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論文

1　検討の背景

　本稿は我が国の通信市場のうち、携帯電話（ス

マートフォンを含む、以下同じ）を新規に契約す

る際の選択理由を実証分析によって推定して、携

帯電話市場の今後の発展について展望することを

目的としている。

　iPhoneに代表されるようなスマートフォンの

登場と普及・浸透により、従来のパソコン（PC）

の処理能力に匹敵する携帯端末が低廉なブロード

バンド通信と結びつくこととなり、携帯端末の利

用シーンは拡大し、さらにeコマースや各種のビ

ジネスもスマートフォンを中心に発展するように

なった。総務省（2015）によると、スマートフォ

ンは全世帯の64%以上の世帯で保有されている。

世代別には世帯主が20歳代で94.5%、30歳代で

92.4%、40歳代で83.8%、50歳代で75.0%となっ

ており、スマートフォンが我が国の国民に普及・

浸透していることがわかる。

　そのような現状認識のもとに、本稿では「我が

国の一般個人消費者がスマートフォンを含む携帯

電話を新規に購入する際の決定要因は、①携帯電

話端末の魅力度、②初期費用、③携帯電話会社が

提供するサービスの数、④販売スタッフの勧奨の
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有無、⑤通信品質と通信エリアの優劣にあり、か

つ世帯収入別に効用値が異なる」という仮説をた

て、2015年に蓄積したアンケート・データをも

とに実証分析を行う。

　一方で、我が国の携帯電話の市場では多種多様

なサービスが提供されているが、多くの人はすべ

ての事業者のすべてのサービスを利用した経験や

完全な知見があるわけではない。したがって、一

般個人消費者が実際に利用しているサービスをデー

タとする顕示選好法（RP：Revealed�Preferences）

によって、個人の選好を計測するのは困難である。

そのため、表明選好法（SP：Stated�Preferences）

であるコンジョイント分析（Conjoint�analysis）を用

いて、携帯電話市場の需要分析を行いたい。

　情報通信分野の需要動向を表明選好法で分析し

たものとして、我が国では、依田・堀口（2006）が

需要側のSPデータを用い、同じ母集団をFTTHが

利用可能な（加入可能な区域に住む）グループと、

利用不可能なグループに分けて、コンジョイント分

析を行っている。分析の結果、FTTH利用不可能

なグループの方が、通信速度に対してより高い支

払意思額（WTP：Willingness�To�Pay）を持つと

結論づけている。また、Ida�and�Kuroda（2006）

はDSLとFTTH市場の関係について論じてい

る。実積（2013）はネットワークの中立性の観点

から実証的に、固定網と携帯電話網の通信品質

（QoS：Quality�of�Service）に対するWTPを計測

している。

　また、Nakamura（2010）は仮想的に垂直統合さ

れていない携帯電話市場を想定した場合に、①携

帯電話端末の互換性、②コンテンツの互換性、③

メールアドレスの可搬性（ポータビリティ）が消

費者のスイッチングコストを減少させると論じて

いる。さらにNakamura（2015）はSPデータによ

り固定ブロードバンド通信（FTTH等）と移動体

通信（LTE等）の代替性を検証し、①テザリン

グ、②通信品質（QoS）、③セキュリティが確保

されれば移動体通信は固定ブロードバンドの代替

になり得ると結論づけている。

　海外では、Madden�and�Simpson（1997）、Savage�

and�Waldman（2005）がある。また、コンジョイン

ト分析を用いたICTの需要分析では、Zubey�et.�

al（2002）がIP電話の需要動向を分析している。

Rhee�and�Park（2011）は韓国の電気通信におけ

る固定網と移動体通信網の代替性について、料

金、可搬性などの点から分析した。また、Tripathi�

図1　スマートフォンの保有状況

出所：総務省（2015）より作成
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and�Siddiqui（2010）がインドの携帯電話市場の需

