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誤った使いかたをしたときに生じる感電や傷害など人への
危害、また火災などの財産への損害を未然に防止するため、
次のことを必ずお守 りください。

1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまって
いないか、電源コードに傷がないか、故障したまま使用していな
いか、などを点検してください。

カメラやACアダプター、バッテリーチャージャーなどの動作がお
かしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐにソニー
の相談窓口へご相談ください。

安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する

故障したら使わない

万一、異常が起きたら

すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して
発火、破裂のおそれがあ ります。
液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などきれいな
水で充分に洗ったあと、医 師の治療を受けてください。
液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄
し、医師に相談してください。
液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してくさい。

万一、異常が起きたら
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録画・再生に際してのご注意

・ メモリーカードの動作を安定させるために、メ 
 モリーカードを本機ではじめてお使いになる 
 場合には、まず,本機でフォーマットすることを 
 おすすめします。フォーマット
 すると、メモリーカードに記録されているすべ 
 てのデータは消去され、元に戻すことはでき 
 ません。大切なデータはパソコンなどに保存 
 しておいてください。
• 長時間、画像の撮影・消去を繰り返してい 
 るとメモリーカード内のファイルが断片化(フラ 
 グメンテーショ ン)して、動画記録が途中で停 
 止してしまう場合があります。このような場合 
 は、パソコンなどに画像を保存したあと、[フォ 
 ーマット](68ページ)を行ってください。
• 必ず事前にためし撮りをして、正常に記録 
 されていることを確認してください。
• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありま 
 せん。「使用上のご注意」もご覧ください 
 (79ページ)。
• 本機をぬらさないでください。水滴が内部 
 に入り込むと、故障の原因になるだけでな 
 く、修理できなくなることもあります。

メモリーカードのバックアップについて

アクセスランプ点灯中に電源を切ったり、バッ
テリーやメモリーカードを取り出したりすると、
メモリーカードのデータが壊れることがありま
す。データ保護のため必ずバックアップをお
取りください。

本機搭載の機能について

• 本機は1080 60i対応機です。
• 本機は、1080 60pの動画に対応していま　 
 す。1080 60pとは、従来の標準的な記録 
 モードがインターレースで記録するのとは 
 異なり、プログレッシブで記録します。これ 
 により解像度が増え、滑らかでより  
 リアル な映像を撮影することができす。

お使いになる前に必ずお読みください
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• 日光および強い光に向けて本機を使用し 
 ないでください。故障の原因になります。
• 強力な電波を出すところや放射線のある 
 場所で使わないでください。正しく撮影・ 
 再生ができないことがあります。
• 砂やほこりの舞っている場所でのご使用は 
 故障の原因になります。
• 結露が起きたときは、結露を取り除いてか 
 らお使いください(79ページ)。
• 本機に振動や衝撃を与えないでくだい。 
 誤作動したり、画像が記録できなくなるだ 
 けでなく、記録メディアが使えなくなったり、 
 撮影済みの画像データが壊れることがあり 
 ます。
• フラッシュの表面の汚れは取り除いてくだ 
 さい。発光による熱でフラッシュ表面の汚 
 れが発煙したり、焦げる場合があります。 
 汚れ・ゴミがある場合は柔らかい布等で清 
 掃してください。

カールツァイスレンズ搭載

本機はカールツァイスレンズを搭載し、シャー
プで、コントラストが良い画像を作り出すことを
可能にしました。本機用に生産されたレンズ
は、ドイツカールツァイスの品質基準に基づ
き、カールツァイスによって認定された品質保
証システムにより生産されています。

モニターおよびレンズについてのご注意

• モニターは有効画素99.99%以上の非常に精 
 密度の高い技術で作られていますが、黒い点 
 が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えない 
 ことがあります。これは故障ではありません。
 これらの点は記録されません。
• モニターに水滴などがついてぬれてしまっ 
 た場合は、すぐに柔らかい布でふき取って 
 ください。放置するとモニターの表面が変 
 質したり劣化して故障の原因になります。
• バッテリー残量がなくなると、レンズが出た 
 まま動きが止まることがあります。充電され 
 たバッテリーを取り付けて、再度電源を入れて 
 ください。

フラッシュについて

• フラッシュ部を持ったり、無理な力を加えな 
 いでください。
• 開いたフラッシュ部に水滴や砂埃が入ると 
 故障の原因になります。

本機の温度について

本機を連続して使用した場合、本体やバッテ
リーの温度が高くなりますが、故障ではありま
せん。
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温度保護機能について

本機やバッテリーの温度によっては、カメラを
保護するために自動的に電源が切れたり、動
画撮影ができなくなることがあります。電源が
切れる前や撮影ができなくなった場合は、モ
ニターにメッセージが表示されます。このよう
な場合、本機やバッテリーの温度が充分下が
るまで電源を切ったままお待ちください。充分
に温度が下がらない状態で電源を入れると、
再び電源が切れたり動画撮影ができなくなる
ことがあります。

画像の互換性について

• 本機は、(社)電子情報技術産業協会  
 (JEITA)にて制定された統一規格“Design  
 rule for Camera File system”(DCF)に対応
　しています。 
• 本機で撮影した画像の他機での再生、他 
 機で撮影/修正した画像の本機での再生 
 は保証いたしません。

AVCHD動画のパソコンへの
取り込みについて

AVCHD動画をパソコンに取り込むときは
Windowsの場合は本機に搭載されているソ
フトウェア「PlayMemories Home」、Macの場
合はMacにバンドルされているソフ トウェア
「iMovie」を使用してくださ い。

他機での動画再生に際してのご注意

本機は、AVCHD方式の記録にMPEG-4 
AVC/H.264のHigh Profile を採用しており
ます。このため、本機でAVCHD方式で記録
した動画は次の機器では再生できません。

- High Profileに対応していない他の  
 AVCHD規格対応機器
 -AVCHD規格非対応の機器
 また、本機は、MP4方式の記録にMPEG-4 
 AVC/H.264のMain Profileを採用しており
 ます。このため、本機でMP4方式で記録し       
 た動画はMPEG-4 AVC/H.264の対応機 
 器以外では再生できません。

• ハイビジョン画質(HD)で記録したディスク
 はAVCHD規格対応機でのみ再生でます。
 DVDプレーヤーやDVDレコーダーは 
 AVCHD規格に非対応のため、ハイビジョ 
 ン画質(HD)で記録したディスクを再生でき 
 ません。また、これらの機器に
 AVCHD規格で記録したハイビジョン画質
 (HD)のディスクを入れた場合、ディスクの
 取り出しができなくなる可能性があます。
• 1080 60pの動画は対応機器以外では再生 
 できません。
　
著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人として
楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で
使用できません。なお、実演や興行、展示物
などの中には、個人として楽しむなどの目的
があっても、撮影を制限している場合がありま
すのでご注意ください。

撮影内容の補償はできません

万一、カメラや記録メディアなどの不具合によ
り撮影や再生がされなかった場合、画像や音
声などの記録内容の補償については、ご容
赦ください。
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付属品を確認する
万一、不足の場合はお買い上げ店
にご相談ください。()内の数字は個数です。

• リチャージャブルバッテリーパック
 NP-BX1 ........................................ (1)

リストストラップを使う

落下防止のため、ストラップを取り付け、手を
通してご使用ください。

• マイクロUSBケーブル ....................... (1)

• リストストラップ ................................ (1)
• ショルダーストラップ ......................... (1)

• 取扱説明書(本書) ........................... (1)
• 保証書 .......................................... (1)

ショルダーストラップを使う

ストラップアダプターをカメラのストラップ取り
付け部(2箇所)にそれぞれ取り付ける。
ストラップアダプターにショルダーストラップ
を取り付ける。
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各部の名前を確認する

 シャッターボタン
 モードダイヤル
 撮影時:W/T(ズーム)レバー

     再生時:インデックス/再生ズームレバー
 セルフタイマーランプ/スマイルシャッターランプ/

     AF補助光
 電源/充電ランプ
 ON/OFF(電源)ボタン
 フラッシュ

     • フラッシュの近くに指を置かないでください。
     • フラッシュが発光するときは、フラッシュ部が自動で   
      上がります。使わないときは手で押して元に戻してく
       ださい。

 マイク
 ストラップ取り付け部
 コントロールリング
 レンズ
 スピーカー
 明るさセンサー
 液晶モニター
 Fnボタン
 MOVIE(動画)ボタン
 マイクロUSB端子
 MENUボタン
 コントロールホイール(8ページ)
  再生)ボタン
  (カメラ内ガイド/削除)ボタン
 バッテリー挿入口
 取りはずしつまみ
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 三脚用ネジ穴
   • ネジの長さが5.5mm未満の三脚を使う。
　　5.5mm以上の三脚ではしっかり固定できず、　　
本機を傷つけることがあります。

