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第1部　日本のインターネット普及動向

1-1　世帯への普及とブロードバンド
資料1-1-1 インターネット世帯浸透率と世帯普及率、ブロードバンド

世帯普及率の推移［1998年−2007年］ 36

資料1-1-2 インターネット世帯浸透率とその利用場所［2007年］ 36

資料1-1-3 インターネット世帯普及率［地域別］ 37

資料1-1-4 インターネット利用世帯におけるブロードバンドと
ナローバンドの構成比［2007年］ 37

資料1-1-5 インターネット利用世帯におけるブロードバンドと
ナローバンドの構成比［地域別］ 38

資料1-1-6 インターネットの接続方法［地域別］ 38

1-2　IP化率
資料1-2-1 IP電話の世帯普及率［地域別］ 39

資料1-2-2 ネット接続、IP電話、IPTVの利用状況 39

資料1-2-3 IP電話とIPTVの利用状況［回線別］ 40

1-3　機器別インターネット普及率・利用状況
資料1-3-1 パソコン、携帯電話・PHS、ゲーム機・その他機器での

インターネット世帯普及率推移［2001年−2007年］ 41

資料1-3-2 パソコンでのインターネット世帯普及率［地域別］ 42

資料1-3-3 携帯電話・PHSでのインターネット世帯普及率［地域別］ 42

資料1-3-4 所有している携帯電話の通信方式の種類［地域別］ 43

資料1-3-5 ゲーム機・その他機器でのインターネット世帯普及率［地域別］ 43

資料1-3-6 インターネット利用をしているゲーム機・その他機器の種類
（複数回答） 44

資料1-3-7 ゲーム機・その他機器でのインターネットの接続方法
［2007年］ 44

1-4　インターネット利用者数
資料1-4-1 日本国内のインターネット利用者数推移［1997年−2007年］ 45

資料1-4-2 インターネット利用者の利用場所別・利用機器別構成比
［2006年−2007年］ 45

資料1-4-3 利用場所・利用機器別 日本国内のインターネット利用者数推移
［1997年−2007年］ 46

資料1-4-4 ブロードバンドとナローバンドの利用者数推移
［2002年−2007年］ 46

資料1-4-5 パソコンと携帯電話・PHSからのインターネット利用者数推移
［2000年−2007年］ 47

1-5　性別・年代別構成比
資料1-5-1 性別 インターネット利用者の年代別構成比［2007年］ 48

資料1-5-2 年代別 インターネット利用者の性別構成比［2007年］ 48

資料1-5-3 インターネット利用者の年代別構成比［2006年−2007年］ 49

資料1-5-4 インターネット利用者の性別構成比［2006年−2007年］ 49

資料1-5-5 インターネット利用率［性年代別］ 50

1-6　利用時間
資料1-6-1 自宅パソコンでの1週間当たりのインターネット利用時間

［性年代別］ 51

資料1-6-2 携帯電話・PHSでの1週間当たりのインターネット利用時間
［性年代別］ 52

第2部　個人利用動向

2-1　メディア比較
資料2-1-1 目的別メディアの重要度比較（加重平均値） 62

資料2-1-2 1日当たりのメディア別利用時間（マス4媒体とインターネット） 62

資料2-1-3 1日当たりのインターネット利用時間［全体と性年代別］ 63

資料2-1-4 1日当たりのテレビ利用時間［全体と性年代別］ 64

資料2-1-5 1日当たりのラジオ利用時間［全体と性年代別］ 65

資料2-1-6 1日当たりの新聞利用時間［全体と性年代別］ 66

資料2-1-7 1日当たりの雑誌利用時間［全体と性年代別］ 67

資料2-1-8 1日当たりの携帯電話でのインターネット利用時間
［全体と性年代別］ 68

資料2-1-9 インターネットの利用時間帯（複数回答） 69

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） 69

資料2-1-11 移動中によく使うメディア（複数回答） 70

2-2　情報収集
資料2-2-1 利用している検索サービス（複数回答） 71

資料2-2-2 最も利用している検索サービス（単一回答） 71

