
 

 

 

 

  今回の“新型コロナ”に対する対応において、日本は他国と比べ“ＩＴ後進国”の位置にあることが

認識されたことから、今後スマホを中心としたＩＴ化が推進されようとしています。 

 私達シニア世代も、できるだけ早いうちにスマホを使い慣れておかないと、IT社会に 

取り残される可能性があります。 

 今回は、スマホ選びにおける基本事項について紹介します。 

１．スマホの種類 

スマホ（スマートホン）は、パソコン機能の一部を有している携帯電話なので、パソコンと同様

にスマホの動作を制御する「ＯＳ」が搭載されています。 

「OS」とはスマホを動かすための“基本ソフト”のことで、「オペレーティングシステム

(Operating System)」の略称です。 

現在、スマホに搭載されている「ＯＳ」は、Apple社が提供する「iOS」（ｱｲｵｰｴｽ）と、Google社

が提供する「Android」（ｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞ）の２種類あり、日本国内で普及しているスマートフォンは、搭

載されているＯＳにより、「Android スマホ」と、「アイホン」の２種類に分かれています。 

 

① アイホン （iPhone）・・・・ Apple（アップル）社が開発したアイオーエス（ｉＯＳ）というＯＳを

搭載しているスマホで、通称「アイホン」と呼ばれています。 

アップル社は「ｉOS」の著作権を占有しているため、アイホンはアップル社が独自に開

発・製造・販売している機種以外選択できません。 

 

② Android スマホ ・・・ Google 社が開発した「アンドロイド（Android）」というＯＳを搭載し

ているスマホです。 

Google社はＯＳ（Android）の著作権を公開しているので、SONYや富士通、シャープ等

のスマホ機器メーカーは、自社製品に Android（ＯＳ）を搭載して販売しています。 

そのため、ユーザは自分のニーズに合った機種を複数のスマホメーカーの機種から選

択することができます。 

２．スマホの通信機能 

      スマホでできる通信機能を分類すると、次のようになります。 

 

① 音声通信 

 携帯電話回線を通して固定電話と同様に“音声通話”ができる機能で、接続した時間に

応じて発信者に課金されます。 

 スマホや携帯電話の“音声通話”は、全て基地局の電波を介して行いますが、テレビ電

話や LINE などのアプリを使った通話は、音声の他に画像を扱うので“データ通信”になり

ます。 

 

② データ通信 

 携帯電話回線を介してインターネットに接続し、文字や画像などのデータを送受信する

機能で、データを“パケット”という小さなサイズ(１２８バイト)に分割して送信するので「パ

シニアのためのパソコン広場（その 27） 
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ケット通信」と呼ばれることもあります。 

“データ通信”は、発信・着信に関係なく、契約している携帯電話回線を流れるパケット

量に応じてパケット料金が課金されますが、スマホを自宅などの Wｉ-Fｉ（ワイファイ）環境

に接続した場合、パケット料金は掛かりません。 

 

