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産業別生産物リスト【別紙様式4】

大分類

ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト
分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード 分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード 分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード

41 映像・音声・文字情報制作業

410
管理，補助的経済活動を行う事業所（41
映像・音声・文字情報制作業）

411 映像情報制作・配給業 4110160300 映画の制作及び配給サービス 412 音声情報制作業 4120910300 音楽ソフト 413 新聞業 4130910300 紙媒体の新聞（購読料収入）

4111
映画・ビデオ制作業（テレビジョン番組制
作業、アニメーション制作業を除く）

4110160303
映画の制作及び配給サービス（受託制作
を除く）

4121 レコード制作業 4120910303 音楽CD 4131 新聞業 4130910303
紙媒体の新聞（購読料収入（定期購読契
約に基づくもの））

4112
テレビジョン番組制作業（アニメーション
制作業を除く）

4110160306 映画の受託制作サービス 4122 ラジオ番組制作業 4120910306 その他の音楽用物理的メディア 4130910306
紙媒体の新聞（購読料収入（定期購読契
約以外のもの））

4113 アニメーション制作業 4110160309 映画の配給サービス 4120910309 音楽ビデオ 4130110600 紙媒体の新聞（広告収入）

4114 映画・ビデオ・テレビジョン番組配給業 4110160600 テレビ番組の制作及び配給サービス 4120920600 配信用音楽コンテンツ 4130110603 紙媒体の新聞（広告収入）

4110160603
テレビ番組の制作及び配給サービス（受
託制作を除く）

4120920603 配信用音楽コンテンツ 4130920900 オンライン新聞（購読料収入）

4110160606 テレビ番組の受託制作サービス 4120120900 音楽・音声著作物のオリジナル 4130920903 オンライン新聞（購読料収入）

4110160609 テレビ番組の配給サービス 4120120903 音楽・音声著作物のオリジナル 4130121200 オンライン新聞（広告収入） 4130121200

4110160900
テレビＣＭ及びその他の動画広告の制作
サービス

4110160900 4120161200
音楽・音声著作権及び著作隣接権の使
用許諾サービス

4130121203 オンライン新聞（広告収入） 4130121203

4110160903
テレビＣＭ及びその他の動画広告の制作
サービス

4110160903 4120161203 音楽・音声著作権の使用許諾サービス 4130161500
新聞・ニュースに係る著作権の使用許諾
サービス

4130161500

4110161200 その他の映像制作サービス 4120161203
音楽・音声著作物に係る著作隣接権の
許諾サービス

4130161503
新聞・ニュースに係る著作権の使用許諾
サービス

4130161503

4110161299 その他の映像制作サービス 4120161203 ラジオ放送権の使用許諾サービス P 出版物

4110111500 映像ソフト 4120161500 ラジオCM制作サービス 4120161500 P 出版物

4110111503 映像ソフト 4120161503 ラジオCM制作サービス 4120161503 P
その他の広告スペース・広告機会提供
サービス

4110121800 配信用映像コンテンツ 4120161800 ラジオ番組制作サービス P スポンサーシップサービス

4110121803 配信用映像コンテンツ 4120161803 ラジオ番組制作サービス P
他に分類されないその他の広告スペー
ス・広告機会提供サービス

4110122100 映像著作物のオリジナル 4120162100
その他の音声情報制作サービス
（他に分類されるものを除く）

P ウェブ情報検索・提供サービス 3920960900

4110122103 映像著作物のオリジナル 4120162103
その他の音声情報制作サービス
（他に分類されるものを除く）

P ウェブ情報検索・提供サービス 3920960903

4110162400 映像著作権の使用許諾サービス P その他の出版物（購読料収入） 4140912400 P
情報提供サービス（ウェブ情報検索・提
供サービスに含まれるものを除く）

3920961200

4110162403 ビデオグラム化権の使用許諾サービス P その他の出版物（購読料収入） 4140912499 P
情報提供サービス（ウェブ情報検索・提
供サービスに含まれるものを除く）

3920961203

4110162406 テレビ放映権の使用許諾サービス P 会議室・ホール等賃貸サービス 6810963000 P
非住宅用建物賃貸サービス（収納スペー
ス賃貸サービス及び会議室・ホール等賃
貸サービスを除く）

6810162400

4110162409 リメイク権の使用許諾サービス P その他のスペース賃貸サービス 6810963009 P 事務所用建物賃貸サービス 6810162403

4110162499
その他の映像著作物の使用許諾サービ
ス

P 音声情報制作支援サービス P 店舗用建物賃貸サービス 6810162406

P 商品化権の使用許諾サービス P 音声情報制作支援サービス P 会議室・ホール等賃貸サービス 6810963000

P 商品化権の使用許諾サービス P 会議室賃貸サービス 6810963003

P 映像情報制作支援サービス P 劇場式ホール賃貸サービス 6810963006

P 映像情報制作支援サービス P その他のスペース賃貸サービス 6810963009

P 美術・イベント・その他の興行サービス 8020960900

P
美術・イベント・その他の興行サービス
（事業者との契約に基づく興行収入

8020260903

P
美術・イベント・その他の興行サービス
（一般消費者からの入場料収入）

8020160906

P
美術・イベント・その他の興行サービス
（その他の収入）

8020960999

P 教養・技能教授サービス 8240260300

P 教養・技能教授サービス 8240260300

P 新聞小売サービス

P 新聞小売サービス

Ｇ　情報通信業

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

1



2



産業別生産物リスト【別紙様式4】

大分類

ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト
分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード 分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード 分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード

