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最近のスマホ事情
― 通信サービスを中心に―

特集

スマートフォンのしくみと課題
明神 浩

Myojin Hiroshi 一般社団法人テレコムサービス協会 企画部長
電気通信サービス向上推進協会事務局長、ICT ビジネス研究会事務局長など。
消費者生活相談員および青少年向けに講演会を実施している。

今回は、スマートフォン
（以下、スマホ）
など

用できません。１つ１つのサービスが連動して

のサービスを利用するために消費者に必要と思

いるため、うまく通信できない時や端末の調整

われる、電気通信サービスの構造上の特性と課

が悪い時など、原因はよく分からないけど使え

題、通信の特性と課題、インターネットの特性

ないということが起こります。

と課題、販売と利用契約の実態と課題、電気通

契約面からみると、複数のサービスをすべて

信事業法改正の背景と利用者保護の５項目につ

同じ会社が提供しているわけではなく、原則１

いて、簡単に説明します。

つのサービスは１つの会社が提供するため、サー
ビスの数分の契約が存在することになり、それ

電気通信サービスの構造上の
特性と課題

ぞれに契約期間や条件が決められています。ま

産業構造（以下、レイヤー）
は、端末・デバイ

産業構造
（レイヤー）

ス、通信・ネットワーク、プラットフォーム、

コンテ
ンツ

コンテンツと大きく４つに分類されます
（図 1）
。
この中で電気通信サービスは、レイヤーをまた
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図１ 電気通信サービスの構造イメージ
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た、契約ごとにサポート範囲が決まっているた

は、接続できるスマホの台数や通過できる通信

め、トラブルが起こった際の原因の特定がはっ

量などのキャパシティがあるため、多くの人が

きりしないと、たらい回しにされる可能性があ

一度に使うと通信速度が遅くなります。特に、

ります。さらに法律面からみると、電気通信

人が多く集まる繁華街やお正月などは、通信設

サービスは電気通信事業を定める法律
「電気通

備がパンクしないように通信制限がかけられる

信事業法」と省令等で事業者を規定しています

ため、つながりにくくなります。

● 通信条件と SIM フリー

が、主にネットワークとプラットフォームの
サービスが守備範囲です。他は、電気通信関係

スマホが基地局と通信するためには、２つの

の関連ルールや別の法律で規定されています。

条件が一致していることが必要条件です。１つ

また、海外の事業者が提供しているサービスも

は、電波の周波数
（800MHz や 2.1GHz など総

あり、国内法が適用できないこともあります。

務省から割り当てられたもの）
、もう１つは、通
信方式
（LTE や CDMA など）です
（図２）
。各携

通信の特性と課題

帯電話事業者は、自社発売の端末の通信機能と

● 無線通信の特性

自社の基地局の通信設備で、2 つの条件が一致

無線通信は、目に見えない電波に情報を載せ

するようにスマホなどの端末と基地局が作られ

て通信する方法です。スマホと基地局（アンテ

ています。しかし、各携帯電話事業者間では周

ナ）
の間を目に見えない無線回線でつなぎ、定期

波数帯と通信技術が必ずしも一致するとは限り

的に通信して位置を確認しています
（図 2）
。無線

ません。2015年5月より、
国の施策で、
SIMカー

通信には、携帯電話事業者が提供する LTE など

ドを抜き差しすることで、どの携帯電話事業者

のサービスのほかに ISP、ケーブルテレビ会社

の端末でも自由に使えるように、SIM ロック解

などが提供する Wi-Fi サービスもあります。無

除端末が発売されつつあります。しかし、他の

線は有線に比べて通信状態が安定しません。ま

携帯電話事業者へ SIM だけ乗り換える場合は、

た、LTE などの基地局は外部にあることが多く、

周波数と通信方式が一致していないと、動作し

特性上、建物の陰や屋内ではつながらないこと

ない場合があります。

もあります。また、基地局や Wi-Fi スポットに
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● スマホからの情報の伝わり方