 アクセスランプ
 メモリーカード挿入口
 HDMIマイクロ端子
 バッテリー/メモリーカードカバー

コントロールホイールの使いかた

•  コントロールホイールを回したり上下左右を押したりすると、選択枠を動かすことができます。
   本書ではコントロールホイールの上下左 右を押す動作を / で表現しています。
• 再生時に、コントロールホイールの を押す、またはホイールを回すことで再生画面を送る    
   ことができます(26ページ)。

•  コントロールホイールの上下左右には下記の機能が割り当てられています。
　また、左右ボタンにはお好みの機能を割り当てることができます。(66ページ)

DISP 画面表示切換(DISP)(46ページ)

フラッシュモード(43ページ)

露出補正(47ページ)/マイフォトスタイル(47ページ)

ドライブモード(45ページ)
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初めてお使いになるときは、バッテリーを充電してください。充電したバッテリーは、使わなくても
少しずつ放電しています。撮影機会を逃さないためにも、使用前に充電してください。

• バッテリーの向きを確認し、取りはずしつま 
 みを押しながら入れます。取りはずしつまみ 
 がロックされるまで押し込みます。

• 正しく挿入しないままカバーを閉める　　 
 と、破損のおそれがあります。

バッテリー充電と使用可能枚数・時間

1 カバーを開ける。

2 バッテリーを入れる。

3 カバーを閉じる。

取りはずしつまみ
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4 本機とACアダプター(付属)をマイクロ
USBケーブル(付属)でつなぎ、ACアダプタ
ーをコンセントに取り付ける。

カメラの電源/充電ランプがオ レンジ色に
点灯し、充電が始ま る。

• 充電中は本機の電源を切った状態にし　 
 ておいてください。
• 残量があるバッテリーも充電できます。
• 電源/充電ランプが点滅し充電が完了し 
 なかった場合は、一度バッテリーを取り  
 はずし、再度装着してください。

電源/充電ランプ
点灯:充電中
消灯:充電終了 
点滅:充電エラー、または温度が適切な範囲に
ないための充電一時待機

コンセントへ
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• ACアダプターをコンセントにつないでもカメラの電源/充電ランプが点滅する場合は、充電に  
 適した温度範囲外にあるため一時待機状態になっています。充電に適した温度範囲に戻れば  
 充電可能です。バッテリーの充電は周囲の温度が10°C〜30°Cの環境で行ってくだい。
• バッテリーの端子が汚れていると正しく充電できない場合があります。バッテ リーの端子を乾い  
 た布または綿棒などで拭いてください。
• 付属のACアダプターを取り付けるときは、お手近なコンセントをお使いくださ い。使用中、不具
 合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
• 充電が終わったら、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
• 必ずソニー製純正のバッテリー、付属のマイクロUSBケーブル、ACアダプターをお使いください

充電にかかる時間(満充電)
充電にかかる時間は、付属のACアダプターで約155分です。

パソコンに接続して充電する
マイクロUSBケーブルを使って、パソコンからの充電も可能です。

• バッテリー(付属)を使い切ってから、温度25 ℃の環境下で充電したときの時間です。  
 使用状況や環境によっては、長くかかります。

ご注意

ご注意
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使用時間 枚数

静止画撮影 約165分 約330枚

静止画再生 約250分 約5000枚

動画撮影 約80分 -

ご注意

ご注意

• パソコンから充電するときは、以下の点にもご注意ください。
 -電源を接続していないノートパソコンと本機を接続した場合、ノートパソコンの電池が消耗 
 していきます。長時間充電しないでください。
 - 本機をUSB接続したままパソコンの起動、再起動、スリープモードからの復帰、終了操作を    
      行わないでください。本体が正常に動作しなくなることがあります。これらの操作は、パソ
      コンから本機を取りはずしてから行ってください。
 -自作のパソコンや改造したパソコンでの充電は保証できません。

• 撮影枚数は満充電された状態での目安の枚数です。使用方法で枚数は減少する場合があり 
 ます。
• 撮影可能枚数は、以下の条件で撮影した場合です。
 - 当社製の“メモリースティックPROデュオ”(Mark2)(別売)を使用 
 - 温度25℃の環境
• 静止画撮影時の数値は、CIPA規格により、以下の条件で撮影した場合です。(CIPA:カメラ映 
 像機器工業会、Camera & Imaging Products Association)
 - DISP:[全情報表示]
 - 30秒ごとに1回撮影
 - 1回ごとにズームをW側、T側に交互にいっぱいにする。 
 - 2回に一度、フラッシュを発光する。
 - 10回に一度、電源を入/切する。
• 動画撮影時の数値は、以下の条件で撮影した場合です。
 - 記録設定:60i 17M(FH)
 - 連続撮影の制限(29分)により撮影が終了したときは、再度MOVIE(動画)ボタンを押して撮影 
    を続ける。ズームなどその他の操作はしない。

バッテリーの使用時間と撮影/再生枚数
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ご注意

• 正しい残量を表示するのに約1分かかります。
• 使用状況や環境によっては、正しく表示されません。
• 電源を入れたまま一定時間操作しないと、自動で電源が切れます(オートパワーオフ)。

電力を供給する
マイクロUSBケーブル(付属)では、ACアダプター(付属)と接続してコンセントから電力の供給
ができます。長時間の撮影や、テレビやパソコンに接続するときでもバッテリーの消費を気にせ
ずに使用できます。また、バッテリーが本機に入っていない場合でも、撮影・再生が可能です。

バッテリーの残量を確認する
モニター上に、バッテリー残量を表すアイコンが表示されます。
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バッテリーを取り出す 取りはずしつまみをずらす。バッテ
リーが落下しないように注意する。

取りはずしつまみ

• 本機から取り出したバッテリーは、接点汚れ、ショート等を防止するため、携帯、保管時は必ず 
 ポリ袋などに入れて金属から離してください。

ご注意
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本機で使用できるメモリーカードは“、メモリースティック デュオ”とSDカードです。詳しくは70〜71
ページをご覧ください。

• 切り欠き部をイラストの向きにして、カチッ 
 というまで押し込みます。

メモリーカードを入れる

1 カバーを開ける。

2 メモリーカードを入れる。

3 カバーを閉じる。

切り欠きの向きに注意する
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メモリーカードを取り出す

アクセスランプが消えていることを
確認して、メモリーカードを押す。

• アクセスランプ点灯中は、メモリーカード/バッテリーを取り出さないでください。データやメモリ 
 ーカードが壊れることがあります。

ご注意

アクセスランプ
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ON/OFF(電源)ボタン

日時を設定する

1 ON/OFF(電源)ボタ ンを押す

2 [実行]が選ばれてい  
      ることを確認し、
　    コントロールホイール
      中央の を押す。

3 [東京/ソウル]が選ばれていることを確認し、中央の を押す。

サマータイム:]:日本では、サマータイムは
[切]にする。
[表示形式:]:日付表示順を選ぶ。

• 真夜中は12:00AM、正午は12:00PMとなる。

4 コントロールホイールの を押  
      す、またはホイールを回して
      設定する項目を選び、
          /で数値を設定する。

電源が入る。
・電源を入れたとき、操作ができるまで
  に時間がかかることがあります。
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5 手順4を繰り返して、すべて設定し、中央の を押す。

6 ［実行]が選ばれていることを確認し、中央の を押す。

日付と時刻を合わせ直す
はじめて電源を入れたときのみ、自動で日時設定画面が開きます。日時を合わせ直すとき
は、MENUボタンを押して、1[日時設定] を選び、日時設定画面を開いてください。
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パソコンに「PlayMemories Home」をインスト
ールする
本機に内蔵されているソフトウェア「PlayMemories Home」を使うと、 次のことなどができます。
• 撮影日ごとにカレンダー上に整理して閲覧
• 画像の切り抜き(トリミング)、サイズ変更(リサイズ)
• 赤目補正などの静止画補正、撮影日時の変更 
• プリント、メール送信
• 画像に日付を挿入

 拡張機能をインストールすると、AVCHD動画をディスクに保存するなど、さらに多くの機能を使 
 えるようになります。
 「PlayMemories Home」をインストールしなくても本機での撮影・再生などの操作は可能です 
 が、AVCHD動画をパソコンに取り込む場合 は「PlayMemories Home」が必要です。