要選好について、接続性、料金形態、カスタマ

サービスなどの水準から実証分析を行っているな

ど、海外では一般的に分析が行われている。

　以上のように携帯電話に関する実証的な先行研

究は多数存在するが、我が国の一般個人消費者が

新規に携帯電話を購入する際の決定要因を詳細に

実証研究し、かつ世帯収入との関係に言及した分

析はいまだ見当たらないため、本稿ではその点に

絞って計量経済学的に分析する。

　本稿の結論は3つある。第一に、端末の魅力度

が上がること、サービス数が増えること、販売店

スタッフの勧奨があること、通信品質・エリアが

優れていることによって携帯電話サービスの需要

は高まることである。第二に、携帯電話サービス

を構成するそれぞれの属性に対する効用値は大き

く異なっていることである。第三にそれら各属性

に対する効用値を世帯収入別に見ると、特に端末

の魅力度、初期費用、販売店スタッフの勧奨、通

信品質・エリアは世帯収入との関連性が認められ

ることである。

2　推定モデル

2-1　概要

　データから価値を推定するためには、条件付き

ロジット・モデル（Conditional�Logit：CL）と呼

ばれる離散選択モデルを用いるが、対数尤度関数

（Log-likelihood�Function）と呼ばれる関数を最大

化する必要があるため、CLに対応する特殊な統

計アプリケーションを用いるか、自分でプログラ

ミングを行う必要がある。本稿では栗山・柘植・

庄子（2013）にある手法を採用した。

　コンジョイント分析は、複数の選択肢集合に対

する選好を回答者に繰り返し尋ねることで、評価

対象を構成する属性ごとにその価値を評価するこ

とが可能であり、プロファイルと回答結果の関係

を統計的に推定することで、属性単位の価値を評

価できる。コンジョイント分析では財を様々な属

性の束（プロファイル）から成り立っていると見

なす。

　コンジョイント分析は、まず評価対象を構成す

る属性を決定する。また、各属性にはいくつかの

水準が設けられる。属性と水準が決まったら、各

属性の組み合わせでプロファイルと呼ばれるカー

ドを作成する。ここではプロファイルは消費者に

提供される通信サービスに相当する。プロファイ

ル・デザインでは一般に直交配列表を用いる。

　コンジョイント分析は、CLを用いて推定を行

う。CLは最も基本的な離散選択モデルである

（Train,�2009,�Ch.3）。離散選択モデルは効用理論

に基づくものであり、消費者行動の様々な側面を

分析することが可能である。

　CLでは選択者が観察できない（unobserved）誤差

項が独立で同一に分布する極値分布（independently,�

identically�distributed（IID）,�extreme�value（EV））

であると仮定する。

　選択者nが選択肢jを選択するとき、観察できな

い誤差項の密度関数（density�for�each�unobserved�

component�of�utility）と 分 布 関 数（cumulative�

distribution）は次のようになる。

f（εnj）＝e−εnje−e−εnj�

（1）

F（εnj）＝e−e−εnj�

（2）

　2つ のEVは ロ ジ ス ティ ッ ク 分 布（logistic�

distribution）によって与えられる。すなわち、εnj

とεniがIIDのEVであるならば、EV分布の差ε*nji

＝εnj−εniはロジスティック分布である、

F（ε*nji）＝� （3）eε*nji

1＋eε*nji
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　に従う。そのため、CLの選択確率は、次のよ

