
総務省様 検討会
中古携帯端末市場の拡大に向けた考察

2018年1月15日

資料７



日本の中古携帯端末市場は諸外国と比べて小さい

日本の中古携帯端末市場は英国・北米と比べて低い水準

1日本は2016年。北米は2015年の米国、カナダを含む。英国は2016年。販売台数にはオークションサイト経由での消費者間の販売は含まない
出所: “Refurbished Phone Sales”Gartner、外部調査レポート”TMT Prediction 2016” 
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諸外国に比して、日本では中古端末の供給量が少なく、また端末の品質に対する消費者の懸
念が存在するなどの違いがある

• 中古端末を取引する市場が未発
達：移動体通信事業者が、国内で回
収した使用済み端末を、仲介事業
者を経由して海外に転売・廃棄して
いることが想定される

• 日本独自仕様のモデルが多く、海外
からの輸入が困難

- Suica, Felica等

日本と諸外国マーケットの主な違い

中古携帯端末の供給量が少ない
中古携帯端末の

修理品質確保に限界がある
消費者の中古携帯端末に対する

イメージが悪い

• 諸外国では、修理事業者が、カバー
やバッテリーなどを含めて部品を調
達し、高品質な修理を実施すること
で、新品同様の端末も供給

• 日本では、修理品質や修理事業者
に関する審査や認証もなく、消費者
などに対して品質を訴求する際の制
約にもなっている

• 消費者は、修理されずに販売されて
いる中古端末の品質に懸念

- 外観の傷・動作不良・バッテリー等

• キャリアショップなど、消費者が信頼
できるチャネルでの中古端末販売も
極めて限定的

• 端末値引き/キャッシュバックにより、
機種代金が実質0円で端末を購入
できることにより、中古端末の価格
面でのメリットが不明確

321

移動体通信事業者（キャリア）
に直接関連する課題



端末価値を最大化・端末品質を維持するための取引市場が無い

修理事業者による中古携帯端末の修理品質確保に限界がある

「信頼できるチャネルでの中古端末取り扱い」が限定的で、「修理された端末の品質を保証する仕組み」が無い

米国の中古携帯端末エコシステム 日本の中古携帯端末エコシステム

日米の中古携帯端末エコシステムの違い（図示）
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諸外国では、中古端末を取引する市場が存在し、マーケットに端末が供給されている

販売業者 取引市場 買取業者

グローバルな買取業者等中立的な非営利組織等移動体通信事業者等

• 中古の端末、付属品、部品を売却

• 場合により簡易な端末修理を実施

• 端末品質・修理の知見に基づき
以下の役割を果たしている：

- 損傷状態に応じた商品の等級分け

- 販売業者・買取業者の適性評価

- 中古端末市場に関する知見の収集

- 取引市場のウェブサイトの運営

- 先進的なオークション実施手法（例：
終了タイミング、価格決定の方法）に
より端末売却価格の最大化を実現

• 中古の端末、付属品、部品を購入

• 他の買取業者、移動体通信事業者
又は消費者に対する販売

• 場合により、端末修理を実施

政府

• 盗品が中古端末市場に出回らない仕組みづくりを、通信事業者や買取業者と連携して推進（英国の例）
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出所: 企業ウェブサイト、価格は2018年1月9日現在

通信事業者がバッテリー、
外装などが一定の基準を
満たしていることを担保

新品の６割程度
(新品$449.99)

中古端末 新品端末

米国における大手通信事業者による中古スマホ販売の事例（ホームページより）
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米国におけるMVNOによる中古スマホ販売の事例（ホームページより）

中古端末 新品端末

中古端末 新品端末 中古端末 新品端末

新品端末
MVNOが中古端末の品質を保証

90日保証

正常に機能す
ることを確認

6出所: 企業ウェブサイト、価格は2018年1月9日現在
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まとめ：海外事例からの学び
日本の中古端末市場の拡大に向けて必要な取り組み（案）

