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レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー

 創造性を呼び覚まし、情熱を刺激する
さらに進化した、レンズ交換式HDビデオカメラ



SAL8514Z （Planar T＊ 85mm F1.4 ZA）

レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー

オープン価格

どこまでも美しく、限りなくリアルに、目を奪うほど精妙に。
撮影者の意志と創造力に応えるのが、
レンズ交換式HDビデオカメラレコーダーNEX-VG20です。
背景をぼかした印象的な表現も、暗所での撮影も可能。
高精細映像はもとより、味わい深いフィルムテイストな作品づくりも行えます。
また、サウンドクオリティーも向上し、映像作品の臨場感をさらに高めます。
撮影者の思いを満たす映像世界が、ここから生まれます。

高度な表現力で、撮影者の思いを満たす

いま映像は、さらなるクリエイティブと
クオリティーの世界へ

“Full HD1080”ロゴは、垂直画素（走査線）数1,080画素（本）という、従来の約2倍以上の
ハイビジョン映像を記録、編集または表示、再生が可能なソニー商品を示しています

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください2 3



APS-Cサイズの有効画素数1,610万画素のイメージセンサーを搭載。従来の“ハ

ンディカム”の約19.5倍という面積を持つ大判センサーにより、見せたいものだけ

にピントを合わせ、それ以外をきれいにぼかすことができます。また、高速･高画質

処理を両立した画質処理エンジン「BIONZ」との連携により、きめ細やかな階調を

表現し、暗所でも低ノイズでクリアな映像を実現します。

高感度1,610万画素“Exmor”APS HD CMOSセンサー

60pモードでのなめらかな高精細映像や、24pモードとシネマトーンガンマ™･

シネマトーンカラー™でのフィルムテイストな映像記録など、さまざまな映像表現

が楽しめます。

プログレッシブ記録

1,600万画素の静止画記録にも対応。最高約6コマ/秒の高速連写機能やRAW

画像撮影機能も搭載しているので、高画質な静止画撮影が楽しめます。

1,600万画素の静止画記録

高感度、“Exmor”APS HD CMOSセンサー 鮮やかなRAW静止画記録
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SEL18200 （E 18-200mm F3.5-6.3 OSS） 

SEL30M35 （E 30mm F3.5 マクロ）

SAL300F28G （300mm F2.8 G）

SEL50F18 （E 50mm F1.8 OSS）

SEL24F18Z （Sonnar T＊ 24mm F1.8 ZA）

SAL8514Z （Planar T＊ 85mm F1.4 ZA） Full -time Continuous  AF

ソニー独自開発の「トランスルーセントミラー･テクノロジー」を搭載した、マウ

ントアダプター「LA-EA2」(別売)を使えば、すべてのAマウントレンズ＊１を装着

可能です。さらに、高速･高精度なTTL位相差検出方式AFが働くため、動く被

写体でも継続して追尾し続けることができます＊2 ＊3。広角から望遠まで豊富な

“α”レンズ（Aマウントレンズ）を活用することで、表現の幅がさらに広がります。

新たにAF対応したAマウントレンズ

＊1 STFレンズはマニュアルフォーカス専用、また
テレコンバーターとミノルタのXiレンズ、1倍
～3倍マクロレンズでは使用できません

＊2 位相差AF時、F3.5より明るいレンズでは
F3.5固定になり、F3.5以上のレンズでは、絞
り開放固定になります。その際、シャッタース
ピードやゲインの固定、オートの選択が可能
です