資料2-2-3 検索サービスの1日平均利用回数 72

資料2-2-4 大手ポータルサイトのアカウント取得状況（複数回答） 72

資料2-2-5 RSSリーダーの認知度と利用　 73

資料2-2-6 利用しているRSSリーダーの種類（複数回答） 73

資料2-2-7 RSSリーダー利用者のRSSリーダー利用目的（複数回答） 74

資料2-2-8 利用しているウェブメールサービス（複数回答） 74

2-3　ソーシャルメディアとコミュニティ
資料2-3-1 利用しているコミュニティ機能 75

資料2-3-2 利用しているコミュニティ機能［全体と性年代別］ 75

資料2-3-3 インターネット利用時間に占めるコミュニティ機能利用時間の割合 76

資料2-3-4 登録しているSNS（複数回答） 76

資料2-3-5 登録しているSNSの数 77

資料2-3-6 動画投稿サイトの認知と利用 77

資料2-3-7 動画投稿サイトの利用状況 78

資料2-3-8 利用している動画投稿サイト（複数回答） 78

資料2-3-9 ソーシャルブックマークの認知と利用 79

資料2-3-10 ソーシャルカレンダーの認知と利用 79

資料2-3-11 グループウェアの認知と利用 80

資料2-3-12 写真共有サービスの認知と利用 80

資料2-3-13 コミュニティ参加時の実名利用状況 81

資料2-3-14 匿名制の支持 81

資料2-3-15 利用しているインスタントメッセージの種類（複数回答） 82

資料2-3-16 ブログの利用方法（複数回答） 82

資料2-3-17 ブログの利用方法（複数回答）［全体と性年代別］ 83

資料2-3-18 利用しているブログ検索エンジン（複数回答）（参考データ） 83

資料2-3-19 利用しているブログサービス（複数回答） 84

資料2-3-20 ブログの更新頻度 85

資料2-3-21 インターネット利用時間に占めるブログ利用の割合 85

資料2-3-22 アフィリエイトプログラムの認知と利用［全体と性年代別］ 86

資料2-3-23 利用しているアフィリエイトプログラム（複数回答） 87

資料2-3-24 アフィリエイトプログラムからの月間収入金額 88

資料2-3-25 利用しているファイルシェアリングソフト（複数回答） 88

資料2-3-26 ファイルシェアリングソフトで共有・転送しているファイルの種類
（複数回答） 89

資料2-3-27 3D仮想空間サービスの認知と利用 89

2-4　有料コンテンツ
資料2-4-1 有料コンテンツの購入経験 90

資料2-4-2 購入した有料コンテンツのジャンル（複数回答） 90

資料2-4-3 今後購入したい有料コンテンツのジャンル（複数回答） 91
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資料2-4-4 有料コンテンツの購入経験別にみた今後も購入したい比率比較
（参考データ） 91

資料2-4-5 有料情報に支払っている1か月の金額　 92

資料2-4-6 望ましいと思う有料コンテンツの課金形態 92

資料2-4-7 音楽ダウンロード購入者の音楽配信サイト利用頻度 93

資料2-4-8 音楽をダウンロード購入したサイトの種別（複数回答） 93

資料2-4-9 ダウンロードした音楽を楽しむための音楽ソフト（複数回答） 94

資料2-4-10 iPod保有者のiTunesの利用形態（参考データ） 94

資料2-4-11 ダウンロードした音楽を楽しむ機器（現在利用中と今後利用したい）
（複数回答） 95

資料2-4-12 購入した動画のジャンル（複数回答） 95

資料2-4-13 動画を購入しない理由（複数回答） 96

資料2-4-14 オンラインゲーム利用機器（現在利用中と今後利用したい）
（複数回答） 96

資料2-4-15 オンラインゲームの利用頻度 97

資料2-4-16 インターネット利用時間に占めるオンラインゲームの割合 97

資料2-4-17 閲覧している・今後閲覧したい電子書籍のジャンル（複数回答） 98

2-5　ショッピング・オークションと購買行動
資料2-5-1 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） 99