1 パソコンの推奨環境を確認する。
 OS(工場出荷時にインストールされていること):
 Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista SP2/Windows 7 SP1(「PlayMemories Home」 
 はWindows専用です)
 CPU:
 Intel Pentium III 800 MHz以上
 HD動画再生・編集時は、Intel Core Duo 1.66 GHz以上/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz以 
 上、Intel Core 2 Duo 2.26 GHz以上(AVC HD(FX/FH)、Intel Core 2 Duo 2.40 GHz以上 
 (AVC HD(PS)

 * 64bit版は除きます。「拡張機能」をインストールしてディスク作成機能をご使用の場 
 合、Windows Image Mastering API(IMAPI)Ver.2.0 以上が必要です。
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2 本機とパソコンの電源を入れ、マイクロUSB ケーブル(付属)で接続する。

USB端子へ

マイクロUSB 端子へ

マイクロUSBケーブル

Windows 7:デバイスステージが表示される。

3 “PlayMemories Home”（Windows用）のインストール

 付属ソフトウェア”PlayMemories Home”では、写真や動画をコンピュータに取り込んで管  
 理できます。
 “PlayMemories Home”をインストールしなくても、本カメラで写真を撮影し、再生することは  
 可能ですが、AVCHD動画をコンピュータに取り込むには”PlayMemories Home”が必要です。
 (IMAPI)Ver.2.0 以上が必要です。

 1 StellarのCD-ROMを挿入し、「start.exe」をダブルクリックします。

 2 言語を選択します。

 3 「ダウンロード」を選択します。

 4 「PlayMemories Home」をクリックします。
       これで、ソフトウェアがご指定のフォルダにダウンロードされます。

 5 「PMHOME_2003DL.exe」をダブルクリックし、画面上の指示に従います。
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4 “Image Data Converter”では、RAWデータを現像出力できます。

  1 StellarのCD-ROMを挿入し、「start.exe」をダブルクリックします。

  2 言語を選択します。

  3 「Image Data Converter」を選択します。

  4 「IDCをインストール」をクリックし、画面上の指示に従います。

5 “Image Data Converter”（Mac用 - 英語版）のインストール

  1 StellarのCD-ROMを挿入します。

  2 言語を選択します。

  3 「Image Data Converter」フォルダを開きます。

  4 「IDC.dmg」ファイルをダブルクリックし、画面上の指示に従います。

6 “Image Data Converter”（Mac用 - 英語以外の全言語版）のインストール

  1 StellarのCD-ROMを挿入します。

  2 言語を選択します。

  3 「Image Data Converter」ショートカットをダブルクリックします。

  4 「IDCインストール」パッケージを実行し、画面上の指示に従います。

 • “PlayMemories Home”は、Macに対応していません。 Macで写真や動画を再生する場合  
    は、Macに搭載されているアプリケーションをご利用ください。
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モードダイヤル

W/T(ズーム)レバー

指を置かない

• W/T(ズーム)レバーをT側へ動かすと 
 ズームし、W側へ動かすと戻ります。大 
 きくズームしたい場合は、30ページを 
 ご覧ください。
• レンズに指がかからないようにしてください。
• フラッシュの上に指を置かないでください。

撮る(静止画)

1 モードダイヤルを (おまかせオ  
 ート)にする。

2 脇を締めて構え、構図を決める。
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ピントが合うと「ピピッ」という音がして ま
たは が点灯する。

• フラッシュが発光するときは、フラッシュ 
 部が自動で上がります。
• ピントが合う最短距離はレンズ先端から 
 W側約5cm、T側約55cmです。
• 本機では状況に応じて、自動でマクロ 
 撮影になります。

• [オートポートレートフレーミング]が[オート]の場合、人物の顔 を検出して撮影する　　  
 と、自動的に最適な構図に切り出し(トリミング)した画像が記録されます。トリミング前の  
 画像と、トリミングされた画像の2枚が記録されます。

3 シャッターボタンを半押しして、ピン 
 トを合わせる。

4 シャッターボタンを深く押し込む。
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モードダイヤル

W/T(ズーム) 
レバー

撮る(静止画)

1  モードダイヤルを  (おまかせ
　　 オート)にする。

3  もう一度MOVIEボタンを押して、終了する。

2  MOVIE(動画)ボタンを押して、　
　　 撮影を開始する。

シャッタースピードや絞りを希望の値に設
定したいときは、モードダイヤルを (動
画)にします。

W/T(ズーム)レバーをT側へ動かすと
ズームし、W側へ動かすと戻ります。

• 動画記録中にズームなどの操作をすると、カメラの動作音や操作音が記録されます。また、動 
 画終了時、MOVIEボタンの操作音が記録されることがあります。
• 連続撮影可能時間は約25℃で出荷時設定の場合、1回につき約29分です。撮影が終わっ 
 てしまったら、もう一度MOVIEボタンを押すと撮影を再開できます。撮影環境温度によっては、 
 機器保護のため停止する場合があります(5ページ)。

ご注意

MOVIE(動画)ボタン
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記録方式を変更する
MENU 1 [記録方式]を選ぶ(64ページ)。

動画を撮りながら静止画を撮る(デュアル記録)
動画撮影中にシャッターボタンを押すと、動画撮影を中断することなく静止画も撮影できます。

• [記録設定]が[60p 28M (PS)]の場合は、デュアル記録はできません。
• シャッターボタンの操作音が記録されることがあります。
• 静止画の画像サイズは MENU 1 [画像サイズ(デュアル記録)]で選べます。
• スマイルシャッターが設定されているときは、笑顔を感知すると自動でシャッターが切れます。
• デュアル記録時のフラッシュ撮影はできません。

ご注意
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見る

1 (再生)ボタンを押す。

W/T
(ズーム) 
レバー

(再生)ボタン

 (削除)ボタン

コントロール 
ホイール

Fn(ファンクション)ボタン次の画像/前の画像を選ぶ
コントロールホイールの (次)/ (前)を押す、または
ホイールを回して選ぶ。
• 動画を再生するには、コントロール
 ホイール中央の を押してください
 (59ページ）。
• 拡大するには、W/T(ズーム)レバー
 をT側に動かしてください。

削除する
 (削除)ボタンを押す。
 コントロールホイールの で[削除]を

 選び中央の を押す。

回転する
Fn(ファンクション)ボタンを押す。

電源を切る
ON/OFF(電源)ボタンを押す。

撮影に戻る
(再生)ボタンを押す。

•  シャッターボタンを半押ししても撮影に戻ります。
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ガイドを見る

1 MENUボタンを押す。

2 
 コントロールホイールの で説  

 明を見たい項目で選ぶ。

カメラ内ガイド
MENUの機能や設定に関する説明を表示します。

3 
  (カメラ内ガイド)ボタンを押す。

手順2で選んだ項目の説明が表示される。

(カメラ内ガイド)ボタン

MENUボタン
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1 撮影画面で  (カメ ラ内ガイド)  
 ボタンを押す。

2 
コントロールホイールの で見  

 たい撮影アドバイスを選び、中央   
 の を押す。

選んでいる撮影モードに応じたアドバイスを表示します。

撮影アドバイス

撮影アドバイスが表示される。
•  で画面をスクロールできます。 
•  で項目を変更できます。

(カメラ内ガイド)ボタン
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1 モードダイヤルを回してお好みのモードを選ぶ。

カメラまかせで自動撮影する
露出(シャッタースピードと絞り)など、多くの機能が自動で設定されます。

好みの設定で撮影する
MENUで多彩な機能を設定できます。

撮りたい被写体や、操作したい機能に合わせて、モードダイヤルで撮影 モードを設定します。

静止画の撮影モードを変える
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その他

1  MENUボタンを押す。

2  コントロールホイールの
  で  4 を選ぶ。

1  で[全画素超解像ズーム][入]中央の を押す。

[全画素超解像ズーム]を[入]に設定すると、光学ズームを超えても、ほとんど劣化しない静止画
を撮影できます。

より大きくズームする

MENUボタン
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シーン認識マークとガイド
(ガイドは上段のみ)

画像サイズによって、ズームできる倍率は変わります。

[横縦比]が[3:2]のとき

ズーム倍率

モードダイヤルを (おまかせオート)、 (プレミアムおまかせオート)にすると、カメラが自動
でシーンを認識して最適な設定で撮影します。動画撮影中もシーンを認識します。

