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はじめに
本検討会では、モバイル市場におけるMVNOを含めた事業者間の公正な競争を更
に促進し、利用者利益の向上を図るため、MVNO、中古端末事業者、消費者団体、販
売代理店、MNO等からのヒアリング並びにMVNOに対するアンケート調査を実施し、
モバイル市場の公正競争促進に関する課題に関して意見を聴取するとともに、それら
について意見交換を行ってきた。
ヒアリング等において指摘された事項について議論した結果、通信料金の適正化、
サービスの改善に向けて、（１）ネットワーク提供条件の同等性確保、（２）中古端末の
国内流通促進及び（３）利用者の自由なサービス・端末選択の促進の３つの柱を通じ
て、モバイル市場の公正競争の更なる促進を図るために措置又は更なる検討が必要
な事項を取りまとめることができた。
本報告書を基に必要な対応が行われることを関係各方面に要望する。
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第１章 ネットワーク提供条件の同等性確保
モバイル市場では、電波の割当てを受けて移動通信サービスを提供する電気通信
事業者（MNO）が実質的に３グループに収斂、寡占化している状況にある 1。この市場
で有効な競争を創出するためには、ネットワークを持たないMVNOにもネットワークを
持つMNOと同様にネットワークへのアクセスを可能とし、互いに利用者に対するサー
ビスの提供条件を競い合うことができるようにすることが重要である。
MNOとMVNOとの競争に加えて、MNOグループ企業としてMVNOが登場している
中、そのようなMVNOを含めたMVNO同士の競争条件の同等性についても問題提起
がなされている。
本検討会では、MNO・MVNO、MVNO同士の競争の公正性確保において重要な
MNOのネットワークの提供条件について議論を行った。

１. 料金・品質（速度）に関する同等性
(1) 現状
モバイル市場は、電波の割当てを受けて移動通信サービスを提供する電気通信
事業者（MNO）が実質的に３グループに収斂している。MNOは、サブブランド等によ
る低廉な料金でサービス提供を行い、また、グループ企業がMVNOとして低廉なサ
ービスの提供を行っている。

1

総務省は、既存の３グループに属さない楽天モバイルネットワーク株式会社について、
第４世代移動通信システムに係る特定基地局の開設計画の認定を行った（平成 30 年
（2018）4 月 9 日）
。今後、同社は自らネットワークを構築して、携帯電話事業を行う
予定。
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図１ 移動系通信の契約数における事業者別シェア（グループ別）

(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 MNOグループのMVNOやサブブランドのサービスにおいて、他のMVNOの
サービスよりも伝送速度が高速であり、ネットワークの利用条件の同等性に
関して検証が必要である。（第２回会合：楽天株式会社（以下「楽天」という。）、
株式会社ケイ・オプティコム（以下「ケイ・オプティコム」という。）、第３回会合：
トーンモバイル株式会社（以下「トーンモバイル」という。）、アンケート）
 MNOグループのサブブランドでは、ネットワーク速度が他のMVNOを大きく
上回り、コスト面でMVNOでは基本的に提供不可能な水準になっている。
（第２回会合：楽天）
 サブブランドが「いわゆる格安スマホ並みの料金」であるにもかかわらず、そ
れ以外のMVNOとの間で速度差が大きい。サブブランドと同程度の速度を実
現するには、1 加入者当たりのデータ利用料は極めて高額となることが見込
まれる。（第２回会合：ケイ・オプティコム）
 KDDI株式会社（以下「KDDI」という。）回線を用いる他のMVNOと比べてUQ
コミュニケーションズ株式会社（以下「UQ」という。）では料金面で遜色がない
が通信速度が圧倒的に速い。（第３回会合：トーンモバイル）
 MNOとしてのUQからの卸電気通信役務の提供によりBWAの周波数を仕入
れ、auの周波数といわゆるキャリアグリゲーション、束ねることで速度を速くし
ている。そして、そのサービスについては、公平かつ同条件でUQを含む
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MVNOに提供している。（第３回会合：KDDI）
UQのMVNOサービスでは「いわゆる格安SIM」よりも高い料金プランで収益
を確保しながら、快適な通信環境を提供している。（第３回会合：UQ）
自社のサブブランドは同一会社内のサービスに過ぎず、コストコントロールな
どを工夫して事業展開している。速度等の適切性について、個別サービス
単位での検証は基本的に不要と考えるが、評価方法を整理して検討を行う
のであれば総務省に情報提供を行うことも、検討の余地がある。（第３回会
合：ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」という。））
UQが提供するBWAサービスの大半はKDDIがUQの卸電気通信役務の提
供を受けて、自社の周波数といわゆるキャリアアグリゲーションで提供を行っ
ているものであり、UQには接続交渉上の優位性は無いことから、第二種指
定電気通信設備の指定の必要はない。（第４回会合：UQ）
MNOとMVNO間の同等性を確保するためには、ソフトバンクにBWAの再卸
の義務を課し、Wireless City Planning株式会社（以下「WCP」という。）とソフト
バンクの卸電気通信役務の提供条件について、総務省で検証を行うことで
適正性を確保することが適当である。（第４回会合：WCP）
WCPの契約数の大部分はソフトバンクとの連携により獲得したものであり、
WCP単独での市場支配力は皆無であること等のため、BWA設備の二種指
定化は適当ではない。（第４回会合：WCP）
電波利用の連携について、BWA事業者の二種指定化、接続料化を支持す
る。（アンケート）
二種指定化、接続料化することによる値上がりを懸念する。（アンケート）
グループ内でネットワークを借りている場合には、その料金の適正化や情報
開示が必要。（アンケート）

(3) 考え方
① データ伝送サービスにおける伝送速度は、MNO のネットワークに係る条件だ
けではなく、MVNO の設備や端末の諸条件、そのエリアやその時々のトラヒック
の状況など、ネットワーク内外における様々な要因により変化する。そのような
要因に関して、伝送環境をいかに整備するかはサービス提供事業者のサービ
ス提供条件における環境整備に依存する部分があることは事実であるが、その
ような努力のみによってコントロールできない MNO のネットワーク提供条件に
起因する要因については、公正な競争環境の整備、維持の見地から必要な検
証を行い、対応していく必要がある。この見地から、伝送速度に関して重要な
事項は、ネットワークにおける帯域幅の確保の条件と MNO によるネットワーク
管理方法である。
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【帯域幅の確保における条件】
② 伝送速度では、MNOのネットワークにおいてどの程度の帯域幅が確保されて
いるかが重要な要因になる。KDDIからもMVNOの伝送速度はMNOとの接続点
における帯域幅に大きく依存するとの指摘があった。
③ KDDIからは、これに関して、MVNOには、卸電気通信役務を提供しており、届
出のあった卸先事業者間で同一金額、接続約款と同じ条件で提供していると
して、つまり、グループ内外を問わず、同条件でMVNOにネットワークを提供し
ているとの説明があった。ソフトバンクからも、サブブランドを含むソフトバンクと
MVNOにおいて、同条件でコスト負担しているとの説明があった。MNO各社の
接続約款の規定が準拠ないし適用される限りは、MVNOが確保するネットワー
クの帯域幅が増えれば、それに応じてMVNO各社の接続料又は卸電気通信
役務料金の支払いが増えることになる。
④ データ伝送役務の提供に係る契約帯域幅及びその利用者数について、本検
討会では、MVNO 10 社（これまでヒアリングを行ってきた MVNO、UQ を含む。）
から情報提供を受けた。その結果を見ると、利用者当たり契約帯域幅（kbps/
利用者数）では UQ がこれら MVNO の中で最も大きい値であった。ただ、ケイ・
オプティコムが本検討会のヒアリングにおいて見込んだ程の大きな格差があっ
た訳ではない。
⑤ この点に関して、KDDIからは、同社がMNOとしてのUQの基地局設備を活用し
たキャリアアグリゲーションを行っていることについて説明があった。即ち、
KDDIでは、MNOとしてのUQの卸役務の提供を受けてBWAの「周波数を仕入
れ、」「auの周波数といわゆるキャリアアグリゲーション、束ねることで速度を速く」
しているということであった。そして、そのサービスについては、公平かつ同条
件で、UQを含むMVNOに提供していると説明があった。
⑥ KDDIが説明したとおりに接続約款に準拠した条件で同社が提供するネットワ
ークを各MVNOが利用しているという前提に立つと、 UQでは、他のMVNOより
も利用者当たりで多額の料金を支払うことでそれに応じた大きな帯域幅を確保
していると考えられる。
⑦ これに関して、ケイ・オプティコムは、UQのUQ mobile（UQモバイル）やソフトバ
ンクの Y!mobile（ワイモバイル）と主要MVNOとの間で利用者料金の差が 720
円 2から 1,620 円であるのに対して速度差が大きいと主張した。これに対し、UQ
は、料金プラン全体で接続料を回収できる水準であるとし、「月額 1,000 円を下
回るいわゆる格安SIMよりも高い料金設定」をすることで収益を確保して、利用
者に快適な通信環境を提供していると説明した。

2

本報告書に記載する金額は全て税抜きのもの。
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【料金と費用との関係及び「ミルク補給」についての検証の必要性】
⑧ MNOにおいて、その費用に照らして低廉過ぎる料金設定が行われ、あるいは
MNOのグループ内のMVNOに対して他のMVNOにはない優遇が行われるとき
には、MNOのネットワークに依存する他のMVNOとの間で同等の競争が行わ
れないおそれがある。
⑨ いわゆるサブブランドを含むMNOサービスの料金等の提供条件がその費用等
の関係において適正な水準にあるのか、また、グループ内MNOによりネットワ
ーク提供に際しての事実上の金銭的補助（いわゆる「ミルク補給」）があるが故
に上記の多額の支払いが可能となっているのかについては、これまで、収入額、
費用等のデータが十分に得られておらず、必要な検証が行われていない。
⑩ したがって、MNOグループのサービス提供（いわゆるサブブランドやグループ
のMVNOによるものを含む。）について、サービスの提供条件やグループ内取
引において、不当な差別的取扱いや競争阻害等の不当な運営に当たるもの
がないか、MNO３グループについて検証を行うこととし、そのための会計の専
門家を含む検討体制を設けることが必要である。本検証は、現行制度のもとで
可能なところから早急に開始すべきである。
【ネットワーク管理における公平性の確保】
⑪ 仮に、MNOがそのネットワークにおいて、例えば、不当にMVNO網からのトラヒ
ックを遅くして自社サービス用のトラヒックを速くするといったような、トラヒックの
扱いを不当に差別的に取り扱うとすると、MNO、MVNOにおける伝送速度にお
ける競争条件が公正性を損なうことになりかねない。この点に関して、MNO各
社からは、自社やグループ企業、その他のMVNOについて、ネットワーク管理
上差別を行っていない旨の説明があった。
⑫ これについて、今後不当な差別的取扱いが行われないことを民事的に担保す
るために、MNOが、トラヒックの取扱いにおいて、不当な差別的取扱いを行わ
ない旨を接続約款に規定することとし、そのための電気通信事業法施行規則
の改正を行う必要がある。
【第二種指定電気通信設備制度の適用の検討】
⑬ モバイルネットワークの接続料の透明性確保のための制度として、電気通信事
業法では第二種指定電気通信設備制度が設けられている。インフラの開放と
いう従来からの見地に加えて、上記のグループ内外の同等性の検証の見地か
らもこの制度の適用を検討すべきという意見があった。
⑭ これに関しては、MNOによるネット ワーク提供につ いて、透明性とMNO と
MVNO間、MNOのネットワークの提供を受けるMVNO同士の公平性等を確保
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するため、接続協議における交渉上の優位性の考え方を明確にするとともに、
総務省で、報告を受けている特定移動端末設備のシェアを勘案することにより、
第二種指定電気通信設備制度の適用を検討することが必要である。
⑮ その際、事業者間連携等の事業動向、市場動向や環境変化等を勘案して制
度の在り方及び所要の措置について検討を行うことが必要である 。そして、不
要なアンバンドル（接続料の設定）を行う等、適用されるルールが過剰なものと
ならないようにする必要がある。