414 出版業 4140910300 紙媒体の雑誌（購読料収入） 415 広告制作業 4150160300
広告制作サービス（他に分類されるもの
を除く）

416
映像・音声・文字情報制作に附帯する
サービス業

4160160300 ニュース供給サービス

4141 出版業 4140910303 紙媒体の雑誌（購読料収入） 4151 広告制作業 4150160303
広告制作サービス（他に分類されるもの
を除く）

4161 ニュース供給業 4160160303 ニユース供給サービス

4140110600 紙媒体の雑誌（広告収入） P 印刷サービス 4169
その他の映像・音声・文字情報制作に附
帯するサービス業

P
新聞・ニュースに係る著作権の使用許諾
サービス

4130161500

4140110603 紙媒体の雑誌（広告収入） P 印刷サービス P
新聞・ニュースに係る著作権の使用許諾
サービス

4130161503

4140920900 オンライン雑誌（購読料収入） P
テレビＣＭ及びその他の動画広告の制作
サービス

4110160900 P 文字情報制作支援サービス

4140920903 オンライン雑誌（購読料収入） P
テレビＣＭ及びその他の動画広告の制作
サービス

4110160903 P 文字情報制作支援サービス

4140121200 オンライン雑誌（広告収入） P ラジオCM制作サービス 4120161500 P 音声情報制作支援サービス

4140121203 オンライン雑誌（広告収入） P ラジオCM制作サービス 4120161503 P 音声情報制作支援サービス

4140911500 紙媒体の書籍 P デザイン制作サービス 7260160300 P 映像情報制作支援サービス

4140911503 紙媒体の書籍 P グラフィックデザイン 7260160309 P 映像情報制作支援サービス

4140921800 オンライン書籍 P デジタルメディアデザイン 7260160321 P 会議室・ホール等賃貸サービス 6810963000

4140921803 オンライン書籍 P その他のスペース賃貸サービス 6810963009

4140112100
フリーペーパー・フリーマガジン（広告収
入）

P オンライン新聞（広告収入） 4130121200

4140112103
フリーペーパー・フリーマガジン（広告収
入）

P オンライン新聞（広告収入） 4130121203

4140912400 その他の出版物（購読料収入） 4140912400 P 出版物

4140912499 その他の出版物（購読料収入） 4140912499 P 出版物

4140112700 その他の出版物（広告収入） P 芸能人の育成・マネジメントサービス 8020961200

4140112799 その他の出版物（広告収入） P 芸能人の育成・マネジメントサービス 8020961203

4140163000
雑誌・書籍等の著述作品に係る著作権
の使用許諾サービス

4140163000

4140163003
雑誌・書籍等の著述作品に係る著作権
の使用許諾サービス

4140163003

Ｇ　情報通信業
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産業別生産物リスト【別紙様式4】
大分類

 

ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ
分類番号

（大・中・小）
分類項目名（大・中・小）

分類
コード

分類名（案）和文 初出コード
分類番号
（大・中・小）

分類項目名（大・中・小）
分類
コード

分類名（案）和文 初出コード
分類番号
（大・中・小）

分類項目名（大・中・小）
分類
コード

分類名（案）和文 初出コード

その他 Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業

広告枠、広告スペース提供 72 専門サービス業（他に分類されないもの）

出版物（紙媒体）広告枠 4130110600 紙媒体の新聞（広告収入） 727 著述・芸術家業 7270120300 雑誌・書籍等の著述作品のオリジナル

4130110603 紙媒体の新聞（広告収入） 7271 著述家業 7270120303 雑誌・書籍等の著述作品のオリジナル

4140110600 紙媒体の雑誌（広告収入） 7272 芸術家業 7270120600 映像著作物のオリジナル

4140110603 紙媒体の雑誌（広告収入） 7270120603 映像著作物のオリジナル

4140112100
フリーペーパー・フリーマガジン（広告収
入）

7270120900 音楽・音声著作物のオリジナル

4140112103
フリーペーパー・フリーマガジン（広告収
入）

7270120903 音楽・音声著作物のオリジナル

4140112700 その他の出版物（広告収入） 7270161200
雑誌・書籍等の著述作品に係る著作権
の使用許諾サービス

4140112799 その他の出版物（広告収入） 7270161203
雑誌・書籍等の著述作品に係る著作権
の使用許諾サービス

テレビ、ラジオ広告枠 3800160300 テレビ放送サービス（広告収入） 7270161500 映像著作権の使用許諾サービス

3800160303 テレビ放送サービス（広告収入） 7270161503 ビデオグラム化権の使用許諾サービス

3800160900 ラジオ放送サービス（広告収入） 7270161506 テレビ放映権の使用許諾サービス

3800160903 ラジオ放送サービス（広告収入） 7270161509 リメイク権の使用許諾サービス

インターネット広告 4130121200 オンライン新聞（広告収入） 7270161599
その他の映像著作物の使用許諾サービ
ス

4130121203 オンライン新聞（広告収入） 7270161800
音楽・音声著作権及び著作隣接権の使
用許諾サービス

4140921200 オンライン雑誌（広告収入） 7270161803 音楽・音声著作権の使用許諾サービス

4140921203 オンライン雑誌（広告収入） 7270161806
音楽・音声著作物に係る著作隣接権の
許諾サービス

4010160300
ウェブ情報検索・提供サービス（広告収
入）

7270161809 ラジオ放送権の使用許諾サービス

4010160303
ウェブ情報検索・提供サービス（広告収
入）

P その他の家庭用品・身の回り品

4010160900
マーケットプレイス提供サービス（広告収
入）

P 絵画、彫刻、その他の芸術家による作品

4010160903
マーケットプレイス提供サービス（広告収
入）

P 演劇・演芸・音楽興行サービス 8020960600

4010161500
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告収入）

P
演劇・演芸・音楽興行サービス（事業者と
の契約に基づく公演・演奏収入）

8020160603

4010161503
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告収入）

P
演劇・演芸・音楽興行サービス（一般消費
者からの入場料収入）

8020260606

屋外広告、交通広告スペース P
屋外広告スペース・交通広告スペース提
供サービス

P
演劇・演芸・音楽興行サービス（その他の
収入）

8020960699

P 屋外広告スペース提供サービス P 美術・イベント・その他の興行サービス 8020960900

P 交通広告スペース提供サービス P
美術・イベント・その他の興行サービス
（事業者との契約に基づく興行収入）

8020260903

その他の広告スペース・広告機会 P
その他の広告スペース・広告機会提供
サービス

P
美術・イベント・その他の興行サービス
（一般消費者からの入場料収入）

8020160906

P ネーミングライツ付与サービス P
美術・イベント・その他の興行サービス
（その他の収入）

8020960999

P スポンサーシップサービス P 教養・技能教授サービス 8240260300

P
他に分類されないその他の広告スペー
ス・広告機会提供サービス

P 音楽・ダンス教授サービス 8240260303

P スポーツ・健康教授サービス 8240260306

P 語学教授サービス 8240260309

P 職業技能教授サービス 8240260312

P 美術・工芸等教授サービス 8240260315

P その他の教養・技能教授サービス 8240260318

P デザイン制作サービス 7260160300

P インテリアデザイン 7260160303

P インダストリアルデザイン 7260160306

P グラフィックデザイン 7260160309

P
テキスタイルデザイン・ファッションデザイ
ン

7260160312

P パッケージデザイン 7260160315

P ディスプレイデザイン 7260160318

P デジタルメディアデザイン 7260160321

P その他のデザイン 7260160399

（その他）広告枠、広告スペース、Ｌ　学術研究，専門・技術サービス業

二次原案生産物リスト

（注）分類コード（5、6桁目） ○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

411 映像情報制作・配給業

4111映画・ビデオ制作業（テレビジョン番組制作業，アニメーション制作業を除く），4112テレビジョン番組制作業（アニメーション制作業を除く），4113アニメーション制作業，4114映画・ビデオ・テレビジョン番組配給業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1 7001525000
視聴覚記録物（映画・テレビ番組・ミュー
ジックビデオを含む）

1 7001525000
視聴覚記録物（映画・テレビ番組・ミュー
ジックビデオを含む）

1 59.11.11 映画制作サービス 1 73320
エンターテイメント、文学、または芸術的
原本を利用する権利のためのライセンス
サービス

1
視聴覚記録物（映画・テレビ番組・ミュー
ジックビデオを含む）

視聴覚記録物（映画・テレビ番組・ミュージックビデオを含
む）

7001525003 2 7001525003
ミュージックビデオ及びDVD（ダウンロー
ドを除く）

2 59.11.12
プロモーション又は広告動画及びビデオ
制作サービス

2 84331 映画及びその他の動画ダウンロード 1.01
ミュージックビデオ及びDVD（ダウンロー
ドを除く）

ミュージックビデオ及びDVDの提供

7001525006 3 7001525006 ミュージックビデオのダウンロード 3 59.11.13 その他の動画、ビデオ及びテレビ番組 3 84332 ストリーミング動画コンテンツ 1.02 ミュージックビデオのダウンロード オンラインでダウンロードできるミュージックビデオ

7001525009 4 7001525009
その他の視聴覚記録物（ダウンロードを
除く）

4 59.11.21 動画、ビデオ及びテレビ番組（原版） 4 96121
動画、ビデオテープ、テレビ番組制作
サービス

1.03
その他の視聴覚記録物（ダウンロードを
除く）

ミュージックビデオ以外の視聴覚記録物の提供

7001525012 5 7001525012 その他の視聴覚作品のダウンロード 5 59.11.22 映画用フィルム 5 96123
オリジナルの動画、ビデオテープ、テレビ
番組、ラジオ番組

1.04 その他の視聴覚作品のダウンロード
オンラインでダウンロードできるミュージックビデオ以外
の視聴覚記録物

2 7009550000
著作権により保護された知的財産物の
権利の売切り

6 7009550000
著作権により保護された知的財産物の
権利の売切り

6 59.11.23
フィルム及びディスク、テープ、その他の
物理メディアによるもの以外のビデオコ
ンテンツ

6 96131 オーディオビジュアル編集サービス 2
著作権により保護された知的財産物の
権利の売切り

著作権により保護された知的財産権の権利の販売

7009550003 7 7009550003
著作権により保護された映画の権利の
売切り

7 59.11.24
映画及びその他のダウンロードされたビ
デオ

7 96132 マスターの転写及び複製サービス 2.01
著作権により保護された映画の権利の
売切り

著作権により保護された映画の権利の販売

7009550006 8 7009550006
著作権により保護されたテレビ番組の権
利の売切り

8 59.11.25 ストリーミングされたビデオコンテンツ 8 96133 色補正及びデジタル修復サービス 2.02
著作権により保護されたテレビ番組の権
利の売切り

著作権により保護されたテレビ番組の権利の販売

7009550009 9 7009550009
著作権により保護された音楽作品の権
利の売切り

9 59.11.30
動画、ビデオ及びテレビ制作物にける広
告スペース又は時間の販売

9 96134 視覚効果サービス 2.03
著作権により保護された音楽作品の権
利の売切り

著作権により保護された音楽作品の権利の販売

7009550012 10 7009550012
著作権により保護されたその他の視聴
覚作品及び知的財産物の権利の売切り

10 59.12.11 視聴覚編集サービス 10 96135 アニメーションサービス 2.04
著作権により保護されたその他の視聴
覚作品及び知的財産物の権利の売切り

著作権により保護されたその他の視聴覚作品及び権利
の販売

3 7009575000 11 7009575000
著作権により保護された視聴覚作品の
配信許諾（他者向け）

11 59.12.12 マスターの転送及び複製サービス 11 96136
キャプション、タイトル、字幕制作サービ
ス

3
著作権により保護された視聴覚作品の
配信許諾（他者向け）

著作権により保護された視聴覚作品の配信の許諾（他者
向け）

7009575003 12 7009575003
著作権により保護された映画の配信許
諾（他者向け）

12 59.12.13 色補正及びデジタル修復サービス 12 96139 その他のポストプロダクションサービス 3.01
著作権により保護された映画の配信許
諾（他者向け）

