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携帯電話機の比吸収率などについて

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各
ホームページをご参照ください。

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

○ 総務省のホームページ：
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
○ 一般社団法人電波産業会のホームページ：
http://www.arib-emf.org/index02.html
○ au のホームページ：
http://www.au.kddi.com/
○ ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ：
http://www.sonymobile.co.jp/support/

この機種SOL23の携帯電話機は､国が定めた電波の人体吸収に関する技術基
準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています｡この携帯電話機は､国
が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1 ならびに､これと同等な国際ガイ
ドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています｡
この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離
放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり､その許容値は使用者の年齢
や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際
ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネル
ギー量を表す比吸収率（SAR: Speciﬁc Absorption Rate）で定めており､携
帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです｡この携帯電話機の側頭部に
おける SAR の最大値は 0.424W/kg です。個々の製品によって SAR に多少の
差異が生じることもありますが､いずれも許容値を満足しています。携帯電話機
は､携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されて
いるため､実際に通話している状態では､通常SARはより小さい値となります。
一般的には､基地局からの距離が近いほど､携帯電話機の出力は小さくなりま
す｡
この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI 推奨の au キャ
リングケース F ブラック（0105FCA）
（別売）／ au キャリングケース Gブラッ
ク（0106FCA）
（別売）を用いて携帯電話機を身体に装着して使用すること
で、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します※ 2。
KDDI 推奨のau キャリングケース Fブラック（0105FCA）
（別売）／ au キャ
リングケース G ブラック（0106FCA）
（別売）をご使用にならない場合には、
身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれて
いない製品をご使用ください。
世界保健機関は、
『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価す
るために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今
日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立され
ていません。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合に
は世界保健機関のホームページをご参照ください。
（http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts̲press/
fact̲japanese.htm）

※ 1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第 14 条の 2）で規
定されています。
※ 2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合の SAR の測定法につい
ては、2010年3月に国際規格（IEC62209-2）が制定されました。国
の技術基準については、2011 年 10 月に、諮問第 118号に関して情報通
信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

また、以下の内容に関しては、auホームページより『取扱説明書詳細版』
または『取扱説明書』アプリケーションをご参照ください。
・Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR)
Information
・Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate
(SAR)
・Guidelines for Safe and Efficient Use
・FCC Statement for the USA
・Declaration of Conformity for SOL23
パソコンから：
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/
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End User Licence Agreement ／エンドユー
ザーライセンス契約
End User Licence Agreement

お問い合わせ先番号
お客さまセンター

総合・料金について（通話料無料）
一般電話からは

0077-7-111

au電話からは

局番なしの157番

Pressing zero will connect you to an operator, after calling 157 on your au
cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、
操作方法について（通話料無料）
一般電話からは

0077-7-113

au電話からは

局番なしの113 番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください（無料）。

0120-977-033（沖縄を除く地域）
0120-977-699（沖縄）
安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について（通話料無料）
一般電話／au電話から

0120-925-919
受付時間 9:00〜21:00（年中無休）

発売元：KDDI
（株）
・沖縄セルラー電話
（株）
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

Software delivered with this device and its media is owned by Sony Mobile
Communications AB, and/or its affiliated companies and its suppliers and licensors.
Sony Mobile grants you a non-exclusive limited licence to use the Software
solely in conjunction with the Device on which it is installed or delivered.
Ownership of the Software is not sold, transferred or otherwise conveyed.
Do not use any means to discover the source code or any component of the
Software, reproduce and distribute the Software, or modify the Software. You
are entitled to transfer rights and obligations to the Software to a third party,
solely together with the Device with which you received the Software, provided
the third party agrees in writing to be bound by the terms of this Licence.
This licence exists throughout the useful life of this Device. It can be terminated
by transferring your rights to the Device to a third party in writing.
Failure to comply with any of these terms and conditions will terminate the
licence immediately.
Sony Mobile and its third party suppliers and licensors retain all rights, title and
interest in and to the Software. To the extent that the Software contains material
or code of a third party, such third parties shall be beneficiaries of these terms.
This licence is governed by the laws of Sweden. When applicable, the foregoing
applies to statutory consumer rights.
In the event Software accompanying or provided in conjunction with your device
is provided with additional terms and conditions, such provisions shall also
govern your possession and usage of the Software.