• 公正・中立な国内中古携帯端末取引
市場の確立

- 適性評価を受けた販売業者（キャリア
等）と買取業者が参加する、効率的な
取引市場

- 先進的なオークション実施手法により
中古端末価値を最大化

中古携帯端末の供給量が少ない
供給される中古携帯端末の
品質確保に限界がある

消費者の中古携帯端末に対する
イメージが悪い

• 修理事業者の認証制度を導入し、
修理中古端末の品質を担保

- 修理完了端末もしくは、修理事業者に
審査・認証制度を導入し、消費者・販
売事業者に「安心」を提供する

• 移動体通信事業者（キャリア）のチャ
ネル（店舗やwebなど）で中古端末を
販売することで、消費者へ「安心」で
きる幅広い選択肢を提供する
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移動体通信事業者（キャリア）
に直接関連する課題
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中古端末流通量増加は、日本の消費者に、信頼できる様々な選択肢を提供し、
移動体通信事業者の発展に貢献する可能性

移動体通信事業者
からの、

中古端末の購入

リース事業者
からの、

端末リース活用

移動体通信事業者
からの、

新品端末の購入

その他事業者
からの、

中古端末の購入

新たな端末購入・活用方法の可能性

• 品質が保証された安心か
つ安価な端末購入という
選択肢を得る

• 利用したい携帯電話端末
と移動体通信事業者を自
由に選択することが可能
になる

• メジャーな端末モデルと通
信プランを一緒に販売す
ることが困難なMVNOな

ども、競争力ある魅力的
なサービスを提供できる
可能性

• 端末の最低利用期間
（例：割賦支払期間）を気
にすることなく、自由に端
末選択が可能になる



ご参考



主要各国における移動体通信事業者による中古端末の修理・販売状況

米国

アジア太平洋

欧州

日本

Verizon

AT&T

Sprint

T-Mobile

Vodafone

Telekom -

Orange

Telstra

AIS -

Singtel -

Far East Tone -

ドコモ -

KDDI - -

ソフトバンク - -

中古端末の
第三者修理

中古端末を自社
チャネルで販売

活用

出所：業界エキスパートインタビュー、各社website 10
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英国政府は、中古端末買取・販売事業者や通信事業者と協力し、
中古端末買取事業者に売られる端末の品質を担保している

• 政府の要請を受けて、持ち込
まれた中古端末が盗品でない
ことを調査（警察のデータベー
スを参照）

• 要請開始時点で、取引量の
90%を占める20社が協力合
意

• 政府要請をうけて、盗品届が
出た端末について、48時間以

内に国内使用が出来ないよう
にする

- 電波の送受信の停止

国内
移動体通信事業者

政府中古端末買取事業者

• 盗品が中古端末市場に出回
らない仕組みづくり

• 中古端末買取事業者・移動体
通信事業者および警察など関
係部署に協力要請



0 10 20 30 40 50%

中古携帯端末を買わない理由 (n=5,585)

その他 19
使い方が分からないから 5

新品に比べて面倒くさそうだから 5
なんとなく 7

欲しいものがなさそうだから 8
どこで販売されているか分からないから 10

画面がきちんと表示されるかどうか分からないから 11
新品にこだわりがあるから 11
新品に満足しているから 12

販売している店（ネットショップ含む）が怪しそうだから 14
以前使っていた人のデータが残っていそうだから 16

中古品に対するイメージがよくないから 21
どのくらい使われたものなのか分からないから 26

傷やへこみがありそうだから 29
電池の持ちが悪そうだから 31
すぐに故障しそうだから 38
清潔ではなさそうだから 41

きちんと動作するか分からないから 42
以前どんな人が使っていたか分からないから 44

故障時などの保証がなさそうだから 44

0 10 20 30 40 50 60%

中古携帯端末を購入する際の不安点

分からない 1

その他 3

おサイフケータイが使えるかどうか 8

以前使っていた人のデータが残っていないかどうか 12

不安に感じたことはない 16

画面がきちんと表示されるかどうか 18

中古携帯電話にSIMカードがさせるかどうか 24

店頭・ホームページでは分からない傷があるかどうか 25

電池の持ちがよいかどうか 37

中古携帯電話がすぐに故障しないかどうか 38

中古携帯電話が動作するかどうか 51

出所: 2013年12月 MCA調査

品質や保証に関する項目 品質や保証に関する項目

外装

動作不良

バッテリー

外装

品質

保証

バッテリー

外装

動作不良

動作不良

動作不良

動作不良

消費者は、現在日本で流通している中古端末の外観や品質などに懸念：消費者の
「低品質で汚い」という認知を変えることが必要

中古携帯端末を購入したくない理由 中古携帯端末を購入した際に不安だった点
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