機器、おもちゃなど）がないように注
意してください。

HDMI端子につないだ機器の映像が
乱れる。


HDMI端子につないだ機器の映像が乱れ
設定］の［Video Direct］を「入」に
設定してください（26ページ）
。

の取扱説明書をご覧ください。
 テレビとバースピーカーをつないでい
るHDMIケーブル、光デジタル音声ケー
ブル、またはアナログ音声ケーブルの
接続を確認する（スタートガイド（別
冊）を参照）。
 テレビの音量を上げる、または消音状
態を解除する。
 オーディオリターンチャンネル（ARC）
機能に対応しているテレビをHDMI接続
しているときは、テレビ側のHDMI入力
（ARC）端子に接続されているか確認す
る（スタートガイド（別冊）を参照）
。
 オーディオリターンチャンネル（ARC）
機能に対応していないテレビをHDMI接
続しているときは、光デジタル音声
ケーブルも接続する。HDMI接続だけで
はテレビの音が出ません（スタートガ
イド（別冊）を参照）。
［HDMI設定］の［HDMI機器制御］を
［入］にして、［オーディオリターン
チャンネル（ARC）］を［自動］にして
ください。（29ページ）

本機とテレビの両方から音が出る。

音声

 本機またはテレビを消音する。

本機からテレビの音声が出ない。

本機から出るテレビの音声が映像よ

 ホームメニューから［TV］を選ぶ（6

り遅れる。

ページ）。
 テレビと本機の電源を入れる順番に
よっては、本機が消音状態になり、本
機の表示窓に「Muting」と表示される
場合があります。その場合は、テレビ

［画音同期調整］が［25msec］〜
［300msec］に設定されていたら、
［0msec］に設定する（34ページ）
。

バースピーカーにつないだ機器の音

の電源を入れてから、本機の電源を入

声が出ない、または音が小さい。

れてください。

 リモコンの音量＋ボタンを押して、音

 テレビ（ブラビア）のスピーカー設定

量を上げる（70ページ）。

をオーディオシステムに切り換えてく
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ることがあります。その場合は、［映像

ださい。設定方法については、テレビ

 リモコンの消音ボタンや音量＋ボタン
を押して、消音機能を解除する（70
ページ）
。
 正しい入力を選んでいるか確認する。

カーから音声が出ない。」（63ページ）
の項目をご覧ください。

サブウーファーの音声が出ない、ま

また、リモコンの入力切換ボタンを繰

たは小さい。

り返し押して入力を切り換えてみる（6

 サブウーファーの電源コードがしっか

ページ）
。
 つないだ機器の端子とバースピーカー
の端子が、奥までしっかり差し込まれ
ているか確認する。
 音声フォーマットによっては、音声が
出ない場合があります。対応している
音声フォーマットを確認してください
（72ページ）
。

り挿し込まれていてることを確認して
ください。
 リモコンのSW音量＋ボタンを押して、
サブウーファーの音量を上げる（70
ページ）
。
 サブウーファーの電源ランプが緑色に
点灯していることを確認する。
緑色に点灯していない場合は、
「ワイヤ
レスサウンドシステム（サブウー

サラウンドスピーカーの音が出ない、
ほとんど聞こえない。
 サラウンドスピーカーの電源コードが
しっかり挿し込まれていてることを確
認してください。

ファー／サラウンドスピーカー）
」の
「サブウーファー／サラウンドスピー
カーから音声が出ない。
」（63ページ）
の項目をご覧ください。
 サブウーファーは、低音を再生するた

 マルチチャンネル音声でサラウンド音

めのスピーカーです。低音の少ない入

声が記録されていないソースはサラウ

力ソース（テレビ放送など）では、サ

ンドスピーカーから音はでません。

ブウーファーの音が聞こえにくいこと

2チャンネル音声でサラウンドスピー

があります。



カーから音を出したい場合は、リモコ
ンのCLEARAUDIO+ボタンを押してサ
ウンドフィールドを［ClearAudio+］
に設定してください。
 ソースによってはソフトの音声効果上、
サラウンドスピーカーの音が小さく記
録されている場合があります。
 サラウンドスピーカーの電源ランプが
緑色に点灯していることを確認する。
緑色に点灯していない場合は、
「ワイヤ
レスサウンドシステム（サブウー
ファー／サラウンドスピーカー）
」の
「サブウーファー／サラウンドスピー
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サラウンド効果が得られない。
 サウンドフィールドの設定と入力信号
によっては、サラウンド処理による臨
場感が得られないことがあります。ま
た、番組やディスクによってはサラウ
ンド成分が少ないことがあります。
 マルチチャンネルの音声を再生するに
は、つないだ機器のデジタル音声設定
を確認する。
詳しくは、接続機器に付属の取扱説明
書をご覧ください。

USB機器

本機の状態

USB機器が認識されない。

BLUETOOTHスタン 消灯

 以下を試してください。

バイ中
（電源オフ時）

 本機の電源を切る。
 USB機器を抜いて、つなぎ直す。
 本機の電源を入れる。


入っているか、BLUETOOTH機能が有

しっかりつながれているかどうか確認

効になっているか確認する。
 本機とBLUETOOTH機器をできるだけ

USB機器やUSBケーブルが破損していな
いか確認してください。




 接続相手のBLUETOOTH機器に電源が

USB機器（7ページ）が （USB）端子に
してください。



ランプ（青
色）の状態

近づける。
 本機とBLUETOOTH機器を再度、ペア

USB機器がオンになっているかどうか

リングする。

確認してください。

BLUETOOTH機器側で、本機の登録を

USB機器がハブを経由してバースピー

解除する必要がある場合があります。

カーとつながっている場合は、USB機

 ペアリング情報が消えている場合があ

器をハブからはずして、バースピー

ります。もう一度ペアリング操作を

カーに直接つないでください。

行ってください（11ページ）。

ペアリングできない。

BLUETOOTH

 本機とBLUETOOTH機器をなるべく近

 バースピーカーのランプ（青色）が点

 無線LANや他の2.4 GHz無線機器や電子
レンジなどの影響を受けていないか確

灯していることを確認する（11ペー

認する。電磁波を発生する機器がある

ジ）。

本機の状態

場合は、その機器を本機から離して使

ランプ（青
色）の状態

BLUETOOTHペアリ 速く点滅
ング中

BLUETOOTH接続待 点滅

う。

NFC機能が使えない。


NFC機能はBLUETOOTH対応レシー
バー（ヘッドホンなど）では働きませ
ん。BLUETOOTH対応レシーバー

機中

（ヘッドホンなど）で音楽を聞く場合

BLUETOOTH接続完 点灯

（ヘッドホンなど）に送信して音声を聞

了

は、「BLUETOOTH対応レシーバー
く」（13ページ）をご覧ください。
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その他

