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サービス需要を予測する技術

通信トラフィックを生み出すサービ

スに関し，その普及状況（需要）を予

測する技術は，設備計画等の戦略を

検討するうえで重要です．１年程度の

短期的な予測は，直線を当てはめる線

形外挿＊でも適用可能なことが少なく

ありません．しかし，数年以上の中長

期にわたる予測は，困難を極めてきま

した．需要は，普及の早期において加

速度的に成長し，その後，成長の速度

が減速していく，「S字型」の成長とな

ることが一般的です．しかし長年の研

究にもかかわらず，その構造がよく分

かっていませんでした．

S字型の需要成長は，通信サービス

に限りません．新しいモノやアイデア

が社会に採用され，浸透していく，一

般にイノベーションの普及と呼ばれる

社会現象に共通する特性です．イノ

ベーション普及に対しては，19世紀以

来たくさんの研究がなされてきました．

イノベーションを先行的に採用する

アーリーアダプタの概念や，後発的な

採用者との行動様式の違いなど，地道

な調査研究から得られた有益な知見は

少なくありません（1）．しかし，S字成

長の構造やS字型になる理由は謎のま

までした．従来の研究は，S字型の成

長を，最終的な需要規模に次第に収

束するモデルを通して説明しようとし

ます．このとき，最終需要規模は，成

長データを外挿することで予測される

ことになります．しかし，このような試

みは，いずれも成功しませんでした．

例えば，従来技術の代表的なものにバ

スモデル（2）がありますが，ブロードバ

ンドサービスの需要予測に適用した場

合（図１），予測モデル構築に利用す

るデータ区間が変化すると，予測され

る最終需要の値が大きく変化し，外挿

に失敗します．

S字型の成長現象は，このように未

解明の基本問題でした．NTTネット

ワーク基盤技術研究所では，需要予測

や需要分析の技術革新を目的にこの問

題にチャレンジし，S字成長を説明す

る新理論（3）を構成して，最終需要が

外挿では予測できないことや，最終需

要以前の期間を中長期に外挿可能と

する安定的な予測法を明らかにしまし

た．本稿では，S字型成長の新たな理

論を概説し，ブロードバンドサービス
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図１　従来手法と新理論での予測結果の比較 
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間での需要構造分析への応用事例に

ついて説明します．

S字型成長の新理論

新たに構築した理論では，次の基本

仮説が軸になります．それは，「採用

者の異質性が個人の社会的活動にお

けるベキ乗則に従う」というものです．

採用者の異質性とは，個々人の採用

までの時間が異なるのは，個々人のあ

る種の属性の違いによるものであると

する仮説で，従来から提唱されている

２つの仮説群のうちの１つです．異質

性を表現する属性値は，大規模な人口

に対して分布することになります．従

来の仮説では，この分布が正規分布の

ような連続的なものになっていました．

これに対して新理論では，個々人の社

会的活動で一般的に観察される傾向が

ある，ベキ乗則を採用しています．こ

のベキ乗則は，強い活動性を示す一部

の人々と，それ以外の人々の２つの部

分からなるもので，収入の分布，コン

テンツの利用頻度分布，社会的ネッ

トワークの関係性などでよくみられま

す．その一方でこの分布は，２つの成

分の継ぎはぎとなることや，裾が途中

で切れてしまうことなど，不連続性が

あります．

この基本仮説と調査知見を組み合わ

せることで，S字型の成長現象の構造

が３つのレベルで導かれます．それは，

個々人の採用行動の構造，イノベー

ション情報が社会全体に到達する大規

模な情報流の存在とその構造，および

S字成長曲線の構造です．サービス需

要の純増数が最大となる点をS字曲線

の変曲点とすると，純増数は変曲点前

後で異なるベキ乗則の関数で表現でき

ます（図２）．変曲点以降の予測モデ

ルですが，イノベーション普及の開始

時から経過した日数をｔとし，tに対

し自然対数をとったものをlog（t），t時

点での需要をy（t）とすると，変曲点

以後では，y（t）＝αlog（t）＋y0で表す

ことができます（α，y0は定数）．これ

は，ブロードバンドサービスや携帯電

話の普及データを安定して外挿します．

図２　２つのベキ乗則による予測モデル 

経過日数（対数） 

契
約
数
（
対
数
） 

経過日数（対数） 

3.5E＋07

3.0E＋07

2.5E＋07

2.0E＋07

1.5E＋07

1.0E＋07

5.0E＋06

0.0E＋00

1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5

7.0

6.8

6.6

6.4

6.2

6.0

5.8

5.6

5.4

5.2

1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

αlog t

R2＝0.9996

β≒1.7～2

tβ 

R2＝0.9973

y＝1.695x＋1.9879

変曲点 変曲点 
tβ 

β≒1.7～2



特
集

NTT技術ジャーナル 2013.7 27

理想的には，個人の採用行動モデルか

らS字型の成長曲線を構成することに

なりますが，今までは成長曲線の数学

的構造が解明されていなかったことも

あり，２つの構造関係をつなぐモデル

化の方法は分かっていませんでした．

新理論では，イノベーションの採用行

動について，個々人の採用行動の構造

とS字成長曲線の構造の関係が明らか

になりましたので，市場施策の効果を

予測する有力な方法に今後つながると

期待しています．

ブロードバンドサービスの需要構

造分析への応用

新理論により，市場に情勢変化が

ない場合でのブロードバンドサービス

の需要推移を安定的に予測することが

可能となりました．そこで，理論予測

と実績値のずれの発生を検出するこ

とで，市場の情勢変化を発見し，その

要因を抽出できないか検討を進めてい

ます．

図３では，全国の固定系ブロードバ

ンドサービスの需要が2010年９月ごろ

まで，予測線に沿って成長してきまし

たが，その後，需要の推移が別の直線

モデルに沿った成長に変化したことが

分かります．この時期，モバイルでの

ブロードバンドサービスも本格的に普

及を始めたことで，固定系のブロード

バンド需要を侵食した可能性があると

いえます．この分析により，サービス

の需要の変化について，その要因を取

り出すことができれば，戦略的ター

ゲットやコスト配分を効率的に行うこ

とができると考えられます．そのために

は，各サービスの需要の変化が対数時

間軸上，折れ線で表現される必要が

あります（図４）．このような単純な

情勢変化は，全国や地域ブロックなど

では，各県ごとの市場状況の違いの影

図３　モバイルブロードバンドの固定ブロードバンドへの影響 
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響が相殺されることもあり，観測でき

る事象は全国・地域ブロック規模の情

勢変化に限られますが，県単位に細

分化することができれば，各県ごとに

ブロードバンドサービスの情勢変化の

違いを単純な折れ線の変化で抽出でき

ることを見出しました．これらの取り

組みから，市場の情勢変化の要因や需

要への影響度合いが評価可能になると

考えています．

今後の取り組み方針

私たちは需要のマクロデータから市

場の情勢変化や施策効果を定量的に

分析する手法を構成していくことで，

ますます複雑で激しくなるブロードバ

ンド市場において，効果的な施策をタ

イムリに立案するうえでの大きな力に

なると期待しています．また，マクロ

分析のレベルをサービスや事業者単位

等に詳細化し，より市場での動きをと

らえたモデル化の方法を開発すること

で，施策効果を事前に予測するという

ブレイクスルーにチャレンジしていきた

いと考えています．
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図４　成長速度変化の要因分析 
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