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資料3-1-20 従業員規模別 広域（メトロ）イーサネットサービスの
利用有無 311

資料3-1-21 モバイル・リモートアクセスユーザーの
社内ネットワーク接続許可 312

資料3-1-22 従業員規模別 モバイル・リモートアクセスユーザーの
社内ネットワーク接続許可 312

資料3-1-23 モバイル・リモートアクセスユーザーからの

接続のためのネットワーク設備 313

資料3-1-24 従業員規模別 モバイル・リモートアクセスユーザーからの
接続設備 313

資料3-1-25 従業員規模別 来年度の通信コストの予算増減見込み 314

資料3-1-26 従業員規模別 管轄範囲内での平均年額通信コスト 315

資料3-1-27 従業員規模別 増加する場合の来年度の通信コストの
平均増加率 315

資料3-1-28 従業員規模別 減少する場合の来年度の通信コストの
平均減少率 315

3-2 ドメインネームと社内ネットワーク

資料3-2-1 自社名やサービス名のドメインネーム取得状況 316

資料3-2-2 取得しているドメインの種類 316

資料3-2-3 従業員規模別 自社名ドメインネームの平均取得数
（実数） 317

資料3-2-4 従業員規模別 自社ブランドのドメインネームの
平均取得数（実数） 317

参考資料3-2-A JPドメインネームの種別登録数
（2003年5月1日現在） 317

資料3-2-5 LANの構築有無（インターネット非利用企業を含む）318

資料3-2-6 無線LANの構築有無（LAN構築企業のうち） 318

資料3-2-7 従業員規模別 LANの構築有無 319

独自調査データはすべてウェブサイトからダウンロードできます。詳しくは396ページをご覧ください。
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資料3-2-8 従業員規模別 無線LANの構築有無 320

