
PR (*Duplex-Flip on short Edge (Landscape)) 

Company makes smartphone you can repair yourself  

 

exasperation憤り 

extraordinary普通でない 

deterやめさせる 

ethical倫理的な 

principle主義 

《Vocabulary and Phrase》                           

私たちのほとんどは自身の無力さに憤りを感じたことがあるだろう/ 私たちのスマホが壊れ

る時// 携帯電話の製造者は常識を超えたところまで行くように見える/ 消費者が携

帯電話の裏を開けて DIY修理を行おうとするのを止めるために// 助けはすぐ間近にあ

る// Fairphoneは自身で修理できる携帯電話を開発した新しい企業だ// 創業者

はオランダ人の設計技師バス・バン・アベルで/ 「世界初のエシカルな携帯電話」作りに

乗り出した// 彼は彼の会社をいくつかの基本的な理念を掲げて 2013年に始めた// 

第一に、彼は紛争のない地域で発掘された原材料を使いたかった// また、彼はリサイ

クル可能で、耐久性があり、修理できる製品をつくりたかった// 新しい Fairphoneは

それらの理想を具現化したものだ// Fairphone のウェブサイトは会社を支える理念を

強調する// それは記す。会社のミッションが、「巨大産業を刺激する/ 産業の世界に

与える影響の責任を取るように/ エシカルな電子機器の存続可能な市場を設立するこ

とで」// それは事実を強調する、テクノロジーを製造する多くの従業員たちが/ 許容し

がたい環境で働いているという// また、それは指摘する「膨大な量の廃棄物を/ 電子

機器産業が生み出す」と// 最後に、それは記す:/ 「コミュニケーションテクノロジーは

14パーセントを占める勢いだ/ 世界の温室効果ガス排出量の、2040年までに// 

Fairphone にはスクリュードライバーが付いてきて簡単に修理可能だ// 使われている

プラスチックの 4割はリサイクルされたもので、鉱物は倫理的な方法で供給されている// 

Most of us have felt the exasperation of feeling helpless/ when our 

smartphone breaks.// Phone manufacturers seem to go to extraordinary 

lengths/ to deter consumers from opening the back of their phones to try 

DIY repairs.// Help is at hand.// Fairphone is a new company that has 

produced a self-repairable mobile phone.// The founder is Bas van Abel, a 

Dutch design engineer/ who set out to make "the world's first ethical 

smartphone".// He started his company in 2013 with a couple of basic 

principles.// First, he wanted to use raw materials from non-conflict mining 

areas.// He also wanted to make a product that was recyclable, durable 

and repairable.// The new Fairphone embodies these aims.// The 

Fairphone website outlines the philosophy that underpins the company.// It 

says its mission is to motivate "a massive industry/ to take responsibility for 

its impact on the world,/ by establishing a viable market for ethical 

electronics."// It highlights the fact that many workers who produce 

technology/ are working in unacceptable conditions.// It also points out the 

"staggering amount of waste/ the electronics industry generates."// Finally, 

it says:/ "Communication technology is on track to account for 14 per cent/ 

of the world's greenhouse gas emissions by 2040."// The Fairphone comes 

with a screwdriver and is easily repairable.// The plastic used is 40-per-cent 

recycled, and the minerals are ethically sourced.// 223 words       WPM 

《Linking Logic》 

ex.) Most of us 

 

durable耐久性のある 

embody具現化する 

underpin支える 

stagger よろめく 

emission排出 
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