資料2-5-2 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 100

資料2-5-3 オンラインショッピングでの購入経験［全体と性年代別］ 100

資料2-5-4 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） 101

資料2-5-5 オンラインショッピングへのアクセス頻度  102

資料2-5-6 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） 102

資料2-5-7 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） 103

資料2-5-8 購入に至った広告の種別（複数回答） 103

資料2-5-9 最近1年間のオンラインショッピングでの購入頻度 104

資料2-5-10 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 104

資料2-5-11 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） 105

資料2-5-12 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 105

資料2-5-13 オークションの利用経験（複数回答） 106

資料2-5-14 オークションの利用経験（複数回答）［全体と性年代別］ 106

資料2-5-15 最近1年間のオークションにおける販売額 107

資料2-5-16 最近1年間のオークションにおける購入金額 107

資料2-5-17 オークションでの取引頻度 108

資料2-5-18 インターネット利用時間に占めるオークションに費やす時間の割合 108

資料2-5-19 非利用者のオークション利用意向 109

2-6　ネットファイナンス
資料2-6-1 インターネットバンキングの利用状況［全体と性年代別］ 110

資料2-6-2 オンライントレーティングの利用状況［全体と性年代別］ 110

2-7　通信回線
資料2-7-1 家庭でのインターネット利用歴［全体と接続回線別］ 111

資料2-7-2 現在利用中の接続回線の利用歴［全体と接続回線別］ 111

資料2-7-3 インターネット接続回線の選択理由（複数回答）
［全体と接続回線別］ 112

資料2-7-4 インターネット利用料金［全体と接続回線別］ 113

資料2-7-5 契約している光（FTTH）事業者（単一回答） 113

資料2-7-6 光（FTTH）利用者の利用コース（単一回答） 114

資料2-7-7 契約しているADSL/xDSL事業者（単一回答） 114

資料2-7-8 ADSL/xDSL利用者が契約している通信速度（単一回答） 115

資料2-7-9 契約しているCATVインターネット事業者（単一回答） 115

資料2-7-10 CATVインターネット利用者の通信速度（単一回答） 116

資料2-7-11 回線品質・スピードについての満足度［全体と接続回線別］ 116

資料2-7-12 回線料金についての満足度［全体と接続回線別］ 117

資料2-7-13 接続回線の乗り換え意向［全体と接続回線別］ 117

資料2-7-14 今後1年以内に乗り換え予定の接続回線　 118

2-8 トリプルプレイ
資料2-8-1 IP電話の認知度［全体と接続回線別］ 119

資料2-8-2 現在利用しているIP電話サービス会社（単一回答） 119

資料2-8-3 非利用者のIP電話の利用意向 120

資料2-8-4 IP電話導入予定者のサービス種別 120

資料2-8-5 IP電話の非利用理由（複数回答） 121

資料2-8-6 IPTVまたはVODサービスの認知度 121

資料2-8-7 利用しているIPTVまたはVODサービス名（複数回答）
（参考データ） 122

資料2-8-8 その他のインターネット映像動画の視聴（複数回答） 122

資料2-8-9 IPTVまたはVODサービスの利用意向 123

資料2-8-10 IPTVまたはVODサービスの非利用理由（複数回答） 123

2-9 ISP
資料2-9-1 契約しているISP数 124

資料2-9-2 契約しているISP（複数回答） 124

資料2-9-3 最も利用しているISPランキング（単一回答） 125

資料2-9-4 光（FTTH）利用者が最も利用しているISPランキング（単一回答） 125

資料2-9-5 ADSL/xDSL利用者が最も利用しているISPランキング
（単一回答） 126

資料2-9-6 最も利用しているISPの利用歴 126

