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高速・大容量を中心とした 
5G 移動通信市場の需要分析

Ⅰ．検討の背景

本稿はわ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。
わ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（Revealed Preferences: 
RP）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（Stated 
Preferences: SP）であるコンジョイント分析
（Conjoint analysis）を用いて、5G移動通信市場
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、わが国では、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（Quality of Service: 
QoS）に対する支払意思額（Willingness To Pay: 
WTP）を計測している。また、Nakamura（2010）
で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

2020年 9月に 1億 8522万契約に達したわが国の携帯電話市場において、新たに 5世代移動通信システム（5G）
のサービスの提供が開始された。本稿では 2020年 11月にアンケート調査を行い、需要側である一般個人消費者
の 5Gの新規加入の選好要因についてコンジョイント分析して推定した。その結果、通信エリアが広がることが
需要に影響しており、ついで機種（スマホ）代金が低下すること、月間利用可能データ量が増加すること、最大
通信速度が高まることによって、5Gの需要は高まることが推定された。また、年間世帯収入と月額データ通信
料金の効用との関連が示唆される一方で、通信エリアの効用は年間世帯収入にあまり関わらないと推定された。

髙野 直樹＊
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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。
海外のコンジョイント分析を用いた ICTの

需要分析では、Rhee and Park（2011）が韓国の
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
ている。また、Tripathi 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。

Ⅱ．推定モデル

（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
財をさまざまな属性の束（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）。離散選択モデルはラン
ダム効用理論に基づくものであり、消費者行動
のさまざま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と分布関数は次のよう
になる。

	 f ε nj( ) = e−εnj e−e− εnj 	 （1）

	 F ε nj( ) = e−e− εnj 	 （2）

2つの EVはロジスティック分布によって与
えられる。すなわち、fnjと fniが IIDの EVで
あるならば、EV分布の差 f*

nji = は fnj−fniロジ
スティック分布である、

	 	 （3）

に従う。そのため、CLの選択確率は、次のよ
うに書ける（Train 2009: 34-36）。

	 Pni =
eVni

e
j∑ Vnj 	 （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）	属性と水準の決定
本稿では、スマートフォンを含むわが国の携
帯電話を分析の対象とする。本稿では属性と水
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」および

F ε nji
*( ) = eεnji

*

1+ eεnji
*
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「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
メータを次のように定義する。

CHARGE：月額データ通信料金（単位：千円）
DATA：月間利用可能データ量（単位：GB〈ギ
ガバイト〉）
PHONE：機種（スマホ）代金（単位：千円）
SPEED：最大通信速度（単位：Mbps）
DISPLAY：端末の画面（単位：インチ）
AREA：通信エリア

月額データ通信料金（CHARGE）は、基本
的には毎月の携帯電話のデータ通信料である。
水準の決定には 2020年 10月現在で現実に事業
会社から提供されていた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 1.98千円は NTTドコモの 5G契約で各種
割引を適用し月間のデータ使用量が 1GB以下
の場合であり、au（KDDI）の 5G契約で各種
割引を適用し月間のデータ使用量が 1GB以下
の場合と同額である。5Gの契約としてはこれ
らが最安値である。同様に、月額 2.98千円は
データ使用量が 1GB超 3GB以下の場合、月額
3.98千円は月間のデータ使用量が 3GB超 5GB

以下の場合、月額 4.98千円は月間のデータ使
用量が 5GB超 7GB以下の場合である。月額
7.65千円は NTTドコモの 5G契約で各種割引

を適用せず月間のデータ使用量が無制限の場合
である。
月間利用可能データ量（DATA）の単位は

GB（ギガバイト）であり、1カ月に最高速度
のままで利用できるデータ量を示している。
1GBは NTTドコモ、au、ソフトバンクの 3社
に共通する最低限度のデータ量であり、これ以
下の月間利用可能データ量での 5G契約はな
い。3GB、5GB、7GBは 5G契約のうち、従量
制料金プランで多く用いられているデータ量の
単位である。100GBは最上位の月間データ使
用量であり、通信事業会社はデータ使い放題、
無制限などとしている。ソフトバンクは上限を
月間 50GBとしているが、YouTube等の動画と
LINEや Instagramなどの SNSの利用はデータ
使用量に含めないとしているため、事実上の月
間利用可能データ量