うに書ける（Train,�2009,�pp.34-36）。

Pni＝� （4）

　すなわち、分子は選んだ選択肢から得られる効

用、分母は選択肢それぞれから得られる効用の合

計である。

2-2　属性と水準の決定

　本調査では、スマートフォンを含む我が国の携

帯電話を分析の対象とし、属性と水準を表1のよ

うに決定した。これらの属性はNTTドコモ�モバ

イル社会研究所（2014、p.52）の「ケータイを買

い替えたきっかけ」及び「ケータイ買い替え時に

重視する点」の中から、上位のものを選択したも

のである。求めるパラメータは次のように定義す

る。

　CHARGE�：月額費用（単位：千円）

　DEVICE� ：端末の魅力

　INITIAL�：初期費用（単位：万円）

　SERVICE�：利用できるサービス数

　STAFF� ：販売スタッフの勧奨（ダミー変数）

　QUALITY�：通信品質とエリア

eVni

∑jeVnj

　月額費用（CHARGE）は、基本的には毎月の携

帯電話の支払額であり、事業者によってはパケッ

ト代金を含んだり、含まなかったりしている。水

準の決定には現実に提供されている携帯電話サー

ビスの中から、代表的なものを選択した。具体的

には、月額934円はau（LTEプラン（V）・LTE

プラン）とSB（ホワイトプラン）の旧プランの基

本料、月額1,680円はUQモバイルのデータ+音

声プラン（パケット3GB／月含む）、月額2,700円

はNTTドコモ（カケホーダイ）、au（カケホとデ

ジラ）、ソフトバンク（スマ放題）のスマホ向け音

声定額、月額3,980円はワイモバイルの基本料

（パケット1GB／月含む）からそれぞれ採用した。

　端末の魅力（DEVICE）は回答者の主観である

が、端末である電話機の良しあしのことであり、

回答者が回答しやすいように実際に商品を見て、

魅力がある、普通、魅力がない、の3段階として

例示した。携帯電話会社が提供し利用できるサー

ビス数（SERVICE）は具体的にはメール、留守

番電話、動画視聴、端末補償などを例示し、多

い、普通、少ない、の3段階とした。また、同様

に通信品質と通信エリアの優劣（QUALITY）に

ついては回答者の主観であり、優れている、普

通、劣る、の3段階とした。

　初期費用（INITIAL）には、通常は端末代金と

手数料等を含むが、携帯電話会社ではなく、量販

店を含む代理店が最終的な価格を決定するため、

地域や販売チャネル、店舗ごとに異なっている。

表1　属性と水準

水準属性

CHARGE：月額費用（単位：千円） 0（1） 0.934(2）1.680（3）2.700（4） 3.980（5）

DEVICE：端末の魅力 ない（1） 普通（2） ある（3）

INITIAL：初期費用（単位：万円） 0（1） 1（2） 3（3） 5（4） 7（5） 

SERVICE：利用できるサービス数 少ない（1） 普通（2） 多い（3）

STAFF：販売スタッフの勧奨 ない（0） ある（1）

QUALITY：通信品質とエリア 劣る（1） 普通（2） 優れている（3）
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2015年9月の時点では新規契約の場合に端末価

格が0円（無料）である場合がiPhoneを中心に存

在している一方で、スマートフォンではシェアが

2番目に高い（NTTドコモ�モバイル社会研究所、

2014、p.46）ソニー製の端末の場合は実質負担金

が3万円から7万円程度であることから、3万円

を中心に±2万円と設定した。

　販売スタッフによる勧奨の有無（STAFF）は、

量販店や販売代理店等の店舗携帯電話を新規に購

入する際に、販売スタッフからの勧奨があるか否

かであり、ダミー変数として、ある、なしの2択

とした。

2-3　�プロファイル・デザインの作成と調査
の実施

　本調査ではプロファイル・デザインを表2のよ

うに策定した。

　1人に対して25の異なる質問を行う。1つの質

問には4つの選択肢（プロファイル）があり、質

問ごとに最も好ましいプロファイルを選択しても

らう。具体的には次のような質問をした。

　これからの質問は、以下の前提でお考えくだ

さい。

・�あなたは、ご自身で使うための新しい携帯電

話の購入を検討しています。

・�あなたが携帯電話を購入するためにお店には

4つの商品案があります。

・�あなたは、表示された案のうち、必ずどれか

1つの商品案を選ぶ必要があります。

　なお、異なる4つの商品案が表示される質問

が、合計25回繰り返して表示されます。質問

に表示される商品案は毎回異なります。

　

