
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

 

ニュースリリース/トピックス

ニュース&トピックス
2013/05/15

持ちやすいデザイン、カメラキー搭載で簡単に撮影できるカメラ、
優れた防水性能など、使いやすさを追求したスマートフォン
『Xperia™ A』の開発について

ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社は、「Xperia™ ZR」を開発、株式会社NTTドコモより、日本市場向けモデル
『Xperia™ A （エクスぺリア エース）SO-04E』として、 2013年5月17日の発売を予定しています。

『Xperia™ A』は、使いやすさを追求したスマートフォンです。手に心地よくフィットするなだらかなラウンドフォルムのデザイ
ンと、約4.6インチディスプレイを搭載しながらも横幅約67mmの手におさまるボディサイズが持ちやすさをサポートします。
ボディにカメラキーを搭載し、キーを長押しするだけで、スリープモードからロックを解除せずに、カメラの起動と撮影ができま
す。撮りたい瞬間を逃さず簡単に美しい静止画・動画の撮影が可能です。約1310万画素のソニーが開発した最新の積層型CMOS
イメージセンサー“Exmor RS for mobile”を採用し、HDRビデオに対応することで、逆光など明暗差が大きい場合も自然な印象の
動画撮影を可能にしました。
さらに、幅広いシーンで快適に使える IPX5/8相当の優れた防水性能、IP5X相当の防塵性能(*1)、スクロール操作性の向上、デー
タ送受信に便利な赤外線通信、おサイフケータイ®、ワンセグなどの日本の従来の携帯電話でおなじみの機能も搭載するなど、さ
まざまなシーンで快適にお使いいただけます。

また、『Xperia™ A』はXperia™シリーズで好評の高輝度・高精細な“Reality Display”を搭載、モバイルブラビアエンジン２と併
せて、ワンセグ映像やXperia™スマートフォン初搭載のNOTTVの番組をより美しくあざやかに表現します。NFC（Near Field
Communication）機器連携にも対応し、本機を対応のXperia™スマートフォンや「Xperia™ Tablet Z」、ソニー製の対応機器にか
ざすことで、Bluetooth®などの接続設定をすることなく、手軽に写真や音楽をワイヤレスで転送・ストリーミングできるワンタッ
チ機能(*2)にも対応しています。

(*1) IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低３分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てて

も、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5ｍのところに携帯電話を沈め、約30分間

放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。 IP5Xとは、粒径75μm以下の塵埃が入った装置に8時間入れて取

り出した時に通信機器の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

(*2)ワンタッチ機能で行える内容は機器によって異なります。

◆主な特長



 

 

 

 

 

 

   

持ちやすさを追求したラウンドフォルム、快適さと上質感を追求したデザイン

背面は通話時も画面操作時も持ちやすいラウンドフォルムに仕上げました。側面から背面にかけてなだらかにつながる美しい曲
面が手にしっかりとフィットします。約4.6インチのディスプレイを搭載しながら、使いやすい厚みや幅を計算し、持ち心地の
良い手におさまるボディサイズです。

縦でも横でも使いやすいシンメトリー（対称）デザインを採用しました。ボディの中央にディスプレイを配置、電源キーやカメ
ラの位置にもこだわりました。

カラ―は、White(ホワイト)、Black(ブラック)、Pink(ピンク)、Mint(ミント)の4色のラインナップです。各色のサイドパーツを
それぞれ異なるカラ―と質感に仕上げました。また、アルミ素材を使用した電源キー・カメラキー・音量キーがシンプルなフォ
ルムにアクセントを与えて上質感を演出します。カメラリングにはそれぞれの背面の色に合わせたアルミ素材を使用していま
す。

＜各カラ―の特徴＞
White︓背面にガラス粒子を施しさわやかなWhiteに仕上げました。シルバーのサイドパーツとのコントラストがシャープな
印象を与えます。
Black:背面に施されたガラス粒子が漆黒のボディにかすかな輝きを放ちます。4つのカラ―の中で唯一、背面を柔らかなさわ
り心地のソフトフィールに仕上げました。
Pink:スイートすぎない落ち着いたPinkです。鏡面調の艶やかなサイドパーツがきらめきを放ちます。
Mint:落ち着きのあるやわらかなカラ―に仕上げました。鏡面加工を施しながらも艶を抑えたサイドパーツとのやさしいコン
トラストが特徴です。

正面下部には、落ち着いた輝きを放つLEDイルミネーションを搭載。着信時の点灯だけでなく、電池残量・アルバムアプリで表
示している画像に応じて色を変えて光ります。

簡単にすぐ撮影できるカメラキー、“Exmor RS for mobile”搭載など充実のカメラ機能

カメラキーを搭載し、長押しするだけで、スリープモード（画面OFF）時からでもカメラを起動（クイック起動）、写真や動画
を簡単に撮影できます(*3)。スリープモード時からカメラキーを長押しするだけでカメラを起動し、撮影ができるのはXperia™
だけです(*4)。
(*3)カメラ―キー長押し後の動作は、5つの設定から選択可能です。カメラ機能を終了すると、ロック画面に戻ります。