1
は無制限である。

機種（スマホ）代金（PHONE）は、2020年
10月現在で実際に販売されていたスマート
フォンの中から、最も販売数が大きい iPhone

から選択した。61.44千円は NTTドコモが 5Gに
対応した iPhone12 64GBを 5Gの新規契約と 2年
経過後に返却することを条件に販売するときの端
末価格である。同様に、66.24千円は iPhone12 
128GB、74.88千円は iPhone12 128GB、86.4千円
は iPhone12 256GB、102.7 千 円 は iPhone12 Pro 
512GBの端末の価格である。iPhoneは NTTド
コモ、au、ソフトバンクともに同じ性能・機能

表 1　属性と水準

水準

CHARGE：月額データ通信料金
（単位：千円） 1.98 2.98 3.98 4.98 7.65

DATA：月間利用可能データ量
（単位：GB〈ギガバイト〉） 1 3 5 7 100

PHONE：機種（スマホ）代金
（単位：千円） 61.44 66.24 74.88 86.4 102.72

SPEED：最大通信速度
（単位：Mbps） 2000 2100 3200 3400 4100

DISPLAY：端末の画面
（単位：インチ） 4.0 4.7 5.4 6.1 6.7

AREA：通信エリア 人口 50万人以
上の都市のみ

人口 30万人以
上の市区のみ

人口 10万人以
上の都市のみ

人口 1万人以
上の都市のみ

すべての
市区町村



─ 4 -

公益事業研究　第 72 巻第 2号

であり、契約条件が近似であれば価格もほぼ同
一である。
最大通信速度（SPEED）の単位はMbpsであ
り、5Gの規格上の最大受信速度から採用し
た。2000Mbpsはソフトバンクの 5Gの規格上
の最大受信速度である。ソフトバンクは 2020

年 10月現在でミリ波と呼ばれる 30-50GHzの
周波数帯を使用していないため、5Gとしては
最も規格上の受信速度が遅く、これを最低水準
と し た。2100Mbps、3200Mbps、3400Mbps は
NTTドコモの 5Gの規格上の受信速度であり、
4100Mbpsは NTTドコモ auの規格上の最大受
信速度である。2020年 10月現在ではこの 2社
の規格上の最大受信速度が最も速い。なお、実
際の通信速度は、通信環境やネットワークの混
雑状況に応じて変化する。
通信エリア

2
（AREA）は、5Gの通信速度で通

信が可能な地域の広さを示している。2020年
10月現在の 5Gの通信可能範囲はスタジアムや
ビルなど特定の施設やスポットに限定されてい
るが、順次拡大され、NTTドコモの場合、
2021年夏頃までに都市部を中心に 5Gの通信エ
リアを拡大することとなっている。そのため、
本調査では通信エリアの水準を低い方から順
に、人口 50万人以上の都市のみ、人口 30万人
以上の市区のみ、人口 10万人以上の都市の
み、人口 1万人以上の都市のみ、すべての市区
町村とした。

（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。

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

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 300人から有効
な回答を得た。したがって、データの総数は
25×300=7,500となる。
調査方法には、電話調査、郵送調査、面接調

表 2　質問票の例

商品 P 商品 Q 商品 R 商品 S

特徴 1 月額データ通信料金（千円） 7.65 4.98 2.98 7.65

特徴 2 月間利用可能データ量（GB） 3 3 7 5

特徴 3 機種（スマホ）代金（千円） 86.4 61.44 61.44 61.44

特徴 4 最大通信速度（Mbps） 2000 2100 3400 3200

特徴 5 端末の画面（インチ） 5.4 6.7 5.4 4.7

特徴 6 通信エリア 人口 30万人
以上の市区のみ

人口 10万人
以上の都市のみ

すべての
市区町村

人口 1万人
以上の都市のみ
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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、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
1993万人から 15歳以上の男女を対象に、平成
27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）
の計 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。

