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BB フォン個別規定 新旧対照表 

（旧） （新） 

BB フォン個別規定 BB フォン個別規定 

第 1 条（適用範囲） 
２．この BB フォン個別規定は、基本規約第２条（３）に定める個別規定として BB フォンの利用条件を定めるも

のです。 

第 1 条（適用範囲） 
２．この BB フォン個別規定は、基本規約第２条（３）に定める個別規定として BB フォンの利用条件を定めるもの

です。基本規約の規定は、BB フォン個別規定に特に定めがある場合、BB フォン個別規定と矛盾する場合、その他特

に BB フォン個別規定が適用を排除していると解される場合を除き、BB フォン個別規定とともに適用されます。 

第２条（定義） 
（１）「BB フォン」とは、会員の電話機等から入力された音声等をデジタル化して、通話を行えるサービスおよ

びこれに附帯するオプションサービスの総称をいいます。 

第２条（定義） 
（１）「BB フォン」とは、会員の電話機等から入力された音声等をデジタル信号に変換し、デジタル信号をサー

ビス会員回線を通じて伝送することにより、通話を行えるサービスおよびこれに附帯するオプションサー

ビスの総称をいいます。 
（５）「接続機器」とは、BB フォンを利用するために必要な接続機器として当社が指定するモデム、アダプタ等

の機器をいいます。なお、BB フォン会員が接続機器をレンタルする場合は、当社が別途定める「接続機器レン

タル個別規定」の条件に従うものとします。 

（５）「接続機器」とは、BB フォンを利用するために必要な接続機器として当社が指定するモデム、アダプタ等

の機器をいいます。なお、BB フォン会員が接続機器をレンタルする場合は、当社が別途定める「接続機

器レンタル個別規定」の条件に従うものとします。 

（６）「電話機等」とは、BB フォン会員が接続機器に接続して使用する電話端末機、FAX 機器をいいます。 
 

（６）「電話機等」とは、BB フォン会員が接続機器に接続して使用する電話端末機、FAX 機器のみをいい、構内

交換設備、ボタン電話装置など回線を分岐・媒介するための機器を除きます。 

（９）「利用者回線」とは、協定事業者等の電話サービス契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と BB フォン

利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいい、BB フォン利用契約の申込者

が指定する加入電話契約に係るものをいいます。 

（９）「利用者回線」とは、特定協定事業者等の電話サービス契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と BB フ

ォン利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいい、BB フォン利用契約の申

込者が指定する加入電話契約に係るものをいいます。 

（１０）「契約者回線」とは、協定事業者等の専用サービス契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と契約の BB
フォン利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。 

（１０）「契約者回線」とは、特定協定事業者等の専用サービス契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と契約

の BB フォン利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。 

第５条（BB フォン利用契約の成立） 
１．BB フォン利用契約は、基本規約第３条に従い申込者により BB フォンの申込がなされ、かつ協定事業者等およ

び当社が当該申し込みを承諾することを条件として、次の各号のうちいずれか早い日に成立するものとします。

（２）当社所定の方法により、サービス会員回線に係る終端の場所における BB フォンの開通を当社が確認した

とき 

第５条（BB フォン利用契約の成立） 
１．BB フォン利用契約は、基本規約第３条に従い申込者により BB フォンの申込がなされ、かつ協定事業者等およ

び当社が当該申し込みを承諾することを条件として、次の各号のうちいずれか早い日に成立するものとします。

（２）当社所定の方法により、サービス会員回線に係る終端の場所における BB フォンの利用を当社が確認した

とき 
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第６条の４（会員の義務） 
１．BB フォン会員は BB フォンの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。 

（１）他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。 
（２）他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある

行為。 
（３）他者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。 
（４）他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、また

は公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。 
（５）犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。 
（６）事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。 
（７）ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれ

を勧誘する行為。 
（８）選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。 
（９）本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしくは他の会社の公開されてい

ない情報を収集する行為。 
（１０）自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったりまた

は他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする行為。故意過失に基づき誤認した場合も含みま

す。 
（１１）本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。 
（１２）その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。 
（１３）多数の不完了呼（BB フォン会員の通信が、着信先の応答前に終了するものをいいます。以下同じとし

ます｡）を発生させる行為。 
（１４）通話を保留したまま放置し、または BB フォンあるいは BB フォンのオプションサービスを利用して多

数の通信を行う等、通信の伝送交換に妨害を与える、または妨害を与えるおそれがある行為。 
（１５）BB フォンを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為。 
（１６）BB フォンを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供