③ ＳＭＳ通信 

SMSはパケット通信ではなく、携帯電話回線を利用してメッセージ（文字や記号）を送信

する機能で「ショートメール」ともいい、メッセージ毎に「電話料金」に加算されます。 

       SMS は音声通話と同じ扱いで発信側に課金され、メッセージを受け取る受信側には課

金されません。 

３．「５Ｇ（ファイブジ―）」とは？ 

最近、テレビや新聞などの報道でよく耳にする「５G（ファイブジー）」とは、新しい“モバイル通

信技術”のことです。 

   ５の後に“Ｇ”という文字が使われているので、データ通信量を表す単位のＧＢ（ギガバイト）

や通信速度を表す Gbit（ギガビット）などの“Ｇ“と混同されがちですが、５Ｇ（ファイブジー）とは、

移動電話用に開発された通信技術の第１世代から数えて第５世代目の通信技術という意味で、

「５th（第５） Generation（世代）」の頭文字をとって「ファイブジー」と呼んでいます。 

（参考） 

(1) 1Ｇ（ワンジー）・・・第 1世代移動通信システム 

１９８０年代に、移動電話や携帯電話で通話することを目的に開発され 

たアナログ方式の通信技術で、無線信号がアナログであるため、通信速 

度が遅く、通話以外に使用できないレベルで、電電公社時代の「自動車 

電話」や「ショルダーフォン」がサービスの始まりでした。 

 「１Ｇ」はアナログ方式のため、通話内容が傍受（盗聴）される等の問題がありました。 

(2) 2Ｇ（ツージー）・・・第 2世代移動通信システム 

１９９３年に開発されたデジタル方式の通信技術で、通話以外に電子メールやインター

ネットのデータ通信が可能になったことから、携帯電話やＰＨＳが普及拡大しましたが、２

０１２年７月にサービスが終了しています。 

(3) 3Ｇ（スリージー）・・・第 3世代移動通信システム 

２００１年に「２G」の規格をベースに開発されたデジタル方式の通信技術で、 

音声通話や文字メールに加え、スマホやタブレットなどでホームページを閲覧 

できるようになりましたが、開始当初の通信速度は遅く、ホームページの読み 

込みにかなり時間が掛りましたが、改良が加えられたことで画像が多く含まれ 

たホームページでも読み込みが早く、高速なデータ通信が可能になりました。 

(4) 4Ｇ（フォージー）・・・第 4世代移動通信システム 

２０１５年に「３G」の規格を拡張・改良して開発された通信技術で、「３Ｇ」に比べ 

て通信速度がさらに向上しました。 

移動電話・携帯電話・スマホやタブレットなどの通話やメール、ホームページ閲覧に加え

て、高画質な動画の視聴も可能になり、ファイル容量が大きい画像や音声・動画なども素早
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く送受信できます。 

日本では２０１８年から Lｔｅ方式の移動体通信サービスとして多くのスマホで使用しており、

NTT ドコモ社では“Xi”（クロッシィ）という名称でサービスを提供していて、２０２０年現在の主

流になっています。 

「４Ｇ」は、LAN（Wi-Fi/Ethernet）や NTT の光回線網に劣らない数百 Mbps（メガビット／秒）

の高速データ通信を実現できるため、車などで高速移動中でも利用でき、スマートフォンや

タブレット端末、モバイルルータなどに利用されています。 

(5) 5Ｇ（ファイブジ―）・・・第 5世代移動通信システム 

「５Ｇ」は、「４G」までの移動電話・携帯電話・スマホやタブレット 

や PC(パソコン)などの通話やメール、ホームページの閲覧・高画 

質な動画の視聴だけでなく、電気製品とインターネットを結ぶ IoT 

（Internet Of Things）や、車の自動運転、外出先から自宅の家電の 

操作や、医療データをリアルタイムで送受信しながら診療を行う高 

度な遠隔操作が可能になることが期待されています。 

「５Ｇ」の通信速度は「４Ｇ」の１００倍以上速くなりますが、シニア 

    の私達が使うスマホに、それだけの通信速度が必要か否かは各自 

    の利用目的（ニーズ）によります。 

４．携帯電話の「キャリア」と「格安 SIM」の違い 

     最近、テレビなどでよく耳にする携帯電話の「キャリア」とは、自社のモバイル回線設備を所

有して携帯電話の通信サービスを提供する「移動体通信事業者」のことで、略称 MNO（エムエ

ヌオー：Mobile Network Operator）といいます。 

現在、日本には「ドコモ」、「ａｕ」、「ソフトバンク」、「楽天」の４キャリアがあります。 

一方、自社のモバイル回線設備を所有せずに、モバイル通信サービスを提供している「仮

想移動体通信事業者」、略称 MVNO（エム・ブイ・エヌ・オー：Mobile Virtual Network Operator）

があります。 

「仮想移動体通信業者」は、自社の通信網を持たずにキャリア（MNO）であるドコモ、ａｕ、ソ

フトバンク社から回線束を借りて通信サービスを提供しています。 

毎月の利用料金が安いことで耳にする「格安 SIM」は MVNO の通称で、“NTT コミュニケー

ションズ”社が “OCN モバイル One”という名称で提供するサービスは「格安 SIM」の一例です。 

５．「SIMカード」とは 

「SIM カード」は、スマホに挿入されている“IC カード”のことで、スマホの利用開始時や機種

変更時にスマホ内に差し込まれているので普段見ることはありませんが、スマホで電話やデー

タ通信などを行うために必要不可欠なカードです。 

「SIMカード」は、サイズによって「標準 SIM」、「マイクロ SIM」、「ナノ SIM」、「マルチ SIM」の 4

種類に分けられますが、大半のスマホはマイクロ SIM が使用されています。 

 