づけてからペアリングを行う。

BLUETOOTH接続ができない。

つないだBLUETOOTH機器からの音

本機をネットワークにつなげない、

が出ない。

またはネットワーク接続が不安定に

 バースピーカーのランプ（青色）が点

なる。

灯していることを確認する（11ペー
ジ）
。
 本機とBLUETOOTH機器をできるだけ
近づける。
 無線LANや他のBLUETOOTH機器、電

 ネットワークの接続と設定を確認して
ください（31ページ）。
 壁の素材、ラジオ電波の状態、本機と
無線LANルーター間の障害物などの使

磁波を発生する機器がある場合は、そ

用環境によって、通信距離が短くなる

の機器を本機から離して使う。

ことがあります。本機と無線LANルー

物がある場合は、障害物を避けるか取
り除く。
 接続相手のBLUETOOTH機器の位置を
変える。



ていることを確認してください。

子レンジを使用している場所など、電

 本機とBLUETOOTH機器との間に障害



 無線LANルーターの電源がオンになっ

Wi-Fiルーターやパソコンなどの無線
LAN周波数を5 GHz帯に切り換えてみ

ターを近づけてください。
 電子レンジ、BLUETOOTH機器、デジ
タルコードレス機器などの2.4 GHzの周
波数帯域を使う機器は、通信に影響を
与えることがあります。それらの機器
を遠ざけるか、電源を切ってください。
 特に本機のBLUETOOTH機能を使って

る。

いるときは無線LAN接続が使用環境に

BLUETOOTH機器側の音量を上げる。

より不安定になることがあります。使
用環境を検討してください。

ネットワーク接続
ネットワークにつながらない。
 ネットワークの接続と設定を確認して
ください（31ページ）。

ワイヤレスルーターがワイヤレス
ネットワークのリストに表示されな
い。
 戻るボタンを押して前の画面に戻り、
［無線LAN設定（内蔵）］をお試しくだ
さい（16ページ）。それでもワイヤレス

無線LAN接続
［WPS（プッシュボタン方式）］を

ルーターが検出されないときは、ネッ
トワークリストから［新しい接続先の
登録］を選んでから［手動登録］を選

行ったあとにパソコンをインター

び、ネットワーク名（SSID）を手動で

ネットにつなぐことができない。

入力します。

 ルーターの設定をする前にWi-Fi保護設
定機能を使うと、ルーターのワイヤレ
ス設定が自動的に変わることがありま
す。その場合はパソコンのワイヤレス
設定を変えてください。
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ワイヤレスサウンドシステ
ム（サブウーファー／サラ
ウンドスピーカー）

 サブウーファー／サラウンドスピー
カーの電源ランプが赤色に点滅してい
る。
ー サブウーファー／サラウンドス
ピーカーの（入／スタンバイ）

サブウーファー／サラウンドスピー

を押して電源を切り、サブウー

カーから音声が出ない。

ファー／サラウンドスピーカーの

 サブウーファー／サラウンドスピー

通気孔がふさがっていないか確認

カーの電源コードがしっかり差し込ま
れているか確認する（スタートガイド
（別冊）を参照）。

する。
 サブウーファーは、低音を再生するた
めのスピーカーです。低音の少ない入

 サブウーファー／サラウンドスピー

力ソース（テレビ放送など）では、サ

カーの電源ランプが消灯している。

ブウーファーの音が聞こえにくいこと

ー サブウーファー／サラウンドス
ピーカーの電源コードがしっかり
差し込まれているか確認する。

があります。
 リモコンのSW音量＋ボタンを押して、
サブウーファーの音量を上げる（70

ー サブウーファー／サラウンドス

ページ）。

ピーカーの（入／スタンバイ）
を押して電源を入れる。
 サブウーファー／サラウンドスピー

音が途切れる、ノイズが出る。
 無線LANや電子レンジを使用している
場所など、電磁波を発生する機器があ

カーの電源ランプが緑色にゆっくり点

る場合は、その機器から離れて使う。

ー サブウーファー／サラウンドス

 バースピーカー、サブウーファーとサ

ピーカーの電源ランプが緑色に点

ラウンドスピーカーとの間に障害物が

灯するようにサブウーファー／サ

ある場合は、障害物を避けるか取り除

ラウンドスピーカーの位置をバー
スピーカーの近くに動かす。

く。
 バースピーカー、サブウーファーとサ

ー「ワイヤレスの設定をする（サブ

ラウンドスピーカーをできるだけ近づ

ウーファー／サラウンドスピー
カー）」（43ページ）の手順を行
う。
ー ワイヤレスサウンドシステムの接
続状態を確認する（43ページ）
。
 サブウーファー／サラウンドスピー
カーの電源ランプが緑色に速く点滅し

ける。


Wi-Fiルーターやパソコンなどの無線
LAN周波数を2.4 GHz帯に切り換えてみ
る。

 テレビ、ブルーレイディスクレコー
ダーなどの無線LANを有線LANに切り
換えてみる。

ている。
ー お近くのソニーサービス窓口にご
相談ください。
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その他

