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第1部 日本のインターネット普及動向
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2-1　メディアと情報収集
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資料2-1-6 1日当たりの新聞の利用時間［全体と性別年代別］ 64

資料2-1-7 1日当たりの雑誌の利用時間［全体と性別年代別］ 65

資料2-1-8 1日当たりの携帯電話でのインターネットサービスの
利用時間［全体と性別年代別］ 66

資料2-1-9 インターネットの利用時間帯（複数回答） 67

資料2-1-10 インターネットにより利用の減ったメディア（複数回答） 68

資料2-1-11 移動中によく使うメディア（複数回答） 69

資料2-1-12 利用している検索サービス（複数回答）［2005年−2006年］ 70

資料2-1-13 最も利用している検索サービス（単一回答）
［2005年−2006年］ 70

資料2-1-14 検索サービスの使い分け　 71

資料2-1-15 検索サービスの1日平均利用頻度 71

資料2-1-16 利用しているデスクトップ検索ツール（複数回答） 72
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資料2-2-11 利用しているブログ検索エンジン（複数回答） 85

資料2-2-12 利用しているブログ作成ツール・サービス（複数回答）TOP20 86
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資料2-2-17 個人ウェブサイトの開設歴［ブログ以外］ 89
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個人ウェブサイト運用・管理時間の割合 91

資料2-2-21 個人ウェブサイト/ブログ開設状況別
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資料2-3-13 オンラインゲームの利用頻度 103
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（メディア）［全体と性別年代別］ 106

資料2-4-3 買い物のためにインターネットで情報を収集した分野
（複数回答） 107

資料2-4-4 インターネット利用時間に占める商品購入のための
情報収集時間の割合　 108

資料2-4-5 オンラインショッピングでの購入経験［全体と性別年代別］ 109

資料2-4-6 オンラインショッピングの利用歴 　 109

資料2-4-7 実際にオンラインで購入した製品・サービスのジャンル
（複数回答） 110

資料2-4-8 オンラインショッピングへのアクセス頻度 111

資料2-4-9 オンラインショッピングでの商品情報の探し方(複数回答) 111

資料2-4-10 オンラインショッピングで最もよく利用する商品情報の
探し方（単一回答）　 112

資料2-4-11 購入に至った広告の種別（複数回答） 112

資料2-4-12 最近1年間のオンラインショッピングでの購入頻度
［2005−2006年］ 113

資料2-4-13 オンラインショッピングで購入する製品・サービスの
年間平均額［2005−2006年］ 113

資料2-4-14 非利用者のオンラインショッピング非利用理由（複数回答） 114

資料2-4-15 オンラインショッピングサイトで最もよく利用する決済手段　 115

資料2-4-16 電子マネーの利用とその種類（複数回答） 115

資料2-4-17 オークションの利用経験（複数回答）［2005−2006年］ 116

資料2-4-18 オークションの利用経験［全体と性別年代別］ 116

資料2-4-19 オークションの利用歴　 117

資料2-4-20 最近1年間のオークションにおける購入金額（単一回答） 117

資料2-4-21 最近1年間のオークションにおける販売額（単一回答） 118
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［全体と性別年代別］ 121

2-6通信回線
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資料2-7-12 非利用者のIP電話の利用意向 138

資料2-7-13 IP電話導入予定者のサービス種別 139

資料2-7-14 IP電話の非利用理由（複数回答） 139

資料2-7-15 IPTVまたはVODサービスの認知度［2005年−2006年］ 140

資料2-7-16 IPTVまたはVODサービスの契約状況［全体と接続回線別］ 140
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