＊3 動画撮影中のAF駆動音が動作音として記録
される可能性があります。別途外部マイクを
使用することで、駆動音を軽減できます

携帯性に優れた薄型広角レンズをはじめ、光学式手ブレ補正機能を内蔵した

ズームレンズ、近接撮影に便利なマクロレンズなど、さまざまなレンズをライン

アップ。なかでも「カールツァイスレンズSonnar T＊ 24mm F1.8 ZA＊１」

は高解像度で、より鮮明な映像が得られます。また、薄型広角レンズに装着

して使えるフィッシュアイコンバーターやウルトラワイドコンバーターなどに

より、さらに多彩な表現が楽しめます。NEX-VG20H付属レンズキットE18-

200mm F3.5-6.3 OSSには、光学式手ブレ補正「アクティブモード」を搭載。

ブレをしっかり抑えて、クリアな画質できれいに残せます。さらに、NEX-VG20

本体に「レンズ補正」機能＊２を搭載。装着した“α”レンズの持つ周辺光量低下、

倍率色収差、歪曲収差を撮影時に補正し、より美しい画質を実現します。

高性能Eマウントレンズ

＊1 2011年12月発売予定
＊2 「Eマウントレンズ」装着時のみ有効、常にON

多彩な交換レンズ
撮影者の創造力に応える、個性的なレンズをラインナップ
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長時間撮影を可能にする高容量
“インフォリチウム”Vバッテリーを採用
高容量“インフォリチウム”Vバッテリーの採用により、約
350分以上＊の連続撮影を実現。また、記録メディアは
大容量タイプ“メモリースティック PRO デュオ”、“メモ
リースティック PRO-HG デュオ”に加え、SDメモリー
カード、SDHCメモリーカードやSDXCメモリーカー
ドにも対応しています。“メモリースティック PRO-HG 
デュオ”を使えば、撮影した動画をパソコンに高速で転
送･バックアップすることが可能です。
＊ 常温「NP-FV100」満充電時の目安です

HDMIとアナログ出力で、
多彩な使い方が可能
液晶テレビや外部モニターなどへのHDMI出力
時やアナログ端子出力時は、本体液晶モニター
またはEVFの同時表示にも対応。さらに、液晶画
面のアイコンや機能などの表示をすべて消すこ
とができます＊。また、外部機器のHDMI出力時
は、フルハイビジョンの出力に対応しています。

＊ 顔検出、タッチ追尾の枠、ガイドフレーム表示は外部モニ
　 ターに表示されます

高精細タッチパネル液晶と
EVF対応
解像度約92.0万ドット、3.0型の「エクストラ
ファイン液晶」を搭載。“TruBlack（トゥルーブ
ラック）ディスプレイ”を採用し、コントラストの
ある美しい映像を実現しています。被写体の細
部や微妙なグラデーションまで鮮明に映し出す
ので、液晶モニターでのピント合わせも快適に
行えます。EVFは0.43型、有効解像度115.2
万ドットで、晴天下でも映像が見やすく、被写体
に集中して撮影できます。

赤外線対応リモコン
付属のリモコンは赤外線に対応。遠隔操
作によって、録画ボタンや静止画のシャッ
ターボタンなどをコントロールできます。

2nd S/Sボタン
カメラのグリップを右手でしっかりと掴む
ように持ち、左手でレンズリングの操作が
できる撮影に適したシューティングスタ
イルがとれるデザインを採用。上部にある
2nd S/Sボタンを使えば、録画ボタンを押
してすぐに撮影体勢に入れます。

被写体を確実にとらえ続ける
フォーカス機能
4倍の拡大フォーカス機能をグリップ上部
に搭載し、ピントの合わせにくい状況でも、
快適にピント合わせができます。さらに、よ
り細かいピント合わせのために、赤/白/黄
のカラー表示対応のピーキング機能も搭
載。撮影者のこだわりに応える便利な機
能です。

安定したグリップ
カメラを構えた時に手のひらに沿うような
形状を新たに採用。グリップベルトもサイ
ズを大きくし、より安定した撮影をサポー
トします。

巧みな操作性
高性能、使いやすさは、独自の映像追求のために

液晶部を閉じて使う撮影スタイル
でも、本体外側に設置された、機能
の割り当てが可能なコントロール
ダイヤルで、自在に操作できます。
例えば、事前に絞りシャッタース
ピードを固定しておき、液晶部を
閉じてEVFを見ながら操作する際
に、絞り、ホワイトバランス、ゲイン、
カメラ明るさなどを設定できます。