◆各属性の補足説明

◦端末の魅力度合い：あなたが実際の商品を

見てお感じになった魅力度としてお考えく

ださい。

◦利用できるサービスの多さ：メールサービ

ス／留守番電話サービス／動画視聴／端末

補償など、携帯会社が提供するサービス全

般において、あなたがお感じになったサー

ビスの多さについての印象が表示されてい

るものとしてお考えください。

◦通話・通信品質、エリアの広さ：あなたが

お感じになった印象が表示されているもの

としてお考えください。

質問1　次のような料金プランの携帯電話が発

売されていた場合、あなたはどれを最も購入し

たいですか。（1つだけ）

1．商品P�

2．商品Q�

3．商品R�

4．商品S�

表2　質問票の一部

商品P 商品Q 商品R 商品S
特徴1　月額費用（円） 3,980 934 1,680 2,700
特徴2　端末の魅力度合い ある ふつう ある ふつう
特徴3　初期費用（円） 30,000 50,000 10,000 30,000
特徴4　利用できるサービスの多さ ふつう 少ない 多い 多い
特徴5　販売店スタッフの勧め ない ある ある ない
特徴6　通話・通信品質、エリアの広さ 優れている 優れている 優れている ふつう
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　6属性・5水準の直交計画法により、25の質問

を作成し、順序バイアスを回避するために25の

質問をランダマイズして3,000人から有効な回答

を得た。したがって、データの総数は25×3,000

＝7万5,000となる。

　調査方法には、電話調査、郵送調査、面接調

査、インターネットを利用したWeb調査などが

ある。コンジョイント分析では複雑なプロファイ

ルを回答者に提示する必要があるので電話調査で

は困難である。郵送調査ではコンジョイント分析

の質問が複雑であり回答に時間を要するため、回

収率が低くなる恐れがあった。面接調査の回収率

は高いが、調査費用が高額となる。

　そのため、インターネット調査会社に業務委託

する方法を選択し、同社にモニター登録している

会員約118万人から15歳以上の男女を対象に、

平成22年度の国勢調査結果に合わせて、性別、

年代（5歳刻み・12階級）、地域区分（9ブロック）

による計216セグメントごとに分けて必要な回答

者数を割り当ててから、Web調査として実施し

た。調査概要は補論として別に示した。

3　推定結果

3-1　需要者全体の推定結果

　表3に本調査における、潜在的需要者全体に関

する推定結果を示す。

　本稿での推定式には回答者が実際に利用してい

る携帯電話会社を示すダミー変数を含んでいな

い。これは、別の質問で利用している携帯電話会

社を問うており、それぞれをサブグループとした

場合に標本数が十分に大きいことから、全体と利

用している携帯電話会社ごとのサブグループとの

比較が可能であることと、コンジョイント分析の

計算が6属性を超えると推計が困難になることか

らである。

　係数は各属性変数の推定された値である。

MWTPの単位は1,000円であり、CHARGEの単

位は1万円である。係数を見ると、CHARGEと

INITIALの符号はマイナスなので月額費用と初

期費用が高くなると、それぞれ回答者の効用が低

下して、その選択肢を選択する確率が低下するこ

とを示している。

　一方で、DEVICE、SERVICE、QUALITYの

3つの係数は正なので、それぞれの属性の水準が

上がると、回答者の効用も増加することを示して

おり、この3つの推計値はいずれも合理的で整合

的な推定結果となっている。

表3　需要者全体の推定結果

係数 ｔ値 ｐ値 限界支払意志額 (MWTP)
CHARGE − 0.6417 −157.8166 0.0000
DEVICE 0.2044 28.3741 0.0000 DEVICE 0.3185
INITIAL − 0.3798 −154.5062 0.0000 INITIAL −0.5918
SERIVCE 0.2377 32.9676 0.0000 SERIVCE 0.3705
STAFF 0.2203 17.8923 0.0000 STAFF 0.3433
QUALITY 0.9510 128.5749 0.0000 QUALITY 1.4820

n 75,000
対数尤度 −98495.6
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　次に、STAFF�の推定値を見ると係数は正であ