滅、または、赤色に点灯している。

リモコンが機能しない

 映像機器の音声出力をHDMIケーブル以
外で本機につなぐと、“ブラビアリンク”
が影響して音声が出ないことがありま

本機のリモコンが機能しない。

す。その場合は、
［HDMI機器制御］の

 バースピーカーのリモコン受光部に向

設定を［切］にする（29ページ）か、

けて操作する（66ページ）。

映像機器の音声出力端子もテレビにつ

 リモコンと本機との間に障害物を置か
ない。
 電池が古い場合は、すべての電池を新

ないでください。
 “ブラビアリンク” 機能で制御できる機
器の種類と数は、HDMI CEC規格で以

しいものに取り換える。

下のとおり制限されています。

 リモコンの正しいボタンを押している

ー 録画機器（ブルーレイディスクレ

か確認する。

コーダー、DVDレコーダーなど）：

3台まで

テレビのリモコンが機能しない


ー 再生機器（ブルーレイディスクプ

IRリピーター機能を有効にする（42

レーヤー、DVDプレーヤーなど）：

ページ）
。

本機を含む3台まで
ー チューナー関連機器：4台まで

その他

ー オーディオシステム（AVアンプ／
ヘッドホン）：本機1台のみ

HDMI機器制御がうまく働かない。


HDMI接続を確認する（スタートガイド

（別冊）を参照）｡
 テレビのHDMI機器制御機能の設定を行
う。
テレビ側の設定方法については、テレ

バースピーカーの表示窓に「PRTCT
（プロテクト）
」、「PUSH」、
「POWER」と点滅表示される。
 （入／スタンバイ）を押して電源
を切り、表示が消えたら電源コードを

ビに付属の取扱説明書をご覧ください。

抜き、バースピーカーの通気孔がふさ

 つないだ機器が “ブラビアリンク” に対

がっていないか点検する。

応していることを確認する。
 つないだ機器のHDMI機器制御設定を確

本機の表示窓に「BT TX」と表示され

認する。

る

お使いの機器に付属の取扱説明書をご

 リモコンの受信/送信ボタンを押して

覧ください。
 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る。

［BLUETOOTHモード］を［受信］に切
り換える。
「BT TX」と表示されている場合は、
［BLUETOOTHモード］が［送信］に
なっています（13ページ）。リモコンの
受信/送信ボタンを押すと
［BLUETOOTHモード］が［受信］に切
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り換わり、本機の表示窓に選択してい
る入力が表示されます（28ページ）。

テレビの各種センサーが正常に動作

5 初期化したい項目を選ぶ。
6［実行］を選ぶ。

しない。

初期化をキャンセルするには

 バースピーカーの置きかたによっては、

手順6で［中止］を選ぶ。

バースピーカーがテレビの各種セン
サー（明るさセンサーなど）や、リモ
コン受光部、赤外線方式3Dグラス対応
の3Dテレビの「3Dグラス用発信部（赤
外線通信）」、無線通信をさえぎる可能
性があります。その場合は、各種セン
サーなどが正常に動作する位置まで
バースピーカーをテレビから離してく
ださい。各種センサーやリモコン受光
部の位置については、テレビに付属の
取扱説明書をご覧ください。

バースピーカーのボタンが動作しな
い。
 チャイルドロックを解除する（40ペー
ジ）

その他

リセット
上記の処置をしても正常に動作しない
ときはリセットしてください。

1
2
3

リモコンの電源ボタンを押
して本機の電源を入れる。
ホームボタンを押す。
ホームメニューから ［設
定］- ［設定初期化］を選
ぶ（32ページ）。

4［お買い上げ時の状態に設
定］を選ぶ。
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各部の名前と働き
バースピーカー
前面

 （入／スタンバイ）ボタン


INPUT（入力切換）ボタン



PAIRING（ペアリング）ボタン



VOLUME（音量）＋／−ボタン



Nマーク

 ランプ
•青色で速く点滅：BLUETOOTHペ
アリング中
•青色で点滅：BLUETOOTH接続待
機中
•青色で点灯：BLUETOOTH接続完
了

NFC機能を使うときは、NFC機能対
応機器をここにタッチします。

 リモコン受光部
 表示窓
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(USB)端子

背面



LAN（100）端子

 アナログ入力端子



HDMI出力（ARC）端子



HDCP 2.2に対応しています。

 デジタル入力（TV）端子

HDMI入力1端子



HDCP 2.2に対応しています。


HDMI入力2端子



HDMI入力3端子

その他



A.CAL MIC (ECM-AC3)端子
AVマウス端子

 電源コード
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サブウーファー

 電源ランプ
 （入／スタンバイ）ボタン


SECURE LINKボタン

 電源コード

68

サラウンドスピーカー

 電源ランプ
 （入／スタンバイ）ボタン


SECURE LINKボタン

 電源コード
その他
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リモコン

電源ボタン
本機の電源を入れる、またはスタン
バイ状態にします。

 サウンドフィールドボタン（8
ページ）
サウンド効果を選びます。

ClearAudio+、映画、ミュージッ
ク、ゲーム、ミュージックアリー
ナ、シネマスタジオ9.1ch、スタン
ダード

 本体表示ボタン（41ページ）
表示窓とLED表示の明るさを調整し
ます。

 カラーボタン（青／赤／緑／黄）
各種メニューへショートカットでき
ます。

 ミラーリングボタン（18ページ）
［スクリーンミラーリング］を選び
ます。

ペアリングボタン（11ページ）
本機をペアリング中の状態にしま
す。

 オプションボタン（9、33ペー
ジ）
音声切換ボタン、（再生）ボタン、
音量＋ボタンには、凸点（突起）が付
いています。操作の目印として、お使
いください。

 入力切換ボタン（6ページ）
再生する機器を選びます。

画面表示ボタン
再生情報をテレビ画面に表示しま
す。
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選択できるオプション機能をテレビ
画面または表示窓に表示します。
（選んだ機能によって表示される場
所が異なります。
）