著作権により保護された映画の配信のライセンスの提供
（他者向け）

7009575006 13 7009575006
著作権により保護されたテレビ番組の配
信許諾（他者向け）

13 59.12.14 視覚効果サービス 13 96140
動画、ビデオテープ、テレビ番組配信
サービス

3.02
著作権により保護されたテレビ番組の配
信許諾（他者向け）

著作権により保護されたテレビ番組の配信ライセンスの
提供（他者向け）

7009575009 14 7009575009
著作権により保護されたその他の視聴
覚作品の配信許諾（他者向け）

14 59.12.15 アニメーションサービス 3.03
著作権により保護されたその他の視聴
覚作品の配信許諾（他者向け）

著作権により保護されたその他の視聴覚作品の配信ラ
イセンスの提供（他者向け）

4 7009576000 15 7009576000
著作権により保護された視聴覚作品の
公開、放送、レンタル許諾

15 59.12.16
字幕、タイトル及びサブタイトル作製サー
ビス

4
著作権により保護された視聴覚作品の
公開、放送、レンタル許諾

著作権により保護された視聴覚作品の公開、放送及びレ
ンタルの許諾

7009576003 16 7009576003
著作権により保護された長編映画の公
開許諾（商業劇場市場向け）

16 59.12.17 音編集及び企画サービス 4.01
著作権により保護された長編映画の公
開許諾（商業劇場市場向け）

著作権により保護された長編映画を公開するためのライ
センスの提供（商業劇場市場向け）

7009576006 17 7009576006
著作権により保護された長編映画のテレ
ビ放送許諾

17 59.12.19
その他の映画、ビデオ、テレビ番組のポ
ストプロダクションサービス

4.02
著作権により保護された長編映画のテレ
ビ放送許諾

著作権により保護された長編映画のテレビ放送するため
のライセンスの提供

7009576009 18 7009576009
著作権により保護された長編映画の放
送及び公開許諾（その他の市場向け）

18 59.13.11
映画放映権及びそれら収入に係る使用
許諾サービス

4.03
著作権により保護された長編映画の放
送及び公開許諾（その他の市場向け）

著作権により保護された長編映画の放送及び公開する
ためのライセンスの提供（その他の市場向け）

7009576012 19 7009576012
著作権により保護された長編映画のレン
タル許諾（家庭用ビデオ市場向け）

19 59.13.12
その他の動画、ビデオ及びテレビ番組配
信サービス

4.04
著作権により保護された長編映画のレン
タル許諾（家庭用ビデオ市場向け）

著作権により保護された長編映画をレンタルするための
ライセンスの提供（家庭用ビデオ市場向け）

7009576015 20 7009576015
著作権により保護された短編映画の公
開、放送、レンタル許諾

4.05
著作権により保護された短編映画の公
開、放送、レンタル許諾

著作権により保護された短編映画の公開、放送及びレン
タルするためのライセンスの提供

7009576018 21 7009576018
著作権により保護されたテレビ又はケー
ブルテレビ番組の放送許諾

4.06
著作権により保護されたテレビ又はケー
ブルテレビ番組の放送許諾

著作権により保護されたテレビ又はケーブルテレビ番組
を放送するためのライセンスの提供

7009576021 22 7009576021
著作権により保護されたテレビ又はケー
ブルテレビ番組のレンタル許諾（家庭用
ビデオ市場向け）

4.07
著作権により保護されたテレビ又はケー
ブルテレビ番組のレンタル許諾（家庭用
ビデオ市場向け）

著作権により保護されたテレビ又はケーブルテレビ番組
をレンタルするためのライセンスの提供（家庭用ビデオ市
場向け）

7009576024 23 7009576024
著作権により保護されたテレビ又はケー
ブルテレビ番組の放送又はレンタル許諾
（その他の市場向け）

4.08
著作権により保護されたテレビ又はケー
ブルテレビ番組の放送又はレンタル許諾
（その他の市場向け）

著作権により保護されたテレビ又はケーブルテレビ番組
の放送又はレンタルするためのライセンスの提供（その
他の市場向け）

7009576027 24 7009576027
著作権により保護されたその他の視聴
覚作品の公開、放送、レンタル許諾

4.09
著作権により保護されたその他の視聴
覚作品の公開、放送、レンタル許諾

著作権によって暗黙または明示的に保護されている映
画フィルムまたはテレビ番組以外の映像作品を展示、放
送、または賃貸の許可

5 7009577000 25 7009577000
他に分類されない、著作権により保護さ
れた視聴覚作品のその他の使用許諾

5
他に分類されない、著作権により保護さ
れた視聴覚作品のその他の使用許諾

他に分類されない著作権により保護された視聴覚作品
のその他の使用許諾ののためのライセンスの提供

6 7009625000
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

26 7009625000
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

6
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

商標権（名称、シンボル、ロゴなど）の商業的使用の許可

7 7010100000 27 7010100000
契約に基づいて制作された公演の視聴
覚作品

7
契約に基づいて制作された公演の視聴
覚作品

契約によって制作された公演の視聴覚作品

7010100003 28 7010100003 映画の契約制作サービス 7.01 映画の契約制作サービス 契約によって制作された映画

7010100006 29 7010100006 テレビ番組の契約制作サービス 7.02 テレビ番組の契約制作サービス 契約によって制作されたテレビ番組

7010100009 30 7010100009 コマーシャルの契約制作サービス 7.03 コマーシャルの契約制作サービス 契約によって制作たコマーシャル

7010100012 31 7010100012 ミュージックビデオの契約制作サービス 7.04 ミュージックビデオの契約制作サービス 契約によって制作されたミュｰジックビデオ

7010100015 32 7010100015
舞台芸術の視聴覚作品のその他の契約
制作サービス

7.05
舞台芸術の視聴覚作品のその他の契約
制作サービス

契約によって作成された舞台芸術の視聴覚作品

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

411 映像情報制作・配給業

4111映画・ビデオ制作業（テレビジョン番組制作業，アニメーション制作業を除く），4112テレビジョン番組制作業（アニメーション制作業を除く），4113アニメーション制作業，4114映画・ビデオ・テレビジョン番組配給業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

7011950000 33 7011950000 フルフィルメントサービス 8 フルフィルメントサービス
一般に保管、注文処理（注文した商品の収集と梱包）を
含むバンドルされた配送サービスの提供

8 7013325000
視聴覚作品のプリプロダクションサービ
ス

34 7013325000
視聴覚作品のプリプロダクションサービ
ス

9
視聴覚作品のプリプロダクションサービ
ス

視聴覚作品制作のための準備サービスの提供

9 7013350000
視聴覚作品のポストプロダクションサー
ビス

35 7013350000
視聴覚作品のポストプロダクションサー
ビス

10
視聴覚作品のポストプロダクションサー
ビス

オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）のためのコンピュータ化された電子画像および音
声処理サービスの提供