り、ダミー変数として、ありを1、なしを0とし

たことから、販売スタッフによる勧奨がある方が

需要側の効用が上昇すると推定される。

　t値はいずれも17.8以上と高く、有意水準を示

すp値はいずれも1%水準で有意であった。

　プール・データの中には、すべての質問におい

てある1つの選択肢のみを選択する、非相補型と

呼ばれる回答が少数見られた。これは、属性間の

代替性が考慮されず、ある属性だけを見て決めて

しまうものである。

3-2　限界支払意思額と代替案の評価

　 限 界 支 払 意 思 額（Marginal�Willingness�To�

Pay：MWTP）は、各属性が1単位増加したとき

の支払意思額に相当し、需要側である一般個人消

費者が携帯電話サービスのどの機能や性能等を高

く評価しているかを検証するものである。MWTP

は各属性の推定した係数を貨幣属性（本稿では基

本料金）の係数で除すことで求められる。本調査

の 場 合、 月 額 費 用 の 単 位 が1,000円 な の で、

MWTPも1,000円 単 位 と な る。 初 期 費 用

（INITIAL）も貨幣属性であるが、携帯電話は継続

して利用するものであるため、本稿では月額費用

を貨幣属性として採用した。ただし、販売スタッ

フの勧奨の有無（STAFF）は、ダミー変数である。

　端末の魅力（DEVICE）が1段階上がって良く

なることに対する限界支払意志額は月額費用に換

算すると318.4円である。

　初期費用（INITIAL）の単位は本稿では1万円で

あり、端 末 価格が1万円上がるとMWTPは−

0.5918下がるので、他の変数を一定にしたままあ

る選択肢（携帯電話サービス）の効用値を同じに保

とうとすると、基本料金を591.8円下げることに

相当する。1万円÷591.8円／月＝16.9カ月なの

で、16.9カ月以上同じ端末を使う人にとっては月

額料金を下げた方が効用が上がり、それ以下の期

間しか使わずに買い替える人にとっては初期費用

を下げた方が効用が上がるということである。

　サービスの数（SERVICE）の多寡については、

ひとつ段階が上がることに対して、月額費用に換

算して370.4円であると推定される。

　販売店スタッフの勧めの有無（STAFF）につい

ては、基本料金で計算すると343.3円であるの

で、販売店スタッフの勧めがあれば月343.3円余

計に支払ってもよいと感じていると考えられる。

　最後に通信品質と通信エリアの優劣（QLY＋

AREA）であるが、回答者の主観ではあるが1段

階良くなることに対して1,481.9円／月余計に支

払ってもよいと感じていることになり、この面で

の改善・改良は相当程度のインパクトがあると考

えられる。

　このように、コンジョイント分析を用いると、

評価対象を属性単位で評価することができるが、

回答者のその他の属性（性別・年齢・居住地）な

どにもバイアスやランダム誤差項が含まれている

可能性があり、短所として指摘されている。

3-3　世帯収入と消費者便益の推定

　次に、回答者の世帯収入と消費者便益との関係

を考察する。本稿のアンケート回答者の年間世帯

収 入 を1～200万 円、200～400万 円、400～600

万円、600～800万円、800～1,000万円、1,000～

1,500万円の6つの階級に分類して、階級ごとに

携帯電話を新規に購入する際の属性ごとの効用値

と限界支払意志額を推定する。

　まず、所得水準の変化の効果であるが、係数の

推移を見ると図2のようになる。この分析から言

えることは、所得水準にかかわらず、各要素の差

は安定しているということである。すなわち、所

得水準による差よりも項目別（属性別）の差の方

が圧倒的に大きいことがわかる。
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　次に、回答者の年間世帯収入によって、それぞ