エンドユーザーライセンス契約
本製品及び付属のメディアに含まれるソフトウェア（以下「本ソフトウェア」
という）は、Sony Mobile Communications AB（以下「ソニーモバイル」
という）及び／又はその子会社、サプライヤー、ライセンサーがその権利を有
するものとします。
ソニーモバイルは、お客様に対し、本ソフトウェアについて、本製品と共に使
用する場合に限り、非独占、限定的なライセンス（以下「本ライセンス」とい
う）を許諾します。
本ソフトウェアの権利は、何ら販売、移転、その他の方法で譲渡されるもので
はありません。
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お客様は、いかなる手段を用いても、本ソフトウェアのソースコード及びコン
ポーネントを解読してはならず、また、本ソフトウェアを複製、頒布、修正す
ることは出来ません。
お客様が本ソフトウェアについての権利及び義務を第三者に譲渡出来るのは、
本ソフトウェアを本製品と共に第三者に譲渡し、かつ、当該第三者が、本ライ
センスの条件を遵守することにつき書面をもって合意した場合に限られます。
本ライセンスは、お客様の本製品使用期間中、有効に存続します。
本ライセンスは、お客様の権利を本製品と共に第三者に書面により譲渡するこ
とによって終了することが出来ます。
お客様が、本契約のいずれかの条項に違反した場合、本ライセンスは直ちに取
り消されます。
本ソフトウェアに関する全ての権利、権原、権益は、ソニーモバイル、サプラ
イヤー、及びライセンサーに帰属するものとします。
本ソフトウェアに、サプライヤー又はライセンサーが権利を有する素材又は
コードが含まれている場合は、その限りにおいて、かかるサプライヤー又はラ
イセンサーは本契約における受益者となるものとします。
本契約の準拠法は、スウェーデン法とします。
上記準拠法は、適用可能な場合には、消費者の法定の権利にも適用されるもの
とします。
本ソフトウェアにつき追加的な条件が付された場合は、かかる条件は、本契約
の各条項に加えて、お客様の本ソフトウェアの保有及び使用について適用され
るものとします。

About Open Source Software ／オープン
ソースソフトウェアについて
About Open Source Software
This product includes certain open source or other software originating from
third parties that is subject to the GNU General Public License (GPL), GNU
Library/Lesser General Public License (LGPL) and different and/or additional
copyright licenses, disclaimers and notices. The exact terms of GPL, LGPL and
some other licenses, disclaimers and notices are reproduced in the about box in
this product and are also available at http://opensource.sonymobile.com.
Sony Mobile offers to provide source code of software licensed under the GPL
or LGPL or some other open source licenses allowing source code distribution
to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such
distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written
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request to Sony Mobile Communications AB, Open Source Software
Management, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden. This offer is valid for
a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by
Sony Mobile.

オープンソースソフトウェアについて
本製品は、オープンソースソフトウェアまたはその他のGNU General Public
License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) 及
び／またはその他の著作権ライセンス、免責条項、ライセンス通知の適用を受
ける第三者のソフトウェアを含みます。GPL、LGPL 及びその他のライセンス、
免責条項及びライセンス通知の具体的な条件については、本製品の「端末情報」
から参照いただけるほか、http://opensource.sonymobile.com でも参照い
ただけます。
ソニーモバイルは、Sony Mobile Communications AB, Open Source
Software Management, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden
宛の書面による要求があった場合、GPL、LGPL又はその他のソースコードの
配布を要求しているオープンソースライセンスのもとでライセンスされている
ソフトウェアのソースコードにつき、配布のために必要な費用（メディア費用、
物流費用、取扱い費用等）を負担いただくことを条件に、CD-ROMにて配布を
いたします。
上記のソースコードの提供の申し出は、本製品がソニーモバイルにより販売さ
れてから 3 年間有効なものとします。
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In cases of exporting or reexporting the products and accessories,
customers are requested to follow the necessary procedures at their
own responsibility and cost.
Please contact the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan
or the Department of Commerce of the United States for details
about procedures.

知的財産権について
■ 商標について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（
「外国為替及び外国貿易法」および
その関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export
Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品およ
び付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担におい
て必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省ま
たは米国商務省へお問い合わせください。
The products and accessories may be subject to the application of
the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and other related laws
and regulations in Japan.
In addition, the Export Administration Regulations (EAR) of the
United States may be applicable.

