
 

   

 

 

 

 

 

 

 

ニュースリリース/トピックス

ニュース&トピックス
2014/05/14

手に心地よく収まるサイズに、デジタルカメラやディスプレイなどの最新技術を搭載
使いやすさを追求したスマートフォン『Xperia™ A2』を発表
～上質なマット仕上げの背面パネルと、柑橘の果実をイメージしたオレンジを含む4色カラーバリエーション～

ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社（ソニーモバイル）は、スマートフォン『Xperia A2（エクスぺリア  エースツ 
ー）』を開発しました。本機は、株式会社NTTドコモより、商品名 Xperia A2 SO-04Fとして、2014年6月中旬より発売される予
定です。

Xperia A2は、約4.3インチのディスプレイを搭載し、手に心地よく収まるサイズ（縦 約 128mm × 横 約 65 mm × 厚さ 約 9.7
mm）に、ソニーのデジタルカメラやディスプレイなどの最新技術を搭載したXperiaスマートフォンです。本機は、Xperia Zから
継承するコンセプト オムニバランス ™（全方位型）デザインを採用し、どの角度から見てもシンプルで美しく、シーン、使い
方、持ち方を問わず最適なバランスを追求しています。加えて、上質なマット仕上げの背面パネルのデザインや、柑橘の果実をイ
メージしたオレンジを含む4色のカラーバリエーションが特長です。

コンパクトデジタルカメラと同等サイズの1/2.3型、約2,070万画素のイメージセンサーExmor RS®（エクスモア アールエス） for
mobile、高精細撮影を可能にする画像処理エンジンBIONZ® （ビオンズ）for mobile、明るく広角撮影が可能なGレンズ™といっ
たソニーのカメラテクノロジーを搭載し、圧倒的な描写力を実現しています。加えて、ソニーがハンディカム™の開発で培った電
子式手ブレ補正機能を搭載し、ブレを抑えて鮮明に動画を記録できます。
多彩なカメラアプリケーション群には、今回新たに、全18種類のエフェクトを静止画や動画に簡単にかけられるクリエイティブ
エフェクトが加わったほか、妖精や恐竜などのテーマに合わせた多彩なエフェクト撮影が行えるARエフェクトが動画に対応しま
した。スマートフォンならではのカメラアプリケーションで、写真や動画の楽しみがさらに広がります。

約4.3インチのディスプレイは、液晶テレビ ブラビア ™で培った映像技術と画作りのノウハウを凝縮したトリルミナス®ディスプ
レイ for mobileを搭載し、幅広い色域で豊かで自然な色合いや繊細な色の違いを再現します。また、ソニー独自の超解像技術、X-
Reality® （エックスリアリティ）for mobileの搭載により、データの圧縮などで起こる画素の劣化を補正し、本来の質感やディテ
ールをリアリティー豊かに再現します。

さらに、IPX5/8相当の優れた防水性能(*1)、IP5X相当の防塵性能(*1)、指定したアプリケーションの動作を制限し、約2倍の使用時
間を実現(*2)する「STAMINAモード」など、様々なシーンで快適に使用可能です。



 

 

 

 

    

   

   

 

   

 

 

  

 

  

 

(*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) STAMINAモード未設定時との比較時。STAMINAモードを有効にするには、任意のアプリケーションを1つ以上、動作を制限するアプリケー

ションとして登録する必要があります。STAMINAモードの効果は、登録したアプリケーションや、利用環境によって変化します。アプリケーシ

ョンによっては、STAMINAモードに登録できない場合があります。

◆主な特長

心地よい持ちやすさを追求したこだわりのデザイン

手に心地よく収まる約4.3インチの画面サイズを採用し、ラウンド形状のアルミフレームと上質なマット仕上げの背面パネルを
組み合わせることで、手に吸いつくような心地よいフィット感を実現しています。  

Xperia A2は、Xperia Zから継承するコンセプト オムニバランス  ™（全方位型）デザインを採用し、どの角度から見てもシンプ
ルで美しく、シーン、使い方、持ち方を問わず最適なバランスを追求しています。

カラーバリエーションはGray Black（グレイブラック）、White（ホワイト）、Lavender（ラベンダー）、Orange（オレンジ）
の4色です。

Gray Black 硬質な印象のソリッドダークグレーと、カシスの果実をイメージしたカラーとの組み合わせ 

White 凛とした印象のソリッドホワイトと、シャンパンの泡をイメージしたカラーの組み合わせ 

Lavender 優美な印象のメタリックパープルと、ラベンダーの香りをイメージしたカラーとの組み合わせ 

Orange 爽快な印象のメタリックオレンジと、柑橘の果実をイメージしたカラーとの組み合わせ

ソニーがカメラ開発で培った技術を搭載し、圧倒的な描写力を実現

コンパクトデジタルカメラと同等サイズの1/2.3型、約2,070万画素のイメージセンサーExmor RS for mobile、高精細撮影を可能
にする画像処理エンジンBIONZ for mobile、明るく広角撮影が可能なGレンズなど、ソニーのカメラテクノロジーを搭載しまし
た。暗所でもノイズを低減し明るく、動く被写体もブレを抑えて鮮明に撮影でき、遠くの被写体も解像感を保ったまま3倍まで
拡大できる全画素超解像ズームに対応するなど、圧倒的な描写力を実現しています。