れの属性に対する効用の推定値は異なっているた

め、次にこれを詳細に示す。

　属性「DEVICE」、すなわち携帯電話機そのも

のの魅力度に関する推定値については、年間世帯

収入の上昇とともに上昇するが、年間世帯年収

600～800万円をピークにおおむね減少に転じて

いる。この解釈としては、後述する「QLY＋

AREA」と合わせて考えると、業務や家族・友

人・知人などとの連絡等において最もよく通信を

行う層が年間世帯収入600～800万円であり、そ

のためにかなりの長時間もしくは頻度で利用する

携帯電話端末の主観的な魅力の上昇に対する効用

値が最大になるのではないかと推測される。

図2　係数の推移

図3　属性「DEVICE」の年間世帯収入別の推定結果
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　属性「INITIAL」、すなわち携帯電話を購入す

る際の初期費用に関する推定値については、ほぼ

年間世帯収入の伸びとともに上昇しているため、

年間世帯収入が少ないほど効用の減少がより大き

く、年間世帯収入が多いほど効用の減少がより少

ないということを示しており、一般的な効用関数

とほぼ同様の結果が出ていることから推定結果は

整合的であると考えられる。

　属性「SERVICE」、すなわち携帯電話を使って

利用できるサービスの数に関する推定値について

は、年間世帯収入との関係はあまり見られず、最

大の差であっても0.0336と、ほぼ一定している。

したがって、利用できるサービスの数については

世帯年収にかかわらずほぼ同じ効用値であると考

えられる。

図4　属性「INITIAL」の年間世帯収入別の推定結果

図5　属性「SERVICE」の年間世帯収入別の推定結果
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　属性「STAFF」、すなわち携帯電話機を購入す

る際の販売スタッフの勧奨の有無（ダミー変数）

の推定値については、年間世帯収入400～600万

円まではわずかに上昇するが、それ以上の階級で

は減少に転じ、1,000～1,500万円の世帯で最低値

をとる。この解釈としては、携帯電話の機能や性

能に対する知識がある層が階級とともに増加する

と考えられることと、人的なサービスを望まない

いわゆる機械選好の度合いが年間世帯収入600～

800万円以上では上昇するといったことが考えら

れる。また、線形でなく600万円を超えると効果

が現れることから、学歴等の関係も考えられる。

　属性「QLY＋AREA」、すなわち通信品質と通

信エリアの推定値については、年間世帯収入の上

昇とともに2次関数的に上昇するが、年間世帯収

入600～800万円をピークに減少に転じ、1,000～

1,500万円の世帯では1～200万円の世帯と同じ程

度まで減少するという弧を描いている。この解釈

としては、600～800万円の世帯では業務等で最

も通信を頻繁に行うため、通信品質や通信エリア

がよりよくなることに対する効用が最大になる

が、その前後の階級になると、それほど頻繁に通

図6　属性「STAFF」の年間世帯収入別の推定結果

図7　属性「QLY＋ AREA」の年間世帯収入別の推定結果
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信を行わなくなったり、あるいはそれほど広範囲