戻るボタン
ひとつ前の表示画面に戻ります。

///ボタン
上下左右に動かして項目を選びま
す。

決定ボタン
選んだ項目を決定します。

ホームボタン（24ページ）
ホームメニューを表示または非表示
にします。

 消音ボタン

再生できるファイ
ルの種類
ミュージック

音を一時的に消します。

フォーマット

音量＋／−ボタン
音量を調節します。

MP3 （MPEG-1
.mp3
Audio Layer III）1）

SW（サブウーファー）音量＋／

AAC/HE-AAC1）, 2）

−ボタン
低音の音量を調節します。

 再生操作ボタン
詳しくは「聞く／見る」
（6ページ）
をご覧ください。

／（早戻し／早送り）ボ
タン
早戻しや早送りをします。

前または次のトラック／ファイルの
先頭に進みます。

.m4a, .aac3）

WMA9 Standard2） .wma
WMA10 Pro3）
1）

.wma
.wav

LPCM

FLAC2）

.flac, .fla

Dolby Digital
DSF2）

1）, 3）

.ac3
.dsf

2）, 4 ）

DSDIFF

.dff

AIFF2）

.aiff, .aif

2）

（再生）ボタン

ALAC

.m4a

再生を開始したり、再生を再開（つ

Vorbis3）

.ogg

その他

 /（前へ／後へ）ボタン

拡張子

づき再生）します。

（一時停止）ボタン
一時停止または再生を再開します。

（停止）ボタン

Monkey’s Audio3） .ape
フォト
フォーマット

拡張子

JPEG

.jpeg, .jpg, .jpe

受信/送信ボタン（28ページ）

PNG

.png5）

［Bluetoothモード］の［受信］と

GIF

.gif5）

再生を停止します。

音声切換ボタン（39ページ）
音声フォーマットを選びます。

［送信］を切り換えます。
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1)

2)

3)

4)

5)

本機は拡張子が「.mka」のフィイルも再
生できますが、ホームネットワーク上にあ
る場合は再生できません。
ホームネットワークサーバー上にある場
合、再生できないことがあります。
ホームネットワークサーバー上にある場
合、再生できません。
DST エンコードされたファイルは再生でき
ません。
アニメーションPNGまたはアニメーション
GIFファイルは再生できません。

再生対応フォー
マット
以下の音声フォーマットに対応してい
ます。
フォーマット

HDMI1 TV
HDMI2 （デジタ
HDMI3 ル入力）

ご注意
• ファイルのフォーマットや圧縮状況、録画
状態、またはホームネットワークサーバー
の状態によって再生できないことがありま
す。
• パソコンで記録や編集したファイルは再生
できないことがあります。

入力

LPCM 2ch

○

○

LPCM 5.1ch

○

ー

LPCM 7.1ch

○

ー

Dolby Digital

○

○

Dolby Digital
Plus

○

ー

Dolby TrueHD

○

ー

DSD

○

ー

DTS

○

○

DTS-ES
Discrete 6.1、
DTS-ES Matrix
6.1

○

○

DTS96/24

○

○

DTS-HD High
Resolution
Audio

○

ー

DTS-HD Master ○
Audio

ー

DTS-HD LBR

ー

• ファイルによっては早送り／早戻し再生が
できないことがあります。
• デジタル著作権管理（DRM ）などで保護さ
れたファイルや、ロスレスなどでエンコー
ドされたファイルは再生できません。
• 本機はUSB機器内の、以下のファイルおよ
びフォルダーを認識します：
− ルートフォルダーを含め、9階層目まで
のフォルダー
− 1つの階層にある500番目までのファイル
• 本機はホームネットワークサーバー内の、
以下のファイルおよびフォルダーを認識し
ます：
− 19階層目までのフォルダー
− 1つの階層にある999番目までのファイル
／フォルダー
•

USB機器によっては、本機で再生できない
ことがあります。

• 本機はマスストレージクラス（MSC）機器
（フラッシュメモリーやハードディスクな
ど）、静止画像キャプチャデバイスクラス
（SICD）機器、101キーボードを認識しま
す。
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○

フォーマット

MPEG-2 AAC

入力

HDMI1 TV
HDMI2 （デジタ
HDMI3 ル入力）

保証書とアフター
サービス

○

本機は日本国内専用です。電源電圧や

○

映像方式の異なる海外ではお使いにな
○：対応

れません。

ー；非対応

ご注意
•

HDMI入力（1/2/3）端子は、スーパーオー
ディオCDやDVDオーディオなどのコピー
プロテクションが含まれる音声フォーマッ
トは入力しません。

保証書
• この製品には保証書が添付されていま
すので、お買い上げの際にお買い上げ
店でお受け取りください。
• 所定事項の記入および記載内容をお確
かめのうえ、大切に保存してくださ
い。
• 保証期間は、お買い上げ日より1年間
です。

調子が悪いときはまずチェック
「故障かな？と思ったら」の項を参考に
して、故障かどうかを点検してくださ
い。
それでも具合の悪いときはソニーの相
談窓口へ
ソニーの相談窓口（裏表紙）へご相談
になるときは、次のことをお知らせく
ださい。
• 型名：HT-RT5
• つないでいるテレビやその他の機器の
メーカーと型名
• 故障の状態：できるだけ詳しく
• 購入年月日：
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その他

アフターサービス

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させ
ていただきます。詳しくは保証書をご
覧ください。
保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、
ご要望により有料修理させていただき

主な仕様
本機は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

バースピーカー（SA-RT5）

ます。

アンプ部

部品の保有期間について
当社ではステレオの補修用性能部品

実用最大出力（非同時駆動、JEITA*）

（製品の機能を維持するために必要な部
品）を製造打ち切り後8年間保有してい
ます。ただし、故障の状況その他の事
情により、修理に代えて製品交換をす
る場合がありますのでご了承ください。
部品の交換について
この製品は、修理の際に交換した部品
を再生、再利用する場合があります。
その際、交換した部品は回収させてい
ただきます。

フロントL／フロント Rスピーカー
ブロック：70 W × 2（各チャンネ
ル4 Ω、1 kHz）
センタースピーカーブロック：70
W（4 Ω、1 kHz）
入力
HDMI入力（1** /2/3）
デジタル入力（TV）
アナログ入力
出力

HDMI出力**（ARC）
* JEITA（電子情報技術産業協会）規定によ
る測定値です。

** HDMI入力1端子とHDMI出力（ARC）端
子はHDCP 2.2規格に対応しています。
HDCP 2.2は4K画像などのコンテンツ用に
新しく強化された著作権保護技術です。

HDMI部
端子

19ピン基準コネクター（Type A）

USB部
（USB）端子：

Aタイプ（USBメモリー、メモリー
カードリーダー、デジタルスチル
カメラ）
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LAN部
LAN（100）端子
100BASE-TX端子
無線LAN部
基準コンプライアンス