２. 接続料算定の適正性
(1) 現状
 MVNO が MNO のネットワークを利用する際に支払う接続料は、電気通信事
業法（昭和 59 年法律第 86 号）第 34 条第３項第２号の規定により「能率的な
経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの」を上限とする適
正な水準にすることとされている。
 モバイル市場の公正競争の確保に向けて、接続料の適正化は重要であるこ
とから、これまで総務省において、数次にわたり、ルールの見直しを行ってい
る。具体的には、原価算定のルールについて、平成 22 年（2010）３月に「第
二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」が定められ、平成
28 年（2016）３月には第二種指定電気通信設備接続料規則が制定された
（施行は同年５月）。また、利潤の算定を更に厳正化するため、平成 29 年
（2017）２月には、同規則の改正等が行われた。
 同規則により、接続料は、急激な変動があると認められる場合にあっては、
接続料の実績年度の値で遡及精算（当年度精算）を行うこととされているが、
当年度精算をいかなる場合に実施するかについて、具体的な基準が必要で
あるとの指摘がある。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 接続料が高い。算定根拠等の情報開示が不十分である。（第２回会合：株式
会社インターネットイニシアティブ（以下「IIJ」という。）、ケイ・オプティコム、ア
ンケート）
 （接続料の水準を考慮すれば）MNO の各種割引サービスが MVNO では実
現不可能である。（アンケート）
 接続料の確定が遅く予見性の観点から不利である。（第２回会合：IIJ、第３回
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会合：トーンモバイル、アンケート）
接続料の当年度精算を行う場合、その実施基準の明確化を希望する。（第２
回会合：IIJ、ケイ・オプティコム、アンケート）
データ接続料は低廉化傾向である。（第３回会合：株式会社 NTT ドコモ（以
下「NTT ドコモ」という。）、KDDI、ソフトバンク）
当年度精算を行う一定の基準を設定すべきである。（第３回会合：KDDI）
当年度精算を義務化する必要はない。（第３回会合：ソフトバンク）

(3) 考え方
① 上記のように、これまで、接続料の原価・利潤の算定の厳正化のため、数次の
ルール見直しが行われてきた。これらを受けて行われた原価算定では、第４世
代までに至る携帯電話サービスの原価等に焦点が当てられてきたが、このサ
ービスの提供に用いられる電気通信設備について、MNOの中には、BWAサ
ービスの提供のためにも用いているものがある。接続料算定の適正化の観点
から、MNOの接続料算定において、BWAに係る原価及び需要について、適
正に反映される方法によることとする必要がある。これについては、総務省から
MNOに要請が行われた（「第二種指定電気通信設備に関する接続料におけ
るBWAに係る原価及び需要の扱いについてのKDDI株式会社及びソフトバン
ク株式会社に対する要請」（平成 30 年（2018）３月 22 日））ところであり、これに
従った運用が行われる必要がある。
② また、接続料については、これを支払う事業者に対して、その算定根拠につい
て透明性が確保されることが重要である。これについては、総務省は、接続料
の算定根拠の透明性向上のため、MNOに対して、接続料の原価や需要等に
関する情報開示を求める省令・告示の改正を、平成 29 年（2017）９月に行っ
た。この制度の運用状況等について検証を行い、必要に応じた見直しを行っ
ていくことが重要である。
③ また、接続料の当年度精算を行うかどうかについては、その予見性の確保の
ため、実施基準の明確化が重要であり、これに向けた検討を、総務省におい
て行うことが必要である 。

３. 携帯電話番号ポータビリティ（MNP）の円滑化
(1) 現状
 携帯電話の利用者が携帯電話事業者を変更した場合に電話番号はそのま
まで変更後の電話会社のサービスを利用できる仕組みである電話番号ポー
タビリティ（Mobile Number Portability（MNP））は、平成 16 年（2004）５月の
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「携帯電話の番号ポータビリティの導入に関するガイドライン」、平成 18 年
（2006）２月の電気通信番号規則（平成 9 年郵政省令第 82 号）の改正（同年
11 月施行）により、導入された。
上記ガイドラインでは、「利用手続は、一の販売店（代理店を含む）において
番号ポータビリティの利用の申請から手続までが全て完了できる可能性、
（略）も含め、利用したい者にとって簡便で利用しやすいものであるよう、携
帯電話利用者の意見も取り入れつつ検討を行うこと」を関係事業者に求めて
いた。
これに対して、事業者においては、現状の手続として、移転元事業者から利
用者に解約時の必要事項の説明を行うために、移転する利用者が電話等
により移転元事業者から予約番号を取得する手続が取られている。
利用者が移転元事業者から予約番号を取得する手続については、携帯電
話事業者各社からの、MNP の実現に向けた取組状況の総務省への報告
（平成 16 年（2004）～平成 18 年（2006））において、MNP を使った事業者間
移転に際して移転元事業者からの強引な引き止めが行われる可能性につ
いて指摘があり、携帯電話事業者各社は、電話だけでなく Web においても
利用者が予約番号を取得できることとした。
しかしながら、現状においては、次表のとおり、利用者が移転元事業者から
予約番号を取得する際に、一部事業者では Web（PC・スマートフォン）による
予約番号の受付を行っていない。
表１ 携帯電話各社の各窓口における予約番号払出しの対応状況

NTT ドコモ

KDDI

ソフトバンク

キャリアショップ

○

○

○

電話

○

○
（専用窓口）

○
（専用窓口）

Web（PC・スマートフォン）

○

×

×

Web（フィーチャーフォン）

○

○

○



移転元事業者では、予約番号の受付に際して、利用者に対し、期間拘束契
約の解約金や保有しているポイントの失効等に関する情報提供を行ってい
る。

(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
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せられた。
 MNP 時に移転元事業者が特典の提示や自社低料金プランへの勧誘等によ
り引き止めを行う例があり、改善が必要である。 （第３回会合：トーンモバイル）
(3) 考え方
① MNPの手続において、移転元事業者との対面や電話での接触手続が必須化
されていると、移転元事業者がその手続を利用して強引に利用者の引き止め
を行い、その結果、円滑なMNPの実現が阻害される可能性がある。このような
事態は、手続をウェブにより可能とし、利用者が望まない移転元事業者との対
面・電話による接触を回避できるようにすることにより、避けることができるように
なる。
② したがって、総務省でMNPのガイドライン等の見直しを行い、移転元事業者に
よる引き止め機会のない事業者間移転を可能とするべきである。そのため、移
転元事業者でのウェブによるMNP手続を可能とすることが有効と考えられる。
③ また、強引な引き止めについて、実態把握を総務省で実施し、不適正なもの
がある場合には、その適正化を事業者に働きかけることが必要である 。

図２ MNP 手続の見直しの方向性

④ なお、これに関し、円滑なMNPの実現の上で、コールセンター等での利用者対
応も各社で円滑に行われることが重要であり、コールセンターへの電話のつな
がりやすさについて、総務省で実態把握を行っていく必要がある。
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４. 帯域幅の柔軟な変更の可能性
(1) 現状
MVNOが確保する帯域幅の変更は、MNOによって各社が設定する期間ごとに実
施されている。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 帯域幅変更の工事が高額である。時間帯に応じた柔軟な帯域幅変更を希
望する。（アンケート）
(3) 考え方
① 帯域幅の柔軟な変更が可能であれば、事業者のサービス提供条件の柔軟な
変更が可能となる。他方で、帯域幅の変更には一定の手続や工事が必要であ
り、それにより費用もかかることになる。
② これについては、総務省は、帯域幅変更の工事に係る工数等の実態把握を
行い、作業時間の効率化等による帯域幅変更の工事費の低廉化の可能性に
ついて検討を行うことが必要である 。
③ 柔軟な帯域幅変更については、MNOにおいて、システム構築や工事等に伴う
追加費用が見込まれるところ、現実的な実現方法や費用負担の方法等を含め、
MVNOからの要望がある場合にはその検討課題を抽出しその対応可能性に
ついて検討するよう総務省からMNOに要請し、総務省でそのフォローアップを
行うことが必要である。

５. 音声卸料金の低廉化等
(1) 現状
① MNO から MVNO へ提供される音声の卸電気通信役務は、現在、小売料金か
ら割引する従量料金による提供されている。
② 現在のところ、MVNO と MNO との間の音声役務の提供のための接続は実現し
ていない。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
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音声等の卸料金に引き下げ余地があるのではないか。準定額・定額プラン
の音声卸料金を希望する。（第２回会合：楽天、第３回会合：トーンモバイル、
アンケート）
設備投資が必要となるため、音声接続による音声サービスの提供が困難で
ある。（アンケート）

(3) 考え方
① 音声サービスの公正な競争のためには、MVNO が依存する音声の卸電気通
信役務において、適正な料金設定がなされていることが重要である。
② 音声卸料金の低廉化等の見直しについて、MVNOから要望がある場合にはそ
の検討課題を抽出してその対応可能性について検討するよう総務省から
MNOに要請し、総務省でそのフォローアップを行うことが必要である。
③ MVNOは、MNOとの協議が調わないときは、電気通信事業法第 39 条の規定
に基づく総務大臣による裁定等の紛争処理手続を利用することが可能であり、
必要に応じその手続の活用も関係事業者において検討することが考えられる。

６. SIM カード発注等のスケジュール
(1) 現状
MVNOがMNOにSIMカードの発注を行う際に、現状、SIMカードの貸与の数か月
前に申込みを行うことを求められる場合があり、この期間短縮が望まれている。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄せ
られた。
 SIM カード発注等に係るスケジュールの見直しを希望する。（アンケート）
(3) 考え方
MVNOのサービスの円滑な提供のため、MVNOがMNOからSIMカードの貸与を
受けてサービス提供を行う場合、SIMカードの早期の確保が重要であり、SIMカード
の提供等に係る標準的な期間について、実態把握を総務省で実施することが必要
である。

７. HLR/HSS（加入者管理機能）連携機能の提供に係る網改造料
(1) 現状
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総務省は、MVNOが加入者管理機能を自ら設置することについて、MVNOと
MNO間の協議が促進されるべきものとしている。
IIJが、加入者管理機能を設置しNTTドコモのネットワークと連携させることについ
て、平成 28 年（2016）にNTTドコモとの間で合意し、平成 30 年（2018）３月にサービ
ス提供を開始している。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 HLR/HSS 連携機能の提供に係る網改造料の金額に係る情報が十分でない。
（アンケート）
(3) 考え方
① MVNOのサービスに自由度を確保する上で、HLR/HSS連携機能の実現は有
用であり、実際に一部のMVNOについてこれが行われている。ただ、その際の
費用負担が過大になる場合にはその有用性も十分に発揮されないことになる。
② そこで、HLR/HSS連携機能の提供に際してMVNOが負担する金額の根拠や
適正性について、MVNOへの十分な説明をMNOに要請し、総務省でそのフォ
ローアップを行うことが必要である。

８. MNOの迷惑メールフィルタ設定における同等性
(1) 現状
MNOは、迷惑メールから利用者を保護することを目的とし、メール受信において
フィルタリングサービスを提供している。現状、フィルタリングにおいて、MNO各社と
UQの利用者からのメールのみを受信するような設定がなされている。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 MNO のメールフィルタリングに掛からないキャリアメール相当のサービスの実
現を希望する。（第３回会合：トーンモバイル、アンケート）
 MNO のメールのフィルタリングに掛からないサービスの実現のためには、
MVNO が講じている迷惑メール対策の内容・運用体制等が MNO と同等の
レベルにあることが必要。（第４回会合：NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク）
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(3) 考え方
迷惑メールを回避するためのフィルタ設定は、利用者保護の見地から重要である
が、その設定が恣意的に行われることで迷惑メール回避の目的を超えて競争条件
の公平性を損なうような運用がなされることがあってはならない。
これについて、MNO側では一定のセキュリティ確保の要請によりフィルタリング設
定を行っているということなのであるから、MVNOからのメールが受信拒否メールとし
て扱われないことを希望するMVNOに対して必要となるセキュリティ確保に関する基
準をMNOから提示するよう総務省からMNOに要請し、総務省でそのフォローアップ
を行うことが必要である。

図３ 現状のMNOの迷惑メールフィルタ設定による影響

９. キャリアメールの転送サービス
(1) 現状
MNOの利用者がその契約を解除して他の事業者に移転する場合、MNOのメー
ルサービス（キャリアメール）の利用もその時点で停止し、当該サービスにおいて提
供されるアドレス宛のメールは、受信されないようになる。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 キャリアメールの転送サービスの提供を希望する。（第３回会合：トーンモバイ
ル）
(3) 考え方
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キャリアメールが移転先事業者に転送されるサービスが実現すると、MNOから事
業者を変更する利用者の利便が向上し、事業者間移転のスイッチングコストが下が
ると期待される。
他方、MNOにおいて利用者が移転した後も元利用者のデータ管理が必要にな
るため、その方法や費用負担の方法等の検討が必要と見込まれる。MNOにおいて
は、MVNOからの要望がある場合には、その検討課題を抽出してその対応可能性
について検討するよう総務省からMNOに要請し、総務省でそのフォローアップを行
うことが必要である。

