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影響が大きい電気通信サービス＊２の終了につい

はじめに

ては周知期間を１年間とし
（電気通信事業法施

電気通信事業法（以下、法）は、2015 年改正

行規則
〔以下、規則〕22 条の２の 10 第１項）、か

法 ＊１ により消費者保護ルールが大幅に改正・

つ、周知すべき事項の事前届出
（規則 22 条の２

強化されました。その後、2019 年には、①５

の 11）および総務大臣による事業休廃止に関す

月 22 日に事業休廃止にかかる周知義務の強化

る事項の公表
（法26条の５）
が新設されました。

を内容とする 2018 年改正法が、② 10 月１日

また、周知させるべき事項として、(ア) 代替

に「通信料金と端末代金の完全分離」
などを内容

となるサービスや利用者が休廃止サービスと代

とする 2019 年改正法が、それぞれ施行されま

替サービスを比較検討できる情報、(イ) 休廃止

した。本稿では、2019 年に施行された各改正

対象となるサービスに関し利用者に被害を発

法の概要を解説します。

生・拡大させないための情報がそれぞれ追加さ

事業休廃止に係る周知義務の
強化・拡大

れています
（規則 22 条の２の 10 第２項）
。

代理店の届出制度の新設

電気通信サービスの終了が利用者に与える影

電気通信サービス契約の勧誘・契約の締結は、

響が大きいため、法は事業の休廃止の際の周知

電気通信事業者自身だけでなく、電気通信事業

義務を規定していました
（旧法 18 条３項）
。し

者から委託を受けた代理店
（媒介等業務受託者）

かし近時は、通信設備の老朽化やセキュリティ

が重要な役割を果たしています。2015 年改正

対応の限界などの理由で終了するサービスが続

法では、電気通信事業者による代理店の指導監

出し、サービス終了の周知期間が短い、他の代

督義務を明文化しましたが、その後も代理店の

替サービスに関する案内がない、といった利用

不適切な勧誘による利用者からの苦情が多いた

者の苦情が寄せられるようになりました。

め、2019 年改正法では、電気通信サービス契

そこで、2018 年改正法により、周知義務が

約の媒介等＊３ を行う代理店は総務大臣へ所定

強化・拡大されました。利用者の利益に及ぼす

の事項を届け出なければならないと規定されま

＊１ 2015 年改正法の概要は、本誌 2019 年１月号～５月号の拙稿「電気通信サービスと消費者保護ルール」を参照。
 いわゆるユニバーサルサービス（アナログ電話や公衆電話、一部 IP 電話）②第一種指定電気通信設備を設置する固定電話でシェア 50％を持つ
＊２ ①
事業者が提供する音声通話・光通信等のサービス ③周知開始日の属する年度の前年度末時点で有償かつ契約数 100 万以上のサービスを指す。
＊３ 契約の締結の勧誘と契約の申し込みの受領を行うこと。
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（1）
自己の名称を告げない勧誘行為の禁止