10 7013400000 視聴覚作品制作支援サービス 36 7013400000 視聴覚作品制作支援サービス 11 視聴覚作品制作支援サービス
視聴覚作品の製作の技術的および芸術的サポートサー
ビスの提供
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

411 映像情報制作・配給業

4111映画・ビデオ制作業（テレビジョン番組制作業，アニメーション制作業を除く），4112テレビジョン番組制作業（アニメーション制作業を除く），4113アニメーション制作業，4114映画・ビデオ・テレビジョン番組配給業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

1
視聴覚記録物（映画・テレビ番組・ミュー
ジックビデオを含む）

視聴覚記録物（映画・テレビ番組・ミュージックビデオを含
む）

－ －
後出の「映画の制作及び配給サービス」
から「その他の映像制作サービス」までの
各統合分類に含まれる。

4110160300 映画の制作及び配給サービス 映画の制作及び配給を行うサービス。

4110160303
映画の制作及び配給サービス（受託制作
を除く）

映画を制作（受託制作を除く）し、映画館等に配給する
サービス。

＜特定サービス産業実態調査＞

4110160306 映画の受託制作サービス
外部からの委託を受けて映画を制作し、又は映画制作に
係る技術業務を行うサービス（テレビ用映画を除く）。

＜特定サービス産業実態調査＞

4110160309 映画の配給サービス
他社が作成した映画を買い付け、映画館等に配給する
サービス（海外映画等の配給を含む）。

＜特定サービス産業実態調査＞

4110160600 テレビ番組の制作及び配給サービス
テレビ番組（テレビコマーシャルを除く）の制作及び配給を
行うサービス。

4110160603
テレビ番組の制作及び配給サービス（受
託制作を除く）

テレビ番組を制作（受託制作を除く）し、テレビ局等に配給
するサービス。

＜特定サービス産業実態調査＞

4110160606 テレビ番組の受託制作サービス
外部からの委託を受けてテレビ番組（テレビコマーシャル
を除く）を制作し、又はテレビ番組制作に係る技術業務を
行うサービス。

＜特定サービス産業実態調査＞

4110160609 テレビ番組の配給サービス
他社が作成したテレビ番組を買い付け、テレビ局等に配
給するサービス（海外ドラマ等の配給を含む）。

＜特定サービス産業実態調査＞

4110160900
テレビＣＭ及びその他の動画広告の制作
サービス

4110160903
テレビＣＭ及びその他の動画広告の制作
サービス

外部からの委託を受けてテレビＣＭ、劇場広告、インター
ネット広告、屋外広告などに使用される動画広告を制作
するサービス。

調査研究結果を踏まえて設定。

4110161200 その他の映像制作サービス

4110161299 その他の映像制作サービス

外部からの委託を受けてビデオ（ＤＶＤ）用映像、インター
ネット配信用映像、その他の映像著作物（企業や官公庁
等のＰＲビデオ、博物館などの上映を行わない資料映像
を含み、動画広告を除く）を制作し、又は映像制作に係る
技術業務を行うサービス。

＜特定サービス産業実態調査＞

4110111500 映像ソフト

4110111503 映像ソフト
DVD、Blu-rayDiscなどの物理的媒体に記録された映像ソ
フト

＜特定サービス産業実態調査＞

4110121800 配信用映像コンテンツ
＜特定サービス産業実態調査＞
＜情報通信業基本調査＞

4110121803 配信用映像コンテンツ インターネット等を経由して配信した映像コンテンツ 〃

1.01
ミュージックビデオ及びDVD（ダウンロード
を除く）

ミュージックビデオ及びDVDの提供 － －

1.02 ミュージックビデオのダウンロード オンラインでダウンロードできるミュージックビデオ － －

1.03
その他の視聴覚記録物（ダウンロードを
除く）

ミュージックビデオ以外の視聴覚記録物の提供 － －

1.04 その他の視聴覚作品のダウンロード
オンラインでダウンロードできるミュージックビデオ以外の
視聴覚記録物

－ －

2
著作権により保護された知的財産物の権
利の売切り

著作権により保護された知的財産権の権利の販売 － －

2.01
著作権により保護された映画の権利の売
切り

著作権により保護された映画の権利の販売 － －

2.02
著作権により保護されたテレビ番組の権
利の売切り

著作権により保護されたテレビ番組の権利の販売 － －

2.03
著作権により保護された音楽作品の権利
の売切り

著作権により保護された音楽作品の権利の販売 － －

2.04
著作権により保護されたその他の視聴覚
作品及び知的財産物の権利の売切り

著作権により保護されたその他の視聴覚作品及び権利
の販売

－ －

細分類

大分類

中分類

小分類

前出の「映像コンテンツ配信プラット
フォームサービス」に含まれる。

「知的財産関連生産物の設定方針（案）」
において、知的財産の譲渡は設定しない
こととしているが、基幹統計における把握
の必要性等も考慮し、引き続き検討す
る。

＜映像情報制作・配給業＞

受託映像国際放送

オンデマンド放送収入

モバイルコンテンツ制作収入

インターネット情報提供収入

出張映写収入

国際営業収入

教育映像制作収入

映画制作収入

映画営業収入

ビデオ制作収入

ビデオ営業収入

テレビ番組制作収入

アニメーション制作収入

広告制作サービス TVCM制作収入

イベント・催事収入

イベント・ソフト制作収入

権利ビジネス

コンテンツ事業収入

商品販売収入

映像コンテンツ、ソフト販売収入

CD、DVD・ソフト販売収入

不動産サービス 不動産収入

宿泊サービス ホテル営業収入

物品賃貸サービス ビデオレンタル収入

事業推進営業収入

撮影所関連営業収入

その他収入

キャラクタ事業収入

（回答のあった事業所数：10）

小売・卸売サービス

その他

テレビ番組放送サービス

インターネットコンテンツ配信
サービス

映像情報製作サービス

イベント・催事サービス

知的財産及び関連サービス

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

調査品目名 　

映像情報制作・配給業

映画・ビデオ制作業、テレビジョ
ン番組制作業、アニメーション制
作業、映画・ビデオ・テレビジョ
ン番組配給業

＜特定サービス産業実態調査＞

業務種類名

国外・映像情報制作・配給業務

映画製作・配給業務

映画の制作・配給収入

ビデオ（DVDを含む）版権収入

テレビ放映権収入

商品化権収入

リメイク権収入

受託制作収入

テレビ映画制作収入

その他

テレビジョン番組制作・配給業
務

テレビ番組（テレビコマーシャル
を含む）制作・配給収入

ビデオ（DVDを含む）版権収入

受託制作収入

その他

ビデオ（DVD）制作・発売業務

ビデオ（DVDを含む）制作・発売
収入

ビデオ（DVDを含む）版権収入

その他

〈平成23年産業連関表〉

細品目（10桁）名

映像・ビデオ制作〈アニメーショ
ンを除く〉

テレビ番組制作〈アニメーション
を除く〉

アニメーション制作

映画・ビデオ・テレビ番組配給

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞

コモ６桁分類名

　