IEEE 802.11 a/b/g/n
使用周波数帯域

2.4 GHz、5 GHz

BLUETOOTH部
通信方式

BLUETOOTH標準規格 Ver.3.0
出力

BLUETOOTH標準規格 Power
Class 1

2)

3)
4)
5)

BLUETOOTHプロファイルとは、
BLUETOOTH機器の特性ごとに機能を標準
化したものです。
音声圧縮変換方式のことです。
Subband Codec の略です。
Advanced Audio Codingの略です。

フロントL／フロントRスピーカーブ
ロック部
形式

2ウェイスピーカーシステム
アコースティックサスペンション型
使用スピーカー
ウーファー：60 mm コーン型
トゥイーター：19 mm ソフトドー
ム型

最大通信距離

センタースピーカーブロック部

見通し距離約30 m1）
登録台数

形式

9台まで
使用周波数帯域

ウーファー：60 mm コーン型

変調方式

一般

FHSS
対応BLUETOOTHプロファイル2）
A2DP1.2（Advanced Audio
Distribution Profile）
AVRCP1.5（Audio Video Remote
Control Profile）

電源

対応コーデック3）

SBC4）、AAC5）、LDAC

AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力
電気用品安全法による表示：50 W
スタンバイ状態のとき：0.5 W以下
（設定について詳しくは、41ページ
をご覧ください。
）
最大外形寸法（約）（幅／高さ／奥行

対応コンテンツ保護

き）

SCMS-T方式
伝送帯域（A2DP）

1,080 mm × 56 mm × 128 mm

20 Hz 〜 20,000 Hz（44.1 kHz
サンプリング時）
1)

通信距離は目安です。周囲環境により通信
距離が変わる場合があります。

その他

2.4 GHz 帯（2.4 GHz 〜
2.4835 GHz）

フルレンジスピーカーシステム
アコースティックサスペンション型
使用スピーカー

（壁掛け用ブラケット非装着時）

1,080 mm × 127 mm × 91 mm
（壁掛け用ブラケット装着時）
質量（約）

3.8 kg
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サブウーファー
（SA-WRT5）
実用最大出力（非同時駆動、JEITA*）

140 W、4 Ω、80 Hz
* JEITA（電子情報技術産業協会）によ
る測定値です。

形式
サブウーファーシステム
バスレフ型
使用スピーカー

電源

AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力
電気用品安全法による表示：15 W
スタンバイ状態のとき：0.5 W以下
最大外形寸法（約）
（幅／高さ／奥行
き）

97 mm × 252 mm × 97 mm（突起
部除く）
質量（約）

1.5 kg

160 mm コーン型
電源

AC 100 V、50 Hz/60 Hz

ワイヤレストランスミッ
ター／レシーバー部

消費電力
電気用品安全法による表示：20 W
スタンバイ状態のとき：0.5 W以下
最大外形寸法（約）
（幅／高さ／奥行
き）

191 mm × 383 mm × 386 mm
質量（約）

8.5 kg

サラウンドスピーカー
（SA-SLRT5 （L）/SASRRT5 （R））
実用最大出力（非同時駆動、JEITA*）

50 W、4 Ω、1 kHz
* JEITA（電子情報技術産業協会）によ
る測定値です。

形式
フルレンジスピーカーシステム
バスレフ型
使用スピーカー

65 mm コーン型
フルレンジスピーカー
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通信方式

Wireless Sound Specification
version 3.0
使用周波数帯域

5.2 GHz 帯（5.180 GHz - 5.240
GHz）
変調方式

DSSS

対応iPhone/iPod
以下のモデルに対応しています。本機につな
いで使用する前にiPhone/iPodを最新のソフ
トウェアにアップデートしてください。

iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/
iPhone 3GS
iPod touch（5th generation）/iPod touch
（4th generation）

本機で対応している映像フォーマット入力／出力
（HDMIリピーターブロック）
3D
Side-bySide
（Half）

OverUnder
（Top-andBottom）

4096 × 2160p @ 59.94/60 Hz1） ○

−

−

−

4096 × 2160p @ 50 Hz1）

○

−

−

−

4096 × 2160p @ 23.98/24 Hz2） ○

−

−

−

3840 × 2160p @ 59.94/60 Hz1） ○

−

−

−

3840 × 2160p @ 50 Hz1）

○

−

−

−

3840 × 2160p @ 29.97/30 Hz2） ○

−

−

−

3840 × 2160p @ 25 Hz2）

○

−

−

−

3840 × 2160p @ 23.98/24 Hz2） ○

−

−

−

1920 × 1080p @ 59.94/60 Hz

○

−

○

○

1920 × 1080p @ 50 Hz

○

−

○

○

1920 × 1080p @ 29.97/30 Hz

○

○

○

○

1920 × 1080p @ 25 Hz

○

○

○

○

1920 × 1080p @ 23.98/24 Hz

○

○

○

○

1920 × 1080i @ 59.94/60 Hz

○

○

○

○

1920 × 1080i @ 50 Hz

○

○

○

○

1280 × 720p @ 59.94/60 Hz

○

○

○

○

1280 × 720p @ 50 Hz

○

○

○

○

1280 × 720p @ 29.97/30 Hz

○

○

○

○

1280 × 720p @ 23.98/24 Hz

○

○

○

○

2D

その他

Frame
packing

フォーマット
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3D

1)
2)

フォーマット

2D

Frame
packing

Side-bySide
（Half）

OverUnder
（Top-andBottom）

720 × 480p @ 59.94/60 Hz

○

−

−

−

720 × 576p @ 50 Hz

○

−

−

−

640 × 480p @ 59.94/60 Hz

○

−

−

−

YCbCr 4:2:0 / 8bit対応のみ
8bit対応のみ

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。
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−AVRCP 1.5（Audio Video Remote