(*4)013年5月15日時点 ソニーモバイル調べ

カメラには約1310万画素のソニー製積層型イメージセンサー“Exmor RS for mobile”を搭載し、明暗差が大きいシーンでも見た
目に近い自然な印象の動画が撮影できるHDRビデオに対応しています。

カメラまかせで簡単に美しく撮影できる充実のシーン認識機能、プレミアムおまかせオートを搭載しました。撮影時の様々なシ
ーンに合わせて最適な設定を自動で選ぶので、シャッターボタンを押すだけで美しく撮影できます。12種類のシーン認識に加
え、被写体や撮影者の状況（コンディション）も認識。合計36パターンの組み合わせから、シーンにあった最適な設定を自動
で選択します。

静止画を1秒間に最大15枚の速さ(高速設定時)で、枚数制限なく連写することができます。ペットや子どもなど動きのある被写
体の決定的な瞬間を逃すことなく撮影できます。

アルバムアプリが進化し、人物写真の顔に名前をタグ付けし、人物ごとの写真フォルダに分類可能な顔認識機能が追加されまし
た。

幅広いシーンで活躍する防水性能IPX8対応、スクロール機能など使いやすさが向上

水を気にせず自由に使えるIPX5/8相当の防水性能と、IP5X相当の防塵性能を備えています。Xperia™としてIPX8相当の防水性
能に対応したのは『Xperia™ A』が初めてです。



   
     

ソニーモバイルコミュニケーションズ独自の指の動く方向を予測するソフトウェアを搭載しました。ディスプレイをスクロール
操作するときの追従性が向上しました。

テレビ映像を楽しめるワンセグアンテナが内蔵になりました。Xperia™スマートフォン初搭載のNOTTV、おサイフケータイ
®、赤外線通信にも対応し、様々なシーンでの快適さを追求しました。

新たにホワイトバランスの手動調整機能を搭載しました。自分の好みにあった画面色でコンテンツをお楽しみいただけます。

その他充実のユーザビリティ

約4.6インチ1280×720ピクセルの高輝度・高精細な“Reality Display”により、写真や映像を始め、ゲームやwebサイト、テキスト
まで、くっきりと細部まで表示します。また、コンテンツの解像度に応じて自動で最適な効果をかける「モバイルブラビアエン
ジン2」と併せて、より美しくあざやかな映像をお楽しみいただけます。

ソニーモバイルコミュニケーションズ独自の文字入力アシスト機能が、「POBox Touch 6.1」に進化しました。「Xperia™
Tablet Z」で追加された「手書き漢字入力」をXperia™スマートフォンに初搭載しました。文字の種類（ひらがな、漢字、カタ
カナ、数字、アルファベット、一部の記号）を気にせず手書き文字を認識するため、スマートフォンでの文字入力操作に慣れて
いない方でもノートに書くような直感的な入力が可能です。

NFC機器連携に対応しました。本機を、対応のXperia™スマートフォンや「Xperia™ Tablet Z」、ソニー製の機器にかざすこと
で、複雑な設定をすることなく写真や音楽をワイヤレスで転送・ストリーミングできるワンタッチ機能に対応しています。
『Xperia™ A』で再生中の音楽を接続先のスピーカーやヘッドセットで再生するワンタッチリスニング、写真や動画を簡単に転
送するワンタッチシェアリング、またソニー製パーソナルコンテンツステーション™「LLS-201」に未保存の新規画像ファイル
を一括転送、バックアップするワンタッチバックアップに対応しています。

ソニーの高音質技術が結集した“WALKMAN”アプリケーションを搭載しました。さまざまなデジタル信号処理技術を組み合わせ
ることで、ソニーならではの音を手軽に楽しめるClearAudio+（クリアオーディオプラス）モードにより、複雑な設定をするこ
となく、低域から高域までソニーがお勧めするクリアかつ臨場感ある音を簡単に楽しめます。

通知パネルに表示するツールアイコンの配置が変更可能になりました。よく使うツールなどを0個から10個まで配置でき、使い
やすくカスタマイズできます。

◆主な仕様  1

（※仕様情報は、発表日現在の情報です。製品仕様およびサービス内容は、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。  )

製品名 Xperia™ A SO-04E

外形寸法 高さ約 131 mm × 幅約 67 mm × 厚さ約 10.5 mm

質量 約141 g 

電池容量 2300mAh　※着脱可

液晶 HD Reality Display

ディスプレイ サイズ 約 4.6インチ

解像度（ドット数） HD: 1280 × 720（縦×横）

OS Google Android 4.1

内蔵メモリ RAM 2GB ROM 32GB

プロセッサ 1.5GHz　クアッドコア

Bluetooth Bluetooth 4.0(SPP, A2DP, AVRCP, HID, HFP, HSP, OPP, PBAP, HDP, PXP, DID, MAP) 