する行為。 
（１７）その他、当社が不適切と判断する行為。 

２．会員は、ＢＢフォンの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一ＢＢフォンの利用に関

連し他の会員または第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して当該会員または第三者から何らかの

請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決

するものとし、当社を一切免責するものとします。 
 

削除 
※一部を第 15 条の 2（会員の義務）に記載 

 第 4 章 サービスの提供 

第１４条（BB フォンの提供範囲） 
１．当社は、BB フォン利用契約を締結した会員に対し、BB フォンを提供するものとします。但し、BB フォン会

員は BB フォンが利用できない種類の電話機等があることをあらかじめ了承するものとします。 

第１４条（BB フォンの提供範囲） 
１．当社は、BB フォン利用契約を締結した会員に対し、BB フォンを提供するものとします。但し、本サービスは、

接続機器に電話機等を直接接続して利用するものとし、それ以外の利用方法については保証しないものとしま

す。 

５．BB フォンの利用対象となる通話以外の通話については、各サービス区分において次の各号の定めに従うものと

します。 
（１）利用者回線型 

BB フォンの利用対象となる通話以外の別途記載する通話については、接続機器により自動的に BB フォン

会員が加入している他の電気通信事業者の提供する通話サービスが利用されます。この通話サービスの利用に

ついては当該電気通信事業者の定めるところによるものとし、本規定は適用されないものとします。 

５．BB フォンの利用対象となる通話以外の通話については、各サービス区分において次の各号の定めに従うものと

します。 
（１）利用者回線型 

BB フォンの対象外の通話（※）については、お客様の接続機器の接続状況に応じて、他の電気通信事業者

の提供する通話サービスが利用されます。この通話サービスの利用については当該電気通信事業者の定める

ところによるものとし、本規定は適用されないものとします。 
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（２）契約者回線型 
契約者回線型は契約者回線を設置して提供するサービスであることに鑑み、BB フォンの利用対象となる通

話以外の別途記載する通話は一切できないものとします。 
※ BB フ ォ ン 提 供 外 と な る 通 話 開 始 番 号 に つ き ま し て は 、 当 社 Web ペ ー ジ

（http://sbs.softbank.jp/bbphone/attention.html）などにてご確認いただけます。 

（２）契約者回線型 
契約者回線型は契約者回線を設置して提供するサービスであることに鑑み、本サービスの対象外の通話（※）

は一切できないものとします。 
※ BB フ ォ ン 提 供 外 と な る 通 話 開 始 番 号 に つ き ま し て は 、 当 社 Web ペ ー ジ

（http://sbs.softbank.jp/bbphone/attention.html）などにてご確認いただけます。 

第４章 BB フォン会員の責務等 第５章 BB フォン会員の責務等 

 

第１５条の２（会員の義務） 
BB フォン会員は、BB フォンの利用にあたって、基本規約第１８条第１項に定めるほか、以下の行為を行ってはな

らないものとします。 
（１）犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。 
（２）多数の不完了呼（BB フォン会員の通信が、着信先の応答前に終了するものをいいます。以下同じとしま

す｡）を発生させる行為。 
（３）BB フォンあるいは BB フォンのオプションサービスを利用して多数の通信を行う等、通信の伝送交換に

妨害を与える、または妨害を与えるおそれがある行為。 
（４）BB フォンを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為。 
（５）BB フォンを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供す

る行為。 
（６）合理的必要がないにもかかわらず、通話を保留にしたまま長時間放置する行為。 
（７）接続機器の RＪ11 モジュラージャックに、電話機等以外の機器を接続する行為。接続機器の RＪ11 モジ

ュラージャックに電話機等を接続する際に、電話機以外の機器を仲介させる行為 
（８）その他、当社が不適切と判断する行為。 

第５章 利用料金等の支払 第６章 利用料金等の支払 

第１７条（利用料金の計算方法） 第１７条（利用料金の計算方法） 

 
３．通話料の計算については、次のとおりとします。 

（５）BB フォン会員が BB フォン利用契約終了後に BB フォンを利用した場合、BB フォン会員は当該利用に

係る通話料相当額を支払うものとします。 
 第７章 BB フォンの利用停止等 

 