基地局１の設備
式

方

インターネットの特性と課題

方

インターネットは、元々時間がかかっても必
ず情報が相手に届くことを前提に作られている
世界中に広がる情報の道のことです。スマホで
何かを検索したときに、しばらくすると検索結
果が画面に現れると思います。この時の情報の
流れをみてみると、スマホを出発した情報は、

基地局2の設備
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無線回線 → 基地局
（アンテナ）→ 携帯電話事業者
のネットワーク → インターネット接続 → イン
ターネット網 → 情報のある場所
（クラウド）
へと
進んでいきます
（図３）
。帰りは、ほぼ同じ経路
を通ってスマホへたどり着きます。ただし、情
報の流れる各々の道は、通行できる情報量が決
まっているため、たくさんの人が一度に利用す

図２ 無線通信の条件（イメージ）
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ると道が混んで、通信速度が遅くなり表示に時

を預けるサービスがよく使われていますが、情

間がかかるようになります。例えば、休みの日

報を保管している場所が、日本国内でない場合

に家族で車に乗り、高速道路で観光地まで行く

も多く、その場合、事故が起こった時に個人情報

とすると、高速道路を走れる車の量は決まって

保護法などの国内法が通用せず、保管している場

いるため、高速道路が混み合い、目的地に着く

所の国の法律が適用されます。他人に見られて

には時間がかかるのと同じようなものです。

困るような情報は書き込まないことが一番です。

また、インターネットの物理的なネットワー

販売と利用契約の実際と課題

ク網は、多くの事業者が自分たちの設備を相互

● 代理店での販売

に接続することで、世界中に張り巡らされてい
ますが、事業者により通信品質がまちまちなた

通信サービスの販売は、スーパーで販売して

め、品質を保証しないベストエフォートサービ

いる野菜等と同じく、多くは代理店経由で行わ

スになります。さまざまな理由で、通信品質の

れています。代理販売とは、製造者や生産者の

改善を一事業者に求めても、すべての対象事業

代わりに、消費者へものを販売することをい

者が品質改善を行わないと効果が出ないため、

い、１次代理店、２次代理店、取次店など、一

実現は難しいことです。

般的に階層構造になっているといわれています

● 情報はどのように扱われるか

（図４）
。

インターネットは世界に広がる 24 時間 365

ここからは通信サービスの代理店として、ス

日寝ない不夜城のサービスですが、今までの法

マホ・携帯電話の店頭販売と電話・訪問販売の

律やルールが使えないことを知っておく必要が

例を説明します
（図４・５）
。

あります。インターネットには、ネットワークの

店頭販売は、代理店の系列は大きく４種類に

特性以外に２つの特徴があります。１つ目は書

分かれています。例えばドコモの場合はキャリ

き込んだ情報は２度と消せないことです。イン

アブランドを販売する専門ショップ、さまざま

ターネットは検索などを高速で行うため、自動

なブランドを販売する併売店、家電量販店、直

的にさまざまな場所にコピーを置いているから

販店などの販売店に分かれています。店頭販売

です。２つ目はクラウドサービス
（インターネッ

の多くは代理店が運営していますが、ドコモ

ト上のサービス）の利用です。SNS や写真など

ショップでも同じ代理店が経営しているわけで
提供元事業者

インターネット
クラウドサービス
データセンター
情報の蓄積場所

店舗販売

１次代理店

インターネットを経由して利用する
アプリケーションなどのサービス

事業者と直接契約、２次店を管理
２次代理店

取次店など

１次代理店と契約

ドコモ

KDDI

ベライゾン

AT&T

CATV

NTT
IIJ
ブリティッシュ チャイナ
日本通信
テレコム
モバイル

3G、3.9G、4G、
WiMAX

有線回線

訪問販売
電話販売

図４ 通信サービスの販売代理店のイメージ
（卸サービスを除く）
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図３ インターネットのイメージ
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はありません。A 市は a 代理店、B 市は b 代理店