１０. テザリングの利用
(1) 現状
MVNOの利用者が、KDDI又はソフトバンクのネットワークを利用する場合、テザリ
ング※が利用できない場合がある。
※ テザリング：携帯電話を経由して、PC 等でインターネット接続を行うこと。

(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 テザリングが一部の端末で利用できない。（アンケート）
(3) 考え方
① MVNOにおいてテザリングができない状態が続くことは、MVNOとMNOの間、
MVNO間で同等の条件で競争ができない状態を放置することになる。これにつ
いては、ソフトバンクのネットワークでは表２のとおりテザリングの実現が図られ
た。ソフトバンクのテザリングの実現以降のMNO各社のテザリングの状況は、
表３のとおりである。
表２ ソフトバンクのテザリング実現時期等

iPhone、iPad端末

・平成 30 年（2018）４月９日
全てのMVNO利用者でテザリングが可能となった。

Android端末

・平成 30 年（2018）春夏モデル以降ソフトバンクが販売す
る端末はテザリングが可能
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表３ ソフトバンクのテザリング実現以降の状況

主な端末

iPhone 6/6 Plus
iPhone 6s/6s Plus
iPhone SE
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/8 Plus
iPhone X
Android端末
（テザリング機能搭載）

KDDIのMVNO

NTTドコモ、
KDDI、ソフト
バンク

UQ
(UQ mobile)

○

○

×

○

○

×

×

○

○

○

○

○※２

※１

UQ以外

NTTドコモ、ソ
フトバンクの
MVNO

※１ ビッグローブ株式会社においては、iPhone 6S/6S Plus/SEが利用可能。
※２ NTTドコモの販売端末は、主に平成28年（2016）夏モデル以降、ソフトバンクの販売端末は、平成30年
（2018）春夏モデル以降の端末に限る。

② KDDIにおいても、テザリングの実現に向けた対応が行われている旨説明があ
ったが、同社においてこの早期実現を図り、また、テザリングの実現時期を
MVNOに提示する必要がある。これについて、総務省においてKDDIに要請す
ることが必要である。
③ テザリング未対応の既発売端末への対応については、MVNOからの要望の有
無を総務省が確認することが適当である。

１１. 緊急通報時のGPS情報の送信
(1) 現状
MVNOの利用者が使用する端末の一部において緊急通報時にGPS情報が送信
されないことがある。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 一部端末において緊急通報時に GPS 情報が送信されないことがある。（アン
ケート）
(3) 考え方
緊急通報先の緊急通報者への対応が迅速に行われる上で、緊急通報者のGPS
情報が緊急通報先に伝達されることは重要である。これがMVNOの利用者が使用
する端末の一部において実現されないことがある要因について、まだ分析が十分行
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われていない実情にあるため、MVNOの利用者が使用する端末の一部において緊
急通報時にGPS情報の提供が不可となる事案について要因の究明等、必要な協
力を行うよう総務省からMNOに要請することが必要である。

１２. 緊急速報（J アラート等）
(1) 現状
SIMフリーのAndroid端末の一部において、緊急地震速報・津波警報以外の緊急
速報（Jアラート等）が受信できないことがある※。
※ iPhoneも機種によって、緊急地震速報・津波警報以外の緊急速報（Jアラート等）が受信
できないことがある。

(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 一部端末において緊急地震速報・津波警報以外の緊急速報（J アラート等）
が受信できないことがある。（アンケート）
(3) 考え方
災害時等における被災者や関係者の対応を支援する上で、緊急速報情報が確
実に早期に受信されるようにすることは重要である。これに関して、緊急速報につい
て、電気通信事業者協会（TCA）が平成 29 年 12 月にAndroid端末の共通受信仕
様を策定したところであり、その運用状況を注視していく必要がある。

１３. 5G等の新サービスの提供
(1) 現状
5Gのサービス提供が平成32年に開始されるほか、今後も新技術を用いるサービ
ス提供が見込まれている。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 5G 等新技術によるサービスが提供される際には、対応したサービスの実現
を希望する。（第３回会合：トーンモバイル、アンケート）
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(3) 考え方
5G 関係機能の提供について、MVNO から MNO に要望がある場合には、円滑な
協議がなされる必要があり、総務省においてもその状況を注視することが必要であ
る。

１４. 店舗展開等のMNOと関連MVNOとの連携
(1) 現状
MNOとMNOグループのMVNOにおいて、店舗展開や販売における連携が行わ
れている。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 店舗展開や販売促進面において、MNO と関連 MVNO・サブブランド間の連
携が過度に行われている。（第２回会合：IIJ、楽天、アンケート）
(3) 考え方
関連MVNOと販売連携に係る契約を締結しているMNOからは、他のMVNOに対
しても、販売連携について協議に応じるとの説明があったところ、協議状況を注視
することが必要である。
また、これに関しては、第１章 １．で触れたグループ内の金銭的補助（いわゆる
「ミルク補給」）についての検証により対処していくことが適当と考えられる 。

１５. MNOからの端末の提供
(1) 現状
MNOからiPhoneの提供が同グループのMVNOに対して行われている事例がある。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 MNO からの iPhone 提供が関連 MVNO でない MVNO では実現できていな
い。（アンケート）
(3) 考え方
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端末の提供がグループ内事業者間で行われること自体が即ち不当な競争を引き
起こすことになるとは言えないが、これに関連して競争阻害的な実態がないか、関
連MVNOでないMVNOが、MNOに端末の提供を求める協議の状況等について、
実態把握を総務省で行うことが必要である。

１６. 禁止行為適用事業者の拡大
(1) 現状
電気通信事業法第 30 条第 1 項に定める禁止行為等の規制対象として、NTTドコ
モが指定されている。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 NTT ドコモ以外の大手携帯電話事業者についても電気通信事業法第 30 条
に定める禁止行為等の対象とすべきである。（第２回会合：IIJ）
 禁止行為規制適用事業者の拡大は適当ではない。（第３回会合：KDDI、ソ
フトバンク）
(3) 考え方
グループ内取引における適正性について、ネットワークの利用の同等性に関す
る検証を通じて検証することが適当と考えられる 。

１７. 050IP電話からの緊急通報
(1) 現状
一部のMVNOにおいて、050IP電話サービスを提供しているMVNEからサービス
提供を受け、サービス提供が行われている。当該 050IP電話からは、緊急通報
（110,118,119）ができないため、これを可能として欲しいとの要望がある。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 050IP 電話からの緊急通報の実現を希望する。（第３回：トーンモバイル）
(3) 考え方
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緊急通報に必要な位置情報の伝送が 050IP電話では未実施の状況にある。位
置情報の伝送の実施方法、コスト等について、050IP電話を卸提供するMVNEと
MVNOとの間の協議が行われる場合には、状況を注視することが必要である。

１８. LINEの年齢認証の実施
(1) 現状
LINEでは、利用者情報と連携した年齢認証を実施しているが、これに関する機
能提供が、MVNOに対しては実施されていないため、MVNOでは年齢認証を利用
した機能が利用できない。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 LINE は MNO の利用者情報と連携した年齢認証を実施しているが、MVNO
との間では実施していない。当該年齢認証の実施を希望する。（アンケート）
(3) 考え方
年齢認証に関する機能提供が実現しない要因について、まずは、実態把握を総
務省で実施することが必要である 。
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第２章 中古端末の国内流通促進
中古端末の国内流通が市場のニーズに応じて行われることは、端末やその購入先
に関する利用者の選択肢を拡大させ、通信サービスでの競争促進に資するものと考
えられる。しかしながら、諸外国に比して日本では中古端末の供給量が少ないとの指
摘 3がなされている。
(1) 現状
① 諸外国に比して日本では中古端末の供給量が少ないとの指摘がある。
② 中古端末を販売する事業者によってリユースモバイル・ジャパン（以下「RMJ」
という。）が設立（平成 29 年（2017）３月）されており、中古端末の認知度向上に
向けた広報活動や会員企業向けのガイドライン（適切なデータ消去方法等）の
策定等を始めている。
③ MNO各社は、「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」（平成 29 年
（2017）１月総務省策定。以下「指針」という。）に基づき、平成 27 年（2015）５月
１日以降新たに発売された端末については、端末代金の不払防止等のため
に必要最小限の措置 4を講ずる場合を除き、原則としてSIMロックの解除に応じ
ることとされている。指針では、解約時にSIMロック解除に係る条件及び手続を
説明するよう求めているが、実際の解約時の解除件数は非常に少ない状況で
ある。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
 MNOが下取りした端末の海外流出を抑制し、国内再流通を促進するべきで
ある。（第２回会合：楽天）
 中古端末の国内流通を制限していない。（第３回会合：NTT ドコモ、KDDI、
ソフトバンク）
 中古端末の流通拡大に向けて、公正・中立な国内取引市場の確立が必要
である。（第２回会合：ベイン・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド（以下

3

4

本検討会第２回会合（平成 30 年（2018）１月 15 日）におけるベイン・アンド・カンパ
ニー・インコーポレイテッド提出資料によると、平成 28 年（2016）の日本における中
古携帯端末の販売数は約 140 万台であり、同年の英国（約 900 万台）の約６分の１、平
成 27 年（2015）の北米（約 1,300 万台）の約９分の１であった。
端末代金が割賦払いの場合は 100 日程度、一括払いの場合は MNO が当該支払を確認で
きるまでの期間、SIM ロック解除に応じないことなど。
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「ベイン」という。）、公益社団法人全国消費生活相談員協会（以下「全相協」
という。）、全国地域婦人団体連絡協議会（以下「地婦連」という。））
修理済中古端末の品質を担保するため、修理事業者の認証制度の導入や
部品の供給が必要である。（第２回会合：ベイン、RMJ）
中古端末の普及には、データ消去の安全性の担保及び故障への対応拡充
による消費者不安の払拭や、認知度の向上が必要である。（第２回会合：
RMJ）
中古端末の普及には、中古端末事業者等による故障時のサポートが必要で
ある。（第２回会合：アンケート）
ネットワーク利用制限サイト（MNOが盗難・不払い端末の情報を開示している
ウェブサイト）について、情報反映の迅速化や記載内容の明確化が必要で
ある。（第２回会合：RMJ）
MNO各社は中古端末のSIMロック解除を受け付けるべきである。（第２回会
合：楽天、ケイ・オプティコム、RMJ）
中古端末の SIM ロック解除は盗難品のおそれがあるため、現時点では対応
する予定はない。（第３回会合：ソフトバンク）
消費者が安心できる選択肢の拡大に向けて、MNOのチャネルで中古端末
を販売することが必要である。（第２回会合：ベイン）
現状、自身で中古端末を取り扱うことは考えておらず、市場状況や利用者の
声を踏まえて検討したい。（第３回会合：NTT ドコモ、KDDI）
古物商許可の申請手続の簡略化が必要である。（第２回会合：アンケート）

(3) 考え方
端末の円滑な流通は、サービスの利用が円滑に行われる上で不可欠の要因であ
る。そのため、中古端末のニーズがあるにも関わらずその流通が人為的に阻害され
る要因があるのであれば、これを極力無くしていく必要がある。
そのような見地から、第一に、MNO によって端末の流通が不当に制限されないこ
とを確保するため、下取り端末の流通・販売を行う者に対して MNO が当該下取り端
末の国内市場での販売を制限することは、業務改善命令の対象となることを明確化
するガイドラインを策定する必要がある 。
第二に、中古端末のSIMロック解除について、中古端末を購入した第三者が当該
端末の利用を不当に制限されないよう、MNOが中古端末（盗品・不払い端末と確認
されたものを除く。）のSIMロック解除に応じることを確保するため、SIMロック解除ガ
イドラインを改正することが必要である。
また、中古端末の流通拡大及び利用者の利便性向上の観点から、総務省は次
の取組を進めることが必要である。
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中古端末の売り手・買い手がより幅広く安心して取引ができる中古端末の取
引市場の形成・発展に向けた関係者間の協力を後押しする 。
 中古端末や修理部品の格付けについて、民間の共通指針の策定を後押し
する 。
 適正な修理部品の流通や修理済端末の性能試験に関する取組の推進、修
理の人材育成等への取組を後押しする 。
 中古端末事業者やその業界団体による中古端末の流通阻害要因の排除に
向けた取組（盗品等の排除、個人情報の取扱いやデータ消去の適正化等）
を後押しする 。
 MNO に対して盗品等に関する迅速かつ明確な情報公開を求める 。
 これらについて、必要に応じ、関係者間の調整の場へのMNOの参加を促す
とともに、オブザーバとして参加する。
上記のほか、古物商許可の申請手続の簡略化については、古物商許可の申請
手続を簡素化する「古物営業法の一部を改正する法律」が第 196 回国会において
成立したところである。