液晶部を閉じても使える、
割り当て可能なコントロールダイヤル

※液晶画面は英語表示です　※液晶画面はハメコミ合成です8 9



ポーラーダイアグラム（音響指向特性）

4カプセルサラウンドマイクロホン リアチャンネル
ポーラーダイアグラム

バックチャンネル
ポーラーダイアグラム

31段階のオーディオレベルコントロール

アクセサリー & ソフトウェア

ショットガンマイクロホン
ECM-CG50
希望小売価格 24,150円（税抜価格 23,000円）

ワイヤレスマイクロホン
ECM-AW3
希望小売価格 21,000円
（税抜価格 20,000円）

外部マイク ライト ブラケットクリップオンLCDモニター

バッテリービデオライト
HVL-10NH
希望小売価格 12,600円
（税抜価格 12,000円）

フラッシュ
HVL-F43AM＊1

希望小売価格 36,750円
（税抜価格 35,000円）

クリップオンLCDモニター
CLM-V55＊2
希望小売価格 42,000円
（税抜価格 40,000円）

ブラケット
VCT-55LH
希望小売価格 4,725円
（税抜価格 4,500円）

＊2 別売アクセサリー、リチャージャブルバッテリー
パック「NP-FM500H/QM71D/QM91D」、または
ACアダプター「AC-PW10AM」が必要です

＊1 フィッシュアイコンバーター装着時は使用できません

バッテリー／ACアダプター／チャージャー ケース

リチャージャブルバッテリーパック
NP-FV100
希望小売価格 21,000円
（税抜価格 20,000円）

リチャージャブルバッテリーパック
NP-FV70
希望小売価格 12,600円
（税抜価格 12,000円）

チャージャー
AC-VQV10
希望小売価格 12,600円
（税抜価格 12,000円）

ソフトキャリングケース
LCS-VCD
希望小売価格 14,175円
（税抜価格 13,500円）

ストラップ

ショルダーベルト
BLT-110
希望小売価格 3,150円
（税抜価格 3,000円）

三 脚

リモコン三脚
VCT-80AV
希望小売価格 18,900円（税抜価格 18,000円）
VCT-60AV
希望小売価格 10,500円（税抜価格 10,000円）

卓越したサウンドクオリティー

サウンドは、美しいハイビジョン映像の魅力を引き出すために重要な要素。NEX-

VG20は、4つの無指向性マイクカプセルを配置したステレオマイクと高度な信

号処理技術の組み合わせにより、2chと5.1chの臨場感あふれるクリアな音声記

録を実現しています。内蔵マイクや、マイク入力端子を用いた外部マイクの場合、

31段階の録音レベル調整が可能なオーディオレベルコントロール機能を搭載。

好みに合わせて調整ができます。また、音声レベルコントロールをマニュアルにし

た状態でも、オートゲインは有効なため、突然音声レベルが増加した場合も、継

続的な音割れの発生を抑えます。音量のモニターを可能にするレベルメーター

を、液晶パネルに表示させるインディケーター機能も搭載。ヘッドホンジャックを

使って、音声入力を確認しながら作品づくりに集中できます。
※液晶画面は英語表示です※液晶画面は英語表示です

撮影した映像を取りこみ、「カレンダー表示」でかんたんに見たいシーンを検索、
再生できます。さらに、フォルダやラベルなど異なる分類で一覧表示できる「リ
ストビュー」、動画を一定間隔ごとにサムネイル表示する「フィルムロールイン
デックス」や「顔検索」など、便利な検索機能が充実。見たい映像をスムーズに
見つけ出せます。これまでのインターレース方式の映像にくわえて、プログレッ
シブ方式の映像もサポート。映像の取りこみから、カレンダーによる管理、再
生、ディスク作成にも対応。繊細で滑らかな60pの映像や24pネイティブ記
録の映像も従来どおりの使い勝手で楽しめ、ブルーレイディスクドライブ搭載
のPCであれば、60pのデータもブルーレイディスクで作成できます。

PMB（P
ピ ク チ ャ ー

icture M
モー シ ョ ン

otion B
ブ ラ ウ ザ ー

rowser） 業務用ビデオ編集ソフトウェアでも定評のある米Sony Creative Software製の「Vegas™ Movie Studio HD 
Platinum 11（日本語版）」を無償提供します＊。本ソフトウェアは、撮影した映像にビデオエフェクトやタイトル、BGMを加
え、オリジナルの作品に仕上げることができるビデオ編集ソフトウェアです。ネイティブ編集対応が可能なため、ハイビジョ
ン動画を軽快に扱うことができます。動画の合成や色補正、手ブレ補正機能、
数百種類におよぶ2Dや3Dのトランジションやタイトルなどのビデオエフェクト
など迫力あるハイビジョン動画作品を制作するために必要な機能を豊富に搭載
し、ホームビデオやプロモーションビデオ、ショートムービーなどプロレベルの
映像制作が可能です。お客様は、商品に同梱されているチラシに記載のURLに
アクセスし、必要項目を入力後、ダウンロードして入手できます。
＊インターネット経由での無償ダウンロードクーポンを提供