資料2-9-7 ISPの乗り換え意向 127

資料2-9-8 ISPの乗り換え理由（複数回答） 127

資料2-9-9 今後乗り換え予定のISP（複数回答） 128

2-10　ワイヤレスインターネット
資料2-10-1 ワイヤレスインターネットの利用形態（複数回答） 129

資料2-10-2 ワイヤレスインターネットの通信費　 129

資料2-10-3 公衆無線LANのサービス加入状況（複数回答） 130

資料2-10-4 公衆無線LANの利用場所（複数回答） 130

2-11　セキュリティ
資料2-11-1 有害情報の知識 131

資料2-11-2 有害情報への接触状況（複数回答） 131

資料2-11-3 迷惑行為の被害経験（複数回答） 132

資料2-11-4 個人のセキュリティ対策（複数回答） 132

資料2-11-5 迷惑（スパム）メールの受信経験 133

資料2-11-6 受信メールに占める迷惑（スパム）メールの割合 133

資料2-11-7 迷惑（スパム）メールの受信内容（複数回答） 134

2-12　利用機器
資料2-12-1 所有している機器トップ30（複数回答） 135

資料2-12-2 利用しているインターネット機器（複数回答） 136

資料2-12-3 今後購入したい機器トップ30（複数回答） 137

資料2-12-4 テレビやハードディスクレコーダーの通信機能の有無と
その利用状況（複数回答） 138

資料2-12-5 家庭のインターネット機能付きゲーム機器の種類
（現在所持しているものと今後欲しいもの）（複数回答） 138

資料2-12-6 家庭のインターネット機能付きゲーム機器の
インターネット利用状況（複数回答） 139

資料2-12-7 家庭内の通信回線利用状況 139

資料2-12-8 利用している電子マネーの種類（複数回答） 140

2-13　利用アプリケーション
資料2-13-1 利用しているブラウザーソフト（複数回答） 141

資料2-13-2 利用しているブラウザーソフト（複数回答）
［主に利用しているOS別］ 141

資料2-13-3 利用しているメールソフト（複数回答） 142
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第3部企業利用動向

3-1　企業ウェブサイト
資料3-1-1 ウェブサイトの用途（複数回答） 152

資料3-1-2 ウェブサイト担当者の部署部門（単一回答） 152

資料3-1-3 ウェブサイトの予算有無［従業員規模別］ 153

資料3-1-4 ウェブサイトの年間コスト［従業員規模別］ 153

資料3-1-5 アクセス記録の収集・解析状況［従業員規模別］ 154

資料3-1-6 アクセス解析ソフトの種類（複数回答） 154

資料3-1-7 実施しているアクセス誘導対策（複数回答） 155

資料3-1-8 実施しているアクセス誘導対策（複数回答）［従業員規模別］ 155

資料3-1-9 効果が高いと思うアクセス誘導対策［従業員規模別］ 156

資料3-1-10 ウェブサイトの効果の判断指標（複数回答） 156

資料3-1-11 検索連動型広告の導入予定［従業員規模別］ 157

資料3-1-12 検索連動型広告の効果 157

資料3-1-13 コンテンツ連動型広告の認知［従業員規模別］ 158

資料3-1-14 ペイパーコール広告の認知［従業員規模別］ 158

資料3-1-15 自社ウェブサイトへのGoogle AdSence掲載有無［従業員規模別］159

資料3-1-16 ウェブサイトにおけるフィード（RSSとAtom）による情報配信
サービスの提供有無［従業員規模別］ 159

資料3-1-17 SNSの開設状況［従業員規模別］ 160

資料3-1-18 SNSの開設形態［従業員規模別］ 160

資料3-1-19 WebAPIの公開［従業員規模別］ 161

資料3-1-20 WebAPIの利用［従業員規模別］ 161

資料3-1-21 個人情報保護方針の掲載状況［従業員規模別］ 162

資料3-1-22 CMS導入の有無［従業員規模別］ 162

資料3-1-23 導入済みまたは導入予定のCMS（複数回答） 163

資料3-1-24 ウェブサイトにおけるブログ開設有無［従業員規模別］ 163

資料3-1-25 ECへの取り組み状況［従業員規模別］ 164

資料3-1-26 全体の売上に占める一般消費者向け商取引（B2C）の比率
［従業員規模別］ 164

資料3-1-27 次年度のB2C売上増減見込み［従業員規模別］ 165

資料3-1-28 次年度のB2C売上増加比率見込み 165
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