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解   説

■機種/機能

1999年以降出荷された携帯電話/PHS

のインターネット対応はほぼ標準となった

が、今年はさらに、各通信サービス会社

が他社との差別化を図るため、次世代携

帯電話や、独自の新機能、サービス展開

で盛り上がりを見せた。

通信サービス会社の提供する新機能、

サービスが、利用者の求めているものと

合致しているかどうか、また機種変更す

るきっかけとなっている機能、機種変更

理由、さらに実際に利用している機能に

ついて調べたのが、資料1-3-10〜1-3-14

である。

機種変更経験者は77.9％と全体の8割

近くに上る。

年代別でみると、機種変更率が最も高

いのは20代、続いて30代と、契約替え経

験者と同じ傾向で、周りの人達から情報

などによって積極的に機種変更をしてい

る。

この年齢層の平均変更回数は、2.6回

〜2.7回と（全体平均2.5回）高い。一方、

「機種変更したことがない」のは10代で、

機種変更するための金銭的余裕がないこ

とがその理由と考えられる。

機種変更した最大の理由は、「機能・

性能」（68.4％）で、第4位の「サービス

内容（新サービス）」（18.3％）と併せて

さらに具体的な理由を聞いたのが資料1-

3-12である。

「機能・性能」「サービス内容」により

機種変更した具体的な理由は、昨年同様

「インターネットに対応している機種が欲

しかったから」（51.9％）が半数を超えて

いる。続いて「音声・多重和音が良くな

ったから」（38.2％）、「電池の連続待受

時間/通話時間が長くなったから」

（29.9％）など標準機能をアップグレード

77.9％は機種変更の経験あり
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無回答 
4.7%

変更したことがある 
77.9%

変更したことはない 
17.4%

資料1-3-10　機種変更経験の有無　N=793
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資料1-3-11　機種変更した理由　N=618

80%706050403020100

機能・性能 

本体のデザイン 

破損・故障のため 

サービス内容（新サービス） 

操作性 

家族と同じ通信サービス会社にするため 

紛失のため 

迷惑メールが多かったから 

その他 

わからない 

無回答 11.2%

0.2%

3.4%

0.8%

2.8%

5.7%

7.8%

18.3%

20.2%

31.9%

68.4%
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資料1-3-12 「機能・性能」「サービス内容」により機種変更した具体的な理由　N=468

60%50403020100

インターネットに対応している 
機種が欲しかったから 

音質、多重和音が 
良くなったから 

電池の連続待受時間/ 
通話時間が長くなったから 

長いメール（1500文字以上）を 
送受信できるから 

画面、文字が 
大きいモデルだから 

文字変換機能が 
優れているから 

デジタルカメラつきで、画像のやりとりが 
できる携帯電話にしたかったから 

インターネットの情報サービスが 
充実しているから 

添付ファイルが 
送受信できるから 

音楽配信、映像配信、ゲームなどの 
サービスを利用したかったから 

操作機能を簡素化した 
モデルだから 

音楽再生機能がついたから 

動画が見られる 
ムービー携帯にしたかったから 

海外で本体をそのまま使える 
対応モデルだから 

高速データ通信が可能だから 

フラッシュつきの 
デジタルカメラがついたから 

メモリスティック、 
SIM対応だから 

GPS機能がついた 
携帯にしたかったから 

その他 

わからない 

無回答 4.7%

1.1%

5.6%

0.4%

0.4%

0.4%

0.6%

0.6%

0.6%

1.1%

2.6%

3.6%

6.8%

7.1%

7.9%

8.1%

20.5%

24.8%

29.9%

38.2%

51.9%
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した点に支持が集まっている。

一方、「デジタルカメラつきで画像のや

りとりができる携帯電話にしたかった」

「音楽再生機能がついたから」「GPS機能

がついた携帯にしたかったから」など、新

しい機能・サービスに関する事項は低く、

機種変更する理由の決定打にはなってい

ないことがわかる。

資料1-3-13は、使用機種が対応してい

る新機能とその新機能を利用しているか

どうかを聞いた結果である。

新機能に対応している機種を使用して

いない回答者が47.5％と高く、実際の利

用者は少ないことがわかる。

年代別でみると、10代、20代の若年

層が新機能対応機種を所有しており、そ

の利用率も高い。

具体的な新機能については、「長いメ

ール（1500文字以上）の送受信」（対応

率27.9％、利用率14.6％）の利用率が目

立つ程度であり、これが前述した機種変

更理由の中でも唯一利用者の機種変更を

促進した新機能であるといえる。

今後欲しいと望まれている機能は、社

会問題にまで発展した「迷惑メール対策

機能」（26.0％）がトップとなり、「デジ

タルカメラ、デジタルビデオカメラ機能」

（23.8％）と続く。また「世界中で自分

の携帯電話/PHSを使うことができる機

能」（21.4％）、「世界中でカーナビのよう

な位置情報を得ることができる機能」

（18.9%）といったグローバルに対応でき

る機能への要望も高い。

（丸山由紀　アクセス メディア インターナショナル株式

会社）

欲しい機能1位は迷惑メール対策機種/機能
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資料1-3-13　使用機種が対応している機能とよく利用する新機能　N=793

60%5040302010

長いメール（1500文字以上）の 
送受信機能 

音楽再生機能 

デジタルカメラ/フラッシュつきの 
デジタルカメラ 

動画閲覧機能 

多重和音再生機能 

動画の送受信機能 

メモリカード搭載（メモリスティックなど） 

GPS機能 

携帯本体の海外での利用 

高速データ通信機能（128kbps以上） 

Bluetooth機能 

テレビ電話機能 

該当なし 

無回答 

0

27.9%

14.6%

17.5%

7.2%

10.6%

4.4%

9.0%

2.1%

8.7%

2.4%

7.3%

2.3%

4.7%

1.6%

1.9%

0.1%

1.9%

0.3%

1.6%

0.5%

0.3%

0.1%

0.1%

0.1%

47.5%

46.9%

6.3%

27.9%

対応している 

よく利用する 
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資料1-3-14　今後欲しい携帯電話/PHSの機能　N=793

5 10 15 20 25 30%0

特になし（今のままで十分） 

迷惑メール対策機能 

デジタルカメラ、 
デジタルビデオカメラ機能 

世界中で自分の携帯電話/ 
PHSを使うことができる機能 

世界中でカーナビのような位置 
情報を得ることができる機能 

パソコンと連携できる機能 

高速データ通信機能 

大容量のデジタル静止画・ 
動画の伝送ができる機能 

テレビ電話機能 

身分証明書（SIMカード）や、乗車定期券など、 
デジタルチケットとして利用できる機能 

リモート操作による家の 
システム管理ができる機能 

MD機能 

ゲーム機能 

クレジットカードの代わり 
になるような機能 

ICレコーダー/ 
ボイスレコーダー機能 

音声認識によるインターネットでの 
情報収集ができる機能 

その他 

わからない 

無回答 1.5%

4.4%

2.0%

3.7%

4.7%

6.7%

10.0%

11.9%

13.4%

14.2%

15.3%

16.6%

16.9%

17.4%

18.9%

21.4%

23.8%

26.0%

21.8%
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