Vegas™ Movie Studio HD Platinum 11
本体付属アプリケーションソフトウェア

10 11



2011.11
カタログ記載内容2010年10月現在

EWSY-1  Printed in Japan.   （84942157）R

お買い求めは当店へ

2011.9
カタログ記載内容2011年9月現在

EWSY-1  Printed in Japan.  （84942157）R

2011.9
カタログ記載内容2011年9月現在

EWSY-1  Printed in Japan.  （84942157）R

2011.9
カタログ記載内容2011年9月現在

EWSY-1  Printed in Japan.  （84942157）R

2011.9
カタログ記載内容2011年9月現在

EWSY-1  Printed in Japan.  （84942157）R

安全に使用するための注意  ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください  ●バッテリーは、火の中に入れたり、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下など
で充電したり、放置しないでください  ●ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください 
商品使用上の注意  ●本機ではリチャージャブルバッテリーパックNP-FV70および100のみご利用いただけます  ●リチウムイオン電池の特性として、低温での使用時はバッテリー使用可能
時間が極端に短くなる場合があります  ●本機に対応したレンズには電動ズーム機能がありません。ズームリングを用いたマニュアル操作になります  
カタログ上の注意  ●カタログ掲載商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。あらかじめご了承ください  ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異
なる場合があります  ●カタログ掲載商品のなかには地域により、品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえ、お選びください  
各社商標など  ●“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です　●“ハンディカム”、“HANDYCAM”、 はソニー株式会社の登録商標です  ● はソ

ニー株式会社の商標です　●“Exmor”、“エクスモア”および はソニー株式会社の商標です　●“BIONZ”、“ビオンズ”および はソニー株式会社の商標です　●Steadyshot
はソニー株式会社の商標です　●TruBlackおよび はソニー株式会社の商標です　●VAIOおよび はソニー株式会社の商標です　●“InfoLITHIUM（インフォリチウム）”
および はソニー株式会社の商標です　●“メモリースティック”、“メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO”、“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック PRO-
HG デュオ”および はソニー株式会社の商標または登録商標です  ●“AVCHD/Progressive”および 　　　　　　　　　　は、パナソニック株式会社とソニー
株式会社の商標です　●Vegasはソニー株式会社の米国およびその他の国における商標です  ●Blu-ray Discおよび 　　　は商標です  ● 　　　は、SD-3D,LLC
の商標です　● は、SD-3D,LLCの商標です  ●HDMI、　　　　、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録
商標です  ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®は明記していません

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず｢取扱説明書｣をよくお読みください
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

安全点検のお願い
使用を中止　バッテリーを外すかコンセントから電源プラグを

抜いて必ず販売店にご相談ください
●電源コードが傷んでいる　●内部に水や異物が入った
●変なにおいがしたり、煙が出たりする

このような症状は
ありませんか

イメージセンサー

型式 APS-Cサイズ（23.5×15.6mm）、原色フィルター付き、
“Exmor”APS HD CMOSセンサー

有効画素数（16：9 動画） 1,360万画素

有効画素数（3：2 静止画） 1,610万画素

総画素数 1,670万画素

レンズ（交換式）

レンズマウント ソニー Eマウント
NEX-VG20H付属レンズ E 18-200mm F3.5-6.3 OSS（SEL18200）

レンズ構成 12群17枚（非球面4枚、EDガラス1枚）

焦点距離（35mm換算）＊1 27～300mm（静止画）、29～332mm（動画）

絞り羽根 7枚（円形絞り羽根）

最小絞り F22～F40

開放絞り F3.5（ワイド端）～F6.3（テレ端）

最大撮影倍率 0.35倍

最短撮影距離 0.3m（ワイド端）～0.5m（テレ端）

フィルター径 67mm

外形寸法（最大径×長さ） 75.5×99mm（ワイド端）、75.5×174.0mm（テレ端）

質量 524g

手ブレ補正 光学式手ブレ補正（アクティブモード搭載）
記録メディア

“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”、
SD/SDHC/SDXCメモリーカード（Class4以上推奨）

記録/再生（動画）

記録形式
ハイビジョン画質：MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD ver.2.0規格準拠
スタンダード画質：MPEG-2 PS
音声記録フォーマット Dolby AC-3

動画記録画素数/
フレームレート

ハイビジョン画質：1,920×1,080/60p（PS）、24p、60i（FX、FH）、
　　　　　　1,440×1,080/60i（HQ、LP）
スタンダード画質：720×480/60i

動画記録レート
ハイビジョン画質 PS：約28Mbps/FX:約24Mbps/
　　 　　　　FH:約17Mbps/HQ:約9Mbps/LP:約5Mbps
スタンダード画質 HQ:約9Mbps

記録/再生（静止画）

静止画圧縮形式 JPEG/JPEG+RAW/RAW

静止画サイズ

1,600万画素相当 3：2（4,912 × 3,264 ドット）
1,360万画素相当 16：9（4,912 × 2,760 ドット）
840万画素相当 3：2（3,568 × 2,368 ドット）
710万画素相当 16：9（3,568 × 2,000 ドット）
400万画素相当 33：2（2,448 × 1,624 ドット）
340万画素相当 16：9（2,448 × 1,376 ドット）