した（法 73 条の２第１項）
。

法 27 条の２第２号の禁止行為となるのは、

届出が必要な
「媒介等業務受託者」
とは、電気
通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取

①電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧

次ぎ又は代理（以下、媒介等）
の業務またはこれ

誘に先立って、②その相手方に対し、③自己の

に付随する業務の委託を受けた者をいいます

氏名もしくは名称または当該契約の締結の勧誘

（法 27 条の４第１項）
。
「業務の委託」とは、媒

である旨を告げずに勧誘する行為です。

介等を業として
（反復継続して）
行うよう委託す

ただし、(ア) 店舗販売
（勧誘者の氏名・名称

ることをいい、電気通信事業者の手足として活

が明らかであるため）や、(イ) 修理申込みなど

動している場合
（例えば電気通信事業者が勧誘

の別件で既に自己の氏名・名称を告げた相手方

先や営業活動内容を決めている場合）などは該

へ引き続き電気通信サービスの勧誘である旨を

当しません。また、電気通信事業者から媒介等

告げて勧誘する場合は、自己の氏名・名称を告

の業務の委託を受けた者
（一次代理店）のほか、

げる必要はありません
（規則 22 条の２の 13 第

代理店から媒介等の業務の委託を受けた者
（二

１項）
。
また、
届出代理店による勧誘に際しては、

次代理店、三次代理店など）
も含みます。

勧誘を行う代理店の氏名・名称のほか、電気通

届出の手続きや詳細に関しては、総務省から
「媒介等業務受託者届出マニュアル」 が公表
＊４

信サービスを提供する電気通信事業者の氏名・
名称も告げる必要があります。

（2）
総務省令で定める禁止行為

されています。
届出媒介等業務受託者
（以下、届出代理店）
に

2019 年改正法の施行時点では、法 27 条の２

は、①電気通信サービス契約の締結における利

第４号の総務省令で定める禁止行為はありませ

用者への提供条件説明義務
（法 26 条１項）
、②利

んが、今後、利用者の苦情などの状況を勘案し

用者に対する禁止行為
（法 27 条の２）
、③ 2019

つつ、
対象行為を政令で定めるとされています。

年改正法で追加された通信料金と端末代金の完

通信料金と端末代金の完全分離等

全分離等、法27条の３第２項の禁止行為
（後述）

2019 年改正法では、モバイル市場の競争促

の規定が準用されます（法 73 条の３）。また、
届出代理店による法令違反は、総務大臣の業務

進のための改正として、移動通信役務を提供す

改善命令の対象となります
（法 73 条の４）
。

る総務大臣の指定を受けた電気通信事業者につ

禁止行為の追加

いて、利用者に対し①電気通信事業者間の適正
な競争関係を阻害するおそれがある利益提供を

2015 年改正法では、電気通信事業者による

行うこと
（通信料金と端末代金の完全分離）およ

①重要事実の不告知および不実告知と②いわゆ

び②当該契約の解除を行うことを不当に妨げる

る勧誘継続行為が禁止行為として規定されまし

ことにより電気通信事業者間の適正な競争関係

たが、2019 年改正法では、③自己の名称を告

を阻害するおそれがある提供条件を約すること

げずに勧誘する行為が禁止行為となり、さらに

（期間拘束などの行き過ぎた囲い込みの是正）を

④総務省令により禁止行為を追加できる規定が

禁止行為として規定し
（法 27 条の３第２項各

加えられました
（法 27 条の２第２号、第４号）
。

号）
、新たなガイドライン＊５が制定されました。

＊４ http://www.soumu.go.jp/main_content/000641000.pdf

＊５ 「電気通信事業法第
27 条の３等の運用に関するガイドライン」http://www.soumu.go.jp/main_content/000643490.pdf
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（1）対象役務と対象事業

表１ 法 27 条の 3 第 1 項に基づく指定を受ける電気通信事業者

者

MNO

MNO の特定関係法人

法 27 条の３が適用され
る移動電気通信役務と対

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ㈱
㈱エヌ・ティ・ティネオメイト
㈱エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ

㈱ NTT ドコモ

象事業者は、総務省令お

㈱ドコモ CS

よび総務省告示で定めら
れています（同条１項）
。
対象役務は、①携帯電
話サービスと②全国BWA

MNO

KDDI ㈱
沖縄セルラー電話㈱

沖縄セルラーアグリ & マルシェ㈱
UQ モバイル沖縄㈱
中部テレコミュニケーション㈱
ビッグローブ㈱
㈱ソラコム

ソフトバンク㈱

ヤフー㈱
LINE モバイル㈱
㈱ウィルコム沖縄
汐留モバイル㈱
SB パートナーズ㈱

楽天モバイル㈱

楽天コミュニケーションズ㈱

サービス
（WiMAX など）
で
あり、地域 BWA や PHS、
公衆無線 LAN などは除外
されています＊６。そして、
対象役務を提供する電気
通 信 事 業 者 の う ち、(ア)
MNO