資料3-2-9 従業員規模別 インターネット利用可能な
ハードウェア比率 321

資料3-2-10 インターネット利用可能な機器 322

資料3-2-11 従業員規模別 インターネット利用可能な機器 322

資料3-2-12 従業員規模別 メールアカウント発行比率 323

資料3-2-13 社内でのサーバー運用の有無 324

資料3-2-14 社内で管理・運用しているサーバーの種類 324

資料3-2-15 社内で管理・運用しているメールサーバーのOS 325

資料3-2-16 社内で管理・運用している社内向けウェブ
（イントラネット）サーバーのOS 325

資料3-2-17 社内で管理している社外向けウェブサーバーのOS 326

資料3-2-18 社内で管理しているコマースサーバーのOS 326

資料3-2-19 社内で管理しているストリーミングサーバーのOS 327

資料3-2-20 社内で管理しているその他のサーバーのOS 327

資料3-2-21 従業員規模別 社内でのサーバー運用の有無 328

3-3 iDC・ハウジング・ホスティング

資料3-3-1 ハウジング・ホスティング・共用VSPの利用有無 329

資料3-3-2 iDC・ハウジング・ホスティングの利用有無 329

資料3-3-3 iDC・ハウジング・ホスティングの利用目的 330

資料3-3-4 iDC・ハウジング・ホスティングの利用内容 330

資料3-3-5 iDC・ハウジング・ホスティング事業者の選択理由 331

資料3-3-6 iDC・ハウジング・ホスティングの
スピード・回線品質の満足度 332

資料3-3-7 iDC・ハウジング・ホスティングの
サービス品質に関する満足度 332

資料3-3-8 iDC・ハウジング・ホスティングの
サポートに関する満足度 333

資料3-3-9 iDC・ハウジング・ホスティングの
コスト（料金）に関する満足度 333

資料3-3-10 iDC・ハウジング・ホスティングの年間利用コスト 334

資料3-3-11 従業員規模別 iDC・ハウジング・ホスティングの
年間利用コスト 335

資料3-3-12 ハウジングで管理・運用しているサーバーの種類 336

資料3-3-13 ハウジングで管理・運用しているメールサーバーの
主なOS 336

資料3-3-14 ハウジングで管理・運用している社内向けウェブ
（イントラネット）サーバーの主なOS 337

資料3-3-15 ハウジングで管理・運用している社外向け
ウェブサーバーの主なOS 337

資料3-3-16 共用VPSで管理・運用しているサーバーの種類 338

資料3-3-17 共用ホスティングで管理・運用している
サーバーの種類 338

資料3-3-18 共用ホスティングで管理・運用している
メールサーバーの主なOS 339

資料3-3-19 共用ホスティングで管理・運用している
社内向けウェブ（イントラネット）サーバーの主なOS 339

資料3-3-20 共用ホスティングで管理・運用している
社外向けウェブサーバーの主なOS 340

3-4 活用業務とASP

資料3-4-1 インターネット技術を活用している業務 341

資料3-4-2 従業員規模別 
インターネット技術を活用している業務 342

資料3-4-3 IP電話、インターネット電話の利用有無 343

資料3-4-4 従業員規模別 
IP電話、インターネット電話の利用有無 343

資料3-4-5 利用者・予定者に聞いた、IP電話、
インターネット電話の活用形態 344

資料3-4-6 従業員規模別 利用者・予定者に聞いた、IP電話、
インターネット電話の活用形態 344

資料3-4-7 利用者・予定者に聞いた、IP電話の導入理由 345

資料3-4-8 従業員規模別 
利用者・予定者に聞いた、IP電話の導入理由 345

資料3-4-9 ASP利用の有無 346

資料3-4-10 従業員規模別 ASP利用の有無 346

資料3-4-11 ASPの利用目的 347

資料3-4-12 特定業務・業種特化のASP 348

資料3-4-13 ASPサービス内容の満足度 348

資料3-4-14 ASPコスト（料金）の満足度 349

資料3-4-15 ASPサポートの満足度 349

資料3-4-16 ECへの取り組み状況 350

資料3-4-17 B2Cの提供製品・サービス分野 350

資料3-4-18 全体の売り上げに占めるB2Cの比率 351

資料3-4-19 来年度のB2Cの売り上げ増減見込み 351

資料3-4-20 取り組んでいる企業間商取引（B2B） 352

資料3-4-21 従業員規模別 
取り組んでいる企業間商取引（B2B）の種類 352

資料3-4-22 プライベートeマーケットプレイスの比率 353

資料3-4-23 売り上げ全体における
プライベートeマーケットプレイスの比率 353

資料3-4-24 来年度のB2Bの売り上げ増減見込み 354

資料3-4-25 非利用企業のECへの取り組み予定 354

資料3-4-26 インターネットを利用した顧客の
メールアドレスの収集・管理の有無 355

資料3-4-27 従業員規模別 インターネットを利用した
顧客のメールアドレスの収集・管理の有無 355

資料3-4-28 インターネットマーケティングリサーチ
（ウェブ調査・アンケート）の実施経験 356

資料3-4-29 従業員規模別 
インターネットマーケティングリサーチの実施経験 356

資料3-4-30 インターネットマーケティングリサーチ
（ウェブ調査・アンケート）の外注経験 357

資料3-4-31 従業員規模別 
インターネットマーケティングリサーチの外注経験 357

資料3-4-32 インターネットマーケティングリサーチ
（ウェブ調査・アンケート）の評価 358

資料3-4-33 広告メール、メールマガジン配信の経験 358

資料3-4-34 広告メール、メールマガジン配信時の掲載媒体 359

資料3-4-35 広告メール、メールマガジンの評価 359
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資料3-4-36 他社ウェブサイトへの広告出稿経験 360

資料3-4-37 従業員規模別 他社ウェブサイトへの広告出稿経験 360

資料3-4-38 今後増強していきたい
インターネットマーケティング手法 361

参考資料3-4-A 媒体別 日本の広告費推移 361

3-5 リスクマネジメント

資料3-5-1 セキュリティー被害の有無 362

資料3-5-2 従業員規模別 セキュリティー被害の有無 362

資料3-5-3 セキュリティー被害の内容 363

資料3-5-4 従業員規模別 セキュリティー被害の内容 363

資料3-5-5 セキュリティーポリシーの策定有無 364

資料3-5-6 従業員規模別 セキュリティーポリシーの策定有無 364

資料3-5-7 社内のインターネット制限事項 365

資料3-5-8 従業員規模別 社内のインターネット制限事項 365

資料3-5-9 社内のインターネット利用監視の有無 366

資料3-5-10 従業員規模別 
社内のインターネット利用監視の有無 366

資料3-5-11 社員へのウイルス対策教育の有無 367

資料3-5-12 従業員規模別 社員へのウイルス対策教育の有無 367

資料3-5-13 ネットワーク保険サービスへの加入有無 368

資料3-5-14 従業員規模別 
ネットワーク保険サービスの加入有無 368

3-6 利用効果と課題

資料3-6-1 社内情報化担当者の所属部門 369

資料3-6-2 社内情報化の障害・課題 370

資料3-6-3 従業員規模別 社内情報化の障害・課題 370

資料3-6-4 今後期待しているインターネット利用効果 371

資料3-6-5 従業員規模別 今後期待している
インターネット利用効果 371

資料3-6-6 費用対効果を期待して今後取り組みたい
技術やインフラ 372

資料3-6-7 従業員規模別 費用対効果を期待して
今後取り組みたい技術やインフラ 372

第4部　海外の普及状況

4-1 世界

資料4-1-1 世界全体のインターネット利用者数推移予測
（1997年-2004年） 384

資料4-1-2 世界の地域別 インターネット利用者数推移とシェア
（1997年-2004年） 384

資料4-1-3 世界の地域別 インターネット利用者数の伸び率
（1998年-2004年） 385

資料4-1-4 2002年末における世界の地域別 
インターネット利用者比率 385

資料4-1-5 世界のインターネット普及率トップ40 386

資料4-1-6 世界全体のブロードバンド利用者数推移予測
（2000年-2004年） 386

資料4-1-7 世界の地域別 ブロードバンド利用者推移と予測
（2000年-2004年） 387

資料4-1-8 アジア・北米・ヨーロッパの

ブロードバンド・ナローバンド構成比（2002年末） 388

4-2 アジア

資料4-2-1 アジア太平洋地域のインターネット利用者数推移
（1997年-2004年） 389

資料4-2-2 2002年末におけるアジア太平洋地域の国別 
インターネット利用者比率 389

資料4-2-3 2002年末におけるアジア太平洋地域の国別 
インターネット利用者数ランキング 390

資料4-2-4 2002年末におけるアジア太平洋地域の国別 
インターネット普及率 390

4-3 アメリカ

資料4-3-1 米国インターネット利用者数の性別推移予測
（1997年-2003年） 391

資料4-3-2 2002年末における年代別・性別の
米国インターネット利用者数 391

4-4 ヨーロッパ

資料4-4-1 2002年末におけるヨーロッパ地域国別 
インターネット利用者比率 392

資料4-4-2 ヨーロッパ国別 利用者数ランキング 392

資料4-4-3 2002年末におけるヨーロッパ地域国別 
インターネット普及率 393

独自調査データはすべてウェブサイトからダウンロードできます。詳しくは396ページをご覧ください。
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