
 (１) いずれかの家庭用ゲーム機専用ダウンロード販売サービスによるダウンロード購入実績

年間ダウンロード購入経験率
（ いずれかの家庭用ゲーム機専用

ダウンロード販売サービスで「購入した」と答えた率）

標本数（人）

２００７年一般生活者・
家庭用ゲーム現参加者全体

321

 (２) 家庭用ゲームソフトのダウンロード購入状況

年間ダウンロード購入経験率
（「購入した」と答えた率）

年間平均購入本数

（本）

年間平均購入金額
　　　　　　　　 ［購入ポイント］

（円）［ポイント］

年間平均購入本数

（本）

年間平均購入金額
　　　　　　　　 ［購入ポイント］

（円）［ポイント］

0.04 22 3.00 3,500

0.00 6 1.00
2,000
（※１）

0.01 5 3.00 1,500

0.00 0
―

（※２）
―

（※２）

 (３) 家庭用ゲーム追加ダウンロードアイテムのダウンロード購入状況

年間ダウンロード購入経験率
（「購入した」と答えた率）

年間平均購入金額
　　　　　　　　 ［購入ポイント］

（円）［ポイント］

年間平均購入金額
　　　　　　　　 ［購入ポイント］

（円）［ポイント］

0
―

（※２）

0
―

（※２）

16 5,000

注）年間平均購入本数および年間平均購入金額［購入ポイント］の算出について

　・家庭用ゲーム現参加者ベース： 家庭用ゲーム現参加者全体を母数とし、購入の有無につき「購入していない」「無効・無回答」の場合は「０」本／円［ポイント］として算出。

ただし本数・金額につき「無効・無回答」の場合は算出母数から除外。

　・当該家庭用ゲームダウンロード購入者ベース： 当該家庭用ゲームダウンロード購入者のみを母数として算出。ただし本数・金額につき「無効・無回答」の場合は算出母数から除外。

※１：「プレイステーションストア　ゲームアーカイブス　［プレイステーション３］」に単価2,000円の商品はないが、同じ「プレイステーションストア」内の「Newゲーム」コーナーには、

　　　 プレイステーション３向けに単価2,000円の商品が存在するため、「1」点「2,000」円という回答も同一サービスによるダウンロード購入として認定し、有効回答としている。

※２：「Ｘｂｏｘ ＬＩＶＥマーケットプレース　Ｘｂｏｘ ＬＩＶＥアーケード　［Ｘｂｏｘ３６０］」による家庭用ゲームソフトのダウンロード購入（＝「（２）」）、ならびに、「プレイステーションストア　ゲームアーカイブス　

　　　 ［プレイステーション３］」および「プレイステーションストア　ゲームアーカイブス　［ＰＳＰ「プレイステーション・ポータブル」］」による家庭用ゲーム追加ダウンロードアイテムのダウンロード購入

　　　 （＝「（３）」）において、それぞれの家庭用ゲームダウンロード購入者ベースでは、本数・金額についての有効回答がなかった。

Ｘｂｏｘ ＬＩＶＥマーケットプレース
　Ｘｂｏｘ ＬＩＶＥアーケード
　［Ｘｂｏｘ３６０］

プレイステーションストア
　ゲームアーカイブス
　［プレイステーション３］

プレイステーションストア
　ゲームアーカイブス
　［ＰＳＰ「プレイステーション・ポータブル」］

Ｘｂｏｘ ＬＩＶＥマーケットプレース
　Ｘｂｏｘ ＬＩＶＥアーケード
　［Ｘｂｏｘ３６０］

２００７年一般生活者・
家庭用ゲーム現参加者全体
（N=321人）

プレイステーションストア
　ゲームアーカイブス
　［ＰＳＰ「プレイステーション・ポータブル」］

２００７年一般生活者・
家庭用ゲーム

現参加者ベース

２００７年一般生活者・
当該家庭用ゲーム

ダウンロード購入者ベース

２００７年一般生活者・
家庭用ゲーム

現参加者ベース

２００７年一般生活者・
当該家庭用ゲーム

ダウンロード購入者ベース

プレイステーションストア
　ゲームアーカイブス
　［プレイステーション３］

２００７年一般生活者・
家庭用ゲーム現参加者全体
（N=321人）

バーチャルコンソール
　
　［Ｗｉｉ］

年間平均購入金額［購入ポイント］

（円）［ポイント］

家庭用ゲーム
現参加者ベース

家庭用ゲーム
ダウンロード購入者ベース

49 3,100
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あなたは、昨年（２００７年）１年間に、以下の家庭用ゲーム機専用のダウンロード販売サービスで、 