 

 

 

 

この中に、利用者の

契約情報や、電話

番号等が記録され

ています。 

Sim カード 
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６．「SＩＭフリースマホ」とは 

以前、ドコモや au、ソフトバンクなど国内のキャリアから販売されている端末（スマホ）には、

そのキャリア以外で通信できないようにするため、SIM に“ロック”が掛かっていましたが、2015

年 5 月から総務省が各キャリアに SIM ロックの解除を義務化したことで、キャリアのスマホも

SIM ロックを解除することができ、他の通信事業者の SIM カードが利用できるようになりました。 

SIM フリーとは、SIMにロックが掛かっていないので、他の通信事業者の SIM カー 

ドが利用できる状態の端末（スマホ）をいいます。 

最初から SIM ロックがかかっていない端末（スマホ）は、家電量販店や「仮想移動 

体通信事業者（MVNO）」から購入できますが、MVNO からスマホの機種のみ購入する場合、

SIM ロックが掛かっていることがあるので、購入する前に SIM ロックが掛かっていない端末（ス

マホ）であることを確認する必要があります。 

また、自分が従来使用してきたスマホの“SIM ロック”を解除したいときは、ロック解除の受付

条件を満たしていれば、契約しているキャリアでロック解除の手続きが可能です。 

７．スマホの機種を選ぶときの着目ポイント 

スマホの機種を選ぶときの着目ポイントは以下のとおりです。 

 

(1) スマホに搭載されているＯＳを選ぶ 

スマホの機種を選ぶとき、最初に着目するポイントはＯＳです。 

 

① 「iOS（ｱｲｵｰｴｽ）」搭載のスマホ 

Apple社がOSとスマホ機種の両方を作っているので、使いやすいのが特徴ですが、

iOSを搭載しているスマホは iPhoneだけであるため、機種の選択範囲が狭いです。 

iOS 用のアプリは、Apple 社の厳しい審査をクリアしているので品質がよく、安心して

使えるというメリットがありますが、スマホの機種代金はアンドロイド OS搭載のスマホと

比べると高いので、若者ユーザが多いのが実状です。 

 

② 「Android」搭載のスマホ 

AndroidＯＳは、ライセンスフリーで提供されているため、国内外の複数メーカーが製

造していることから、機種も多いうえ、機種代金が安いものがあるので、自分のニーズ

にあった機種を選ぶことができます。 

Android 用アプリは数多くありますが、中には品質が悪いアプリもあるので使用する

際に注意が必要です。 

 

（２） スマホの「スペック（性能）」で選ぶ 

スマホはパソコンと同様にプログラムで動作するので、スマホの性能を比較する際、

スマホを構成する主要部品の「スペック」を把握する必要があります。 

 

① 「CPU」 

「CPU」とは「セントラル プロセッシング ユニット」の略称で、スマホで動作するアプ

リなどプログラムの命令を解析して制御する、人間の“頭脳”に該当する主要パーツ

です。 

「CPU」の性能を表す値に「周波数」が使われますが、これは“頭脳(CPU)の回転速
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度”を数字で表したもので、GHz（ｷﾞｶﾞﾍﾙﾂ）という単位で表し、この数字が大きいほど

高性能な「ＣＰＵ」といえます。 

（参考） 

NTT ドコモ社の「アンドロイド（Android）スマホ」には“オクタコア”という名前のＣＰＵ

が使われています。 

 

② 内蔵メモリ 

スマホにはアプリなどのプログラムを実行させたり、データを保存するための「RAM」

と「ROM」というメモリが内蔵されています。 

 スマホの場合、これらのメモリをパソコンのように交換できないため、機種選びの際

に着目する重要ポイントです。 

 

(a)「RAM」 

「RAM」は「Random Access Memory：（ラム）」と呼ばれる内蔵メモリで、CPU が処

理した情報を一時的に記憶する役割をします。 

そのため、「RAM」の容量が大きいほどスマホの性能が高くなります。 

しかし、RAM の記憶容量が大きくなるとバッテリーの消費量が増えるため、通常モ 

デルのスマホのRAM容量は4～6GB、ハイスペックモデルでは 8GBとなっています。 

年式が新しいスマホで機種代金が安いスマホには、「ＲＡＭ」容量が少ないものが

あるので要注意です。 

 