ソニーがハンディカム™の開発で培った電子式手ブレ補正機能の搭載により、歩きながらの撮影でもブレを抑えた、より鮮明な
映像が記録できます。

撮影中や撮影後の写真の楽しみを広げる特徴的な新しいカメラアプリケーション

クリエイティブエフェクト︓写真や動画を絵画や8㎜フィルム、万華鏡のように加工できます。エフェクトは全18種類です。動
画は撮影中に効果を変更できるので、今までにない新しい作品に仕上げることも可能です。

エフェクト全 18種類

明るさ オールドフィルム 残像 カラフル カラースケッチ パートカラー

色合い
モーションエフェ
クト

ノスタルジック 白黒-セピア 鉛筆スケッチ ハリスシャッター

ミラー モザイク ミニチュア 魚眼レンズ コミック 万華鏡



 

         

  

      

     

ARエフェクト︓妖精や恐竜などの多彩なエフェクトをつけて撮影ができるARエフェクトが、写真だけでなく動画撮影にも対応
しました。効果音も加わり、さらにARの世界観が拡がります。撮影しながら友人や家族と盛り上がったり、個性的な映像を撮
影することが可能です。 

Vine（ヴァイン）︓Xperiaのカメラアプリケーションから最長6秒のループする動画を作成し、シェアすることができる 

SNS「Vine」に投稿できます。複数カットに分けて撮影したり、被写体や撮影方法を工夫することで、楽しいオリジナルムー
ビーを作り出せます。

背景ぼかし※＋（プラス）アプリからダウンロード︓際立たせたい被写体にフォーカスを合わせて、簡単に背景をぼかした写真
を撮影できます。撮影後に画面上のバーをなぞって、ぼかし具合を自分好みに調整することも可能です。一眼カメラで撮ったよ
うなぼけ味のある写真が気軽に楽しめます。

撮影した動画は、アルバムアプリやムービーアプリ内で手軽に編集可能なMovie Creator（ムービークリエーター）を使えば、
動画内のお好みの範囲を設定し、トリミングやスローモーションなど効果的な編集が行えます。

この他、シャッターを押した前後1秒間に61枚の高速連写ができるタイムシフト連写や、撮影中の動画をFacebook上でリアル
タイムに共有できるSocial live（ソーシャルライブ）、建物や書籍などを撮影するだけで関連情報をすばやく検索できるInfo-
eye™（インフォアイ）などのカメラアプリケーションも楽しめます。

約4.3インチ高精細ディスプレイで、映像を色鮮やかに再現

約4.3インチの高精細ディスプレイには、明るく鮮やかなトリルミナスディスプレイ for mobileを採用しました。ソニーが液晶
テレビ ブラビアで培ってきた技術と画づくりのノウハウにより、豊かで自然な色や、繊細な色の違いを鮮やかに描き出しま
す。

ソニー独自の超解像技術、X-Reality for mobileを搭載しています。データの圧縮などで起こる画素の劣化を補正し、本来の質感
やディテールをリアリティー豊かに再現します。

水濡れを気にせず使用できる防水・防塵性能や、NFC機器連携など充実のユーザビリティ 

IPX5/8、IP5X相当の高い防水・防塵性能も備え、水濡れを気にせず使用できます。また、イヤホンジャックはキャップレス防
水に対応しています。

防水性能 

IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約 3mの距離から12.5リットル/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。

防塵性能 
IP5X等級の防塵性能。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。

「STAMINAモード」に対応。アプリケーションの動作を制限し、約2倍の使用時間を実現(*2)します。

ソニーモバイル独自の文字入力アシスト機能がPOBox Plusに進化し、さらに使いやすくなりました。入力を間違っても正しい
予測候補が表示され、また候補選択を間違っても取り消しキーひとつで簡単に再変換できるので便利です。また好みに合わせて
キーボードデザインを変更できるキセカエ機能を搭載しています。

ソニーならではの音質へのこだわりを結集させたオーディオプレーヤーWALKMAN®アプリケーションを搭載しています。オー
ディオメーカーとして長年培った独自のさまざまなデジタル信号処理技術をバランス良く組み合わせることで、ソニーならでは
の上質な音を楽しめるClearAudio+™（クリアオーディオプラス）を搭載。イコライザーの調整や多彩なエフェクトなどを最適



   

 
 

     

 

化させたソニーおすすめの音質で楽しめます。ソニーの定額制音楽配信サービスMusic Unlimited（ミュージックアンリミテッ
ド）と連携して2,000万以上の楽曲(*3)からの選曲が可能です。

最新のQualcomm社製2.2GHzクアッドコアプロセッサ、2GB のRAM、16GBのROMを搭載しています。

NFCを活用した機器連携に対応。Xperia A2を、ソニー製の対応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。