ＭＮＯ

仲介事業者

下取り等

メーカー
消費者

部品
供給

修理事業者

取引市場の形成・発展

新たな取組

ＭＮＯによる
国内販売制限が
行われないよう、
総務省がガイドラ
インを策定

■幅広く安心して取引ができる中古端末の取引
市場の形成・発展
■中古端末・修理部品の民間格付け共通指針
作成、適正な修理部品流通、修理済端末の
性能試験に関する取組の推進、修理の人材
育成等への取組

海外市場

国内市場

MVNO

中古端末買取・
販売事業者
総務省が

■盗品等の排除
後押し
新たな取組 ■個人情報の取扱い、データ消去の
適正化等
■ＭＮＯに、盗品等に関する迅速・明確な
情報公開を要請
■ＭＮＯに、中古端末のSIMロック解除に
応じることを求める（ガイドラインの改正）
※中古端末買取・販売事業者、仲介事業者、
修理事業者を兼ねる事業者も存在。

図４ 中古端末の国内流通促進に向けた取組
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競争力の向上
通信料金低廉化

第３章 利用者の自由なサービス・端末選択の促進
公正な競争を確保するためには、利用者がその利用実態に応じて自由にサービス
や事業者を選択できることが重要である。したがって、事業者変更のスイッチングコスト
を上昇させ、利用者による事業者の乗換えを制限する要因があるのであれば、その緩
和又は解消に向けた措置が講じられることが必要である。
また、サービスメニューの複雑化等により、利用者がその利用実態に応じたサービ
スを選択することが困難になっているとの指摘があったところであり、事業者において
は、利用者に対する積極的な情報提供に取り組むことが必要である。
加えて、端末購入補助の適正化について新たな課題が指摘されており、MVNOの
新規参入・成長の阻害を防止する観点からも総務省には更なる対応が求められる。

１. 利用者契約における利用期間拘束について
(1) 現状
① MNO各社は、２年間の利用期間拘束 5及びその自動更新を伴う契約によりサ
ービスを提供している。これは、２年間の契約期間中に途中解約した場合には
9,500 円の違約金が課されるとともに、２年間の契約満了直後の２か月間のうち
に解約又は期間拘束のない料金プランに変更しなければ、２年間の期間拘束
が自動的に更新されるものである。
② 現在のMNO各社の仕組みでは、このような利用期間拘束がある場合、２年間
で契約を終了して他事業者へ乗り換えようとするときには、24か月目までに解
約して違約金を支払うか25か月目又は26か月目に解約して解約した月の月
額料金（一部の料金 6を除き、日割計算されない）を支払う形態しか選択肢が
ない。いずれにおいても、利用者は、24か月分の通信料よりも多い金額を
MNOに支払わなければならない。
③ また、NTT ドコモが２年間の契約期間満了後に利用者の選択により利用期間
拘束のない料金プランに移行できるようにし、２年間の契約期間満了後は期
間拘束の有無により基本料金に差を設けていない 7のに対し、KDDI 及びソフ
5

6
7

MNO 各社は、２年間の利用期間拘束を導入している目的について、過去の会議におい
て、
「期間拘束契約は 2 年間の継続利用を前提に料金を割り引くものであり、必要な投
資を安定的に実施するため」と説明している（平成 27 年５月 20 日 第１回利用者視点
からのサービス検証タスクフォース議事概要）。
NTT ドコモは、インターネット接続料（300 円）について日割計算を実施している。
期間拘束の継続を選択した場合、3,000 ポイントが付与されるとともに、利用年数に応
じた割引が提供される。
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トバンクは、２年間の契約期間満了後に利用期間拘束がなくなる料金プランを
提供しているが、期間拘束が自動更新される料金プランに比べて 300 円/月
高く料金が設定されている 8。
④ このような２年間の利用期間拘束の他に、MNO 各社は、端末の割賦購入者向
けに、端末の購入から一定期間経過後に同一事業者内で機種変更を行う際、
一定の条件を満たせば旧利用端末の割賦残債を免除する又はポイントを付
与する施策（以下「残債免除等施策」という。）を提供している。これについて
は、従来から同種の施策が提供されていたところではあるが、平成 29 年（2017）
７月以降、免除される残債の額の増加や 48 回割賦払いとの組合せの開始な
どにより、施策展開の拡大が図られている。

○NTTドコモ
期間拘束なし：4,200円
（違約金なし）

２年契約：2,700円
（違約金：9,500円）

更新月
2年契約：2,700円
２ヶ月
（違約金：9,500円）

更新月
２ヶ月

期間拘束なし：2,700円
（違約金なし）
※ドコモは、２年契約が自動更新するプランについて、更新時に3,000ポイントを付与するとともに、利用年数に応じた割引を実施。

○KDDI、ソフトバンク
期間拘束なし：4,200円
（違約金なし）

２年契約：3,０00円
（違約金：9,500円）

２年契約：2,700円
（違約金：9,500円）

期間拘束なし：3,000円
（違約金なし）
更新月
2年契約：2,700円
２ヶ月
（違約金：9,500円）

更新月
２ヶ月

期間拘束なし：4,200円
（違約金なし）
更新月
２年契約：3,０00円
２ヶ月

期間拘束なし：3,000円

（違約金：9,500円）
※国内通話かけ放題となる料金プランの場合の料金を記載。

※KDDIは、２年契約が自動更新するプランについて、更新時に3,000円のギフト券を付与。また、いずれのプランについても、利用年数
に応じてポイントを付与。
※ソフトバンクは、期間拘束のないプランを除き、更新時に3,000ポイントを付与するとともに、利用年数に応じて割引又はポイント付与。

図５ MNO 各社の利用期間拘束及びその自動更新を伴う契約の現状

(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
① MNO が提供している期間拘束の自動更新は利用者の事業社間移転の機会
を阻害しており問題である。（第２回会合：楽天、ケイ・オプティコム、アンケート）
② 契約から２年経過後は、同一料金で解約料なしの契約となることが望ましい。
（第２回会合：全相協、地婦連）
8

KDDI は、自動更新される料金プランの利用者に対して、更新時に 3,000 円分のギフト
券を提供している。利用年数に応じたポイントは、自動更新の有無にかかわらず提供さ
れる。ソフトバンクは、自動更新の有無にかかわらず、更新時に 3,000 ポイントを付与
するとともに、利用年数に応じた割引又はポイントを付与している。
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③ 利用者への期間拘束・自動更新に関するデメリットの説明が必要である。（第２
回会合：ケイ・オプティコム、アンケート）
④ ２年契約の自動更新の仕組みは、２年間の継続利用を前提に割安な料金で
サービスを提供するプランについて、更新を忘れて料金が高くなることを防ぐ
ことなどのために設けているもの。（第４回会合：NTT ドコモ、KDDI、ソフトバン
ク）
⑤ 利用者に十分理解いただいた上で判断いただけるよう、店頭での説明やメー
ル等での案内の強化に取り組んでいる。（第３回会合：NTT ドコモ、KDDI、ソフ
トバンク）
⑥ MNO の宣伝やキャンペーンの内容はほとんどが期間拘束・自動更新プランに
なっている。（第２回会合：楽天）
⑦ MNOによる機種変更・端末下取りに伴う残債免除等施策は、他社へ乗り換え
ると残債が免除されないため乗換えの障害となっている。利用者にとってわか
りづらいため説明に関するルールを整備すべきである。また、利用者にとって
不公平な仕組みとならないようにすべきである。（第２回会合：楽天、全相協）
(3) 考え方
MNO各社が提供する２年間の利用期間拘束及びその自動更新を伴う契約による
サービス提供のように、スイッチングコストを上昇させ、利用者による事業者の乗換
えを制限し得るサービスが提供される場合、まずはその内容を利用者が正確に理
解できるようにすることが重要であるが、それだけではなく、硬直的な利用期間拘束
は利用者に不測の負担を求めることになることがあり、また、利用者が２年やそれ以
上先の将来のことを考えて合理的な選択を行うことが必ずしも容易ではないこと、高
額な違約金がスイッチングコストを高くするものであることを考慮した対応が必要で
ある。
① ２年間の契約とされているにも関わらず２年分の料金の支払いのみで解約で
きないというような硬直的な利用期間拘束や、利用期間拘束の自動更新、高
額の違約金設定は、利用者の意に沿わないスイッチングコストの上昇要因と
なるものである。利用者が自由にサービス・事業者を選択できるよう、その緩和
又は解消に向けて、総務省において対応を行うことが必要である 。
この対応の当面の措置として、まず、２年間の契約とされているにも関わらず、
24か月分の通信料よりも多い金額の負担が求められる現状は、利用者に不測
の費用負担を求めることになりかねないものであるから、総務省から各 MNO
に対して、２年契約満了時点又はそれまでに、違約金及び25か月目の通信
料金のいずれも支払わずに解約することができるよう措置を講ずることを求め
ることが必要と考えられる 。
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また、スイッチングコストを抑制する見地から、総務省では、MNOに対し、利用
期間拘束の自動更新の有無による利用者への提供条件の格差を縮小するこ
とについて検討を要請し、そのフォローアップを行うことが適当である。
② なお、利用期間拘束・自動更新に関するデメリットの利用者への説明等につ
いては、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」（平成
28 年（2016）３月総務省策定。以下「消費者保護ガイドライン」という。）におい
て、事業者に対して、違約金に関する説明や、期間拘束や自動更新のないプ
ランの紹介を求めているところ、これらが適切に説明されていなかったことから、
昨年６月にMNOに対して改善を求める行政指導を実施しており、消費者保護
ルールのモニタリングの中でフォローアップを実施しているところである。
③ 実質的に利用者の通信サービス契約期間を長期に拘束する効果のある残債
免除等施策については、利用者による自由なサービス・事業者選択の観点か
ら、当該効果を持つその提供条件について、MNOによる利用者への説明が
徹底されるよう、消費者保護ガイドラインにおいて契約前説明の対象と明示す
ることが必要である。また、上記効果のある残債免除等施策は、スイッチングコ
ストの上昇につながるものであり、総務省では、競争条件への影響についてモ
ニターし、分析する必要がある。加えて、MNOによる利用者への説明の徹底
などにより、利用者が不測の不利益を被ることがないよう、対応を強化すべき
である。

