
４Ｋチューナー  ビエラリンクマニュアル 

1.  基本編 

 1-1. ビエラリンクの初期設定 

 1-2. ビエラリンクの操作 

 1-3. ビエラリンク対応ボタン一覧 

 

2.  応用編 

 2-1. 様々な機器をビエラに接続している場合 

 2-2. お好みの設定でビエラリンクを使用する 

 3-3. その他の方法でチューナーを操作する 
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 1.基本編 

１．ビエラのビエラリンク設定をします。 

1-1. ビエラリンクの初期設定 

ビエラリンクをお使いいただくことで、ビエラのリモコンで４Ｋチューナーの
操作を行うことができます。 

基本編では、ビエラに４Ｋチューナーのみを接続した際のおすすめの 

使い方をご案内致します。 

① ビエラのリモコンの「メニュー」ボタンを押します。 

② 「機器設定」 ＞ 「ビエラリンク（ＨＤＭＩ）設定」 を表示させます。 

③ 各項目を下記の通り設定します。 

２．４Ｋチューナーの映像が映ることを確認します。 

① ビエラのリモコンの「入力切替」ボタンを押し、 

  ４Ｋチューナーと接続しているHDMI端子を選択します。 

② ４Ｋチューナーの電源をオンにし、映像が映っていることを確認します。 
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オフ 

以上で初期設定は終了です。 

オフ 

オフ 

オン 

オン 

オフ 



１．ビエラの電源をオンにする 

1-2. ビエラリンクの操作 

① ビエラのリモコンでビエラの電源をオンにします。 

2．ビエラリンクを起動する 
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① ビエラのリモコンの「ビエラリンク」ボタンを押します。 

 

② 「機器を操作する」の項目で「ケーブルテレビ」を選択します。 

  ４Ｋチューナーの電源が自動的にオンになります。 



4．電源をオフにする 

① ビエラのリモコンの電源ボタンを押して、ビエラの電源を切ります。 

  ４Ｋチューナーの電源も自動でオフになります。 

3．４Ｋ放送を視聴する 

＜ご注意ください＞ 

※ビエラ起動時に、４Ｋチューナーの電源を自動的にオンにしたい 

  場合は、「ケーブルテレビの電源オン連動」をオンにしてください。 

  ただし、ビエラ起動時の画面は常に ４Ｋチューナーの画面となります。 
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① 放送波を４Ｋ放送に切り替えます。 
 

 (a) テレビで地上波を見ている時： 

     ビエラのリモコンのBSボタンを2回押します。 

 (b) テレビでBS/CSを見ている時： 

     ビエラのリモコンのBSボタンを1回押します。 

  

  ４Ｋ放送を視聴します。 

 

 ※ビエラでの地上波・BS/CS放送に戻る場合は、 

  ビエラのリモコンの「ビエラリンク」ボタンを押して 

  「テレビに戻る」を選択し 

  地上波・BS/CS放送に戻ります。  



1-3. ビエラリンク対応ボタン一覧 

ビエラのリモコンで下記の４Ｋチューナーの操作が可能です。 

電源ボタン 
ビエラの電源と 
４Ｋチューナーの電源 
が連動し「入」/「切」する 
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 2.応用編 

2-1.複数の機器を接続している時のビエラリンク操作 

基本編以外の様々なビエラリンクの操作についてご案内いたします。 

ビエラリンクメニュー 

「ケーブルテレビ」 
で操作できる機器 

（4Kﾁｭｰﾅｰ/STB   ） 

ビエラリンクメニュー 

「ディーガ」 
で操作できる機器 

（ディーガ） 

－ 

1台のみ操作可能 ※1 

1台のみ操作可能 ※2 

－ 

1台のみ操作可能 ※2 

1台のみ操作可能 ※2 1台のみ操作可能 ※1 

※1：HDMI端子番号の小さい方に接続したディーガのみビエラリンクで操作可能です。 
※2：HDMI端子番号の小さい方に接続した４Ｋチューナー／STBのみビエラリンクで操作可能です。 
※3：ビエラリンクに対応したケーブルテレビのセットトップボックス。 P6 

ビエラに 
接続している機器 

ビエラリンク 
操作 

4Kﾁｭｰﾅｰ ディーガ 

4Kﾁｭｰﾅｰ ディーガ 

ビエラリンクで操作可能な機器 

4Kﾁｭｰﾅｰ ＳＴＢ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
× 

4Kﾁｭｰﾅｰ 

ＳＴＢ 

ディーガ 

○ 

4Kﾁｭｰﾅｰ 

ＳＴＢ 

ディーガ 
○ 
× 

※3 

※3 

※3 

※3 



2-2.お好みの設定でビエラリンクを使用する 

ビエラリンクの機能をお好みに応じて設定することが出来ます。 

※ 推奨設定はＰ２に記載しております。 

※ ４Ｋチューナー側でビエラリンクのオン／オフを設定することはできません。 

ビエラリンク（HDMI）設定 
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① ビエラのリモコンの「メニュー」ボタンを押します。 