･「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG. Inc.の登録商標であり、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。
･「Wi-Fi®」は、Wi-Fi Alliance® の商標または登録商標です。
･ Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Protected Setup ロゴ、
Wi-Fi Direct™およびWi-Fi CERTIFIED Miracast™ は Wi-Fi Alliance® の
商標です。
･ 「Xperia」
「PlayNow」
「TrackID」
「Info-eye」は、Sony Mobile Communications
ABの商標または登録商標です。
･「Media Go」は、Sony Media Software and Services の商標または登録
商標です。
･「Sony」「スイングパノラマ」「スマイルシャッター」「プレミアムおまかせ
オート」
「顔検出」
「WALKMAN」
「xLOUD」
「X-Reality」
「PlayMemories」
「FeliCa」「Clear Phase」「VPT」「トリルミナス」は、ソニー株式会社の
商標または登録商標です。
･ SmartAR は、ソニー株式会社が開発した拡張現実技術で、同社の日本国内
及びその他の国における登録商標または商標です。
･「POBox」および「POBox」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。
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輸出管理規制

･ 本製品は、MPEG-4 ビジュアルおよび AVC 特許ポートフォリオライセンスの
もとで、消費者が商業目的以外で個人的に使用するために提供されており、次
の用途に限定されます。
（i）MPEG-4ビジュアル標準（以下「MPEG-4ビデ
オ」
）またはAVC規格（以下「AVCビデオ」
）に準拠したビデオのエンコード、
および／または（ii）商業目的以外の個人的な活動に従事している消費者によっ
てエンコードされたMPEG-4またはAVCビデオのデコード、および／または、
MPEG-4またはAVCビデオの提供をMPEG LAによってライセンス許可され
ているビデオプロバイダから入手したMPEG-4またはAVCビデオのデコード。
その他の用途に対するライセンスは許諾されず、黙示的に許可されることも
ありません。販売促進目的、内部目的および商業目的の使用およびライセン
ス許可に関する追加情報は、MPEG LA, LLCより入手できます（http://
www.mpegla.com）。MPEG レイヤー 3 オーディオデコード技術は、
Fraunhofer IIS and Thomson によってライセンス許可されます。
･ 本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・
翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行っ
たり、それに関与してはいけません。
･ その他、本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標
です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
･ 本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。
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･ "PlayStation"、"
"、"DUALSHOCK" は、株式会社ソニー･コンピュータ
エンタテインメントの商標または登録商標です。
･ microSD ロゴ、microSDHC ロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLC の商標
です。
･「Twitter」は Twitter, Inc. の商標または登録商標です。
･ Google、Googleロゴ、Android、Google Play、Google+、Gmail、
Google マップ、ハングアウト、Google Calendar、YouTube、Picasa、
Google Chrome は、Google Inc. の商標または登録商標です。
･ FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
･ "DLNA"、"DLNA" ロゴは Digital Living Network Alliance の商標または登
録商標です。
･ MHL、Mobile High-Deﬁnition Link およびMHL ロゴは、MHL, LLCの商
標または登録商標です。
･ HDMI, HDMIロゴ , High-Deﬁnition Multimedia Interface は HDMI
Licensing LLC の商標または登録商標です。
･「Microsoft」
「Windows」
「Windows Vista」
「Microsoft Excel」
「Windows Media」と「Exchange」および「ActiveSync」は、米国また
はその他の国（あるいはその両方）における Microsoft Corporationの商標
または登録商標です。
･「Microsoft Word」は、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
･ 本製品は、Microsoft の知的財産権に依存した技術が含まれています。かか
る技術を本製品から切り離して、Microsoftのライセンス許可を受けずに使
用または頒布することは禁止されています。
･ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
･ FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 ICカードの技術方式です。
･
は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
･
は NFC Forum, Inc. 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。
･「jibe」は Jibe Mobile 株式会社の商標です。
･「GREE」は、日本で登録されたグリー株式会社の登録商標または商標です。
･ ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、
およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関
連会社の日本国内における商標または登録商標です。
･ TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の
登録商標です。
･ Copyright © 2010 - Three Laws of Mobility. All Rights Reserved.
･ 本製品には、絵文字画像として株式会社 NTT ドコモから利用許諾を受けた絵
文字が含まれています。
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