日常の記録（ライフログ）を記録し生活をアクティブに彩るリストバンド型『SmartBand SWR10』、Xperiaとワイヤレス接続
して新しい撮影スタイルを提案するレンズスタイルカメラ『DSC-QX100』、『DSC-QX10』、顔検出機能等を利用し自動撮影
するスマートイメージングスタンド『IPT-DS10M』、ミニ三脚『SPK-MK20M』など、Xperiaの楽しさをさらに拡げる製品も豊
富にラインアップしています。
(*3)   2014年5月現在、日本国内向けサービスで提供する楽曲数。

◆主な仕様 

※ 仕様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 A2 SO-04F

外形寸法 高さ 約 128mm × 幅 約 65 mm × 厚さ 約 9.7 mm

質量 約138 g 

電池容量 2300mAh　※着脱不可

液晶 トリルミナスディスプレイ for mobile

ディスプレイ サイズ 約 4.3インチ

解像度（ピクセル数） HD 1280 × 720ドット（縦×横）

OS Android™ 4.4.2 

内蔵メモリ RAM 2GB ROM 16GB

プロセッサー MSM8974 2.2GHz　クアッドコア

Bluetooth® Bluetooth® 4.0 

DLNA ◯

通信速度
LTE 150Mbps（受信時） / 50Mbps（送信時）

3G 14Mbps（受信時） / 5.7Mbps（送信時）

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

Xperia Lounge Japan、WALKMAN®アプリケーションなど

主なソフトウェア PC連携ソフトウェア PC Companionなど

Google提供プリインストールソフト
Google PLAY™、 Googleマップ™、 Google検索™、 YouTube™ な
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◆主な仕様

※ 仕様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。

カメラ機能

メインカメラ 約2,070万画素　裏面照射積層型CMOSセンサー Exmor RS for mobile

フロントカメラ 約220万画素裏面照射型CMOSセンサー　Exmor R for mobile

顔認識 ◯ タッチ撮影 ◯ 

手ブレ補正 ◯
電子式手ブレ補正

オートフォーカス ◯

セルフタイマー ◯

動画
撮影サイズ
(ピクセル)

〈メインカメラ〉フルHD（1080p）/HD（720p）/VGA（480p）
〈フロントカメラ〉フルHD（1080p）/HD（720p）/VGA（480p） 

フォトライト ◯ *メインカメラ使用時

静止画

撮影サイズ
(ピクセル)

〈メインカメラ〉20.7MP（4︓3）/15.5MP（16︓9）/8MP（4︓3） 

/8MP（16︓9）/3MP（4︓3）/2MP（16︓9）
〈フロントカメラ〉2MP（1.8MP(*)）（16︓9）/1.7MP（4︓3） 

*「HDR」がONの場合

フラッシュ
◯ *メインカメラ使
用時

スマイルシャッター ◯

ジオタグ ◯ ◯

日本語変換エンジン POBox Plus タッチパネル 静電式

入力方式 テンキー/PCキーボード/手書き入力/音声入力 外部メモリ microSD/microSDHC/microSDXC (最大
128GB)

Xi® ◯ WORLD WING® ◯ クラス5（LTE︓◯ 3G︓◯ GSM︓◯） 

spモード® ◯ 緊急速報「エリア
メール®」

◯ 

フルセグ/ワンセグ -/◯ おサイフケータイ® ◯ 

赤外線通信 - 防水/防塵性能 ◯ IPX5/8、IP5X相当

NFC ◯ Wi-Fi Wi-Fi（IEEE802.11a/b/g/n/ac） 

GPS ◯ 

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

◯ 

テザリング ◯ 海外利用可 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 

Gray Black（グレーブラック）、White（ホワイト）、Lavender（ラベンダー）、Orange（オレンジ）



  

    

       

 

  

  

   

  

    

 

      

           

    

  

       

 

   

   

  

    

      

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

「Exmor RS」、「Exmor RS for mobileロゴ」、「Exmor R for mobile」、「ブラビア」、「BRAVIA」、「WALKMAN」は、ソニー
株式会社の商標または登録商標です。

「Xi/クロッシィ」、「Xiロゴ」、「spモード」、「ドコモメール」、「ドコモメールロゴ」、「FOMA」、「NOTTV」、
「WORLD WING」、「おサイフケータイ」、「エリアメール」は、NTTドコモの商標または登録商標です。

FacebookはFacebook,Inc.の登録商標です。

「Android」、「Google PLAY」、「Googleマップ」、「Google検索」、「YouTube」は、Google, Inc.の商標または登録商標で
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。

「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株式会社はライセンスに
基づいて使用しています。

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

「Wi-Fi」、「Wi-Fiロゴ」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。

MHL、Mobile High-Definition LinkおよびMHLロゴは、MHL Licensing, LLCの商標もしくは登録商標です。

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™ A2 SO-04F」製品情報ページへ   https://www.sonymobile.co.jp/xperia/docomo/so-04f/  

※ 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。 