２. 利用者による利用実態に合わせたサービス選択について
(1) 現状
① MNO各社は、ライトユーザやヘビーユーザ向けの新たな料金プランや、端末
購入に伴う通信料金からの割引の適用を受けない利用者向けの安価な料金
プランなどを順次導入しており、利用者のニーズに応じた多様な料金プランの
提供が進んでいる。
② 他方、契約しているデータ通信料金プランの分布と実際のデータ通信量の分
布を見ると、１月当たり１GB未満のデータ使用が最も多いにもかかわらず、契
約している料金プランの分布は３～５GB上限が最も多くを占めており、利用実
態と契約している料金プランとの間に乖離が生じている。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
① 事業者は、利用者が自分の利用実態に応じた選択ができるよう、積極的に新
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しい料金プランや違約金のないプラン等の紹介をすべきである。（第２回会
合：全相協、地婦連）
② 契約プランが利用実態に合っているかどうかに関する更なる理解促進のため
の環境づくりが必要である。（第３回会合：一般社団法人全国携帯電話販売代
理店協会）
③ データ使用量と料金プランとの間の乖離は必ずしも大きくない。また、家族全
員で５０GB プランの料金プランに加入した場合の割引料金の方が、家族内に
２GB や２０GB といった料金プランが混在する場合の料金より安いケースもあり、
実利用に応じたプランが最適プランとは限らない。（第３回会合：ソフトバンク）
④ MVNOにおいても、MNOとの違いを正確に伝えるなど、消費者による適切な
選択の実現に向けた取組をお願いしたい。（第２回会合：全相協）
(3) 考え方
① 多くの利用者が利用する通信サービスの料金プランは、利用者にとって理解
が容易なものとなることが重要である。しかしながら、実際には MNO の料金プ
ランは複雑化しており、そのような現状に鑑みて、契約プランが利用実態に合
っているかどうかに関する更なる理解促進のための環境づくりが必要である。
そのような見地から、利用者がその利用実態に応じたサービス選択をできるよ
う、総務省では、MNOに対して、次の措置を講ずることを要請することが必要
である。
 データ使用量と契約している料金プランに乖離が生じている利用者に対し
て、過去の利用実績等に基づき、利用金額が適正となる料金プランの例を
案内する 。
 契約時以外での料金プランの見直しに関する相談の機会を充実化する等、
利用者のリテラシー向上やサービスに関する理解促進に向けた施策を実施
する 。
② このほか、MVNOによる消費者への正確な情報提供については、平成 29 年
（2017）４月に、総務省からの要請を受け、業界団体においてMVNOサービス
の利用に当たってのチェックポイントを公表・周知しているところであり、引き続
き、MVNOやその業界団体において、サービス内容をわかりやすく周知するこ
とが望ましい。
③ また、MNOは現在月途中の解約に対して一部を除き料金の日割り計算を行っ
ていないところ、月単位で設定される料金に関し、利用者が必要以上に費用
を負担することがないよう、月途中の解約時の日割り計算の実施について、各
種料金ごとにその妥当性・可能性を検討するよう総務省からMNOに依頼する
ことが必要である。
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３. 「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」について
(1) 現状
総務省では、「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」（平
成 28 年（2016）３月）及びこれに換わる「モバイルサービスの提供条件・端末に関す
る指針」（平成 29 年（2017）１月）により、行き過ぎた端末購入補助の適正化に取り組
んできた。これにより、懸念されたＭＮＯによる行き過ぎた端末購入補助は、以前ほ
どは見られなくなってきた。
他方で、販売店の店頭では、指針に直接抵触しない代理店による値引きという名
目で端末の販売価格を０円とするなどの値引きやキャッシュバックが行われていると
の指摘がある。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
① 代理店による高額キャッシュバックが横行しており、ガイドラインに沿った運用
が行われているか、検証が必要である。（第２回会合：楽天）
② 端末代金の値引き・キャッシュバックは利用者の流動性を阻害している。（第２
回会合：アンケート）
③ 端末購入補助は、利用者間の不公平な料金体系の原因となっている。（第２
回会合：全相協）
④ BWA事業者がMVNO としてサービスを提供する場合に、高額なキャッシュバ
ックを行っている。（第３回会合：ソフトバンク）
⑤ 事業者起因での周波数停波等により利用者の端末が利用できなくなる場合に
は、利用者保護のために端末を無償で提供できるよう、ガイドラインに例外措
置を設けるべきである。（第３回会合：ソフトバンク）
⑥ SIMロック解除の対応期間について、ガイドラインに従った対応を徹底いただ
きたい。（第２回会合：全相協）
(3) 考え方
① MNO から販売店への値引き等に関する実質的な指示が行われているのであ
れば、そのような行為は指針の趣旨に反するとともに、本来自由な販売店にお
ける端末の販売価格設定を事実上拘束しようとするものであり、是正される必
要がある。そのような見地から、総務省において、次の取組が必要である 。
 MNOから販売店に対して端末代金の販売価格やその値引き額を実質的に
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②


③

④

⑤

⑥

指示することは、業務改善命令の対象となることを明確化するガイドラインを
策定する。
MNO から販売店に対してキャッシュバック等の実質的指示を行う場合には、
その原資が販売店によるスマートフォンの販売に応じて事業者が販売店に
対して支払う金銭でなくても、その金銭は「端末購入補助」に当たることを指
針上明示し、行き過ぎたものについては是正を求める 。
総務省では、次のとおり、公正取引委員会との連携を行っていくことが適当と
考えられる。
総務省が販売店による独占禁止法抵触の可能性がある事案 9 を認知した場
合に公正取引委員会に情報提供を行うことについて検討する 。
総務省によるフォローアップ体制への公正取引委員会の参加を求め、総務
省は公正取引委員会の実態調査に協力する 。
これらの取組等の中で、総務省では、端末の販売状況等を注視し、その結果
に応じて端末購入補助への対応を見直していく必要がある。そのため、インセ
ンティブの臨時増額や端末の関連下取り等価格に関する基準値の柔軟な見
直しが行えるよう、端末購入補助ガイドラインの規定を見直すことが適当である。
一部のMVNOによる高額なキャッシュバックについて、総務省は、現行の端末
購入補助ガイドラインによりMVNOへのモニターを行うこととしている。そのモニ
ターの結果、行き過ぎた端末購入補助を行っているMVNOがあるとわかったも
のについては、ガイドラインの扱いに準じて、その是正を要請すべきである。
ソフトバンクからの意見にあった周波数停波等に際しての端末の交換による提
供については、現行の端末購入補助ガイドラインにおいて、携帯電話の通信
方式の変更や周波数帯の移行を伴う場合には、スマートフォンの価格に相当
するような行き過ぎた額とならない範囲で端末購入補助を行うことができると規
定されていることを踏まえて対応することが適当である。
SIM ロック解除の対応期間の徹底については、SIM ロック解除ガイドラインの遵
守状況の監督を強化することが必要である。

４. 広告表示の適正性の確保等
(1) 現状

9

「携帯電話市場における競争政策上の課題について」（平成 28 年８月２日公正取引委員
会）において、
「販売代理店が，端末をその提供に要する費用を著しく下回る価格で販
売する場合には，独占禁止法上問題となるおそれがある（私的独占，不当廉売）
」とさ
れている。
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① 電気通信サービスの適正な広告表示に関する自主基準として、「電気通信サ
ービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」（平成 16 年３月電気通
信サービス向上推進協議会）が定められている。
② MVNOの音声通話付きサービスは、初期契約解除制度 10の対象とはなってい
ない。
(2) 意見
ヒアリング及びMVNOに対するアンケート調査の結果、大要次のような意見が寄
せられた。
① サブブランドや一部のMVNOでは、光回線とのセット販売など条件付きの最安
料金がTVCM等で積極的に訴求され、利用者の誤認が散見される。（第３回
会合：トーンモバイル）
② 初期契約解除制度の対象ではないMVNOの音声通話付きサービスであって
も、つながらない場合は解約料なしで契約解除ができることを希望する。（第２
回会合：全相協）
(3) 考え方
① TVCM 等での訴求について、総務省では、「電気通信サービスの広告表示に
関する自主基準及びガイドライン」の実施状況を注視するとともに、苦情相談
の状況等を検証し、利用者自らの適切なサービス選択に関し、利用者に誤認
を与え、利用者の利益の保護に支障を生じるおそれのある表示等の不適切
な表示が認められた場合には、その是正を求める等、必要な対応をとることが
適当である 。
② MVNOの音声通話付きサービスと初期契約解除制度の関係については、本
年２月 16 日開催の消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合（第４
回）において、「初期契約解除の対象とすることが適当であり、行政において
は制度を導入する方向で検討すべき」旨の意見集約がなされたところであり、
これを踏まえ、MVNOの音声通話付きサービスを初期契約解除制度の対象と
することとされている。総務省では、本制度見直しを早急に進め、その厳正な
運用を行っていく必要がある。

10

一定の範囲の電気通信役務契約（総務省が告示で指定）について、契約書面の受領日等
から起算して８日が経過するまでの間は、相手方である電気通信事業者の合意なく契約
解除できるとする制度（電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第 26 条の３）
。
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１. 「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」概要
「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」開催要綱
１ 目的
モバイル市場におけるＭＶＮＯを含めた事業者間の公正な競争を更に促進し、
利用者のニーズに応じた多様なサービスの提供や料金の低廉化を通じた利用者
利益の向上を図るための方策について検討を行うため、「モバイル市場の公正競
争促進に関する検討会」を開催する。
２ 名称
本検討会は、「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」と称する。
３ 検討事項
（１）大手携帯電話事業者とＭＶＮＯとの間の同等性の確保
（２）ＭＶＮＯ間の同等性の確保
（３）その他
４ 構成及び運営
（１）本検討会の構成員は、別紙のとおりとする。
（２）本検討会には、座長及び座長代理を置く。
（３）座長は、本検討会を招集し、運営する。また、座長代理は、座長を補佐し、座
長不在のときは、座長に代わって本検討会を招集し、運営する。
（４）座長は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くこ
とができる。
（５）その他、本検討会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。
５ 議事・資料等の扱い
（１）本検討会は、原則として公開とする。ただし、座長が必要と認める場合につい
ては、非公開とする。
（２）本検討会で使用した資料及び議事要旨は、原則として、総務省のウェブサイト
に掲載し、公開する。ただし、公開することにより、当事者若しくは第三者の利
益を害するおそれがある場合又は座長が必要と認める場合については、非公
開とする。
６ その他
本検討会の庶務は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
がこれを行うものとする。
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「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」構成員
（敬称略、五十音順）
（座長代理） 相田 仁

東京大学大学院工学系研究科 教授

池田 千鶴

神戸大学大学院法学研究科 教授

大谷 和子

株式会社日本総合研究所 執行役員 法務部長

北

株式会社野村総合研究所 コンサルティング事業
本部パートナー

俊一

関口 博正
（座長） 新美 育文

神奈川大学経営学部 教授
明治大学法学部 教授

開催状況
日程
第１回
平成 29 年
12 月 25 日（月）
第２回
平成 30 年
１月 15 日（月）

第３回
平成 30 年
１月 22 日（月）

開催内容
（１）事務局説明
（２）意見交換
事業者等ヒアリング
①MVNO
・㈱インターネットイニシアティブ
・楽天㈱
・㈱ケイ・オプティコム
・MVNO アンケート結果
②中古端末事業者等
・リユースモバイル・ジャパン
・ベイン・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド
③消費者団体
・公益社団法人全国消費生活相談員協会
・全国地域婦人団体連絡協議会
（１）これまでの主な議論について
（２）事業者等ヒアリング
①MVNO
・トーンモバイル㈱
②販売代理店
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第４回
平成 30 年
１月 30 日（火）

第５回
平成 30 年
４月９日（月）
第６回
平成 30 年
４月 20 日（金）

・一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会
③MNO グループ
・㈱NTT ドコモ
・KDDI㈱、UQ コミュニケーションズ㈱
・ソフトバンク㈱
（１）これまでの主な議論について
（２）事業者ヒアリング及び意見交換
①モバイルネットワークの接続条件・接続料等、関連 MVNO・
サブブランドと MVNO との間の同等性、電波利用の連携に
ついて
②利用者の期間拘束・自動更新について
③中古端末の国内流通について
④利用者による利用実態に合わせたサービス選択について
⑤モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針等につい
て
＜ヒアリング事業者＞
・㈱NTT ドコモ
・KDDI㈱、UQ コミュニケーションズ㈱
・ソフトバンク㈱、Wireless City Planning㈱
論点整理

報告書(案)について
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¾ ൿႩൊࣟѣඐۃт̡ҠӖҶҪӘӃҶҢѤә̷ҩ̷ѣᅻຍౖ҇ޕ
ͤ MVNOݶۀښѠകюҀMVNO̝छᄄి3ႯړѣMVNOͅMVNOݶۀښകMVNO҇ф͆ल75
ଃѠӔ̷Ӟќ࿌̞61ଃрѾݸ҇ຝє̞
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MVNOџഴэѿҔӥң̶ҺුਮѢॅݐ
䕿 ᥋⥆ᩱ䛾⟬ᐃ䞉⢭⟬䜔㻹㻺㻻䛸䛾༠㆟䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟
㡯┠

䕿 㻹㻺㻻䛸ྠᵝ䛻䛿ᥦ౪䛷䛝䛺䛔䝃䞊䝡䝇䞉ᶵ⬟➼

ᅇ⟅䛾ෆᐜ

㡯┠

• ᥋⥆ᩱ䛜㧗䛔䚹㻹㻺㻻䛾ᥦ♧౯᱁䛜㏱᫂䚹䝖䝷
䝠䝑䜽ቑ䛻ẚ䛧䛶᥋⥆ᩱ䛾పᗮᖜ䛜ᑠ䛥䛔

• 㡢ኌᐃ㢠䝃䞊䝡䝇
㡢ኌ䝃䞊䝡
䝇㛵㐃

• ᥋⥆ᩱ䛾☜ᐃ䛜㐜䛟ணぢᛶ䛾Ⅼ䛛䜙ㄢ㢟
᥋⥆ᩱ㛵㐃

• 㻹㻺㻻⥙䛾⮬⥙ෆ䛷䛾ᢡ䜚㏉䛧㏻ಙ䛜᥋⥆ᩱ⟬
ᐃ䛾㟂せ䛻ྵ䜎䜜䛶䛔䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛

• 䜻䝱䝸䜰䝯䞊䝹┦ᙜ䛾䝯䞊䝹䝃䞊䝡䝇
• ⥭ᛴ㏻ሗ䠣䠬䠯ሗྲྀᚓᶵ⬟

• ᙜᖺᗘ⢭⟬䛾ཎ๎䜢ᕼᮃ

䝛䝑䝖䝽䞊䜽
䜔➃ᮎ䛾ᶵ
⬟㛵㐃

• ᙜᖺᗘ⢭⟬䛾ᇶ‽䛾᫂☜䜢ᕼᮃ
• ྛ✀⏦㎸䜏➼䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻ไ⣙䛜䛒䜛