が別途かかること、セットで購入しているサ

と分かれていたり、代理店でも多数のブランド

ポートサービスやアプリなどは、同じタイミン

ショップを運営しているところもあります。

グで更新できないものもあることなど、契約時

一方、電話・訪問販売は、代理店の系列がはっ

に契約更新時期を確認しておくことが大切です。

きりしていません。サービスごとに代理販売は

営業トークにも課題があります。電話勧誘で

有利な代理店の傘下に付く傾向があるからです。

は
「大手通信会社を名乗って違う商品を販売さ

最近は、インターネットや映像サービス、光回

れた」
「料金の説明をきちんと受けていない」
「説

線に関する電話勧誘が多いと思います。
中には、

明内容が違う」
「望んでいたものと違う」
「欲しく

引っ越し業者などが本業にプラスして、通信

ないものをセットで買わされた」などの苦情を

サービスを販売している例もよくあります。

聞きます。人間は自分に有利な解釈をする傾向

また、販売方法には卸元事業者からサービス

があるため、消費者として、安いという勧誘に

を買って自社ブランドとして販売する卸サービ

惑わされず、必要なサービスを自分で考えてみ

ス が あります。最 近 では、国の 施 策 もあり、

ることが重要です。

NTT の光回線を卸販売する FVNO ＊１や、格安

電気通信事業法改正の背景と
利用者保護

スマホなどの携帯電話事業者の卸販売をする
MVNO ＊２が増えてきています。卸サービスは、
契約先が卸元事業者から卸先事業者に変わりま

電気通信事業法が改正され、利用者保護を充

すので、契約時に通信条件などを確認すること

実させるため省令やガイドラインが急ピッチで

が大切です。

整備されています。電気通信事業法の改正の背

● 複数年契約と販売方法の現状

景には、さまざまな電気通信サービスが増え、

通信サービスは生まれてから日が浅く発展途

利用者のライフラインとして重要な地位を占め

上のサービスのため、スマホなどの通信契約と

てくると同時に消費者トラブルが増えてきたこ

販売方法等には企業としての課題がまだまだあ

とにあります。総務省の研究会
「ICT サービス安

ります。販売は代理店の営業で行われますが、

心・安全研究会」
および
「消費者保護ルールの見

複数のサービスを提供しないと１つのサービス

直し・充実に関する WG」で議論されたことが

が提供できない理由と、会社を経営するための

基礎となっています＊３。

施策で、消費者との間にさまざまなトラブルが

主な利用者保護のポイントは、
「説明義務等

生まれています。

の関係に係る規定として、書面交付の義務、適

最近は、オプション販売
（セット販売）
が多く

合性の原則、自動更新の取扱い」
「契約書面の交

みられ、店頭ではデジタルフォトフレームやタ

付義務に係る規定」
、
適用範囲はありますが、利

ブレット、光回線、アプリ、サポートサービスな

用者が契約締結書面受領後から８日間は、相手

どとスマホをセットで勧められたり、電話勧誘

方の合意なく解除できる
「初期契約解除制度に

では、Wi-Fi ルーターとスマホなどをセットで

係る規定」
「勧誘継続行為の禁止に係る規定」
「媒

勧められることがあると聞きます。また、通信

介等業務受託者
（代理店）
の監督制度に係る規定」

サービスの利用契約は２年間の複数年契約が多

です。

く、携帯電話事業者の新しいルールでは、契約

法律の整備は進みつつありますが、法律が適

更新の前後１カ月が無料で解約できるタイミン

用できない範囲もあるため、利用者自らが通信

グになります。このタイミングを逃すと解約金

サービスの特性や販売等の特性を理解して、ス

＊１

マートな消費者になることが大切だと思います。

Fixed Virtual Network Operator の略。仮想固定通信事業者。

＊３

＊２ Mobile Virtual Network Operator の略。仮想移動体通信事業者。
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http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_anshin/