BLUETOOTH無
線技術について
BLUETOOTH無線技術は、パソコンや

Control Profile）：再生、一時停止、
停止など、AV機器を操作する。
ご注意
•

BLUETOOTH機能を使うには、相手側
BLUETOOTH機器が本機と同じプロファイ

デジタルカメラなどのデジタル機器同

ルに対応している必要があります。ただし、

士で通信を行うための近距離無線技術

同じプロファイルに対応していても、

です。およそ10 m程度までの距離で通

BLUETOOTH機器の仕様により機能が異な

信を行うことができます。必要に応じ

る場合があります。

て2つの機器をつなげて使うのが一般的

•

BLUETOOTH無線技術の特性により、送信

な使いかたですが、1つの機器に同時に

側での音声・音楽再生に比べて、本機側で

複数の機器をつなげて使うこともあり

の再生がわずかに遅れます。

ます。
無線技術によってUSBのように機器同
士をケーブルでつなぐ必要はなく、ま
た、赤外線技術のように機器同士を向
かい合わせたりする必要もありません。
例えば片方の機器をかばんやポケット
に入れて使うこともできます。

BLUETOOTH標準規格は世界中の数千
であり、世界中のさまざまなメーカー
の製品で採用されています。

BLUETOOTH機能の対応バージョン
とプロファイル

見通し距離で約30 m以内で使用してく
ださい。
以下の状況においては、通信有効範囲
が短くなることがあります。
−BLUETOOTH接続している機器の
間に、人体や金属、壁などの障害物
がある場合

その他

社の会社が賛同している世界標準規格

通信有効範囲

−無線LANが構築されている場所
−電子レンジを使用中の周辺
−その他の電磁波が発生している場所

他機器からの影響

BLUETOOTH機器と無線LAN

プロファイルとは、BLUETOOTH機器

（IEEE802.11b/g）は同一周波数帯

の特性ごとに機能を標準化したもので

（2.4 GHz）を使用するため、無線LAN

す。本機は下記のBLUETOOTHバー

を搭載した他の機器の近辺で使用する

ジョンとプロファイルに対応していま

と、電波干渉が発生し、通信速度の低

す。

下、雑音や接続不能の原因になる場合

対応BLUETOOTHバージョン：
−BLUETOOTH標準規格Ver. 3.0
対応BLUETOOTHプロファイル：
− A2DP 1.2（Advanced Audio

Distribution Profile）：高音質な音楽コ
ンテンツを送受信する。

があります。この場合、次の対策を
行ってください。
−本機とBLUETOOTH機器を接続す
るときは、他の無線LAN搭載機器か
ら10 m以上離れたところで行う。
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−30 m以内で使用する場合は、無線

LANの電源を切る。
他機器への影響

BLUETOOTH機器が発生する電波は、
電子医療機器などの動作に影響を与え
る可能性があります。場合によっては
事故を発生させる原因になりますので、
次の場所では本機およびBLUETOOTH
機器の電源を切ってください。
−病院内／電車内／航空機内／ガソリ
ンスタンドなど引火性ガスの発生す
る場所
− 自動ドアや火災報知機の近く

電波法に基づく認証につい
て
本機に内蔵された無線装置は、電波法
に基づく小電力データ通信システムの
無線設備として認証を受けています。
従って、本機を使用するときに無線局
の免許は必要ありません。
ただし、以下の事項を行うと法律に罰
せられることがあります。
• 本機に内蔵の無線装置を分解／改造す
ること
• 本機に内蔵の無線装置に貼ってある証
明ラベルをはがすこと

ご注意
• 本機は、BLUETOOTH無線技術を使用した
通信時のセキュリティーとして、

BLUETOOTH標準規格に準拠したセキュリ
ティー機能に対応しておりますが、設定内
容等によってセキュリティーが充分でない
場合があります。BLUETOOTH無線通信を
行う際はご注意ください。
•

BLUETOOTH技術を使用した通信時に情報
の漏洩が発生しましても、弊社としては一
切の責任を負いかねますので、あらかじめ
ご了承ください。

• 本機と接続するBLUETOOTH機器は、

Bluetooth SIGの定めるBLUETOOTH標準
規格に適合し、認証を取得している必要が
あります。ただし、BLUETOOTH標準規格
に適合していても、BLUETOOTH機器の特
性や仕様によっては、接続できない、操作
方法や表示・動作が異なるなどの現象が発
生する場合があります。
• 本機と接続するBLUETOOTH機器や通信環
境、周囲の状況によっては、雑音が入った
り、音が途切れたりすることがあります。
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自動レンダラーアクセス許可 31

索引

出力映像解像度設定 25

数字
24p出力 25
4K出力 26

スクリーンミラーリング周波数設定 31

スクリーンミラーリング 18
スタンバイスルー 29
スピーカー設定 46
スライドショー 33

あ行

セキュアリンク 44

映像設定 25

接続サーバー設定 31

オーディオリターンチャンネル（ARC）

設定初期化 32

29

ソフトウェアアップデート 25

オーディオDRC 27

ソフトウェアアップデート通知 30

オートジャンルセレクター 28

ソフトウェアライセンス 31

お買い上げ時の状態に設定 32
オプションメニュー 33

た行

音声出力 27

タイムゾーン 30

音声設定 26

多重音声 39
チャイルドロック 40
通信設定 31

外部機器からの操作 32

テストトーン 48

画音同期調整 34

テレビタイプ 25

かんたん設定 32
かんたんネットワーク設定 32

な行

機器名 30

ナイトモード 9

機器リスト 28

入力スキップ設定 32

高速起動／ネットワークスタンバイ 30

入力レベル抑制設定 ー Analog 27

個人情報の初期化 32

ネットワーク 15

その他

か行

ネットワークコンテンツ24p出力 25

さ行

ネットワーク接続診断 31

サウンドフィールド 8

ネットワーク設定 31

サッカーモード 9

ネットワークの設定確認 31

サブウーファー 43, 63
自動音場補正 45

は行

自動画面表示 30

ブラビアリンク 36

自動電源オフ 30

プロテクト表示 64
ホームネットワーク機能 17
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ボイス 9
本体情報 31
本体設定 29
本体表示 41
本体表示ボタン 70