• ⥭ᛴ㏿ሗ䠄㻶䜰䝷䞊䝖➼䠅
• 㼑㻿㻵㻹䚸䝉䝹䝷䞊㻸㻼㼃㻭䚸⊂⮬㻿㻵㻹
• 㻹㻺㻻䜰䜹䜴䞁䝖䛸㐃ᦠ䛧䛯ᖺ㱋ㄆドᶵ⬟
• ⮬ືάᛶ㛤㏻᪉ᘧ䠄ึᅇ䛾㏻ಙ䜢ዎᶵ䛻ㄢ
㔠䜢㛤ጞ䛩䜛᪉ᘧ䠅

• ⥙ᨵ㐀ᩱ䛜㧗㢠
• ᖏᇦᖜኚ᭦䛾ᕤ㈝䛜㧗㢠䚸ᰂ㌾䛺ᖏᇦᖜኚ
᭦䜢ᕼᮃ

• 䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛺䝕䞊䝍㏻ಙ㔞䛻㛵䛩䜛ሗᥦ౪
• ᴗつᶍ䜢ά䛛䛧䛯ᘬ䚸ᅛᐃ䛸䛾䝉䝑䝖

• ⟬ᐃ᰿ᣐ➼䛾ሗ㛤♧䛜༑ศ䚸༠㆟䛻䛚䛔
䛶ᅇ⟅䛜㐜䛔
ୖグ௨እ䛾
㡯┠

• ᙜ᭶ㄳồ䠄㻹㼂㻺㻻䛷䛿ㄳồ䛜୍䞄᭶㐜䜜䜛䠅
• ㏻ಙရ㉁

• ᥋⥆ᩱ⟬ᐃ䛻䛂ᑗ᮶ཎ౯᪉ᘧ䛃䜢ᑟධ䛩䜉䛝

㻹㻺㻻䛸䛾
༠㆟㛵㐃

• 㡢ኌ᥋⥆
• 䝍䜲䝮䝷䜾䛾䛺䛔㻹㻺㻼㌿ฟ䛾␒ྕᡶ䛔ฟ䛧

• ᥋⥆ᩱ䛾್ୗ䛢ศ䛜䛾ᩱ㔠䠄㻿㻵㻹䜹䞊䝗ᩱ㔠
➼䠅䜈㌿᎑䛥䜜䜛䛣䛸䜢ᠱᛕ

ᙜᖺᗘ⢭⟬
㛵㐃

ᅇ⟅䛾ෆᐜ

ୖグ௨እ䛾
㡯┠

• 㛵㐃㻹㼂㻺㻻ඃ㐝䛾᭷↓䛻䛴䛔䛶㏱᫂䜢ᕼᮃ
• ༺౯᱁䛸ᑠ౯᱁䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶᳨ド䛜ᚲせ

• 㼕㻼㼔㼛㼚㼑䛾ᥦ౪
• ᾏእ䝕䞊䝍ᐃ㢠䝻䞊䝭䞁䜾
• 㻹㻺㻻ᅛ᭷䝁䞁䝔䞁䝒

• 㻿㻵㻹䜹䞊䝗䛾ᡤ᭷ᶒ䛿㻹㼂㻺㻻䛻ᖐᒓ䛩䜉䛝

MVNOџഴэѿҔӥң̶ҺුਮѢॅݐ
䕿 㻮㼃㻭タഛ䞉䝛䝑䝖䝽䞊䜽
㡯┠

䕿 䛾㻹㼂㻺㻻䛸ྠᵝ䛻䛿ᥦ౪䛷䛝䛺䛔䝃䞊䝡䝇䞉ᶵ⬟➼
ᅇ⟅䛾ෆᐜ

㡯┠

• 㻹㻺㻻୪䜏䛾ရ㉁䛷ᗮ౯䛺䝥䝷䞁䚸つᶍ䛺Ⴀ
ᴗάື䠄䛣䜜䜙䛾ጇᙜᛶ䜢᳨ド䛩䜉䛝䠅

• ✀ᣦᐃ䚸᥋⥆ᩱ䜢ᨭᣢ
㻮㼃㻭タഛ䛾
✀ᣦᐃ䚸
ᦠᖏ䠉㻮㼃㻭
㛫䜢㐃ᦠ䛩
䜛᥋⥆ᩱ䛻
䛴䛔䛶

䜾䝹䞊䝥ෆ
ྲྀᘬ䛾㐺ṇ
ᛶ䛻䛴䛔䛶
䛭䛾

ᅇ⟅䛾ෆᐜ

• ✀ᣦᐃ䚸᥋⥆ᩱ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜛್ୖ䛜䜚
䜢ᠱᛕ
• ᚑ๓䛾᥋⥆ᩱ䛸ᦠᖏ䠉㻮㼃㻭㛫䜢㐃ᦠ䛩䜛᥋⥆
ᩱ䛾䛭䜜䛮䜜䛾᥋⥆ᩱタᐃ䜢ᕼᮃ
• 㻹㻺㻻㻝♫䛸䛾ዎ⣙䛷䚸䜾䝹䞊䝥♫䛾䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䜒⏝ྍ⬟䛸䛺䜛ไᗘᩚഛ䜢ᕼᮃ

㛵㐃♫
㻹㼂㻺㻻䛸ྠᵝ • 㡢ኌᐃ㢠䝥䝷䞁➼䛾㡢ኌ䝃䞊䝡䝇
䛻䛿ᥦ౪䛷 • ᴗつᶍ䜢ά䛛䛧䛯ᘬ
䛝䛺䛔䝃䞊䝡
• 㼕㻼㼔㼛㼚㼑䛾ᥦ౪
䝇䞉ᶵ⬟➼
• 㻹㻺㻻䛾ዎ⣙ゎ㝖❆ཱྀ䛻䛚䛡䜛䝃䝤䝤䝷䞁䝗㻛㛵
㐃㻹㼂㻺㻻䜈䛾䜚䛘່ዡ

• ᦠᖏ䠉㻮㼃㻭㛫䜢㐃ᦠ䛩䜛᥋⥆ᩱ䛻䛴䛔䛶䚸ᑠ ୖグ௨እ䛾
• ྛ♫ᅛ᭷䛾䝁䞁䝔䞁䝒䜔䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁
౯᱁➼䛸䛾ᩚྜᛶ䜢㆟ㄽ䛩䜉䛝
㻹㼂㻺㻻䛸ྠᵝ
• 䝟䜿䝑䝖䜹䜴䞁䝖䝣䝸䞊䝃䞊䝡䝇
• 䜾䝹䞊䝥ෆ䛷䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢䜚䛶䛔䜛ሙྜ䛻䛿䚸 䛻䛿ᥦ౪䛷
䛝䛺䛔䝃䞊䝡 • 㻴㻸㻾㻛㻴㻿㻿䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜛䝣䝹㻹㼂㻺㻻䝃䞊
䛭䛾ᩱ㔠䛾㐺ṇ䜔ሗ㛤♧䛜ᚲせ
䝡䝇
䝇䞉ᶵ⬟➼
• ᦠᖏ䠉㻮㼃㻭㛫䛷䜻䝱䝸䜰䜰䜾䝸䝀䞊䝅䝵䞁䛜⾜
䜟䜜䜛䛣䛸⮬య䛾㐺ṇᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ド䛜ᚲせ
• 䝰䝞䜲䝹㼃㼕㻙㻲㼕䝹䞊䝍䞊䛷㻸㼀㻱䜢⏝䛩䜛䛸䛝䛾
㏣ຍᩱ㔠ཬ䜃㏿ᗘไ㝈䛾᧔ᗫ䜢ᕼᮃ
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MVNOџഴэѿҔӥң̶ҺුਮѢॅݐ
䕿 䝔䝄䝸䞁䜾䛾⏝ྍྰ
㡯┠
୍㒊➃ᮎ䛷
䛿⏝ྍ
ၥ㢟䜢ㄆ䜑
䛪

䕿 ᮇ㛫ᣊ᮰䛾⮬ື᭦᪂䛾㻹㼂㻺㻻䜈䛾ᙳ㡪㻛ᚲせ䛺ᑐᛂ
ᅇ⟅䛾ෆᐜ

㡯┠
┤䛱䛻ၥ㢟
䛜䛒䜛

• ୍㒊䛾➃ᮎ䛷౫↛䛸䛧䛶⏝䛷䛝䛺䛔

ᅇ⟅䛾ෆᐜ
• ⛣⾜ᶵ䜢㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛

ၥ㢟䛾䛒䜛 • 䝴䞊䝄䞊䜈䛾䝕䝯䝸䝑䝖䛾ㄝ᫂䛜ᚲせ
ྍ⬟ᛶ䛜䛒 • 䝴䞊䝄䞊䝙䞊䝈䜒䛒䜚ὀど䛩䜉䛝
䜚䚸ὀど䛜ᚲ
• 㔠㢠䛭䛾䛾᮲௳䛻㐣ศ䛺ᕪ䛜⏕䛨䛶䛔䛺䛔
せ
䛛ὀど䛜ᚲせ

• 䛸䛟䛻ၥ㢟䜢ㄆ㆑䛧䛶䛔䛺䛔

㻹㼂㻺㻻䛻䜘䜛 • 㻹㼂㻺㻻䛻䛚䛔䛶䜒ᮇ㛫ᣊ᮰䝥䝷䞁䜢㏣㝶䛩䜛ሙ
ྜ䛜ከ䛟䚸ᕪู䛜㞴䛧䛟䛺䛳䛶䛔䜛
㏣㝶䛾ᚲせ
ᛶ
• ┈䛾Ᏻᐃ䜔䝁䝇䝖ᅇ䛾ほⅬ䛛䜙䛿᭷⏝
ୖグ௨እ䛾
㡯┠

• 㻹㼂㻺㻻䛜㻹㻺㻻䛸ᕪู䛜䛷䛝䜛䝫䜲䞁䝖䛸䛺䛳䛶
䛔䜛
• ᭦᪂᭶ෆ䛻䜘䜚≧ἣ䛿ᨵၿ
• 䠩䠲䠪䠫䜈䛾ᙳ㡪䛿䛺䛔

MVNOџഴэѿҔӥң̶ҺුਮѢॅݐ
䕿 ୰ྂ䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛾ᬑཬ
㡯┠

䕿 ➃ᮎ௦㔠䛾್ᘬ䛝䞉䜻䝱䝑䝅䝳䝞䝑䜽

ᅇ⟅䛾ෆᐜ

㡯┠

• 䝴䞊䝄䛾㑅ᢥ⫥䛜ᣑ䛧䚸ዲᙳ㡪
㻹㼂㻺㻻ᴗ
䛻䛘䜛ᙳ
㡪䛻䛴䛔䛶

• ➃ᮎᶵ⬟䛾㐍䜔ప౯᱁䛺㻿㻵㻹䝣䝸䞊➃ᮎ䛾ᬑ
ཬ䜢⪃䛘䜛䛸䚸ᙳ㡪䛿䛭䜜䜋䛹䛺䛔
• ➃ᮎ䛾್ᔂ䜜䚸㈍┈䛾ῶᑡ䜢ᠱᛕ
• ᪂➃ᮎ䛾〇㐀ῶᑡ䛾䛚䛭䜜
• ᨾ㞀ᑐᛂ䛻క䛖ΰ䜢ᠱᛕ

㻹㻺㻻䛻䜘䜛
➃ᮎ௦㔠䛾
್ᘬ䛝䞉
䜻䝱䝑䝅䝳
䝞䝑䜽➼䛻䛴
䛔䛶

• ྲྀᘬᕷሙ䛾άᛶ

୰ྂ䝇䝬䞊䝖 • 㻿㻵㻹䝻䝑䜽ゎ㝖䛾᭦䛺䜛᥎㐍
䝣䜷䞁䛾ᬑཬ
• ᾘ㈝⪅⌮ゎ
䛻ᚲせ䛺
• ၟရ≧ែ䛾⟬ᐃᇶ‽䚸䝷䞁䜽ไᗘ䛾☜❧
㡯
• ୰ྂ➃ᮎ䛻ᑐ䛩䜛ಖ㞀䝃䞊䝡䝇