状況を自動判別して撮る

画像サイズ 画質が劣化しない範囲のズーム
[全画素超解像ズーム]を[入]にして
ズーム

L:20M 3.6倍(光学ズームのみ) 7.2倍

M:10M 5.1倍 10倍

S:5.0M 7.2倍 14倍

1 被写体にカメラを向ける。

2  シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、 
 シャッターボタンを深く押し込んで撮影する。

認識されたシーンのマークとガイドがモニターに表
示される。

上段:

• 歩き)は、動画撮影時にMENU   1 [手ブレ補正]が[アクティブ]に
　 設定されているときのみシーン認識します。

(人物)、 (赤ちゃん)、 (夜景&人物)、
(夜景)、 (逆光&人物)、 (逆光)、 (風景)、
(マクロ)、 (スポットライト)、 (低照度)

         下段: (三脚)、 (動き)、 (歩き)
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プレミアムおまかせオートは、おまかせオートよりもさらに高画質で撮影し、必要に応じて重ね合
わせ撮影を行います。プログラムオートは、ホワイトバランスやISOなど多彩な機能の設定を 変え
て撮るときに使います。

•［おまかせオート]では、暗いシーンや逆光のシーンなどを美しく撮影できないことがあります。
•[プレミアムおまかせオート]では、重ね合わせ処理をするため、記録処理に時間がかかります。

オート撮影の特徴

撮影モード こんなときに使う

 (おまかせオート)
• カメラまかせでシーン認識をして、何枚も続けて撮影  
  したいとき

 プレミアムおまかせオート)

暗いシーンや逆光などの失敗しやすいシーンをきれいに
撮影したいとき

(おまかせオート)よりも高画質な画像を撮影したい
とき

P (プログラムオート)
露出(シャッタースピードと絞り)以外の多彩な撮影機能を
自分で調整して撮影したいとき

ご注意
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被写体が動いても、自動でピントを合わせ続けます。

ターゲット枠

被写体にピントを合わせ続けて撮る
 (追尾フォーカス)

1  被写体に本機を向け、コントロールホイール中央の を押す。

2  ターゲット枠を追尾フォーカス
      する被写体に合わせて、   
　　 中央の を押す。
 • 追尾フォーカスを解除したいときは、  
        もう一度中央の を押します。
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カメラを動かす間に複数の画像を撮影し、合成して1枚のパノラマ画像を作成します。パノラマ画
像はソフトウェア「PlayMemories Home」 でも再生できます。

パノラマ画像を撮る

1  モードダイヤルを  (スイング撮影)にする。

2  撮りたい被写体の端にカメラを合わせ、
 シャッターボタンを押す。

3  モニター上の矢印方向に、カメラを
       ガイドの終端まで動かす。

撮影されない部分

ガイド
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• 他機で記録されたパノラマ画像は、正しくスクロール再生されない場合があります。

ご注意
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レンズを通過する光量を手動で調節できます。

背景のぼかし具合を調節して撮る(絞り優先)

1  モードダイヤルを A (絞り優先)にする。

2  コントロールホイールを回して、絞り 
 値(F値)の設定値を選ぶ。
 • F1.8からF11の範囲で選びます。
  •シャッタースピードは1/2000秒から8秒の間で自 
  動調整されます。

3  シャッターボタンを押す。
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シャッタースピードを手動で調節できます。

動くものの表現を変えて撮る 
(シャッタースピード優先)

1  モードダイヤルを S (シャッタース 
  ピード優先)にする。

2  コントロールホイールを回して、
        シャッタースピードの設定値を選ぶ。
 • 1/2000秒から30秒の範囲で選びます。

3  シャッターボタンを押す。
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シャッタースピードと絞り(F値)を調節して、好みの露出で撮影します。設定した露出は電源を切

っても保持されるため、後でモードダイヤルをM (マニュアル露出)にしたときも同じ露出を再現
できます。

思い通りの露出で撮る(マニュアル露出)

1  モードダイヤルをM(シャッタース
  ピード優先)にする。

3  コントロールホイールを回して、
　　 設定値を選ぶ。

4  シャッターボタンを押す。

2  コントロールホイールの を押して、
      設定する項目を選ぶ。
 • 押すたびに設定できる項目が変わります。
 • シャッタースピード、絞り(F値)を設定できます。
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よく使うモードやカメラの設定を3つまで本機に登録でき、 MR (登録呼び出し)で呼び出せます。

登録した設定を呼び出す

登録した設定を呼び出して撮影する

1  登録したい設定にする。

1  モードダイヤルを MR (登録呼び出し)にする。

2  MENU   5 [登録] コントロールホイールの で好みの
　　 番号を選ぶ  中央の で決定。

2  コントロールホイールの を  
 押す、またはホイールを回して呼び 
 出したい番号を選び、中央の で決 
 定。

設定を登録する

•  以下の項目を登録できます。 
   モードダイヤルで設定する撮影モード/絞り(F値)/シャッタースピード/露出補正/
   (静止画撮影メニュー)項目/ (動画撮影メニュー)項目/光学ズーム倍率
•  プログラムシフトは登録できません。
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1 MENUボタンを押す。

2  コントロールホイールの
 / を押す、またはホイー　  
 ルを回して好みの画像サイズや  
 記録設定を選び、中央の  を押す。

画像サイズは画像を記録するときの大きさのことです。画像サイズが大きいほど、大きな用紙に
も詳細にプリントできます。小さくすると、たくさん撮影できます。動画の場合、画像サイズは大
きいほど高精細になります。1秒間に使用されるデータ量(平均ビットレート)は、高いほど画質が
向上します。

[横縦比]が[3:2]のとき

用途に合わせて画像のサイズ/画質を選ぶ

静止画:画像サイズ

MENUボタン

画像サイズ 用途例

L:20M 5472 x 3648画素 A3ノビサイズまでの印刷

M:10M 3888 x 2592画素 A3サイズまでの印刷

S:5.0M 2736 x 1824画素 L/2L/A4サイズまでの印刷
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[横縦比]が[16:9]のとき

[横縦比]が[4:3]のとき

[横縦比]が[1:1]のとき

パノラマ:画像サイズ

画像サイズ 用途例

L:17M 5472 x 3080画素
ハイビジョンテレビでの再生

M:7.5M 3648 x 2056画素

S:4.2M 2720 x 1528画素

画像サイズ 用途例

L:18M 4864 x 3648画素
パソコンでの表示

M:10M 3648 x 2736画素

S:5.0M 2592 x 1944画素

VGA 640 x 480画素 Eメールに添付

画像サイズ 用途例

L:13M 3648 x 3648画素
中判カメラのような構図で撮影できる

M:6.5M 2544 x 2544画素

S:3.7M 1920 x 1920画素

画像サイズ 説明

標準
上下:3872×2160 
左右:8192×1856

ワイド
上下:5536×2160 
左右:12416×1856
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[記録方式]が[AVCHD]のとき

記録方式]が[MP4]のとき

記録設定 平均ビットレート 説明

60i 24M(FX) 24 Mbps 1920×1080(60i)の最高画質で撮影する。

60i 17M(FH) 17 Mbps 1920×1080(60i)の高画質で撮影する。

60p 28M (PS) 28 Mbps 1920×1080(60p)の最高画質で撮影する。

記録設定 平均ビットレート 説明

1440×1080 12M 12 Mbps 1440×1080で撮影する。

VGA 3M 3 Mbps VGAサイズで撮影する。

動画：記録設定

• [画質]が[RAW]のとき、RAW画像の画像サイズはL相当となります。画面に画像サイズは表示 
 されません。
• [16:9]や[スイング撮影]で撮影した静止画画像は、プリント時に両端が切れることがありす。
• [記録設定]を[60p 28M (PS)]または[60i 24M(FX)]にして撮影した動画からAVCHD記録ディ　 
 スクを作成すると、画質が変換されるため、ディスク作成に時間がかかります。画質を変換せ 
 ずに保存したい場合は、ブルーレイディスクをお使いください。

ご注意
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• ズームをW側にしてフラッシュ撮影すると、撮影状況によってはレンズの影が写ることがありま 
 す。この場合は被写体から離れて撮影するか、ズームをT側にしてフラッシュ撮影してください。