第１７条の２（本サービスの中止・停止等） 
１．当社または協定事業者等が提供する電気通信サービスにおいて回線が著しく輻輳する等の支障が生じた場合、

本サービスによる通話が途切れ、または遅延する等、本サービスの正常な利用ができなくなることがあることを

会員は予め了承するものとします。 

 
２．当社は、基本規約第１９条第１項各号に定める場合のほか、接続機器に障害が生じもしくは生じるおそれがあ

る場合は、会員に事前に通知することなく、また何ら責任を負うことなく本サービスの全部または一部の利用を

中止または一時停止をすることができるものとします。 

 

第１７条の３（利用停止）  
１．当社は、BB フォン会員が次の各号のいずれかに該当するときは、BB フォンの全部または一部の利用を停止す

ることがあります。その場合、当社はあらかじめそのことを当社の定める方法で会員に通知するものとします。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではないものとします。 
（１）第１５条の２その他 BB フォン個別規定の規定に違反したとき。 
（２）BB フォンの利用契約成立後 BB フォン個別規定第５条第２項各号に該当する事由の存在が判明したとき。

（３）当該月における BB フォンの利用料金等が 30,000 円を超過し、かつ従前の利用状況および支払状況等か

ら､利用料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断したとき。 
（４）その他、BB フォン利用が適切ではないと当社が判断したとき。 
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２．前項（３）号により当社が利用停止した場合、BB フォン個別規定等における支払時期および支払方法の定めに

かかわらず、当社は、当該月の停止時点までの料金等を，当社の定める方法で BB フォン会員に請求することが

できます。当社の請求に対して、BB フォン会員が支払をした場合は、当社はその利用停止を解除します。 

 ３．当社は、第１５条の２第１項（６）号に規定する長時間放置された通話と疑われる通話を検知した場合は、当

該通話を一旦切ることがあります。 
第６章 雑則 第８章 雑則 
第２１条の２（通信の秘密） 
３．特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第４条に基づく開示請求の

要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で守秘義務を負わないものとします。 

第２１条の２（通信の秘密） 
３．特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第４条に基づく開示請求

の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で守秘義務を負わないものとします。 

４．生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合には、当社は、当該保護のために必要な範囲で

本条第１項の守秘義務を負わないものとします。 
４．生命、身体または財産の保護のために必要があると判断した場合には、当社は、当該保護のために必要な範囲

で本条第１項の守秘義務を負わないものとします。 

５．BB フォン会員による BB フォンの利用にかかる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、

当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は提携先等に開示することができ、その限りにおい

て守秘義務を負わないものとします。 

５．BB フォン会員による BB フォンの利用にかかる債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には、

当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関または提携先等に開示することができ、その限りにお

いて守秘義務を負わないものとします。 
第７章 有償オプションサービス 第９章 有償オプションサービス 
第２６条（有償オプションサービスの利用料金） 
４．BB フォン会員は、利用契約期間中に有償オプションサービスを利用することができない状態が生じた

場合であっても、期間中の利用料金の全額を支払うものとします。但し、本規約に別段の定めがある場

合はこの限りではありません。 

第２６条（有償オプションサービスの利用料金） 
４．BB フォン会員は、利用契約期間中に有償オプションサービスを利用することができない状態が生じた

場合であっても、期間中の利用料金の全額を支払うものとします。但し、BB フォン個別規定に別段の

定めがある場合はこの限りではありません。 
※第７章の２（第２８条乃至第３２条）削除（２００６年４月１日）  ※第９章の２（第２８条乃至第３２条）削除（２００６年４月１日） 
第７章の 3 転送電話サービス  第９章の 3 転送電話サービス  
第８章 電話番号案内 第１０章 電話番号案内 

第９章 ホワイトコール 24 第１１章 ホワイトコール 24 

第４４条（定義） 
２．「ホワイトコール 24 利用契約」とは、ホワイトコール 24 を利用するための本規約に基づく契約をいいます。

第４４条（定義） 
２．「ホワイトコール 24 利用契約」とは、ホワイトコール 24 を利用するための BB フォン個別規定に基づく契約

をいいます。 
第４９条（ホワイトコール 24 の終了等） 
７．BB フォン会員のホワイトコール 24 の利用状況が不適切であると当社が合理的に判断した場合には、事前の告

知なく、ホワイトコール 24 の利用を停止または終了する場合があります。 

第４９条（ホワイトコール 24 の終了等） 
７．第１７条の３第１項および第２項並びに基本規約第２０条第１項および第３項をホワイトコール 24 の利用停止

に準用し、基本規約第２４条１項乃至第３項をホワイトコール 24 の解除に準用します。 
 