　

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

【検討事項】

○「アニメ」については映画、テレビ等から切り離

して、独立した統合分類を作成することについて。

○最下層分類において「制作及び配給」、「受託

制作」、「配給」の３区分を設定することについて

の必要性について。
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

411 映像情報制作・配給業

4111映画・ビデオ制作業（テレビジョン番組制作業，アニメーション制作業を除く），4112テレビジョン番組制作業（アニメーション制作業を除く），4113アニメーション制作業，4114映画・ビデオ・テレビジョン番組配給業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

　

　

　

4110122100 映像著作物のオリジナル

4110122103 映像著作物のオリジナル

映画、ビデオ、動画、テレビ番組、アニメーション、テレビ
CM、スポーツ中継の録画などの著作権法により保護され
た映像著作物のオリジナル（フィルム、ビデオテープ、デ
ジタルデータ等により記録されたもの）をいう。

「知的財産関連生産物の設定方針（案）」
を踏まえて設定。定義及び内容例示につ
いては、小分類「727 著述・芸術家業」と
の関連性を検討した上で再設定する。

3
著作権により保護された視聴覚作品の配
信許諾（他者向け）

著作権により保護された視聴覚作品の配信の許諾（他者
向け）

4110162400 映像著作権の使用許諾サービス
「知的財産関連生産物の設定方針（案）」
を踏まえて設定。

3.01
著作権により保護された映画の配信許諾
（他者向け）

著作権により保護された映画の配信のライセンスの提供
（他者向け）

4110162403 ビデオグラム化権の使用許諾サービス
映像作品（自社が著作権を有するものに限る。）をビデオ
やDVDなどに複製し頒布する権利を第三者に対して許諾
するサービス。

＜特定サービス産業実態調査＞

3.02
著作権により保護されたテレビ番組の配
信許諾（他者向け）

著作権により保護されたテレビ番組の配信ライセンスの
提供（他者向け）

4110162406 テレビ放映権の使用許諾サービス

映像作品（自社が著作権を有するものに限る。）をテレビ
又はインターネットで放映・配信する権利を第三者に対し
て許諾するサービス。
○公衆送信権（放送）、自動公衆送信権

＜特定サービス産業実態調査＞

3.03
著作権により保護されたその他の視聴覚
作品の配信許諾（他者向け）

著作権により保護されたその他の視聴覚作品の配信ライ
センスの提供（他者向け）

4110162409 リメイク権の使用許諾サービス
映像作品（自社が著作権を有するものに限る。）をリメイク
（翻案、改良）する権利を第三者に対して許諾するサービ
ス。