ま行
ミュージックサービス 19

ら行
リセット 65
リモート起動 32
レンダラーアクセス制御設定 31

わ行
ワイヤレス再生品質 29
ワイヤレスサウンド接続設定 29

アルファベット
ARC（オーディオリターンチャンネル）
29
BLUETOOTH 11, 79
Bluetooth Codec–AAC 28
Bluetooth Codec–LDAC 29
Bluetoothスタンバイ 28
Bluetooth設定 28
Bluetoothモード 28
Chromecast built-in 20
DSEE 10, 26
HDMI Deep Color出力 26
HDMI映像出力フォーマット 26
HDMI機器制御 29
HDMI設定 29
IRリピーター 29, 42
NFC 12
PRTCT 64
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SBM 26
SongPal 35
USB 7
Video Direct 26

契約の条件に従いソニーからお客様に

ソフトウェア使用
許諾契約書

対して使用許諾されるもので、許諾ソ
フトウェアの著作権等の知的財産権は
お客様に移転いたしません。

本契約は、ソニー株式会社（以下「ソ

第2条（使用権）

ニー」とします）とお客様との間での

ソニーは、許諾ソフトウェアを、お客

ソニーソフトウェア（コンピューター
ソフトウェア、マニュアルなどの関連

様がお持ちの許諾ソフトウェアに対応
したデバイス（以下「指定デバイス」

書類及び電子文書並びにそれらのアッ

とします）上で、私的利用の目的で使

プデート・アップグレード版を含み、

用する、非独占的な権利をお客様に許

以下「許諾ソフトウェア」とします）

諾します。

の使用権の許諾に関する条件を定める
ものです。許諾ソフトウェアをご使用

第3条（権利の制限）

いただく前に、本契約をお読み下さい。

1. お客様は、許諾ソフトウェアの全部

お客様による許諾ソフトウェアの使用

又は一部を複製、複写、譲渡、販売

開始をもって、本契約にご同意いただ

したり、これに対する修正、追加等

いたものとします。

の改変をすることはできないものと
します。また、許諾ソフトウェアに
含まれるトレードマークやその他の

ニー以外のソフトウェアの権利者が定

権利標記等の表示を削除したり、外

める使用許諾条件（GNU General

観の変更をしてはならないものとし

Public license （GPL）、Lesser/
Library General Public License
（LGPL）を含みますが、これらに限ら

2. お客様は、別途明示的に承諾されて

れるものではありません）を伴うソフ

を再使用許諾、貸与又はリースその

トウェア（以下「対象外ソフトウェア」

他の方法で第三者に使用させてはな

とします）が含まれている場合があり

らないものとします。

ます。対象外ソフトウェアのご使用は、

ます。
いる場合を除き、許諾ソフトウェア

3. お客様は、別途明示的に承諾されて

各権利者の定める使用許諾条件に従っ

いる場合を除き、許諾ソフトウェア

ていただくものとします。

の一部又はその構成部分を許諾ソフ
トウェアから分離して使用しないも

第1条（総則）

のとします。

許諾ソフトウェアは、日本国内外の著

4. お客様は、許諾ソフトウェアを用い

作権法並びに著作者の権利及びこれに

て、ソニー又は第三者の著作権等の

隣接する権利に関する諸条約その他知

権利を侵害する行為を行ってはなら

的財産権に関する法令によって保護さ

ないものとします。

れています。許諾ソフトウェアは、本
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その他

なお、許諾ソフトウェアの中には、ソ

5. お客様は、許諾ソフトウェアに関し

る許諾ソフトウェアの修補又は当該

リバースエンジニアリング、逆アセ

エラー、バグ等についての問い合わ

ンブル、逆コンパイル等のソース

せ先の通知を行うことがあります。本

コード解析作業を行ってはならない

項に定めるソフトウェア及びバー

ものとします。

ジョンアップの提供方法又は問い合

6. 許諾ソフトウェアの使用に伴い、許

わせ先の通知方法はソニー、ソニー

諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフ
トウェアで用いるためのデータファ

の関連会社又は原権利者がその裁量
により定めるものとします。また、

イルを作成する場合があります。こ

ソニー、ソニー関連会社及び原権利

の場合、当該データファイルは許諾

者は、許諾ソフトウェアが第三者の

ソフトウェアと看做されるものとし

知的財産権を侵害していないことを

ます。

保証いたしません。

2. 許諾ソフトウェアの稼動が依存する
第4条（許諾ソフトウェアの権利）

可能性のある、許諾ソフトウェア以

許諾ソフトウェアに関する著作権等一

外の製品、ソフトウェア又はネット

切の権利は、ソニー、ソニーの関連会

ワークサービス（当該製品、ソフト

社又はソニーが本契約に基づきお客様

ウェア又はサービスは第三者が提供

に対して使用許諾を行うための権利を

する場合に限られず、ソニー、ソ

ソニー又はソニーの関連会社に許諾し

ニーの関連会社又は原権利者が提供

た原権利者（以下「原権利者」としま

する場合も含みます）は、当該ソフ

す）に帰属するものとし、お客様は許

トウェア又はネットワークサービス

諾ソフトウェアに関して本契約に基づ

の提供者の判断で中止又は中断する

き許諾された使用権以外の権利を有し

場合があります。ソニー、ソニーの

ないものとします。

関連会社及び原権利者は、許諾ソフ
トウェアの稼動が依存する可能性の

第5条（責任の範囲）

あるこれらの製品、ソフトウェア又

1. ソニー、ソニーの関連会社及び原権

はネットワークサービスが中断なく

利者は、許諾ソフトウェアにエラー、

正常に作動すること及び将来に亘っ

バグ等の不具合がないこと、若しく

て正常に稼動することを保証いたし

は許諾ソフトウェアが中断なく稼動

ません。

すること又は許諾ソフトウェアの使

3. お客様に対するソニー、ソニーの関

用がお客様及び第三者に損害を与え

連会社及び原権利者の損害賠償責任

ないことを保証しません。但し、ソ

は、当該損害がソニー、ソニーの関

ニー、ソニーの関連会社及び原権利

連会社又は原権利者の故意又は重過

者は、当該エラー、バグ等の不具合

失による場合を除きいかなる場合に

に対応するため、許諾ソフトウェア

も、お客様に直接且つ現実に生じた

の一部を書き換えるソフトウェア若

通常の損害に限定され且つお客様が

しくはバージョンアップの提供によ

証明する許諾ソフトウェアの購入代
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金を上限とします。但し、かかる制