• 㻹㼂㻺㻻䛷䛿ᑐᢠᅔ㞴
• 䝴䞊䝄䞊䛾ὶືᛶ䜢㜼ᐖ
• ᙳ㡪㻛ၥ㢟䛺䛧
• ㏵୰ゎ⣙䛾ṧമᨭᡶ㔠䛺䛹䝴䞊䝄䜈䛾䜟䛛
䜚䜔䛩䛔ㄝ᫂䜢⩏ົ䛵䛡䜛䜉䛝

• 㻹㻺㻻㛵㐃㻹㼂㻺㻻䛻䜘䜛౯᱁タᐃ䚸ရ㉁䚸Ⴀᴗ䝃
㻹㼂㻺㻻䛻䜘䜛 䝫䞊䝖➼䛿බᖹ䛺➇த䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩䛚䛭䜜
➃ᮎ௦㔠䛾
• 㐣ᙜ➇த䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩䛚䛭䜜
್ᘬ䛝䞉
䜻䝱䝑䝅䝳
• ᙳ㡪㻛ၥ㢟䛺䛧
䝞䝑䜽➼䛻䛴
• 㔞䛾䝻䝑䝖䜢ᢪ䛘䜛䛣䛸䛸䛺䜚䚸㻹㼂㻺㻻䛷䛿ᐇ
䛔䛶
ᅔ㞴

• ⥭ᛴ㏻ሗ䜔㻱㼀㼃㻿䛾ᵝ䛻㛵䛩䜛ሗබ㛤
• ྂ≀ၟ⏦ㄳ䛾⡆␎

• ᐇ㝿䛾౯᱁䚸ᩱ㔠ᵓ㐀䛜䜟䛛䜚䛵䜙䛔䚸㻹㼂㻺㻻
䛾ᩱ㔠䛸䛾ẚ㍑䛜ᅔ㞴

• 䝴䞊䝄䞊䛾ὶືᛶ䜢㜼ᐖ

• 㻹㻺㻻ୗྲྀ䜚➃ᮎ䛾ᅜෆ୰ྂᕷሙ䜈䛾ὶ㏻ಁ㐍
• 㻹㻺㻻䛻䜘䜛➃ᮎୗྲྀ䜚⟇䚸౯᱁䛾ぢ┤䛧

ᅇ⟅䛾ෆᐜ

• ᴗ⪅䛾ᕪู䛻䛴䛺䛜䜛
ඹ㏻ⓗㄢ㢟
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• ୍ᐃ䛾つᚊ䞉Ỉ‽䛾䜒䛸䛷⾜䜟䜜䜛䜉䛝

MVNOџഴэѿҔӥң̶ҺුਮѢॅݐ
䕿 䛭䛾䛾ពぢ
㡯┠

㻹㻺㻻䛻ẚ䜉
䛶㻹㼂㻺㻻䛜
➇தୖ
䛺Ⅼ➼

ᅇ⟅䛾ෆᐜ

㡯┠

ᅇ⟅䛾ෆᐜ

• 㻡㻳䜔㼑㻙㻿㻵㻹䛺䛹䛾᪂ᢏ⾡䜢⏝䛔䛯䝃䞊䝡䝇䛾ඛ
⾜ᥦ౪

• 㻹㻺㻻䚸䝃䝤䝤䝷䞁䝗㻛㛵㐃㻹㼂㻺㻻䛸䛾ఫ䜏ศ䛡䚸
Ᏻ䛥௨እ䛾౯್䛾ᥦ♧

• ༙㯮㻿㻵㻹䛾ᮇ㛫ไ㝈

• 㻜㻡㻜㻵㻼㟁ヰ䛛䜙䛾⥭ᛴ㟁ヰ➼䛾ไ㝈᧔ᗫ

• 㟁Ἴㄪᰝ䛾ᐇ䚸ᙅ㟁⏺䛾ᑐᛂ

• 㻹㻺㻻㻙㻹㼂㻺㻻㛫䛾༠ᴗ䛾᥎㐍

• ➃ᮎ㉎㈙ຊ

• 㡢ኌ༺ᩱ㔠䛾ぢ┤䛧

• ౯᱁䜔➃ᮎ䛾㑅ᐃ➼䛻ไ⣙䛜䛒䜚䚸㻹㼂㻺㻻䛸䛧
䛶⊂⮬ᛶ䜢ฟ䛩䛣䛸䛜ᅔ㞴

• ༺㟁Ẽ㏻ಙᙺົ䛾ᥦ౪䛻ᑐ䛩䜛つไ

• 㻿㻵㻹䜹䞊䝗䜢⮬ᕫㄪ㐩䛷䛝䛺䛔䛯䜑䚸㈚䛻ಀ䜛
ᩱ㔠䛜㈇ᢸ
• 㼕㻼㼔㼛㼚㼑䛻䛚䛡䜛㻭㻼㻺䛾⮬ືタᐃ

㻹㼂㻺㻻䛾ᬑ
ཬ䜢᭦䛻ಁ
㐍䛩䜛䛻ᙜ
䛯䛳䛶䛾ㄢ
㢟㻛᪉⟇

• 㻹㼂㻺㻻䛻ᑐ䛩䜛ㄆ▱ྥୖ
• ᾘ㈝⪅䛾⌮ゎྥୖ䛻ྥ䛡䛶つไ䛻䜘䜙䛺䛔ྲྀ
⤌䛜ᚲせ
• ⛯㢠᥍㝖䚸タഛᢞ㈨㈝⏝䛾⿵ຓ➼䛾ᨭ
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䛛䛡䛯㔠㢠䜢ᘬ

䠎㻳㻮

䠎ᖺ䡚

䠍䠂

䠍㻳㻮

䠐ᖺ䡚

䠎䠂

䠒ᖺ䡚

䠏䠂

㻝㻜ᖺ䡚

䠐䠂

㻝㻠ᖺ䡚

䠑䠂

䝕䞊䝍䠩䝟䝑䜽
㻔㻡㻳㻮䚸㻡㻘㻜㻜㻜㻛᭶㻕

䜴䝹䝖䝷䝅䜵䜰䝟䝑䜽
㻝㻜㻜㻌㻔㻝㻜㻜㻳㻮䚸
㻞㻡㻘㻜㻜㻜㻛᭶㻕

䝕䞊䝍ᐃ㢠 㻡㻛㻞㻜㻛㻟㻜

㻝㻳㻮

㻝㻚㻡㻳㻮

䠐ᖺ䡚

㻝㻜㻜

㻝㻘㻜㻜㻜

䝕䞊䝍ᐃ㢠 㻞㻛㻟

㻜㻚㻡㻳㻮

㻜㻚㻣㻡㻳㻮

㻤ᖺ䡚

㻞㻜㻜

㻝㻘㻞㻜㻜

䝕䞊䝍ᐃ㢠 㻝

㻙

㻜㻚㻟㻳㻮

㻜㻚㻡㻳㻮

㻝㻜ᖺ䡚

㻢㻜㻜

㻝㻘㻤㻜㻜

㻝㻡ᖺ䡚

㻤㻜㻜

㻞㻘㻡㻜㻜

ཪ䛿

ĭМဇ᧓ƴࣖơƨȝǤȳȈᢩΨ
䝕䞊䝍䠩䝟䝑䜽
㻔㻡㻳㻮䚸㻡㻘㻜㻜㻜㻛᭶㻕

䜴䝹䝖䝷䝅䜵䜰䝟䝑䜽
㻝㻜㻜㻔㻝㻜㻜㻳㻮䚸
㻞㻡㻘㻜㻜㻜㻛᭶㻕

䠐ᖺ䡚

㻝㻞㻜䝫䜲䞁䝖

㻝㻘㻞㻜㻜䝫䜲䞁䝖

㻤ᖺ䡚

㻞㻠㻜䝫䜲䞁䝖

㻝㻘㻠㻠㻜䝫䜲䞁䝖

㻝㻜ᖺ䡚

㻣㻞㻜䝫䜲䞁䝖

㻞㻘㻝㻢㻜䝫䜲䞁䝖

㻝㻡ᖺ䡚

㻥㻢㻜䝫䜲䞁䝖

㻟㻘㻜㻜㻜䝫䜲䞁䝖

⏝ᮇ㛫

ڎኖ
ૼཎχ

ȝǤȳȈόЎ

ͳᎋ

ȷȝǤȳȈƸ᳞ȝǤȳȈ
ȷᲫȝǤȳȈᲷᲫόưМဇӧᏡ
ȷᲫȝǤȳȈƔǒઃ࠘૰ƷૅƴМဇӧᏡ
ȷĭƴƭƍƯƸŴ࠰உˌᨀᢘဇ
ᲢМဇ᧓ƩƚưƳƘŴFȝǤȳȈྒࢽૠƴ
ǋࣖơƯᢩΨ᫇ƕ٭ѣᲣ

㻣ᖺ䡚

㻝㻜ᖺ䡚

䈜䛂㼍㼡䝢䝍䝑䝖䝥䝷䞁䛃䚸 䛂㼍㼡䝣䝷䝑䝖䝥䝷䞁䛃䛿䚸ᑐ㇟እ䚹

ཬ䜃

ĭМဇ᧓ƴࣖơƨȝǤȳȈᢩΨ
⏝ᮇ㛫

㑏ඖ

㻠ᖺ䡚

䛂㼍㼡䝢䝍䝑䝖䝥䝷䞁䛃䚸 ᕥ䛾䝥䝷䞁௨እ䛾
䛂㼍㼡䝣䝷䝑䝖䝥䝷䞁䛃
䝥䝷䞁
䈜ᘬᚋ䛾䝥䝷䞁ᐃ㢠
ᩱ㔠㻝㻘㻜㻜㻜䛤䛸

䈜ᘬᚋ䛾䝕䞊䝍ᐃ㢠
ᩱ㔠㻝㻘㻜㻜㻜䛤䛸

䡚䠐ᖺ

㻝㻜䝫䜲䞁䝖

䠉

䠐ᖺ䡚

㻞㻜䝫䜲䞁䝖

㻞㻜䝫䜲䞁䝖

䠓ᖺ䡚
㻝㻜ᖺ䡚
㻝㻟ᖺ䡚
㻝㻢ᖺ䡚

㻟㻜䝫䜲䞁䝖
㻠㻜䝫䜲䞁䝖
㻢㻜䝫䜲䞁䝖
㻤㻜䝫䜲䞁䝖

㻠㻜䝫䜲䞁䝖
㻢㻜䝫䜲䞁䝖
㻤㻜䝫䜲䞁䝖
㻝㻜㻜䝫䜲䞁䝖

όЎƷǮȕȈУ
èCW56#4ǮȕȈǻȬǯǷȧȳưƷǈМဇӧᏡ

ȷȝǤȳȈƸCWYCNNGVȝǤȳȈ
ȷᲫȝǤȳȈᲷᲫόưМဇӧᏡ
ȷȝǤȳȈƔǒઃ࠘૰ƷૅƴМဇ
ӧᏡ
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ᘬ⋡

⏝ᮇ㛫

⏝ᮇ㛫

ཪ䛿

ĭМဇ᧓ƴࣖơƨȝǤȳȈᢩΨ
⏝ᮇ㛫

䝫䜲䞁䝖
䈜ᘬᚋ䛾䝥䝷䞁ᐃ㢠ᩱ㔠㻝㻘㻜㻜㻜䛤䛸

䠎ᖺ䡚

㻞㻜䝫䜲䞁䝖

䠐ᖺ䡚

㻠㻜䝫䜲䞁䝖

䠒ᖺ䡚

㻢㻜䝫䜲䞁䝖

㻝㻜ᖺ䡚

㻤㻜䝫䜲䞁䝖

㻝㻠ᖺ䡚

㻝㻜㻜䝫䜲䞁䝖

ИૼׅᲴȝǤȳȈόЎ
ˌᨀƷૼᲴȝǤȳȈόЎ
ȷȝǤȳȈƸ᧓ܭȝǤȳȈ
ȷᲫȝǤȳȈᲷᲫόưМဇӧᏡ
ȷ;CJQQ,#2#0ǵȸȓǹƷǈưМဇӧᏡ
Ტઃ࠘૰ƷૅƸɧӧᲣ
䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠐᭶䠍᪥⌧ᅾ䠅

