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スマホについて

1) スマホとは
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6) スマホ同好会の活動紹介

7) Q & A
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スマホについて

1) スマホとは
＊スマートフォン・Smartphoneの略称

＊ 2007年6月、AppleがiPhone 1 を発表

＊ 2000年代後半まで普及していた従来
型の高機能携帯電話（Featurephone)より
更にスマートでよりPCに近い機能

＊以降、日系・韓国系・欧米系・中国系携
帯電話メーカーも続々と類似機種を発売
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スマホについて

1) スマホとは
＊以後、スマホは毎年販売台数を増や
し、現在では全世界で年間で約15億台
のスマホが販売されている（近年はや
や減少傾向にある）

＊普及率は、全年代で約60% - 70％、
20代では90％以上
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スマホについて

2）携帯電話の進化の歴史・将来
＊1980年代から移動通信規格が、アナ
ログ方式からデジタル方式に変更

＊速度・品質が向上

＊音声通話のみから、テキスト・写真の
撮影・転送・インターネットへの接続・
メール・添付ファイル・言語対応・地域
対応・ビデオ動画等々、進化
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スマホについて

2）携帯電話の進化の歴史・将来

2019 - 2020年実用化

超高速 超大容量 超低遅延 超多接続

5G (5th Generation)
第5世代移動通信システム

現在の４Gと比べて何十倍も進化した通信規格
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スマホについて

1G 1979年に初めて実用化されたアナログ方式の音声通話のみの携帯電話通信システム。2000年
にサービス終了

2G 第２世代移動通信システム。デジタル方式で、1993年に導入。音声通話に加えて、テキストメッ
セージ、電子メール、ウェブ対応等の高機能化。夫々の国内のみで使用可。2012年にサービス
終了

3G 第３世代移動通信システム。2001年に商用サービス開始。初めて国際標準に基づき、ローミング
で国外での使用も可。2Mbps – 20Mbpsへの高速化

4G 第４世代移動通信システム。2012年に商用サービス開始。50Mbps – 1Gbpsの高速化で画像・動
画対応可

5G 第５世代移動通信システム。10Gbps以上の超高速化・大容量通信、1msの低遅延、高密度多同
時接続。AI (Artificial Intelligence 人工知能）, VR (Virtual Reality 仮想現実）、IOT (Internet of 
Things 物のインターネット化)の融合。2020年実用化目標。情報・生活・交通・物流・商業・医療・

農業・工業・娯楽等のあらゆる分野で、瞬時でインターネット経由での情報伝達により、社会の仕
組みが革新的に一変すると言われている。スマートシティー。第4次産業革命
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スマホについて

2）携帯電話の進化の歴史・将来

IoT (Internet of Things)
身の回りのあらゆる物にセンサーと通信機能

を持たせ、それらの情報をインターネット経由

で瞬時に転送・処理し、活用

生活・消費・安全・防災・自動運転・物流・交

通・遠隔治療・農業・製造工場管理・エンター

テイメント etc の革新的進化を目指す

第４次産業革命
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スマホについて

第一次産業革命 1700年代後半～1800年代前半。イギリスを中心に、蒸気機関を動力
とした機械化

第二次産業革命 1800年代後半。アメリカ・ドイツでの電力を用いた工場での大量生産

第三次産業革命 1900年代後半。コンピューターを用いて、機械の自動化

第四次産業革命 2000年代前半。AI（人口知能）とIoT（Internet of Things – 物のイン
ターネット）による世の中の産業構造の改革
（自動運転、遠隔操作）
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スマホについて

3）スマホで何が出来るか

電話

連絡先の登録

（固定・携帯電話番号・メールアド

レス・住所)