と判断した場合、ソニーが、当該著

限を禁止する法律の定めがある場合

作物の著作権保護のため、かかる許

はこの限りではないものとします。

諾ソフトウェアによる複製、保存、
復元等の頻度の記録をとり、状態を

第6条（用途の限定）

監視し、さらに複製、保存及び復元

許諾ソフトウェアは高度の安全性が要

の拒否、本契約の解約を含む、あら

求され、許諾ソフトウェアの不具合や

ゆる措置をとる権利を留保すること
に同意するものとします。

中断が生命、身体への危険、有体物又
は環境に対する重大な損害に繋がる用

2. お客様は、お客様がソニー又はソ

途（例えば、原子力発電所を含む核施

ニーの指定する第三者（ソニーの関

設の制御、航空機の制御、通信システ

連会社を含む）のサーバーに指定デ

ム、航空管制、生命維持装置又は兵器）

バイスを接続する際、次の各号に同意

を想定しては設計されていません。ソ

するものとします。

ニー、その関連会社及び原権利者は、

（ア）許諾ソフトウェアのセキュリ

許諾ソフトウェアがこれら高度の安全

ティー機能の向上、エラーの修

性が要求される用途に合致することを

正等の目的で許諾ソフトウェア

一切保証しません。

が適宜自動的にアップデートさ
れること、

第7条（第三者に対する責任）

（イ）当該許諾ソフトウェアのアップ

お客様が許諾ソフトウェアを使用する

デートに伴い、許諾ソフトウェ

ことにより、第三者との間で著作権、

アの機能が追加、変更又は削除

由として紛争を生じたときは、お客様

されることがあること
（ウ）アップデートされた許諾ソフト

自身が自らの費用で解決するものとし、

ウェアについても本契約の各条

ソニー、ソニーの関連会社及び原権利

項が適用されること

者に一切の迷惑をかけないものとしま
す。

第9条（ネットワークサービス）
許諾ソフトウェアは、ネットワーク

第8条（著作権保護及び自動アップデー

サービスを通じて利用可能となるコン

ト）

テンツと共に使用されることを想定し

1. お客様は、許諾ソフトウェアの使用

ている場合があります。コンテンツ及

に際し、日本国内外の著作権法並び

びネットワークサービスを利用するに

に著作者の権利及びこれに隣接する

あたっては、当該ネットワークサービ

権利に関する諸条約その他知的財産

スのご利用条件に従っていただく必要

権に関する法令に従うものとします。

があります。かかるご利用条件にご同

また、許諾ソフトウェアのうち、著

意いただけない場合、許諾ソフトウェ

作物の複製、保存及び復元等を伴う

アの利用は限定的なものとなる場合が

機能の使用に際して、ソニーが必要

あります。ネットワークサービス又は
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その他

特許権その他の知的財産権の侵害を理

コンテンツのご利用にあたっては、イ

本契約の条件を改訂することがありま

ンターネット環境が必要となります。

す。お客様はかかる改訂に同意しない

インターネット環境の整備、セキュリ

場合は、本契約の条件改定の発効日前

ティー及びその費用についての責任は

までに、ソニーにその旨を連絡すると

お客様にあるものとします。尚、許諾

ともに直ちに許諾ソフトウェアの使用

ソフトウェアの動作や機能は、イン

を中止するものとします。本契約の条

ターネット環境により限定的なものと
なる場合があります。また、ネット

件改訂の発効日以降のお客様による許
諾ソフトウェアの使用をもって、お客

ワークサービスの中止又は終了及びイ

様は改訂されたソフトウェア使用許諾

ンターネット環境等により、許諾ソフ

契約書に同意したものとします。

トウェアと共に使用されるコンテンツ
が利用できなくなる場合があります。

第13条（ユーザー登録）

1. お客様が、本製品を譲渡または破棄
第10条（契約の解約）

する場合、または本契約が終了した

1. ソニーは、お客様が本契約に定める

場合には、お客様は、本製品を通じ

条項に違反した場合、直ちに本契約

て取得したアカウントを消去するこ

を解約し、またはそれによって蒙っ

とによりユーザー登録を抹消するも

た損害の賠償をお客様に対し請求で

のとします。お客様は、本製品を通

きるものとします。

じて取得したアカウント、ユーザー

2. 前項又はその他の事由で本契約が終

ネーム、パスワードに関する情報の

了した場合でも、第4条、第5条乃至

秘密保持について一切の責任を負う

第13条の規定は有効に存続するもの

ものとします。

とします。
第14条（その他）
第11条（許諾ソフトウェアの廃棄）
前条の規定により本契約が終了した場

1. 本契約は、日本国法に準拠するもの
とします。

合、お客様は契約の終了した日から２

2. お客様は、許諾ソフトウェアを日本

週間以内に許諾ソフトウェアおよびそ

国外に持ち出して使用する場合、適

の複製物を廃棄するものとし、その旨

用ある輸出管理規制、法律、命令に

を証明する文書をソニーに差し入れす

従うものとします。

るものとします。

3. 本契約は、消費者契約法を含む消費
者保護法規によるお客様の権利を不

第12条（契約の改訂）
ソニーはお客様が登録した電子メール

利益に変更するものではありません。

4. 本契約の一部条項が法令によって無

アドレスへの電子メールの発信、ソ

効となった場合でも、当該条項は法

ニー所定のサイトでの告知又はその他

令で有効と認められる範囲で依然と

ソニーが適切と判断する方法をもって

して有効に存続するものとします。

お客様に事前に通知することにより、
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5. 本契約に定めなき事項又は本契約の
解釈に疑義を生じた場合は、お客様
及びソニーは誠意をもって協議し、
解決するものとします。
以上

その他

87

4-570-118-05(1)
©2015 Sony Corporation

Printed in Malaysia

