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資料3-2-4 利用者と予定者に聞いたIP電話の利用形態

（2004年-2005年）（複数回答） 173

資料3-2-5 従業員規模別 利用者と予定者に聞いた

IP電話の利用形態（複数回答） 174

資料3-2-6 利用者と予定者に聞いたIP電話の導入理由または
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資料3-2-7 従業員規模別 利用者と予定者に聞いたIP電話の
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（2004年-2005年）（複数回答） 177

資料3-2-9 IP電話の非利用理由（複数回答） 177
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（2004年-2005年） 178
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資料3-2-15 モバイルセントレックスの導入または導入予定の

システム（複数回答） 181

資料3-2-16 モバイルセントレックス導入で期待する効果（複数回答） 181

資料3-2-17 IP-VPNの利用有無（2004年-2005年） 182

資料3-2-18 従業員規模別 IP-VPNの利用有無 182

資料3-2-19 インターネットVPNの利用有無（2004年-2005年） 183

資料3-2-20 従業員規模別 インターネットVPNの利用有無 183

資料3-2-21 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状況（2004年-2005年） 184

資料3-2-22 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状況 184

資料3-2-23 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

接続設備（複数回答） 185

3-3　サーバーのアウトソーシング
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サービス（複数回答） 186

資料3-3-2 データセンターやレンタルサーバーの利用目的

（複数回答） 186

資料3-3-3 従業員規模別 データセンターやレンタルサーバーで

利用しているサービス（複数回答） 187

資料3-3-4 従業員規模別 データセンターやレンタルサーバーの

利用目的（複数回答） 188

資料3-3-5 データセンターやレンタルサーバーの利用目的 

（複数回答） 189
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資料3-3-7 SLA(品質保証サービス)の利用有無（2004年-2005年） 191

資料3-3-8 データセンターやレンタルサーバーの年間利用コスト

（2004年-2005年） 191

資料3-3-9 従業員規模別 データセンターやレンタルサーバー

年間利用コスト 192

資料3-3-10 ASP利用の有無（2004年-2005年） 193

資料3-3-11 従業員規模別 ASP利用の有無 193
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資料3-3-13 ASPの年間利用コスト 195
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3-4　社内ネットワーク

資料3-4-1 LANの構築有無（2004年-2005年） 196

資料3-4-2 従業員規模別 LANの構築有無 196

資料3-4-3 LAN構築企業における無線LANの構築有無

（2004年-2005年） 197
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構築有無 197
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（2004年-2005年） 198

資料3-4-6 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 198
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（2004年-2005年）（複数回答） 199
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資料3-4-11 従業員規模別 メールアカウント発行比率 201
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（2004年-2005年）（複数回答） 202

資料3-4-13 従業員規模別 自社名やサービス名のドメインネーム
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資料3-4-14 取得しているドメインの種類

（2004年-2005年）（複数回答） 203

資料3-4-15 自社名ドメインネームの平均取得数

（2004年-2005年） 204

資料3-4-16 従業員規模別 自社名ドメインネームの平均取得数 204

資料3-4-17 自社ブランドのドメインネームの平均取得数

（2004年-2005年） 205

資料3-4-18 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 205

3-5 リスクマネジメント

資料3-5-1 セキュリティ被害の有無（2004年-2005年） 206

資料3-5-2 従業員規模別 セキュリティ被害の有無 206

資料3-5-3 セキュリティ被害の内容（2004年-2005年）（複数回答） 207

資料3-5-4 従業員規模別 セキュリティ被害の内容（複数回答） 208

資料3-5-5 セキュリティポリシーの策定有無 209

資料3-5-6 従業員規模別 セキュリティポリシーの策定有無 209

資料3-5-7 取り組んでいるセキュリティ対策（複数回答） 210

資料3-5-8 ウイルスブロックサービス利用の有無

（2004年-2005年） 211

資料3-5-9 従業員規模別 ウイルスブロックサービス利用の有無 211

資料3-5-10 ネットワーク保険サービスへの加入有無

（2004年-2005年） 212

資料3-5-11 従業員規模別 ネットワーク保険サービスへの加入有無 212

3-6　企業ウェブサイト

資料3-6-1 ウェブサイトの用途（2004年-2005年）（複数回答） 213

資料3-6-2 ウェブサイト担当者の部署部門

（2004年-2005年）（単一回答） 214

資料3-6-3 ウェブサイトの予算有無（2004年-2005年） 215

資料3-6-4 従業員規模別 ウェブサイトの予算有無 215

資料3-6-5 ウェブサイトの年間コスト（2004年-2005年） 216

資料3-6-6 アクセス記録の収集・解析状況（2004年-2005年） 217

資料3-6-7 従業員規模別 アクセス記録の収集・解析状況 217

資料3-6-8 実施しているアクセス誘導対策（2004年-2005年）

（複数回答） 218

資料3-6-9 従業員規模別 実施しているアクセス誘導対策

（複数回答） 219

資料3-6-10 効果が高いと思うアクセス誘導対策

（2004年-2005年）（単一回答） 220

資料3-6-11 ウェブサイト内でのブログ活用有無 221

資料3-6-12 従業員規模別 ウェブサイト内でのブログ活用有無 221

資料3-6-13 個人情報保護方針の掲載状況（2004年-2005年） 222

資料3-6-14 従業員規模別 個人情報保護方針の掲載状況 222

資料3-6-15 ECへの取り組み状況（2004年-2005年） 223

資料3-6-16 全体の売り上げに占めるB2Cの比率

（2004年-2005年）（単一回答） 223

資料3-6-17 来年度B2C売り上げ増減見込み（2004年-2005年） 224

資料3-6-18 来年度B2C売り上げ増減比率見込み 224

資料3-6-19 従業員規模別 来年度B2C売り上げ増加比率見込み 224

資料3-6-20 取り組んでいる企業間商取引（B2B）の種類 225

資料3-6-21 従業員規模別 取り組んでいる企業間商取引（B2B）の

種類（複数回答） 225

資料3-6-22 全体の売り上げに占めるB2Bの比率 226

資料3-6-23 来年度のB2B売り上げ増減見込み 226

資料3-6-24 従業員規模別 来年度B2B増加比率見込み 226

資料3-6-25 来年度B2B増加比率見込み 227

資料3-6-26 従業員規模別 来年度B2B売り上げ減少比率見込み 227

資料3-6-27 EC実施企業のアフィリエイトの導入状況

（2004年-2005年） 227

資料3-6-28 モバイルウェブサイト開設状況 228

資料3-6-29 モバイルサイト未開設理由（複数回答） 228

資料3-6-30 開設済み、開設予定者のモバイルウェブサイトに

期待する効果（複数回答） 229

資料3-6-31 ウェブサイトに期待する効果（2004年-2005年）

（複数回答） 230

資料3-6-32 費用対効果を期待して今後取り組みたいウェブサイトの

ための技術やサービス（2004年-2005年）（複数回答） 231

3-7　インターネットの利用効果と課題

資料3-7-1 インターネットの活用業務（複数回答） 232

資料3-7-2 社内情報化の障害・課題

（2004年-2005年）（複数回答） 233

資料3-7-3 従業員規模別 社内情報化の障害・課題（複数回答） 234

資料3-7-4 今後期待しているインターネット利用効果
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資料3-7-5 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（複数回答） 236

資料3-7-6 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

（2004年-2005年）（複数回答） 237

資料3-7-7 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（複数回答） 238
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資料4-1-8 DION加入者数（2005年2月末現在） 247
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