＜特定サービス産業実態調査＞

4110162499
その他の映像著作物の使用許諾サービ
ス

その他の映像著作物の使用許諾サービス。
○貸与権、著作隣接権、二次的著作物利用権

一次原案リスト及び調査研究結果を踏ま
えて設定。

4
著作権により保護された視聴覚作品の公
開、放送、レンタル許諾

著作権により保護された視聴覚作品の公開、放送及びレ
ンタルの許諾

－ －
前出の「映像著作物の使用許諾サービ
ス」に含まれる。

4.01
著作権により保護された長編映画の公開
許諾（商業劇場市場向け）

著作権により保護された長編映画を公開するためのライ
センスの提供（商業劇場市場向け）

－ －

4.02
著作権により保護された長編映画のテレ
ビ放送許諾

著作権により保護された長編映画のテレビ放送するため
のライセンスの提供

－ －

4.03
著作権により保護された長編映画の放送
及び公開許諾（その他の市場向け）

著作権により保護された長編映画の放送及び公開するた
めのライセンスの提供（その他の市場向け）

－ －

4.04
著作権により保護された長編映画のレン
タル許諾（家庭用ビデオ市場向け）

著作権により保護された長編映画をレンタルするための
ライセンスの提供（家庭用ビデオ市場向け）

－ －

4.05
著作権により保護された短編映画の公
開、放送、レンタル許諾

著作権により保護された短編映画の公開、放送及びレン
タルするためのライセンスの提供

－ －

4.06
著作権により保護されたテレビ又はケー
ブルテレビ番組の放送許諾

著作権により保護されたテレビ又はケーブルテレビ番組
を放送するためのライセンスの提供

－ －

4.07
著作権により保護されたテレビ又はケー
ブルテレビ番組のレンタル許諾（家庭用ビ
デオ市場向け）

著作権により保護されたテレビ又はケーブルテレビ番組
をレンタルするためのライセンスの提供（家庭用ビデオ市
場向け）

－ －

4.08
著作権により保護されたテレビ又はケー
ブルテレビ番組の放送又はレンタル許諾
（その他の市場向け）

著作権により保護されたテレビ又はケーブルテレビ番組
の放送又はレンタルするためのライセンスの提供（その他
の市場向け）

－ －

4.09
著作権により保護されたその他の視聴覚
作品の公開、放送、レンタル許諾

著作権によって暗黙または明示的に保護されている映画
フィルムまたはテレビ番組以外の映像作品を展示、放送、
または賃貸の許可

－ －

5
他に分類されない、著作権により保護さ
れた視聴覚作品のその他の使用許諾

他に分類されない著作権により保護された視聴覚作品の
その他の使用許諾ののためのライセンスの提供

－ －

6
商標により保護された知的財産物の使用
許諾

商標権（名称、シンボル、ロゴなど）の商業的使用の許可 P 商品化権の使用許諾サービス
「知的財産関連生産物の設定方針（案）」
を踏まえて設定について検討する。

P 商品化権の使用許諾サービス
映画作品のキャラクター使用、映画音楽（サントラ盤）、映
画に関する書籍の出版など商品化権の許諾サービスを
いう。

＜特定サービス産業実態調査＞

7
契約に基づいて制作された公演の視聴
覚作品

契約によって制作された公演の視聴覚作品 － －
前出の「映像情報の制作および配給サー
ビス」に含まれる。

7.01 映画の契約制作サービス 契約によって制作された映画 － －

7.02 テレビ番組の契約制作サービス 契約によって制作されたテレビ番組 － －

7.03 コマーシャルの契約制作サービス 契約によって制作されたコマーシャル － －

7.04 ミュージックビデオの契約制作サービス 契約によって制作されたミュｰジックビデオ － －

7.05
舞台芸術の視聴覚作品のその他の契約
制作サービス

契約によって作成された舞台芸術の視聴覚作品 － －

　

映像・音声・文字情報制作業

調査品目名 　

ウェブコンテンツ配信

　うち、ＩＰＴＶサービスによるも
の

＜平成30年情報通信業基本調査＞
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

411 映像情報制作・配給業

4111映画・ビデオ制作業（テレビジョン番組制作業，アニメーション制作業を除く），4112テレビジョン番組制作業（アニメーション制作業を除く），4113アニメーション制作業，4114映画・ビデオ・テレビジョン番組配給業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

　

　

　

8 フルフィルメントサービス
一般に保管、注文処理（注文した商品の収集と梱包）を含
むバンドルされた配送サービスの提供

－ －
中分類「47 倉庫業」の生産物であり、調
査研究結果等から確認できないため設定
しない。

P 映像情報制作支援サービス

P 映像情報制作支援サービス
映像情報制作における制作準備（プリプロダクション）及
び編集（ポストプロダクション）サービスの提供。

＜特定サービス産業実態調査＞
【検討事項】
分類名及び定義・内容例示については、
受託制作との関連性や相違点を再検討
した上で再設定する。

9 視聴覚作品のプリプロダクションサービス 視聴覚作品制作のための準備サービスの提供 － －
前出の「映像情報制作支援サービス」に
含まれる。

10
視聴覚作品のポストプロダクションサービ
ス

オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）のためのコンピュータ化された電子画像および音
声処理サービスの提供

－ －

11 視聴覚作品制作支援サービス
視聴覚作品の製作の技術的および芸術的サポートサー
ビスの提供

－ －

11
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

412 音声情報制作業

4121 レコード制作業、4122  ラジオ番組制作業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1 24104010501 音楽記録物 1 7001475000 音楽的記録物 1 59.20.11 音響録音サービス 1 73320
エンターテイメント、文学、または芸術的
原本を利用する権利のためのライセンス
サービス

1 音楽的記録物
既存の音楽演奏記録を複製に適した形式に変換するこ
と。

24104010501 2 7001475003 音楽用コンパクトディスク 2 59.20.12 ライブ録音サービス 2 84321 音楽ダウンロード 1.01 音楽用コンパクトディスク 販売のために制作された音素材の録音を含むCD。

24104010501 3 7001475006 音楽用カセットテープ 3 59.20.13 音響録音（原版） 3 84322
ストリーミングされたオーディオコンテン
ツ

1.02 音楽用カセットテープ
販売のために制作された音素材の録音を含むカセット
テープ。

24104010501 4 7001475009 音楽用電気録音レコード 4 59.20.21 ラジオ番組制作サービス 4 89110
個別支払い方式、または契約ベースで
の、出版サービス

1.03 音楽用電気録音レコード
販売のために制作された音素材の録音を含む電子サウ
ンドファイル。

24104010501 5 7001475012 その他の音楽用録音レコード 5 59.20.22 ラジオ番組（原版） 5 96111
録音サービス（ライブ録音サービスを除
く）

1.04 その他の音楽用録音レコード
CD、カセットテープ、または電子サウンドファイル以外の
音素材を含み、販売用に制作されたもの。

2 24104010601
視聴覚記録物（映画・テレビ番組・ミュー
ジックビデオを含む）

6 7001525000
視聴覚記録物（映画・テレビ番組・ミュー
ジックビデオを含む）

6 59.20.31 印刷楽譜 6 96112 ライブ録画サービス 2
視聴覚記録物（映画・テレビ番組・ミュー
ジックビデオを含む）

視聴覚記録物（映画・テレビ番組・ミュージックビデオを含
む）

24104010601 7 7001525003
ミュージックビデオ及びDVD（ダウンロー
ドを除く）

7 59.20.32 電子楽譜 7 96113 音声録音の原本 2.01
ミュージックビデオ及びDVD（ダウンロー
ドを除く）

販売のために作成されたミュージックビデやライブパ
フォーマンスの録音を含むビデオカセットおよびDVD（ダ
ウンロードを除く）。

24104010601 8 7001525006 ミュージックビデオのダウンロード 8 59.20.33
音楽用のオーディオディスク、テープ、そ
の他の物理メディア

8 96122 ラジオ番組制作サービス 2.02 ミュージックビデオのダウンロード ネット配信によるミュージックビデオ

24104010601 9 7001525009
その他の視聴覚記録物（ダウンロードを
除く）

9 59.20.34 その他のオーディオディスク及びテープ 9 96123
オリジナルの動画、ビデオテープ、テレビ
番組、ラジオ番組

2.03
その他の視聴覚記録物（ダウンロードを
除く）

その他の視聴覚記録用の物理メディア

24104010601 10 7001525012 その他の視聴覚作品のダウンロード 10 59.20.35 ダウンロードされた音楽 10 96137 サウンド編集及びデザインサービス 2.04 その他の視聴覚作品のダウンロード ネット配信によるその他の視聴覚作品

3 24104010701 楽譜 11 7001550000 楽譜 11 59.20.36
ストリーミングされたオーディオコンテン
ツ

3 楽譜
楽曲を演奏記号や符号などの記号によって書き表した印
刷または電子形式の譜面。

24104010701 12 7001550003 音楽書 12 59.20.40 音響原本の使用権許諾サービス 3.01 音楽書
楽曲を印刷し、卸売業者や小売業者に流通され、消費者
が最終的に消費する書籍。