(b)「ROM」 

従来、「ROM」は、「Read Only Memory：（ロム）」と呼ばれ、読み込み専用のメモリと

いう意味でしたが、技術の進歩により ROM の中でも書き込み可能な”フラッシュ

EEPROM”や“フラッシュ ROM”が誕生したことで、スマホでは写真や動画、音楽、ア

プリなどの情報を保存するために使用されています。 

「ROM」の数字が大きいほど情報の保存容量が大きく、通常モデルのスマホでは、

32GB や 64GB のＲＯＭが搭載されています。 

 

③ 通信速度 

    スマホ自身が有する通信機能で、現在４Ｇ（ＬＴＥ）で多く利用されている通常モデル

のスマホの受信時速度は 300Mbs～500Mbs ですが、ドコモ社の“らくらくスマホの場

合、「RAM」の容量が 3GB で”通信速度“は 150Mbs なので、体感的に動作が遅く感

じることがあります。 

 

④ カメラ機能 

スマホのカメラ機能で注目するスペックは「画素数」ですが、スマホで写した写真を

大きく印刷することがなければ、あまり気にする必要はありません。 

最近のスマホのカメラは、800万画素以上のものが主流で 

すが、800万画素あれば、A3サイズの用紙に印刷しても綺麗 

に仕上がります。 

次に、スマホのカメラについて注目すべきは「F値」です。 

「Ｆ値」とはレンズの明るさを示す数字で、数字が小さいほど写真を明るく撮ること

ができます。 
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日中で光量が多い場合、あまりＦ値の効果を感じませんが、夜間など光量が少な

い場所では、F値が小さいほど被写体をはっきり撮影することができます。 

最近のスマホカメラは 2.0前後の F値が多いですが、1.6 という機種もあります。 

 

⑤ 「バッテリー」容量 

バッテリー容量も、スマホ選びの重要なポイントです。 

バッテリー容量とは、バッテリーがフル状態の 100％から 0％になるまでに放出され

る電気量のことで、単位は「mAh（ミリアンペアアワー）」で表します。 

例えば、バッテリー容量が 3,000mAh のスマホは、1 時間あたり 3,000mA の放電が

行えるという意味で、一般のスマホのバッテリー容量は 3,000～3,500mAh、大容量モ

デルでは 4,000mAh以上の機種もあります。 

バッテリーは、CPU の性能やディスプレイの大きさなどスマホのスペックにより使用

可能時間は異なります。 

バッテリーの性能を表す時間に、「連続待受時間」という表現も使われますが、これ

はスマホの電源を入れてから切れるまで全然使用せずに持続可能な時間です。 

スマホのバッテリーは使い方によって使用可能時間が異なりますが、数字が大きい

ほどバッテリーが長く持つことになります。 

 

（参考） スマホを契約するときの留意事項 

スマホを契約する場合、以下のことに留意する必要があります。 

(1) サポート体制を確認する 

スマホは操作が複雑なうえに、操作方法を詳細に説明したマニアルが付いていない

のが実状です。 

 そのため、新たにスマホ契約するときは、操作に困ったときスムーズにサポートが受

けられる体制の有無を確認することが必要です。 

 「格安スマホ」は、月額料金が安いというメリットがあますが、サポートは電話対応の

みとなり、電話も繋がり難いというデメリットがあります。 

(2) 家族や友人と同じＯＳのスマホにする 

         スマホの機種を選ぶとき、家族や友人が持っているスマホ（アイホン、アンドロイドス

マホ）に合わせると、操作方法が分からなくなったとき手軽に聞くことができるので、そ

のことにも配慮をお勧めします。 

(3) スマホもセキュリティ対策が必要 

    スマホもパソコンと同様にセキュリティ対策が重要です。 

   キャリアと契約するスマホには、殆どセキュリティ対策ソフトがインストールされていま

すが、「格安スマホ」や、スマホの機種のみ購入するときは自分で用意しなければなら

ない場合があります。 

 （4） 繋がり難さや、通信速度が低下する可能性がある 

         「格安スマホ」などの場合、自社回線設備を持たずにキャリアから回線を借りてサー

ビスを提供しているため、夜間のトラヒックが集中する時間帯などに、繋がり難かったり、

通信速度が低下するなどの事象が起きることがあることも考慮しておく必要があります。 

以上 
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