ホワイトバランス

自動/屋内/屋外/ワンプッシュ

シャッタースピード

自動 1/48-1/4000秒（動画 24p）、1/60-1/4000
（動画 24p以外）、30秒-1/4000秒（静止画）

手動 1/4-1/8000秒（動画）、30秒-1/4000秒（静止画）
ゲイン

自動/手動（0dB-30dB）
最低被写体照度

9 lux（シャッタースピード 1/60秒 F3.5）
液晶モニター

タイプ 3.0型（16：9）/92.0万ドット 
エクストラファイン液晶（TruBlack液晶）

角度調整 上下反転（オープン角：最大90度/チルト角：最大270度）

明るさ調整＊1 ○

タッチパネル ○

ガイドフレーム ○
ビューファインダー

タイプ 0.43型/カラー 115.2万ドット相当 エクストラファイン液晶

視野率 100%

視度調整 ○

明るさ調整 ○
インターフェース

映像音声出力 HDMIミニ端子（Cタイプ）

ヘッドホン出力 ステレオミニジャック（3.5ミリ）

マイク入力 ステレオミニジャック（3.5ミリ）

PCインターフェース mini-AB/USB2.0 Hi-speed（マスストレージ/MTP）

対応OS（付属ソフトウェアPMB）

Windows® XP＊ SP3、Windows Vista® SP2、
Windows 7 SP1

＊64bit版は除く。イメージディスクの作成にはWindows Image
　Mastering API Ver.2.0以上が必要です

オーディオ

内蔵マイクロホン ○（5.1chサラウンド/ステレオ）

スピーカー ○（モノラル）、音量調節（16段階、0～15）
電源・その他

消費電力（ビュー
ファインダー使用時） ハイビジョン画質：4.0W、スタンダード画質：3.8W＊2

バッテリー NP-FV70、NP-FV100

バッテリー連続撮影時間 約350分（NP-FV100使用時）＊3

質量

撮影時総質量 約1.3kg（NP-FV70〈本体付属品〉使用時、
付属レンズ装着時）＊4

本体質量 約645g
寸法

外形寸法：幅×高さ×奥行
（付属レンズ、フード装着時） 91×130×223mm（102×132×294mm＊4）

動作温度範囲

0～40℃

付属品

リチャージャブルバッテリーパック（NP-FV70）、
ACアダプター（AC-L200C）、電源コード、
D端子A/Vケーブル、A/V接続ケーブル、
USBケーブル、ボディーキャップ、
高倍率ズームレンズ（E 18-200mm F3.5-6.3 OSS）＊4、
レンズフード＊4、レンズフロントキャップ＊4、
レンズリアキャップ＊4、バッテリーカバー、
ウィンドスクリーン、大型アイカップ、
CD-ROM「“Handycam” Application Software」、
ワイヤレスリモコン（RMT-835、電池（CR2025）を含む）、
取扱説明書、保証書

NEX-VG20 仕様表 メモリーカード撮影可能時間

環境配慮情報 
●キャビネットにハロゲン系難燃材を使用していません
●主なプリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません
●外箱に再生紙を使用しています
●包装用緩衝材に再生古紙用のパルプモールドを使用しています

モード ビットレート
（Mbps） 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB

AVCHD

PS 28 約4分 約9分 約15分 約35分 約75分 約150分

FX 24 約5分 約10分 約20分 約40分 約90分 約180分

FH 17 約7分 約10分 約30分 約60分 約120分 約245分

HQ 9 約10分 約25分 約50分 約105分 約215分 約440分

LP 5 約20分 約45分 約90分 約190分 約380分 約770分

SEL18200
（NEX-VG20H付属）

SEL16F28
（別売）

SEL1855
（別売）

画角＊ 76°～5°20′ 83° 76°～29°
焦点距離＊

（35ミリ換算） 27-300mm 24mm 27-82.5mm

最小絞り＊ F22-F40 F22 F22-F32
最大撮影倍率＊

（35ミリ換算） 0.35 0.078 0.30

最短撮影距離＊ 0.3-0.5m 0.24m 0.25m
外形寸法

（最大径×長さ） 約75.5×99mm 約62.0×22.5mm 約62.0×60mm

質量 約524g 約67g 約194g

Eマウントレンズ 仕様表

＊1 NEX-VG20使用時　＊2 記録モード/記録メディアは工場出荷時　＊3 常温 リチャージャブルバッテリー「NP-FV100」満充電時の目安です　＊4 NEX-VG20Hのみ

＊静止画時

Audio：2ch