Ⅲ．推定結果

（1）	需要者全体の推定結果
CLモデルにおける IIA条件はハウスマン・
テストを行った結果、X =2.687という数値が得
られ、IIA条件が満たされていることが確認で
きたため、CLで分析することが適当であり、
本稿では CLで分析を行うこととした。
表 3に本稿における、潜在的な 5Gの需要者

全体に関する推定結果を示す。
係数は各属性変数の推定された値である。限
界支払意思額（MWTP）の単位は 1,000円であ

り、CHARGE（月額データ通信料金）の単位
は 1,000円である。係数を見ると、CHARGE

と PHONE（機種（スマホ）代金）の符号はマ
イナスなので、月額データ通信料金と機種（ス
マホ）代金が高くなると、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、DATA（月間利用可能データ量）、

SPEED（最大通信速度）、AREA（通信エリア）
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。なお、
DISPLAYはスマートフォンの画面（ディスプ
レイ）の大きさであるが、p値の水準から有意
ではない。

DISPLAYを除くと、t値はいずれも 1.997以
上であり有意水準を示す p値はいずれも 1%水
準または 5%水準で有意であった。
また、アンケートの回答の中には、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みられた
が、それらはプール・データから排除した。非
相補型とは、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。

（2）	所得別の推定結果
次に、回答者の年間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

表 3　需要者全体の推定結果

注：***、**、*はそれぞれ 1％、5％、10％水準で有意であることを示す。

係数 t値 p値

CHARGE ‒0.4118 ‒30.940 0.000 ***

DATA 0.0024 3.146 0.002 ***

PHONE ‒0.0100 ‒6.263 0.000 ***

SPEED 0.0001 1.997 0.046 **

DISPLAY ‒0.0077 ‒0.291 0.771

AREA 0.1969 11.497 0.000 ***

n 7500

対数尤度 -8971.1574

限界支払意思額（MWTP）

変数 金額

DATA 0.0058

PHONE ‒0.0242

SPEED 0.0002

DISPLAY ‒0.0186

AREA 0.4782
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年間世帯収入を 0～200万円、200～400万円、
400～600 万円、600～800 万円、800～1000 万
円、1000～1500万円の 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思額を推定する。
図 1は標準偏差の 2倍の値の信頼区間を上下
につけた、属性「CHARGE」の年間世帯収入
別の推定結果である。属性「CHARGE」は月
額データ通信料金であり、ほぼ年間世帯収入の
伸びとともに減少しているため、年間世帯収入
が少ないほど月額データ通信料金の効用の減少
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いる。
わが国の携帯電話の総契約数は 2020年 9月
現在で 1億 8522万契約であり、わが国の総人
口（2020年 9月現在の概算値）に対する普及
率は約 147%に達した。わが国の経済成長率の
推移を勘案すると携帯電話の需要の所得弾力性
は 0以上 1以下であると推定され、国民にとっ
ての必需財になっていると考えられる。そのた
め、料金引き下げの効果がもたらす効用は年間
世帯収入とはあまり関係がないと予想していた
が、5Gは新しい通信サービスであり、月額
データ通信料金を引き下げて普及を図ることは
事業会社の戦略として効果が高いように考えら
れる。
次に、属性「AREA」、すなわち通信エリア

の推定値については、年間世帯収入にかかわら
ずそれほど大きな変化がなく、どの年間世帯収
入の層でも一様に通信エリアの拡大が魅力的で

あると解釈でき、属性「CHARGE」は月額デー
タ通信料金とは対照的な推定結果となった。
2020年 11月現在、5Gで通信できるエリアは
特定の施設やスポットに限られており、多くの
市区町村のほぼ全域で利用できるなどの面的な
広がりがまだない。そのため、今後 5Gの通信
エリアが拡大し、現行の携帯電話の通信エリア
に近づくとすれば、5Gの普及が進むと考えら
れる。