DLNA ◯

通信速度
下り 100Mbps(LTE受信時)/14Mbps(3G受信時) 

上り 37.5Mbps(LTE送信時)/5.7Mbps(3G送信時) 



  

 

◆主な仕様  2

（※仕様情報は、発表日現在の情報です。製品仕様およびサービス内容は、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。  )

主なソフトウェア

ソニーモバイルコミュニケーションズオリジ
ナルソフトウェア

“WALKMAN”、“アルバム”、“ムービー”アプリケーションなど

PC連携ソフトウェア PC Companion、Media Go™など

Google提供プリインストールソフト
Googleマップナビ™、Google PLAY™、Googleマップ™、Gmail™、 

Google検索™、Googleトーク™、Google音声検索™、YouTube™
など

NTTドコモ提供プリインストールソフト dメニュー®、dマーケット®、spモードメール®、iチャネル®など

メインカメラ
有効画素数約1310万画素

積層型CMOSイメージセンサー “Exmor RS for mobile” 

フロントカメラ
有効画素数約31万画素

カメラ機能

CMOSイメージセンサー

顔検出 ◯ タッチ撮影 ◯

手ブレ補正 ◯ オートフォーカス ◯

セルフタイマー ◯ 

動画
記録サイズ

〈メインカメラ〉フルHD（1080p） HD(720p)/VGA
〈フロントカメラ〉VGA/QVGA 

フォトライト ○

静止画

記録サイズ

〈メインカメラ〉13MP(12MP(*)) 4:3/9MP 16:9/5MP 4:3/2MP 
16:9/VGA
〈フロントカメラ〉VGA 
(*)カメラモードがプレミアムおまかせオートの時またはHDR機能が
ONの時

フラッシュ ◯ 笑顔検出撮影 ◯

ジオタグ ◯ シーン認識 ◯

日本語変換エンジン POBox Touch 6.1 タッチパネル 静電式

入力方式
QWERTY / 12キー / 50音キー/ 手書きかな・
漢字入力

外部メモリ microSD/microSDHC/ microSDXC 
(2GB/32GB/64GB) 

Xi ◯ 
WORLD WING®クラス4 （3G+3G850＋ 

GSM） 
◯ 

spモード® ◯ 緊急速報「エリアメール®」 ◯ 

ワンセグ ◯ おサイフケータイ® ◯ 

赤外線通信 ◯ 防水/防塵性能 ◯ 

NFC ◯ Wi-Fi（IEEE802.11a/b/g/n） ◯ 

GPS ◯ 
ドキュメントの閲覧（ Word®/Excel® 
/PowerPoint®） 

◯ 

Wi-Fiテザリング ◯ microUSB ◯

主な対応言語
日本語、中国語簡体字、中国語繁体字、チェコ語、オランダ語、英語（英国）、英語（米
国）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ロシア語、スペイ
ン語、スウェーデン語、トルコ語など

カラーバリエーション White（ホワイト）、Black（ブラック）、Pink（ピンク）、Mint（ミント）



  

    

   

 

   

  

 
 

  

   

 

 

 

      

     

      

   

 

   

 

       

   

   

    

    

    

「Xperia」、「Reality Display」は、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。

「Exmor RS for mobile」、「ブラビア」、「BRAVIA」、「パーソナルコンテンツステーション」、「WALKMAN」は、ソニー株式
会社の商標または登録商標です。

「おサイフケータイ」、「Xi／クロッシィ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモードメール」、「iチャネル」、「spモー
ド」、「WORLD WING」、「エリアメール」は、NTTドコモの商標または登録商標です。

「NOTTV」は、株式会社mmbiの商標です。

「Bluetooth」は、 Bluetooth SIG Inc.の商標または登録商標であり、ソニーモバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて
使用しています。

「POBox」およびロゴは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所の登録商標です。「 POBox」は、株式会社ソニーコンピ
ュータサイエンス研究所とソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。

「Android」、「Googleマップナビ」、「Google PLAY」、「Googleマップ」、「Gmail」、「Google検索」、「Googleトーク」、
「Google音声検索」、「YouTube」は、Google, Inc.の商標または登録商標です。

「DLNA」は、Digital Living Network Allianceの商標または登録商標です。

「Media Go」は、Sony Electronics Inc.の商標または登録商標です。

「Wi-Fi」、「Wi-Fi Direct」、「Wi-Fi CERTIFIED Miracast」は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

「Word」、「Excel」、「PowerPoint」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。

「Xperia™ A SO-04E」製品情報ページへ   https://www.sonymobile.co.jp/xperia/docomo/so-04e/  

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。閲覧日と情報
が異なる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。