で通信を行わなくなったりするため、通信品質や

通信エリアの向上による効用が減少するものと推

測される。また、高所得者は通話品質やエリアが

問題になるような場所で生活や仕事をしていない

という仮説も考えられる。

4　まとめと課題

　本稿での携帯電話サービスの需要分析について

理論的な解釈をまとめる。

（1）�コンジョイント分析による推計から、①端末

の魅力度が上がること、②利用できるサービ

スの数が増えること、③販売店スタッフの勧

めがあること、④通信品質・エリアが優れて

いることによって、潜在的な需要者の携帯電

話サービスに対する効用は高まることが判明

した。

（2）�潜在的な携帯電話の需要者は、①端末の魅力

度、②初期費用、③利用できるサービスの

数、④販売店スタッフの勧めを行うこと、⑤

通信品質・エリアの優劣から新たに契約する

携帯電話サービスを選択していると考えら

れ、その効用値は属性ごとに大きく異なる。

特に、通話品質とエリアの広さがもたらす効

用が、サービスの数、端末の魅力、スタッフ

の勧奨の有無の約5倍と圧倒的に大きい。ま

た、利用できるサービス数と端末の魅力の効

用が、販売店での勧奨と同程度であることも

新たに得られた知見である。

　

（3）�世帯収入の階層ごとに各属性に対する効用値

が大きく異なっていることが判明した。特に

①端末の魅力度、②初期費用、③販売店ス

タッフの勧奨の有無、④通信品質・エリアは

世帯収入との関連性が観測された。あわせ

て、通信エリア・品質が所得に対して逆U字

型となったことは興味深い。また、スタッフ

の勧奨の効果は線形ではなく、600万円を超

えると弱くなっている。

　

　2016年現在のところは既存の通信網等と並存

しながらも、いずれは固定電話網、データ網等を

包含していくと考えられる携帯電話の普及と成熟

は、既存網にもインパクトを与えながら、通信市

場の構造を大きく変化させる可能性がある。した

がって、需要側である一般個人消費者の加入や利

用の決定要因に焦点を当てて検討することが、通

信事業者の競争の結果として、通信市場が近い将

来どのような市場形態に発展していくのかを分析

するために必要になると考えられる。

　

　課題としては、Webアンケートの回答者の属

性と、一般消費者の属性との間に若干の差がある

と考えられ、これを調査前に補正できなかったこ

とである。これは予備調査を行って補正すること

が可能であるので、今後の課題としたい。
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補論：アンケート調査の概要とバイアス
　利用したデータは、調査会社にWebアンケートを業務委

託することによって取得した。調査概要に関しては以下の

とおりである。

　調査会社に登録されているモニター数（潜在的な回答者）

は日本全国の男女約118万人であり、平成22年度の国勢調

査結果に合わせて、性別、年代（5歳刻み）、地域区分（9ブ

ロック）による計216セグメントごとに分けて必要な回答

者数を割り当ててから、Web調査として実施した。そのた

め、一定の一般性・客観性は確保できていると考えられ

る。モニターはインターネットに接続されていることが条

件となっているため、インターネットに接続されていない

世帯はモニターから除外されているが、総務省（2015）に

よると我が国の6歳以上のインターネットの利用者数は

2014年12月末現在で1億18万人であり、人口普及率で

82.8%である。世代別に見ると、13-19歳のインターネッ

ト 利 用 率 が97.8%、20-29歳 が99.2%、30-39歳 が97.8%、

40-49歳が96.6%、50-59歳が91.3%などとなっている一方

で、70-79歳 で は50.2%、80歳 以 上 で は21.2%（pp.369-

370）となっており、世代間格差があるが、全国調査として

標本数を3,000人（データ数7万5,000）と多くとったことか

ら実際のバイアスは少ないと考えられる。

・調査方法� ：調査会社によるWebアンケート調査

・調査地域� ：日本全国

・調査対象� ：15歳以上の男女

・標本抽出法�：�調査会社のモニターに対して、性別、年代
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（5歳刻み・12階級）、地域区分（9ブロッ

ク）の計216セグメントで日本の人口分布

（平成22年国勢調査結果）に比例してセグ

メントごとに割り付け

・調査実施日�：2015年9月21～28日

・有効回答数�：3,000人

・データ数� ：3,000人×25問＝7万5,000データ

・実施機関� ：㈱マクロミル

＊� 本稿の分析や見解は、執筆者が所属する団体等の意

見を代表するものではない。

＊＊� ㈱NTTドコモ　国際事業部
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