ご注意

1  コントロールホイールの (フラッシュ
　　 モード)を押し、 を押す、または
　　 ホイールを回して好みのモードを選 　
　 び、中央の を押す。

フラッシュモードを選ぶ

 (発光禁止):発光しない。

(自動発光):暗い場所、または逆光のとき、自動で発光する。

 (強制発光): 必ず発光する。

（スローシンクロ):必ず発光する。暗い場所ではシャッタースピードを

遅くし、フラッシュが届かない背景も明るく撮影する。

(後幕シンクロ): 露光が終わる直前のタイミングで必ず発光する。 走
っている自動車など動いている被写体を撮ると、動きの軌跡が自然 な
感じに撮れる。
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設定している撮影モードや機能によって、選べるフラッシュモードが異なります。 
下の表で○は変更可能、×は変更不可能を表しています。選べないフラッシュモードはグレー
で表示されます。

* これらの撮影モードではフラッシュ撮影はできません。

使用可能なフラッシュモード

MR (登録呼び出し)時は、設定によって選べるフラッシュモードが変わります。

ご注意
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1  コントロールホイールの （ドライブモー 
 ド)を押し、 を押す、またはホイールを 
 回して好みのモードを選ぶ。

連続撮影/セルフタイマー/自分撮り機能を使う

1枚撮影、連写、ブラケット撮影など、撮影の目的に合わせて使用してください。

• さらに詳細な設定ができる
モードを選んだ場合は、  で希望の設定を選びます。

 (1枚撮影):通常の撮影方法。
 (連続撮影): シャッターボタンを押している間、連続し

て撮影する。
 (速度優先連続撮影): シャッターボタンを押している

間、高速で連 続撮影する。ピントと明るさは1枚目で固定
される。

 (セルフタイマー):10秒セルフタイマーは撮影者も一緒
に写真に入るときに、2秒セルフタイマーは、撮影の際の
カメラブレを和らげるのに使う。シャッターボタンを押すと、
セルフタイマーランプが点滅して「ピッピッピッ」と電子音
が鳴り、撮影が開始される。解除するにはもう一度
を押す。

(自分撮り):カメラが人物の顔を検出して自動撮影。自
分にカメラを向けて撮影するときに使う。設定した人数の
顔を検出すると「ピピッ」と音が鳴り、2秒後に撮影が開始
される。

(セルフタイマー(連続):シャッターボタンを押して10秒後
に連写撮影する。3枚または5枚から撮影枚数を選ぶ。

 (連続ブラケット): 露出を段階的にずらして、合計3枚
の画像を 記録する。露出の段数は設定できる。

 (ホワイトバランスブラケット):選択されているホワイ
トバ ランス、色温度・カラーフィルターの値を基準に、段階
的にずらして、 合計3枚の画像を記録する。[Lo]または[Hi]
からずらす値の幅を選ぶ。
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1  コントロールホイールのDISPを押して 
 好みのモードを選ぶ。

モニター表示を変える

• 選択できるモードはMENU  1 [DISPボタン(背 
 面モニター)]で設定できます。

撮影時
グラフィック表示:基本的な撮影情報を表示する。シャッタ
ースピードと絞りをグラフィカルに表示する。
全情報表示:撮影情報を表示する。
情報表示なし:撮影情報を表示しない。
水準器:カメラの傾きを示す指標を表示する。水平状態のと
きは緑色になる。
ヒストグラム:画像の明暗をグラフ(ヒストグラム)で表示す
る。(お買い上げ時の設定では選べません。[DISPボタン(
背面モニター)]で[ヒストグラム]を選択してください。)
再生時
情報表示あり:撮影時の情報を表示する。 
ヒストグラム:撮影時の情報とヒストグラムを表示する。 
情報表示なし:撮影時の情報を表示しない。
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1 コントロールホイールの
 (露出補正)を押す。 

1  モードダイヤルを (おまかせオート)または (プレミアムおまかせ 
 オート)にする。 

2  を押す、またはホイールを回して希望の補正値を選ぶ。 

画像の明るさを調整する

自分好みの設定で撮る(マイフォトスタイル)

撮影モード「M」以外では、露出が自動的に設定されます(自動露出)。自動露出で設定された
露出値を基準に、+側に補正すると、画像全体を明るく、-側に補正すると、画像全体を暗くで
きます(露出補正)。

マイフォトスタイルは、通常の画面とは異なるデザインで直感的にカメラを操作できるモードで
す。モードダイヤルが  （おまかせオート)と （プレミアムおまかせオート)のときに、かんた
んな操作で設定を変更して撮影できます。

+(オーバー)側:画像が明るくなる。
-(アンダー)側:画像が暗くなる。
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2 コントロールホイールの 
 (マイフォトスタイル)を押し、  
 を押して設定を変更する項目を選ぶ。

3  コントロールホイールの を押す、またはホイールを回して希望 
 の設定にする。
 • この手順を繰り返して色々な設定を組み合わせることができます。

4  静止画の場合:シャッターボタンを押して撮影する。
 動画の場合:MOVIEボタンを押して撮影を開始する。
 • マイフォトスタイルを終了するには、MENUボタンを押します。

(背景ぼかし):背景のぼかし具合を調整する。

 (明るさ):明るさを調整する。

(色あい):色合いを調整する。

(鮮やかさ):鮮やかさを調整する。

(ピクチャーエフェクト):好みの効果を選んで、独自の風
合いで撮 影する。

• マイフォトスタイルで動画を撮影する場合、記録中に設定できるのは背景ぼかしのみです。
• [おまかせオート]や[プレミアムおまかせオート]に戻ったり、電源を切ると、各設定は初期設定  
　に戻ります。
• プレミアムおまかせオート時に、マイフォトスタイルを設定すると、重ね合わせ処理はされま
　せん。

ご注意
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場面に合った撮影モードを使う (シーンセレ
クション)

1  モードダイヤルを SCN(シーンセレクション)にする。

2  コントロールホイールの  を押  
 す、またはホイールを回して好み  
      のモードを選び、中央の を押す。

• ほかのシーンにしたいときは、MENU  5
 [シーンセレクション]で選び直します。

(ポートレート):背景をぼかして、人物を際立たせる。肌をやわらかに再現する。

(人物ブレ軽減): 室内で人物撮影をする場合、フラッシュを使わずにブレを軽減する。

(スポーツ):高速なシャッタースピードで動く物が止まったように撮れる。シャッターボタン
を押し続けると連続撮影する。

(ペット):ペットを最適な設定で撮影する。

(料理):料理を明るく美味しそうに撮影する。

(マクロ):花などに近づいて撮影する。

(風景): 風景を手前から奥までくっきりと鮮やかな色で撮る。

(夕景): 夕焼けや朝焼けなどの赤を美しく撮る。

(夜景): 暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮る。

(手持ち夜景):三脚を使わずにノイズが少ない夜景を撮る。連写を行い、画像を合成し
て被写体ブレや手ブレ、ノイズを軽減して記録する。

(夜景ポートレート): 夜景を背景に手前の人物を撮る。
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場面に合った撮影モードを使う(シーンセレク
ション)

1  モードダイヤルをP(プログラムオート)、A(絞り優先)、 

 S(シャッタースピード優先)またはM(マニュアル露出)にする。

2  MENUボタンを押す。

3  コントロールホイールの  で
 3 を選び、 を押す、または  
 ホイールを回して[ピクチャーエフ  
 ェクト]  好みのモードを選ぶ。

(打ち上げ花火):打ち上げ花火をきれいに撮影する。

(高感度):暗いところでも、フラッシュを使わずにブレを軽減する。

• さらに詳細な設定ができるモードを選んだ場合は、 で希望の設定を選びます。

(切):効果を使用しない。

(トイカメラ):周辺が暗く、シャープ感を抑えた柔らかな仕上がりになる。 で色合いを
設定できる。

(ポップカラー):色合いを強調してポップで生き生きとした仕上がりになる。

(ポスタリゼーション):原色のみ、または白黒のみで再現され るメリハリのきいた抽
象的な仕上がりになる。 で[ポスタリゼーション:白黒]か[ポスタリゼーション:カラー]か
を選択できる。

MENUボタン
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レトロフォト):古びた写真のようにセピア色でコントラストが落ちた仕上がりになる。