＊７

UQコミュニケーションズ㈱

についてはその

特定関係法人（MNO の親

㈱インターネットイニシアティブ
㈱オプテージ

MVNO

会 社、 兄 弟 会 社、1/3 超
の議決権保有等の実質的支配関係にある関連会

(イ) 特定の機種を対象とした割引プランを設定

社等）を含めて 全事 業 者 が 対象となり、
（イ）

することなどが該当する一方、料金プランの区

MVNO ＊ ８ に つ い て は 利 用 者 数 の シ ェ ア が

分に基づいた料金差や端末の購入に着目しない

0.7% を超える事業者が対象となります
（規則

割引
（高齢者割引など）
は許されます。

22 条の２の 15、表１

＊９

）。

②総務省令で禁止・制限される利益提供につ

（2）通信料金と端末代金の完全分離

いては、(ア) 継続利用と端末の購入等を条件と

法27条の３第２項第１号で禁止されるのは、

する利益提供は一律禁止 (イ) 継続利用を除く電

移動電気通信役務の提供を受けるために必要な

気通信役務の利用と端末購入を条件とする場合

端末を契約する際に①通信料金の割引
（端末を

の利益提供の上限は原則２万円
（税抜）
とされて

販売等する際の通信料金を販売等しない場合よ

います
（規則 22 条の２の 16 第１項、表２、具体

りも有利にすること）
、および②端末代金の値

例については＊５の 23 ページから 42 ページを

引きその他の利益提供となります。

参照）
。

①割引が禁止される通信料金には、音声通話

（3）
行き過ぎた期間拘束の是正

やデータ通信料金のほか、オプションサービス

法 27 条の３第２項第２号では、利用者との間

の料金も含まれます。(ア) 端末の購入の有無や

で、契約解除を不当に妨げることにより電気通

端末の種別によって料金プランに差を設ける、

信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれ

＊６ 令和元年９月６日総務省告示第 166 号
＊７ Mobile Network Operator の略。自ら周波数の割当てを受けて移動通信サービスを行う事業者（いわゆる携帯キャリア会社）。
＊８ Mobile Virtual Network Operator の略。自社の電気通信設備を持たない移動通信事業者。
＊９ 令和元年９月６日総務省告示第 167 号
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があるものとして総務省令で定める提供条件を

止行為）を除くもの
（規則 22 条の２の 16 およ

合意することを禁止しています。総務省令

＊ 10

び 22 条の２の 17 に規定される禁止行為）につ

で定める提供条件は表３を参照してください。

いては、2019 年 12 月 31 日までは、スマート

（4）
適用開始時期

フォン向け契約以外の契約には適用しないとさ

（2）および（3）の禁止行為のうち、
（2）①（法

れています＊ 11。

27 条の３第２項第１号に明文で規定された禁
表２ 端末代金の値引き等の利益の提供の概要
（規則22条の２の16第１項）
条項

利益提供を行う条件

利益提供の上限

継続利用（※１）および端末の購入等をすることを条件とすること
１号

２号本文

２号
ただし書

新たな通信役務の提供に関する契約の締結
（新規契約）
（継続利用
に限る）を条件とすること

一律禁止

移動電気通信役務の利用（継続利用を除く）
および端末の購入等を
することを条件とすること
新規契約（継続利用を除く）を条件とすること

２万円
（税抜）と端末の対照価格（※２）か
ら先行同型機種（※３）の買取価格を減じ
た額のいずれか低い額

廉価端末（※４）

当該端末の対照価格未満

在庫端末（※５）

当該端末の対照価格の 80 ～ 50%

新たな通信方式に対応するための端末

当該端末の対照価格以下

※１

 動電気通信役務を継続的に利用すること
移
（移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、１年以下最低利用期間契約のみまた
は１年以下最低利用期間契約および違約金等の定めがない契約のみにより移動電気通信役務を提供している電気通信事業者との間で１年以下最
低利用期間契約を締結することを除く）
※２ ①電気通信事業者による販売価格が複数ある場合はそのうち最も高い価格、②単一価格の場合は調達価格と比較していずれか高い価格（規則 22
条の２の 16 第２項）
※３ 対象端末の販売等が開始される前に販売等が開始された同一の製造事業者の同型機種
※４ 対象端末の対照価格が２万円
（税抜）以下のもの
※５ ① 最終調達日から 24 カ月以上が経過している端末（対照価格の 50% を上限）、および②製造中止端末（最終調達日から 12 カ月経過の端末は
50% を上限、24 カ月経過の端末は 80% を上限）

表３ 行き過ぎた期間拘束の是正に関する措置の概要
契約期間の上限

２年（違約金の定めがない場合を除く）

違約金の額の上限

1,000 円（税抜）

期間拘束のない契約の提供

１年を超えるまたは更新可能な期間拘束契約を提供する場合、期間拘束のない契約も選択肢
として提供しなければならない

期間拘束の有無による
料金差の上限

170 円／月（税抜）

自動更新

次の①～④のいずれかを満たさない自動更新を伴う契約を禁止
①契約締結時において、契約期間満了時
（※）
に期間拘束を伴う契約で更新するどうかを利用
者が選択できること
②①の選択によらず料金その他の提供条件が同一であること
③契約期間満了時において、期間拘束を伴う契約で更新するかどうかを利用者が改めて選択
できること
④違約金なく契約を解除可能な更新期間が少なくとも契約期間の最終月、その翌月および
※更新後の契約期間満了を含む。
翌々月の３カ月間設けられていること

長期利用割引等の条件

利益提供の範囲＝１カ月分の料金
（税抜）／年

（総務省資料
「電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備について」より）
http://www.soumu.go.jp/main_content/000628680.pdf
＊10 規則 22 条の２の 17
＊11 令和元年９月６日総務省令第 38 号附則第３条第３号
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