Ⅳ．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
稿では月額データ通信料金）の係数で除すこと
で求められる。本稿の場合、月額費用の単位が
1,000円なので、MWTPも 1,000円単位となる。
通信エリア（AREA）が 1段階上がって良く
なることに対する限界支払意思額は月額費用に
換算すると 478.2円である。
次に、機種（スマホ）代金（PHONE）の単

位は本稿では 1,000円であり、端末価格が 1,000

円上がると MWTPは ‒0.0242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、
月額データ通信料金を 24.2円下げることに相
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図 1　属性「CHARGE」の年間世帯収入別の推定結果

AREA

-0.20

0.70
0.60

0.40
0.50

0.20
0.30

0.10
0.00
-0.10

0.28 0.22 0.22
0.17

0.21

0.13

～200～200 ～400 ～600 ～800 ～1000 ～1500（万円）（万円）

図 2　属性「AREA」の年間世帯収入別の推定結果
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当する。
月間利用可能データ量（DATA）の多寡につ
いては、利用可能データ量が月 1GB増加する
ことに対して、月 5.8円を余計に支払ってもよ
いと感じていると考えられる。一般個人消費者
は利用可能データ量を増加させることについ
て、それほどの価値を置いていないことが推定
される。
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。

Ⅴ．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
5Gの通信エリアが広がること、②機種（ス
マホ）代金が安価になること、③月間の利
用可能データ量が増加すること、④最大通
信速度が上昇することによって、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 5Gの一般需要者は、① 5Gの通
信エリア、②機種（スマホ）代金、③利用
可能データ量、④最大通信速度から新たに
契約する 5G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異なる。
5Gの通信エリアの広さがもたらす効用が
大きい一方で、最大通信速度の増大に対す
る効用は、通信エリアに比べると小さい。

2020年 11月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 5Gの普及
と成熟は、既存の通信ネットワークにもインパ

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。本稿はテンタティブな
実証分析ではあるが、需要側でその中心となる
一般個人消費者の 5Gへの新規加入や利用の決
定要因を検討し、積み重ねていくことは、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　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 1993万人であり、
平成 27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）
の計 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（5 歳 刻
み）、地域区分（9ブロック）
の計 216セグメントで日本
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の人口分布（平成 27年国
勢調査結果）に比例して割
付ごとに割り付け

・	調査実施日	：2020年 11月 4‒9日
・	有効回答数	：300人
・	データ数	 ：300人×25問 =7,500データ
・	実施機関	 ：日本インフォメーション（株）
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注

1	 	 月間利用可能データ量の水準は 20GB、40GBなど
も考えられるが、既存の携帯電話の利用者の過半が
月間 7GB以下のデータ量を利用していることから、
本稿では 7GB以下を刻んで月間利用可能データ量の
水準とした。
2	 	 本稿の通信エリアの水準は連続変数ではないた
め、通信エリア拡大がもたらす限界効用増分と、最
大通信速度増による限界効用増分とを弾力性で比較
することができない。また、通信エリアの拡大と最
大通信速度の増加のために必要なコストは推定が困
難である。そのため、本稿では説明変数において採
用した単位の取り方に依存する評価とした。
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THE CONTENTS OF THIS ISSUE IS SUMMARIZED IN ENGLISH BELOW

Demand for Japanese 5G Mobile Phone Market

NAOKI TAKANO
Professor, College of Sociology, Edogawa University

The number of Japanese mobile phone contract is over 185 million as of September 2020. This paper is 
a conjoint analysis on Japanese consumer preferences for Japanese 5G mobile phone services as of November 
2020. Estimated results reveals that an expansion of 5G communication areas, a decline in the price of mobile 
phone sets, an increase of the amount of monthly data availability, an increase in transmission speed, all raise 
demand for 5G mobile networks. The relationship between the utility of the amount of monthly mobile data 
charge and the household income in Japan is suggested, but not in the enhancing 5G communication areas.