ソフトハイキー):明るく、透明感や軽さ、優しさ、柔らかさを持ったような仕上がりになる。

(パートカラー): 1色のみをカラーで残し、他の部分はモノクロに仕上がる。
で残す色を設定できる。

(ハイコントラストモノクロ):明暗を強調することで緊張感のあるモノクロに仕上がる。

(ソフトフォーカス):柔らかな光につつまれたような雰囲気の仕上がりになる。 で効果の
強弱を設定できる。

(絵画調HDR):絵画のように色彩やディテールが強調された仕上 がりになる。3回シャッタ
ーが切れる。 で効果の強弱を設定できる。

(リッチトーンモノクロ):階調が豊かでディテールも再現されたモノクロに仕上がる。3回シャ
ッターが切れる。

(ミニチュア):ミニチュア模型を撮影したようにボケが大きく、鮮やかな仕上がりになる。
でボケる位置を設定できる。

(水彩画調):にじみやぼかしを加えて水彩画のような効果をつける。

(イラスト調):輪郭を強調するなどしてイラストのような効果をつける。 で効果の強弱を
設定できる。

•  [トイカメラ]、[ポップカラー]、[ポスタリゼーション]、[レトロフォト]、[ソフトハイキー]、
 [パートカラー]、[ハイコントラストモノクロ]は動画撮影でも使えます。(デュアル記録はでき 
 ません。)
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ISO感度を選ぶ

1  モードダイヤルをP(プログラムオート)、A(絞り優先)、S(シャッター
 スピード優先)またはM(マニュアル露出)または (動画)にする。

2  MENUボタンを押す。

3  コントロールホイールの で
 3を選び、 を押す、または  
 ホイールを回して[ISO感度]  好  
 みのモード  中央の を押す。

マルチショットノイズリダクション:連続撮影により写真を重ね合わせ、ノイズの少ない画像
を撮影する。

で設定画面を表示して、 でISO AUTO、200 ~ 25600の中から希望の数値を選ぶ。

ISO AUTO:カメラが明るさに応じた感度を自動で設定する。 で設定画面を表示して、ISO 
AUTO時の上限値、下限値を設定することもできる。

ISO 80 ~ 6400: 数値が大きいほど高感度になる。

MENUボタン

• ISO 125未満の領域は、記録できる被写体輝度の範囲(ダイナミックレンジ)が少し狭くなります。
• 動画撮影時はISO 125 ~ 3200の範囲で選べます。 
• [マルチショットノイズリダクション]に設定しているときは、重ね合わせ処理をするため、記録処理 
 に時間がかかります。また、フラッシュは発光しません。

ご注意
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1  MENUボタンを押す。

2  コントロールホイールの で 2
 を選び、 を押す、またはホイ  
 ールを回して[フォーカスモード] 
	 好みのモード  中央の を押す。

(シングルAF):ピントが合った時点でピントを固定する。止まっているものの撮影に適
している。

(コンティニュアスAF):シャッターボタン半押しの間ピントを合わせ続ける。動いている
ものの撮影に適している。

(DMF): 手動によるピント合わせとオートフォーカスを組み合 わせることができる。

(マニュアルフォーカス): ピント合わせを手動で行う。

• [DMF]または[マニュアルフォーカス]で手動でピントを合わせる
 ときは、コントロールリングを回します。

MENUボタン

ピント合わせの方法を選ぶ
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Fn(ファンクション)ボタンの設定機能を変える

1  MENUボタンを押す。

2  コントロールホイールの で 2
 を選び、 を押す、またはホイ  
 ールを回して[ファンクションボタ  
 ン][ファンクション1]~
 [ファンクション7]好みのモード   
 中央の を押す。

露出補正/フォーカスモード/オートフォーカスエリア/ISO感度/ドライブモード/測光モー
ド/フラッシュモード/調光補正/ホワイトバランス/DRO/オートHDR/クリエイティブスタイ
ル/ピクチャーエフェクト/美肌効果/画質/画像サイズ/顔検出/スマイルシャッター/横縦
比:設定した機能が割り当てられる。

未設定:機能を割り当てない。

Fn(ファンクション)ボタンにはよく使う機能を7つまで登録しておくことができ、撮影時に呼び出す
ことができます。

機能を割り当てる

MENUボタン

撮
影
に
便
利
な
機
能
を
使
う
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1  MENUボタンを押す。

1  撮影画面でFn(ファンクション)ボタンを押す。

2  Fn(ファンクション)ボタンまたは で設定する機能を選ぶ。

3  コントロールホイールまたはコントロールリングを回して設定する

2  コントロールホイールの  
 で 2を選び、 を押す、また  
 はホ イールを回して[コントロール  
 リング]好みのモード中央の  
 を押す。

割り当てた機能を呼び出す

コントロールリングの設定機能を変える
コントロールリングにはよく使う機能を登録しておくことができ、撮 影時に即時に設定ができます。

MENUボタン

Fn(ファンクション)ボタン
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• ［フォーカスモード］が［DMF］または［マニュアルフォーカス］のときは割り当てられた機能を呼び 
 出すことはできません。コントロールリングは手動ピント合わせとして機能します。

ご注意

スタンダード:撮影モードごとにカメラがおすすめする機能が割り当てられる。

露出補正/ISO感度/ホワイトバランス/クリエイティブスタイル/ピクチャーエフェクト/ズー
ム/シャッタースピード/絞り:設定した機能が割り当てられる。

未設定:機能を割り当てない。
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1  （再生）ボタンを押して画像を再生し、
 W/T(ズーム)レバーをW側に動かす。
 • W/T(ズーム)レバーをもう一度W側に動かすと、更に細か 
   い 一覧表示画面になります。

2  コントロールホイールの  
 を押す、またはホイールを回して  
 画像を選ぶ。

 • コントロールホイール中央の を押すと、1  
 枚再生に戻ります。

素早く探す(一覧表示)
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1  (再生)ボタンを押して画像を
 再生し、MENUボタンを押す

2  コントロールホイールの で 1 
 を選び、 を押す、またはホイー 
      ルを回して[スライドショー]を選ぶ。

連続して再生する(スライドショー)

MENUボタン

3  実行]を選び、中央の を押す。
 • スライドショーを終了するには、中央の を押します。
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1  (再生)ボタンを押して画像を  
 再生し、MENUボタンを押す。

2  コントロールホイールの で 1 
 を選び、 を押す、またはホイー 
 ルを回して[静止画/動画切換]
	 [フォルダービュー(MP4)]または  
       [AVCHDビュー]中央の を押す。

動画の再生が始まる。
• もう一度中央の を押すと、一時停止します。再生中に を押すと早戻し、早送りがで 
  きます。

動画を見る

MENUボタン

3  / を押す、またはホイールを回して再生したい動画を選び、 
 中央の を押す。

• 静止画再生に戻すには[、フォルダービュー(静止画)]を選びます。
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1  （再生）ボタンを押して画像を再生し、 
 (削除)ボタンを押す。

2  コントロールホイールの で
 [削除]を選び、中央の を押す。

削除する

削除ボタン
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静止画撮影メニュー
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動画撮影メニュー
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カスタムメニュー
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メモリーカードツールメニュー
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使用できるメモリーカード
以下の一覧を参考にして、使用するメモリーカードを選んでください。静止画撮影、または動画
撮影で使用できるメモリーカードを○で表しています。

• マルチメディアカードは使用できません。
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静止画の記録可能枚数と動画の記録可能時間

静止画

記録枚数/時間は、撮影状況および使用するメモリーカードによって異なる場合があります。

(単位:枚)

* [横縦比]を[3:2]以外に設定しているときは、上記の枚数より多く記録できます(RAW設定時は 
 除く)。

[画像サイズ]:[L:20M]
[横縦比]:[3:2]のとき*

• SDカードを動画撮影に使用するときは、SDカードのclassも確認してください。
• SDXCメモリーカードに記録した映像は、exFATに対応していないパソコンやAV機器などに、本 
 機とマイクロUSBケーブルで接続して取り込んだり再生する
 ことはできません。接続する機器がexFATに対応しているかを事前にご確認ください。対応して 
 いない機器に接続した場合、フォーマット(初期化)を促す表示がされる場合がありますが、決し 
 て実行しないでください。内容が全て失われます。(exFATは、SDXCメモリーカードで使用され 
 ているファイルシステムです。)
• すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。ソニー製以外 のメモリーカード 
 については、各メーカーにお問い合わせください。
• “メモリースティックマイクロ”、microSDメモリーカードを本機でお使いの場合は、必ず専用のア 
 ダプターに入れてお使いください。

ご注意

容量 本機でフォーマットしたメモリーカード

画質 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB

スタンダード 295 590 1200 2400 4800 9600

ファイン 170 345 690 1350 2800 5500

RAW & JPEG 58 115 235 470 950 1900

RAW 88 175 355 710 1400 2850
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• 静止画の記録可能枚数が9999枚より多いときでも「、9999」と表示されます。 
• 他機で撮影した画像を再生すると、実際の画像サイズと異なって表示される場合があります。