テキストメッセージ

(Messages, LINE, Whatsapp)
エアプレーンモード・WiFi・Mobile 
data・Bluetooth・言語・キーボード

等の設定

メール

カメラ（静止画・動画）
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スマホについて

3）スマホで何が出来るか

Safari - Appleのインターネット

ブラウザー

第三者が開発したApplication 
のダウンロード

カレンダー・予定表 電子書籍・書類の保存・閲覧

世界中の天気予報

地図、ナビゲーション
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スマホについて

3）スマホで何が出来るか

フライトの予約

世界中のホテルの予約

無料動画の視聴 ラジオ

新聞

テレビ
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スマホについて

3）スマホで何が出来るか

アップルペイ

(クレジットカード・デビットカード

での支払い）

インターネットバンキング

インターネットショッピング SNS (Facebook, Twitter, 
Instagram) への投稿・視聴

QR Codeの読み取り

プリンターへの印刷
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スマホについて

3）スマホで何が出来るか

デリバリーの注文

Uber （タクシー）の注文

電車の時間の確認・チケット

の購入

辞書

翻訳アプリ

等々、スマホのアプリは有償・無償を
含めて多数あり
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スマホについて

4）スマホの種類（OS）
オペレーティングシステム

開発会社
リリース年

Apple
2007年

Google
2008年

スマホ・タブロイド機種 Apple iPhone/iPad Samsung, Huawei, Sony
Google, Motorola, Nokia etc

グローバル＆UK マーケットシェア 15-16% / 50% 80% / 50%

価格 高い 安い

安全・安定性 セキュリティが高い セキュリティが低い

使い方の自由度 シンプルで使いやすい 色々出来る
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スマホについて

4）スマホの種類（OS）
オペレーティングシステム

App

Pay

Data Backup iCloud Google Drive

Cloud Data Storage

~ 5Gb         Free
~ 50Gb   ￡0.79 / month
~ 200Gb  ￡2.49 / month
~ 2Tb      ￡6.99 / month

~ 15Gb         Free
~ 100Gb    ￡1.59 / month
~ 200Gb    ￡2.49 / month
~ 2Tb        ￡7.99 / month



17

スマホについて

4）スマホの種類（OS）
オペレーティングシステム

brand
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スマホについて

5）スマホの本体価格

iPhone 8
64Gb  ￡479～

128Gb  ￡529～

iPhone XR
64Gb  ￡629～

128Gb  ￡679～

iPhone 11
64Gb       ￡729～

128Gb       ￡779～
256Gb       ￡879～

価格はApple Store の2019年10月現在の正規価格です

iPhone 11Pro/Max
64Gb    ￡1,049～

256Gb    ￡1,199～
512Gb    ￡1,399～
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スマホについて

5）スマホの本体価格・通信料金

英国の携帯電話ネットワーク
プロバイダーは、O2, EE, 
Vodafone, Threeの4社。

スマホ本体の24か月分割払い

＋

月々の通信料

スマホ本体価格を含まない

月々の定額通信料

スマホ本体価格を含まない

本人の利用に応じた

変動通信料
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スマホについて

6）スマホ同好会の活動紹介

以前は、London ChelseaのCoffee / Bakery Shopの地

下で、リアルで開催していましたが、Coronavirusの
感染拡大を受けて、2020年4月から Online で、毎週

火曜日午後1時から午後4時まで開催しています

詳しくは、以下のインターネットサイトをご覧ください

http://sumahoclub.net
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スマホについて

6）スマホ同好会の活動紹介

スマホ同好会のホームページは以下の通り

http://sumahoclub.net

http://sumahoclub.net/
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スマホについて

6）スマホ同好会の活動紹介

スマホ同好会のFacebookの
グループ専用ページ有り
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スマホについて

6）スマホ同好会の活動紹介

スマホ関連情報のみならず、Brexit・終活・認知

症・TV Lincence等々の一般情報提供もあり
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スマホについて

7）Q & A

スマホ同好会では、今更聞くのが恥ずかしい初歩的な質問も大歓迎です

どうぞ、積極的に参加して、便利なスマホを毎日の生活に活用しましょう
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