② 「機器設定」 ＞ 「ビエラリンク（ＨＤＭＩ）設定」 を表示させます。 

③ 各項目を設定します。 

  次ページに各項目の詳細を記します。 



「ビエラリンク（HDMI）設定」メニューの設定内容 

設定項目 
推奨 
設定 

設定内容 
動作対象 

４Ｋ 
ﾁｭｰﾅｰ 

ディーガ ＳＴＢ※5 

ビエラリンク オン 

ビエラリンクのオン/ 
オフを切り替えます。 
オフにするとすべての 
機器でビエラリンクが 
使用できなくなります。 

● ● ● 

電源オン連動 オフ 
接続機器が作動すると、
ビエラの電源を自動的に
「入」にします。※4 

● ● － 

電源オフ連動 オン 

ビエラの電源を「切」にしたと
き、接続機器の電源も「切」
にします。 
この機能は「無信号オフ」 
など自動的にビエラの電源
が切れる場合にも働きます。 

● ● ● 

ECOスタンバイ オフ 
<４Ｋチューナーは非対応の
機能です> 

－ ● － 

こまめにオフ オフ 
<４Ｋチューナーは非対応の
機能です> 

－ ● － 

ケーブルテレビ 
の電源オン連動 

オフ 
※7 

ビエラの電源を「入」にしたと
きに、４Ｋチューナーやケーブ
ルテレビの 
セットトップボックス※6の 
電源も「入」にします。 
スカパー!プレミアムサービス
DVRとは連動しません。 

● － ● 

ディーガの操作 通常 
<４Ｋチューナーは操作の
対象外です> 

－ ● － 

テスト 
（ディーガ電源） 

オフ 
<４Ｋチューナーは操作の
対象外です> 

－ ● － 
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※4 ビエラのリモコンでビエラの電源を「切」にしている場合 
※5 ビエラリンクに対応したケーブルテレビのセットトップボックス 
※6 ビエラリンク対応機器対象 
※7 ビエラ起動時に、４Ｋチューナーの電源を自動的にオンにしたい場合は、「ケーブルテレビの電源オン 
      連動」をオンにしてください。ただし、ビエラ起動時の画面は常に４Ｋチューナーの画面となります。 



使用するリモコンに応じて４Ｋチューナーを操作する方法をご説明します。 

(a)ビエラのリモコンのみ使用 【推奨】 

(c)４Ｋチューナーのリモコンのみ使用 

(b)ビエラのリモコンと 

  ４Ｋチューナーのリモコンを併用  
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2-3.その他の方法で４Ｋチューナーを操作する 

⇒Ｐ2～5の基本編をご覧ください。 

⇒Ｐ10をご覧ください。 

⇒Ｐ11をご覧ください。 
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① ビエラのリモコンの「入力切替」ボタンを押し、 
  ビエラの入力を４Ｋチューナーを接続しているHDMIに切り換えます。 
   
② ４Ｋチューナーのリモコンで４Ｋチューナーの電源をオンにし、 
  ４Ｋ放送を視聴します。 
 
③ 視聴中の操作は４Ｋチューナーのリモコンを使用します。 
 
④ ４Ｋチューナーのリモコンで４Ｋチューナーの電源をオフにします。 
 
⑤ ビエラのリモコンの「入力切替」ボタンを押し、 
  「テレビ」を選択します。 
 
※地デジ・BS/CS放送の視聴は、ビエラの入力を 
 「テレビ」に切り換え、ビエラのリモコンで操作します。 

※上記設定ではディーガやその他接続機器を 
  ビエラリンクで操作できません。 

(b)ビエラのリモコンと４Ｋチューナーのリモコンを併用  

設定項目 設定 

ビエラリンク オフ 

電源オン連動 オフ 

電源オフ連動 オフ 

ECOスタンバイ オフ 

こまめにオフ オフ 

ケーブルテレビの電源オン連動 オフ 

ディーガの操作 通常 

テスト（ディーガ電源） オフ 

■推奨のビエラリンク設定 

■電源オンからオフまでの流れ 
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※あらかじめ、ビエラの入力を４Ｋチューナーを接続している 
 HDMIに切り換えておきます。 
 （この操作はビエラのリモコンで行ってください。） 
 
① ４Ｋチューナーのリモコンで４Ｋチューナーの電源をオンにします。 
  ビエラも自動的に電源オンになります。 
 
② ４Ｋ放送および従来の地デジ・BS/CS放送を 
  ４Ｋチューナーのリモコンで操作して視聴します。 
 
③ ４Ｋチューナーのリモコンで４Ｋチューナーの電源をオフにします。 
  ビエラも自動的に電源オフになります。 
  ※電源をオフにする前に、ビエラの入力をテレビに切り替えると 
    ４Ｋチューナーの電源のみオフになり、ビエラの電源はオフになりません。 

設定項目 設定 

ビエラリンク オン 

電源オン連動 オン 

電源オフ連動 オフ 

ECOスタンバイ オフ 

こまめにオフ オフ 

ケーブルテレビの電源オン連動 オフ 

ディーガの操作 通常 

テスト（ディーガ電源） オフ 

(c)４Ｋチューナーのリモコンのみ使用 

■推奨のビエラリンク設定 

■電源オンからオフまでの流れ 