ご注意

動画

動画ファイルを合計したときの最大記録可能時間の目安です。

• 連続撮影可能時間は1回の撮影で約29分です。また、MP4時は1つの動画ファイルの最大サ 
 イズは約2GBまでです。

容量 本機でフォーマットしたメモリーカード

記録設定 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB

60i 24M (FX) 10分 20分 40分 1時間
30分

3時間 6時間

60i 17M (FH) 10分 30分 1時間 2時間 4時間
5分

8時間
15分

60p 28M (PS) 9分 15分 35分 1時間
15分

2時間
30分

5時間
5分

1440 x 1080 12M 15分 40分 1時間
20分

2時間
45分

5時間
30分

11時間
5分

VGA 3M 1時間
10分

2時間
25分

4時間
55分

9時間
55分

20時間 40時間
10分

• 撮影シーンに合わせて動画の画質を自動調節するVBR(Variable Bit Rate)方式を採用してい 
 るため記録時間が変動します。動きの速い映像を記録する場合、メモリーの容量を多めに使 
 用してより鮮明な画像を記録しますが、その分記録時間は短くなります。また、撮影環境や被 
 写体の状態、画質/画像サイズの設定によっても記録時間は変動します。

ご注意
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モニターに表示されるアイコン一覧
モニターには、カメラの状態を表すアイコ
ンが出ます。コントロールホイールの DISP 
で、モニターの表示が切り替わります(49
ページ)。

撮影時のアイコン一覧
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再生時のアイコン一覧
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本機にバッテリーを入れられない。

電源が入らない。

電源が切れる。

バッテリーの残量表示が正しくない。

バッテリー充電中、本機の電源/充電ランプが点滅する。

• バッテリーの向きを確認し、取りはずしつまみがロックするまで挿入してください（9ページ）。

• 本機にバッテリーを取り付けた後、電源が入るまでに時間がかかることがあります。
• バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください（9ページ）。
• バッテリーは使わなくても自然放電で少しずつ消耗します。充電をしてからお使いください。
• NP-BX1タイプのバッテリーかご確認ください。

• 本機やバッテリーの温度によっては、カメラを保護するために、自動的に電源が切れることがあ 
 ります。この場合は、電源が切れる前にモニターにメッセージが表示されます。
• 操作しない状態が一定時間続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。 
 電源を入れ直してください。

• 温度が極端に高い、または低いところで使用しているときの現象です。
• 使用回数や経年変化により、バッテリー容量は低下します。使用できる時間が大幅に短くなっ 
 た場合は、バッテリーの寿命です。新しいものをお買い上げください。

• NP-BX1タイプのバッテリーかご確認ください。
• 長時間使用していないバッテリーを充電すると、本機の電源/充電ランプが点滅することがまれ 
 にあります。その場合はカメラからバッテリーを取り出し、入れなおしてください。

バッテリー・電源
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電源/充電ランプが消えて充電が終わっても、充電ができていない。

カメラを振ると、音がする。

• 温度が極端に高い、または低いところで充電しているときの現象です。
 バッテリーの充電は周囲温度が10℃～ 30℃の環境で行ってください。

• 電源が入っていない状態で、カメラを振ると音がする場合がありますが、故障ではありません。

撮影できない。

再生できない。

• メモリーカードの空き容量を確認してください（71ページ）。いっぱいのときは、下記のいずれか
を行ってください。
 - 不要な画像を削除してください（60ページ）。
 - メモリーカードを交換してください。
• フラッシュ充電中は撮影できません。
• 動画撮影時は以下のメモリーカードをおすすめします。
 - “ メモリースティックPRO デュオ”（Mark2）“、メモリースティック
    PRO-HG デュオ”、“メモリースティック マイクロ”（Mark2）
 - SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSD メモリーカー 
    ド、microSDHC メモリーカード（Class 4以上）

• メモリーカードが奥まで挿入されているか確認してください。
• パソコンでフォルダー/ファイルの名前を変更したためです。
• パソコンで画像を加工したファイルや他機で撮影した画像は、本機での再生は保証いたしません。
• USBモードになっています。USB接続を終了してください。
• パソコン内の画像を本体で再生するには「PlayMemories Home」をご使用ください。Macで再生する 
 場合は、Macに搭載されているアプリケー ションをご利用ください。

撮影

再生
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使用/保管してはいけない場所

• 異常に高温、低温、または多湿になる
 場所
 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動
 車内は特に高温になり、放置すると
 変形したり、故障したりすることが
 あります。
• 直射日光の当たる場所、熱器具の近
 くでの保管
 変色したり、変形したり、故障したり
 することがあります。
• 激しい振動のある場所
• 強力な磁気のある場所
• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場
 所
 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起
 こる場所などでは、砂がかからない
 ようにしてください。故障の原因に
 なるばかりか、修理できなくなるこ
 ともあります。

持ち運びについて

ズボンやスカートの後ろポケットに本
機を入れたまま、椅子などに座らない
でください。故障や破損の原因になり
ます。

持ち運びについて

レンズやフラッシュ発光部をきれ
いにする
レンズやフラッシュ発光部に指紋やゴ
ミが付いて汚れたときは、柔らかい布
などを使ってきれいにしてください。

表面をきれいにする

• 水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい
 布で軽く拭いたあと、からぶきします。
 本機の表面が変質したり塗装がはげた
 りすることがあるので、以下はご使用
 にならないでください。
• シンナー、ベンジン、アルコール、化
 学ぞうきん、虫除け、日焼け止め、殺
 虫剤のような化学薬品類
• 上記が手についたまま本機を扱うこと
• ゴムやビニール製品との長時間の接
 触

動作温度にご注意ください

本機の動作温度は約0 ℃～ 40 ℃です。
動作温度範囲を越える極端に寒い場所
や暑い場所での撮影はおすすめできま
せん。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖
かい場所へ持ち込んだときなどに、本
機の内部や外部に水滴が付くことで
す。この状態でお使いになると、故障
の原因になります。

結露が起きたときは

電源を切って結露がなくなるまで
約1時間放置し、結露がなくなってか
らご使用ください。特にレンズの内側
に付いた結露が残ったまま撮影する
と、きれいな画像を記録できませんの
でご注意ください。

使用上のご注意
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内蔵の充電式バックアップ電
池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/
切に関係なく保持するために充電式電
池を内蔵しています。充電式電池は本
機を使用している限り常に充電されて
いますが、使う時間が短いと徐々に放
電し1か月程度まったく使わないと完
全に放電してしまいます。充電してか
ら使用してください。ただし、充電式
電池が充電されていない場合でも、日
時を記録しないのであれば本機を使う
ことができます。

内蔵の充電式バックアップ電池の
充電方法

本機に充電されたバッテリーを入れ
て、電源を切ったまま24時間以上放置
する。

メモリーカードを廃棄/譲渡す
るときのご注意

本機やパソコンの機能による「フォー
マット」や「削除」では、メモリーカード
内のデータは完全には消去されないこ
とがあります。メモリーカードを譲渡
するときは、パソコンのデータ消去専
用ソフトなどを使ってデータを完全に
消去することをおすすめします。また、
メモリーカードを廃棄するときは、メ
モリーカード本体を物理的に破壊する
ことをおすすめします。

バッテリーについて

バッテリーの充電について

周囲の温度が10℃～30℃の環境で充
電してください。これ以外では、効率
のよい充電ができないことがあります。

バッテリーの上手な使いかた

• 周囲の温度が低いとバッテリーの性
 能が低下するため、使用できる時間
 が短くなります。より長い時間ご使
 用いただくために、バッテリーをポ
 ケットなどに入れて温かくしてお
 き、撮影の直前、本機に取り付けるこ
 とをおすすめします。
• フラッシュ撮影、ズーム撮影などを
 頻繁にすると、バッテリーの消費が
 早くなります。
• 撮影には予定撮影時間の2～3倍の
 予備バッテリーを準備して、事前に
 試し撮りをしてください。
• バッテリーは防水構造ではありませ
 ん。水などにぬらさないようにご注
 意ください。
• 高温になった車の中や炎天下などの
 気温の高い場所に放置しないでくだ
 さい。
• バッテリーの端子部が汚れると、電
 源が入らなかったり、充電ができな
 いなどの症状が出る場合がありま
 す。このような場合は柔らかい布や
 綿棒などで軽く拭いて汚れを落とし
 てください。
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バッテリーの保管方法について

• バッテリーを長時間使用しない場合
 でも、機能を維持するために、1年に
 1回程度充電して本機で使い切り、そ
 の後本機を湿度の低い涼しい場所で
 保管してください。
• 本機でバッテリーを使い切るには、
 スライドショー（58ページ）を再生
 して、電源が切れるまでそのままに
 してください。
• 本機から取り出したバッテリーは、
 接点汚れ、ショート等を防止するた
 め、携帯、保管時は必ずポリ袋などに
 入れて金属から離してください。