䈜⛯ᢤ

᪂䛯䛺䝥䝷䞁䛾ᴫせ䠘㻺㼀㼀䝗䝁䝰䞉䝋䝣䝖䝞䞁䜽䠚
ἏἧἚἢὅἁẐὁὅỿἷἕἣлẑ

ᵬᵲᵲ
ᵲᵲἛἅἴẐ
ᵲᵲ
ἴ ᶂᶍᶁᶍᶋᶍ
ἴẐ
ᶍ ᶕᶇᶒᶆ
ᶒᶆẑ
ᶒᶆ

 䝋䝣䝖䝞䞁䜽䛿䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠕᭶䚸᪂ᘬ䝥䝷䞁䛂䝽䞁
䝞䞁䜽䛿 ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠕᭶ ᪂ᘬ䝥
᪂ᘬ䝥䝷
䜻䝳䝑䝟䛃䜢ᥦ౪㛤ጞ䚹
 ≉ᐃ䛾ᑐ㇟➃ᮎ䛾㉎ධཬ䜃≉ᐃ䛾ᩱ㔠䝥䝷䞁䈜䠍
䜈䛾ຍධ䛜ᚲせ䛷䛿䛒䜛䜒䛾䛾䚸䛭䛾ᚋ䛿䛾➃
ᮎ䛻ኚ᭦䛧䛶䜒䚸ᜏ
ᜏᖖⓗ䛻ẖ᭶㻝㻘㻠㻡㻣䜢ᘬ䛟䈜䠎
䝥䝷䞁䚹
䛺䛚䚸ዎ⣙ᚋ䠍ᖺ㛫䛿᭦䛻㻝㻘㻜㻜㻜ᘬ䚹

 㻺㼀㼀䝗䝁䝰䛿䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠒᭶䚸᪂ᘬ䝥䝷䞁
䛂㼐㼛㼏㼛㼙㼛 㼣㼕㼠㼔䛃䜢ᥦ౪㛤ጞ䚹
 ≉ᐃ䛾ᑐ㇟➃ᮎ䛾㉎ධ䛜ᚲせ䛷䛿䛒䜛䜒䛾䛾䚸
䛭䛾ᚋ䛿䛾➃ᮎ䛻ኚ᭦䛧䛶䜒䚸ᜏ
ᜏᖖⓗ䛻ẖ᭶
䈜
㻝㻘㻡㻜㻜䜢ᘬ䛟 䝥䝷䞁䚹

䈜䠍 ᇶᮏᩱ䠖㏻ヰᐃ㢠ᇶᮏᩱ䜎䛯䛿㏻ヰᐃ㢠䝷䜲䝖
䝕䞊䝍䠖䝕䞊䝍ᐃ㢠䠍㻳㻮
䈜䠎 ➃ᮎ㉎ධ䛻క䛖᭶㢠㏻ಙᩱ㔠ᘬ䜢ཷ䛡䛶䛾➃ᮎ䛻ኚ᭦䛧䛯ሙ
ྜ䜢㝖䛟䚹

䈜➃ᮎ㉎ධ䛻క䛖᭶㢠㏻ಙᩱ㔠ᘬ䜢ཷ䛡䛶䛾➃ᮎ䛻ኚ᭦䛧䛯ሙྜ
䜢㝖䛟䚹

䛆䜲䝯䞊䝆䛇

䛆䜲䝯䞊䝆䛇
䠍ᖺ┠

䕦2,457

䕦1,500

᭶䚻䛾
㏻ಙᩱ㔠

䈜➃ᮎ㉎ධ䛻క䛖
᭶㢠㏻ಙᩱ㔠ᘬ䛺䛧

䛾➃ᮎ䜈
ᶵ✀ኚ᭦䛧䛶䜒
ᘬ䜢⥅⥆

ᑐ㇟➃ᮎ䜢㉎ධ
ᑐ㇟ᩱ㔠䝥䝷䞁䛻ຍධ
䈜➃ᮎ㉎ධ䛻క䛖
᭶㢠㏻ಙᩱ㔠ᘬ䛺䛧

䈜➃ᮎ㉎ධ䛻క䛖
᭶㢠㏻ಙᩱ㔠ᘬ
䜢ཷ䛡䛶䛾➃ᮎ
䛻ኚ᭦䛧䛯ሙྜ䜢
㝖䛟䚹

䛆docomo with 㐺⏝䛇

䛆ᚑ᮶䛾ᩱ㔠䝥䝷䞁䛇

䕦1,457

᭶䚻䛾
㏻ಙᩱ㔠
䛾➃ᮎ䜈
ᶵ✀ኚ᭦䛧䛶䜒
ᘬ䜢⥅⥆

ᑐ㇟➃ᮎ䜢
㉎ධ

䠎ᖺ┠

䈜➃ᮎ㉎ධ䛻క䛖
᭶㢠㏻ಙᩱ㔠ᘬ
䜢ཷ䛡䛶䛾➃ᮎ
䛻ኚ᭦䛧䛯ሙྜ䜢
㝖䛟䚹

䛆䝽䞁䜻䝳䝑䝟㐺⏝䛇

䛆ᚑ᮶䛾ᩱ㔠䝥䝷䞁䛇

᪂䛯䛺䝥䝷䞁䛾ᴫせ䠘㻷㻰㻰㻵䠚
 㻷㻰㻰㻵䛿䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠓᭶㻝㻠᪥䛛䜙䚸ᐇ㝿䛾䝕䞊䝍⏝㔞䛻ᛂ䛨䛯ᐃ㢠ᩱ㔠䛜⮬ືⓗ䛻㐺⏝䛥䜜䜛䛂㼍㼡䝢䝍䝑
䝖䝥䝷䞁䛃ཬ䜃㻞㻜㻳㻮䜎䛯䛿㻟㻜㻳㻮䛾䝕䞊䝍ᐃ㢠ᆺᩱ㔠䛾䛂㼍㼡䝣䝷䝑䝖䝥䝷䞁䛃䜢ᥦ౪㛤ጞ䚹
 ➃ᮎ㉎ධ䜢᮲௳䛸䛩䜛ᘬ䛷䛿䛺䛟䚸㏻ಙᩱ㔠䜢ᜏᖖⓗ䛻್ୗ䛢䛩䜛䜒䛾䚹
 㼍㼡䝢䝍䝑䝖䝥䝷䞁䈜䛾ᩱ㔠䛿䚸㻟㻘㻠㻤㻜䠄䡚䠍㻳㻮䠅䡚㻣㻘㻠㻤㻜䠄䠑䡚㻞㻜㻳㻮䠅䛸䛺䜚䚸䛣䜜䜎䛷䛾䝥䝷䞁䛸ẚ㍑䛧䛶䚸
᭱⣙㻟㻜䠂పᗮ䚹
 㼍㼡䝣䝷䝑䝖䝥䝷䞁䈜䛾ᩱ㔠䛿䚸㻢㻘㻡㻜㻜䠄㻞㻜㻳㻮䠅䚸㻤㻘㻡㻜㻜䠄㻟㻜㻳㻮䠅䛸䛺䜚䚸䛣䜜䜎䛷䛾䝥䝷䞁䛸ẚ㍑䛧䛶䚸
䛔䛪䜜䜒㻝㻘㻡㻜㻜పᗮ䚹
䈜䠑ศ௨ෆ䛾䛛䛡ᨺ㢟䚸㻞ᖺ㛫ዎ⣙䛾ሙྜ䚹㼍㼡䝢䝍䝑䝖䝥䝷䞁䛻䛚䛔䛶㡢ኌ㏻ヰ䛜ᚑ㔞ไ䛾ሙྜ䛾ᩱ㔠䛿㻞㻘㻥㻤㻜䡚㻢㻘㻥㻤㻜䚹

ᵿᶓἦ
ᵿᶓἦἑἕἚἩἻὅ
ᵿ

ᵿᶓἧ
ᵿᶓἧἻἕἚἩἻὅ
ᵿ

ίᵓЎˌϋẦẬ્᫆ỉئӳὸ

ίᵓЎˌϋẦẬ્᫆ỉئӳὸ

8,000/᭶
/᭶

䝕䞊䝍ᐃ㢠䝥䝷䞁

᭶㢠䠄䠅

6,500/᭶
6
500/
500

10,000/᭶

8,500/᭶

,
8,000

㻤㻘㻜㻜㻜

䕦㻡㻞㻜

7,000

㻣㻘㻜㻜㻜

6,500

6,200

㻢㻘㻜㻜㻜
4,900

㻡㻘㻜㻜㻜

䕦㻞㻘㻜㻞㻜

䕦㻣㻞㻜

䕦㻝㻘㻡㻜㻜

7,480

䕦㻡㻞㻜
6,480

䝕䞊䝍㏻ಙᩱ
㻞㻜㻳㻮
㻢㻘㻜㻜㻜

5,480

㻠㻘㻜㻜㻜

䕦㻝㻘㻠㻞㻜

㻟㻘㻜㻜㻜

3,480

4,480

㻝㻳㻮

㻞㻳㻮

㻟㻳㻮

㻡㻳㻮

ᇶᮏᩱ

㻞㻜㻳㻮

䈜㻝 ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻡᭶㻟㻝᪥䜎䛷䛻䚸ᶵ✀ኚ᭦䞉᪂つዎ⣙䛸ྠ䛻ᮏ䝥䝷䞁䛻ຍධ䛧䛯ሙྜ䚸 㻝
ᖺ㛫䚸᭦䛻㻝㻘㻜㻜㻜ᘬ䚹
䈜㻞 㼍㼡䝇䝬䞊䝖䝞䝸䝳䞊䜈ຍධ䛧䛯ሙྜ䚸㻝㻳㻮䚸㻞㻳㻮䛷䛿᭦䛻᭶㢠㻡㻜㻜ᘬ䚸㻟㻳㻮䡚
㻞㻜㻳㻮䛷䛿᭦䛻᭶㢠㻝㻘㻜㻜㻜ᘬ䚹
䈜㻟 䝕䞊䝍ᐃ㢠䝥䝷䞁䛾㻞㻳㻮䛻䛴䛔䛶䛿䚸䠑ศ௨ෆ䛛䛡ᨺ㢟䛸䛾⤌ྜ䛫ྍ䛾䛯䜑䚸
䛛䛡ᨺ㢟䛸䛾⤌ྜ䛫䚹

䝕䞊䝍㏻ಙᩱ
㻟㻜㻳㻮
㻤㻘㻜㻜㻜

䝕䞊䝍㏻ಙᩱ
㻞㻜㻳㻮
㻠㻘㻣㻞㻜

䝛䝑䝖᥋⥆ᩱ
㻟㻜㻜

㼍㼡䝢䝍䝑䝖䝥䝷䞁

㻜
㻜㻳㻮

䕦㻝㻘㻡㻜㻜

䝛䝑䝖᥋⥆ᩱ
㻟㻜㻜
ᇶᮏᩱ

䝛䝑䝖᥋⥆ᩱ
㻟㻜㻜

䝕䞊䝍㏻ಙᩱ
㻟㻜㻳㻮
㻢㻘㻣㻞㻜
䝛䝑䝖᥋⥆ᩱ
㻟㻜㻜

ᇶᮏᩱ

ᇶᮏᩱ

㻝㻘㻣㻜㻜

㻝㻘㻠㻤㻜

㻝㻘㻣㻜㻜

䠄䠑ศ௨ෆᅜෆ㏻ヰ䛾䛛䛡
ᨺ㢟ྵ䜐䠅

䠄䠑ศ௨ෆᅜෆ㏻ヰ䛾䛛䛡
ᨺ㢟ྵ䜐䠅

㻝㻘㻠㻤㻜

䠄䠑ศ௨ෆᅜෆ㏻ヰ䛾䛛䛡
ᨺ㢟ྵ䜐䠅

䠄䠑ศ௨ෆᅜෆ㏻ヰ䛾䛛䛡
ᨺ㢟ྵ䜐䠅

20 GB

30 GB

䈜㻝 ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻡᭶㻟㻝᪥䜎䛷䛻䚸ᶵ✀ኚ᭦䞉᪂つዎ⣙䛸ྠ䛻ᮏ䝥䝷䞁䛻ຍධ䛧䛯ሙྜ䚸
㻝ᖺ㛫䚸᭦䛻㻝㻘㻜㻜㻜ᘬ䚹
䈜㻞 㼍㼡䝇䝬䞊䝖䝞䝸䝳䞊䜈ຍධ䛧䛯ሙྜ䚸᭦䛻᭶㢠㻝㻘㻜㻜㻜ᘬ䚹
䈜㻟 ᭶䚻䛾㏻ಙᩱ㔠䛾⥲㢠䛛䜙ᘬ䚹
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せ䠩䠲䠪䠫䛾ᩱ㔠䝥䝷䞁䠄䝕䞊䝍㏻ಙ䠇㡢ኌ䠅
䠄᭶㢠䚸⛯ᢤ䠅
⛯ᢤ䠅
䠄ᖹᡂ
ᖺ
Ⅼ䠅 䠄᭶㢠
䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠐᭶䠍᪥Ⅼ䠅
ಏټ

ǤȳǿȸȍȃȈ
ǤȋǷǢȆǣȖ

ᲢಏټȢȐǤȫᲣ

˟ᅈӸ
ᲢȖȩȳȉӸᲣ

ࢼஹȗȩȳ

èᲫ
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