①家庭用ゲームソフトまたは②追加ダウンロードアイテム（※）をダウンロード購入しましたか。 

「①家庭用ゲームソフト」をダウンロード購入した方は年間の購入本数および購入金額［購入ポイント］を、 

「②追加ダウンロードアイテム（※）」をダウンロード購入した方は年間の購入金額［購入ポイント］をそれぞれお書きください。 
※「追加ダウンロードアイテム」にはアイテム課金型の「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」（P．５７参照）は含みません。 

質問文 

４．家庭用ゲーム機専用ダウンロード販売サービスによる購入状況 【家庭用ゲーム現参加者ベース】   

（単位：％） 
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（７）「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」の有料プレイ状況
　　　【「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」現参加者ベース】

標本数
（人）

「ネットワークゲーム

（オンラインゲーム）」

現参加者ベース

有料「ネットワークゲーム

（オンラインゲーム）」

現参加者ベース

25 568 2,029

39 414 2,625

■有料「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」の課金形態（内訳）
２００７年一般生活者・有料「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」現参加者（N=7人）

「ネットワークゲーム

（オンラインゲーム）」

現参加者ベース
（N=25人）

有料「ネットワークゲーム

（オンラインゲーム）」

現参加者ベース
（N=7人）

428 2,140

140 1,750

― ―

注１）平均月額料金の算出について
　・「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」現参加者ベース： 「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」現参加者全体を母数とし、

「無料のゲームしかしない」人は「０」円として算出。ただし「無効・無回答」は除外。

　・有料「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」現参加者ベース： 「有料のゲームをしている」人のみを母数として算出。

ただし具体的な金額につき「無効・無回答」の場合は算出母数から除外。

（８）現在プレイしている「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」の具体的タイトル名
　　　【「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」現参加者ベース】《自由回答／複数回答》

２００７年一般生活者・「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」現参加者N=25人のうち有効回答者23人・延べ25タイトル

ハンゲーム 5 囲碁

コンチェルトゲート 1 オセロ・トランプ

アラド戦記 1 ＧｕｎZ

チョコットランド・つり 1 コレピク

「ハンゲーム」 2 三国志大戦

「モンスターハンター」シリーズ 3 シルクロードオンライン

モンスターハンターフロンティア 1 大富豪

モンスターハンターポータブル ２ｎｄ 1 ドラえもんボーリングゲーム

「モンスターハンター」 1 バルビレッジ

Ｙａｈｏｏ！ゲーム 2 ファンタシースターユニバース

将棋（Ｙａｈｏｏ！ゲーム） 1 みんなのゴルフ５

「Ｙａｈｏｏ！ゲーム」 1 メイプルストーリー

ラグナロクオンライン

注２）タイトル名および機種名の回答表記から正式タイトル名を判定。 リネージュ

　　　回答表記から正式タイトル名を判定できない場合は、 楽天グリーティングカードのメッセージカードの中のゲーム

　　　回答者が記入した原文のまま表記（「」にて表記）。

平均月額料金（円）

平均月額料金（円）

無料の
ゲームしかしない

有料の
ゲームをしている

２００７年一般生活者・
「ネットワークゲーム
（オンラインゲーム）」

現参加者全体

その他

２００６年一般生活者・
「ネットワークゲーム
（オンラインゲーム）」

現参加者全体

定額課金型

アイテム課金型

各 1

タイトル・シリーズ名 タイトル・シリーズ名

【内訳】タイトル名【内訳】タイトル名

タイトル数
（タイトル）

タイトル数
（タイトル）

【「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」現参加者に】 

・「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」のうち、定額課金型やアイテム課金型などの有料のゲームをしていますか。 

【有料「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」現参加者）に】 

・その有料のゲームはどのような課金形態ですか。以下のうち、当てはまるものをすべてお選びください。また、当てはまる課金形態については、 

 それぞれの１ヶ月合計の利用料金（月額料金、アイテム料金など）の平均額（税込）をお書きください。 

※「アイテム課金型」には、アイテムの個人間での現金売買（＝「リアル・マネー・トレード（ＲＭＴ）」P．８４参照）、 

  および家庭用ゲームのダウンロード販売サービスによる「追加ダウンロードアイテム」のダウンロード購入（Ｐ．４３参照）は含みません。 

※通信費・パッケージソフト料金・複合カフェ利用料は除きます。 

質問文 
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【「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」現参加者に】 

あなたが現在している「ネットワークゲーム（オンラインゲーム）」の具体的なタイトル名をご記入ください。 
質問文 
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