バッテリーの寿命について

• バッテリーには寿命があります。使
 用回数を重ねたり、時間が経過する
 につれバッテリーの容量は少しずつ
 低下します。使用できる時間が大幅
 に短くなった場合は、寿命と思われ
 ますので新しいものをお買い上げく
 ださい。
• 寿命は、保管方法、使用状況や環境に
 よってバッテリーごとに異なりま
 す。

対応バッテリーについて

NP-BX1（付属）は、Xタイプに対応し
たサイバーショットにのみ使用できま
す。

Eye-Fiカードについて

• Eye-Fiカードはアメリカ、カナダ、日
 本、EUの一部の国で販売しています。
 （2012年6月現在）
• Eye-Fiカードに関するお問い合わせ
 は、その製造者・販売者に直接ご確
 認ください。
• Eye-Fiカードはご購入された国のみ
 で使用が認められています。使用す
 る国の法律に従ってお使いください。
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分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はソニーの相談窓口にご依頼ください。

内部に水や異物（金属類や燃えやすい物など）を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電池
を取り出してください。ACアダプターやバッテリーチャージャーなどもコンセントから抜い
て、ソニーの相談窓口にご相談ください。

運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、モニターを見
ることは絶対おやめください。交通事故の原因となります。

撮影時は周囲の状況に注意をはらう
周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。事故やけがなど
の原因となります。

指定以外の電池、ACアダプター、バッテリーチャージャーを使わない
火災やけがの原因となることがあります。

機器本体や付属品、メモリーカードは、乳幼児の手の届く場所に置かない
電池などの付属品や、メモリーカードなどを飲み込むおそれがあります。乳幼児の手の
届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意ください。万一飲み込んだ場合は、
直ちに医師に相談してください。

電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける
正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となることがあります。また、ベルトやストラ
ップに傷がないか使用前に確認してください。
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フラッシュ、AF補助光などの撮影補助光を至近距離で人に向けない

• 至近距離で使用すると視力障害を起こす可能性があります。特に乳幼児を撮影する  
 ときは、1m以上はなれてください。
• 運転者に向かって使用すると、目がくらみ、事故を起こす原因となります。

長時間、同じ持ち方で使用しない。

使用中に本機が熱いと感じなくても皮膚の同じ場所が長時間触れたままの状態でいる
と、赤くなったり水ぶくれができたりなど低温やけどの原因となる場合があります。以下の
場合は特にご注意いただき、三脚などをご利用ください。
• 気温の高い環境でご使用になる場合。
• 血行の悪い方、皮膚感覚の弱い方などがご使用になる場合。

水滴のかかる場所など湿気の多い場所やほこり、油煙、湯気の多い
場所では使わない

火災や感電の原因になることがあります。

ぬれた手で使用しない

感電の原因になることがあります。
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不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると、
製品が落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する
電源コードやパソコン接続ケーブル、A/V接続ケーブルなどは、足に引っ掛け
ると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意
して接続・配置してください。

通電中のACアダプター、バッテリーチャージャー、充電中の電池や製品に長時間ふ
れない
長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

使用中は機器を布で覆ったりしない
熱がこもってケースが変形したり、火災、感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは､電源をはずす
長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を
本体からはずして保管してください。火災の原因となることがあります。

フラッシュの発光部を手でさわらない
フラッシュ発光部を指・手袋などで覆ったまま発光しない。また、発光後もしばらくは発
光部に手を触れないでください。やけど、発煙、故障の原因となります。
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レンズやモニターに衝撃を与えない
レンズやモニターはガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因
となることがあります。

電池や付属品、メモリーカード、アクセサリーなどを取りはずすときは、手をそえる
電池やメモリーカードなどが飛び出すことがあり、けがの原因となることがあります。

• 乾電池型充電式電池・バッテリーパックは指定されたバッテリーチャ 
 ージャー以外で充電しない。
• 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブンで加 
 熱しない。
• 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しない。 
 このような場所で充電しない。
• 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しな 
 い。
• 電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体でぬらさな 
 い。ぬれた電池を充電したり、使用したりしない。

• 電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させたりす 
 るなどの衝撃や力を与えない。
• バッテリーパックが変形・破損した場合は使用しない。
• アルカリ電池/ニッケルマンガン電池は充電しない。
• 外装シールをはがしたり、傷つけたりしない。外装シールの一部ま 
 たは、すべてをはがしてある電池や破れのある電池は絶対に使用 
 しない。

• 電池は、＋、－を確かめ、正しく入れる。
• 電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器か
 ら取り出しておく。
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リチウムイオン電池

お願い

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチ
ウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを
貼ってリサイクル協力店へお持ち下さい。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、
一般社団法人JBRCホームページ
http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照して下さい。
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本体
［システム］

撮像素子：13.2 mm×8.8 mm（1.0型）
 Exmor CMOSセンサー
総画素数：約2090万画素
カメラ有効画素数：約2020万画素
レンズ：
 カールツァイスバリオゾナーT*
 3.6倍ズームレンズ
 f=10.4 ｍｍ ～ 37.1 mm
 （28 ｍｍ ～ 100 mm（35 mmフィ
 ルム換算値））、F1.8（W）～ F4.9（T）
 動画撮影時（16：9）：
 29 ｍｍ ～ 105 mm*1

 動画撮影時（4：3）：
 36 ｍｍ ～ 128 mm*1

 *1［手ブレ補正］が［スタンダード］の
 とき
手ブレ補正：光学式
露出制御：自動、絞り優先、シャッタース
 ピード優先、マニュアル露出、シーン
 セレクション（13モード）
ホワイトバランス：オート/太陽光/日陰/
 曇天/電球/蛍光灯（温白色/白色/
 昼白色/昼光色）/フラッシュ/
 色温度・カラーフィルター/
 カスタム
信号方式：NTSCカラー、EIA標準方式

記録方式：
 静止画記録方式：
 JPEG（DCF、Exif、MPF Baseline）
 準拠、DPOF対応
 動画記録方式（AVCHD方式）：
 AVCHD規格 Ver.2.0準拠
 映像：MPEG-4 AVC/H.264
 音声：Dolby Digital 2ch
 ドルビーデジタルステレオクリエー
 ター搭載
 •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。
 動画記録方式（MP4方式）：
 映像：MPEG-4 AVC/H.264
 音声：MPEG-4 AAC-LC 2ch
記録メディア：
“メモリースティックデュオ”、“メモ
 リースティックマイクロ”、SDカー
 ド、microSD メモリーカード
フラッシュ：撮影範囲（ISO感度（推奨露
 光指数）がオートのとき）
 約0.3 ｍ～ 17.1 m（W）/
 約0.55 ｍ～ 6.3 m（T）

［入出力端子］
HDMI端子：HDMIマイクロ端子
マイクロUSB端子：USB通信
USB通信：Hi-Speed USB（USB 2.0）

［モニター］
液晶モニター：
 7.5 cm（3.0型）、TFT駆動
総ドット数：1 228 800ドット

主な仕様



JP

88

［電源・その他］
電源：リチャージャブルバッテリー
 パックNP-BX1、3.6 V
 ACアダプター、5 V
消費電力（撮影時）：約1.5 W
動作温度：0 ℃～ 40 ℃
保存温度：－20 ℃～ +60 ℃
外形寸法（CIPA準拠）：
 109 mm×59 mm×36 mm
 （幅×高さ×奥行き）
本体質量（CIPA準拠）
 （バッテリーNP-BX1、“メモリース
 ティックデュオ”を含む）：
 約252 g
マイクロホン：ステレオ
スピーカー：モノラル
Exif Print：対応
PRINT Image Matching III：対応

ACアダプター
定格入力：AC 100 V ～ 240 V、
50 Hz/60 Hz、0.2 A
定格出力：DC 5 V、1 500 ｍA
動作温度：0 ℃～ 40 ℃
保存温度：－40 ℃～ +85 ℃
外形寸法：約75 mm×33 mm×45 mm
（幅×高さ×奥行き）
本体質量：約75 g

リチャージャブルバッテリー
パックNP-BX1
使用電池：リチウムイオン蓄電池
最大電圧：DC 4.2 V
公称電圧：DC 3.6 V
容量：4.5 Wh（1 240 mAh）

本機や付属品の仕様および外観は、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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商標について
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