24104010701 13 7001550006 楽譜、フォリオ、電子音楽のテキスト 3.02 楽譜、フォリオ、電子音楽のテキスト
消費者が採取的に消費するために卸売業者や小売業者
に流通され。書籍以外の形式で印刷された楽譜（シート
ミュージック、フォリオ、電子テキストなど）。

4 47102010208
他に分類されない建物・その他の施設に
おける非住居用スペースのレンタル、
リース

14 7006575000

建物・その他の施設における非住居用ス
ペースのレンタル、リース（コイン式セル
フサービスギャンブルマシーンのホスティ
ングを除く）

4

建物・その他の施設における非住居用ス
ペースのレンタル、リース（コイン式セル
フサービスギャンブルマシーンのホスティ
ングを除く）

「オフィススペース、工業スペース、小売店、または食品
サービスなどの非居住用の建物や建物または他の施設
内のスペースのレンタルまたはリース。

47102010208 15 7006575003
レコーディングスタジオ施設のレンタル、
リース

4.01
レコーディングスタジオ施設のレンタル、
リース

レコーディングスタジオ施設のレンタル、リース

47102010208 16 7006575006 動画制作スタジオのレンタル、リース 4.02 動画制作スタジオのレンタル、リース 動画制作スタジオのレンタル、リース

47102010208 17 7006575009
他に分類されない建物・その他の施設に
おける非住居用スペースのレンタル、
リース

4.03
他に分類されない建物・その他の施設に
おける非住居用スペースのレンタル、
リース

他に分類されない建物・その他の施設における非住居用
スペースのレンタル、リース

5 54201010101
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾

18 7009578000
著作権により保護された楽曲の使用許
諾

5
著作権により保護された楽曲の使用許
諾

ライセンサが所有または管理する著作権によって著作権
により保護された楽曲の使用

54201010101 19 7009578003
著作権により保護された楽曲の放送実
演での使用許諾（実演放送権）

5.01
著作権により保護された楽曲の放送実
演での使用許諾（実演放送権）

ライセンサが所有または管理する著作権によって保護さ
れている楽曲の放送実演で。

54201010101 20 7009578006
著作権により保護された楽曲の使用許
諾（公演、放送を除く）（公演権、放送を
除く）

5.02
著作権により保護された楽曲の使用許
諾（公演、放送を除く）（公演権、放送を除
く）

放送以外の公演の一部として、ライセンサが所有または
管理する著作権によって保護されている楽曲を使用。

54201010101 21 7009578009
著作権により保護された楽曲の録音の
複製及び配布の許諾（機械的複製権）

5.03
著作権により保護された楽曲の録音の
複製及び配布の許諾（機械的複製権）

著作権により保護された楽曲の録音の複製及び配布の
許諾（機械的複製権）

54201010101 22 7009578012
著作権により保護された楽曲のテレビ番
組での使用許諾（テレビ同期権）

5.04
著作権により保護された楽曲のテレビ番
組での使用許諾（テレビ同期権）

テレビ番組で、ライセンサが所有または管理する著作権
によって保護されている楽曲の使用。

54201010101 23 7009578015
著作権により保護された楽曲の映画フィ
ルムでの使用許諾（映画同期権）

5.05
著作権により保護された楽曲の映画フィ
ルムでの使用許諾（映画同期権）

映画館で、ライセンサが所有または管理する著作権に
よって保護されている楽曲の使用。

54201010101 24 7009578018
著作権により保護された楽曲のその他
の視聴覚作品での使用許諾

5.06
著作権により保護された楽曲のその他
の視聴覚作品での使用許諾

テレビまたは映画フィルム以外の視聴覚作品で、ライセ
ンサが所有または管理する著作権によって保護されてい
る楽曲の使用。

54201010101 25 7009578021
著作権により保護された楽曲の録音の
視聴覚作品での複製許諾（ビデオソフト
権）

5.07
著作権により保護された楽曲の録音の
視聴覚作品での複製許諾（ビデオソフト
権）

著作権により保護された楽曲の録音の視聴覚作品での
複製許諾（ビデオソフト権）

54201010101 26 7009578024
著作権により保護された楽曲のコマー
シャル広告での使用許諾（コマーシャル
広告権）

5.08
著作権により保護された楽曲のコマー
シャル広告での使用許諾（コマーシャル
広告権）

ライセンサが所有または管理している著作権によって保
護されている楽曲の、製品広告およびコマーシャルでの
使用許諾。

54201010101 27 7009578027
著作権により保護された楽曲の印刷許
諾（印刷権）

5.09
著作権により保護された楽曲の印刷許
諾（印刷権）

ライセンサが所有または管理する著作権によって保護さ
れている楽曲の印刷物を複製。

54201010101 28 7009578031

著作権により保護された楽曲を使用して
商業的使用のために記録及び再生する
ための許諾（レコード盤としての配布を除
く）（電気録音権）

5.10

著作権により保護された楽曲を使用して
商業的使用のために記録及び再生する
ための許諾（レコード盤としての配布を除
く）（電気録音権）

著作権により保護された楽曲を使用して商業的使用のた
めに記録及び再生するための許諾（レコード盤としての
配布を除く）（電気録音権）

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

13



G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

412 音声情報制作業

4121 レコード制作業、4122  ラジオ番組制作業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

54201010101 29 7009578033
著作権により保護された楽曲の演劇作
品での使用許諾（音楽劇上演権及び演
劇翻案権）

5.11
著作権により保護された楽曲の演劇作
品での使用許諾（音楽劇上演権及び演
劇翻案権）

演劇で、ライセンサが所有または管理する著作権によっ
て保護されている楽曲の使用。

54201010101 30 7009578036
著作権により保護された楽曲の他の作
品での使用許諾

5.12
著作権により保護された楽曲の他の作
品での使用許諾

ライセンサが所有または管理しする著作権により保護さ
れる楽曲の他の作品での使用許諾

54201010101 31 7009579000
著作権により保護された国内の楽曲を有
料又はロイヤリティベースで公表する国
際的な権利の許諾（国際準出版権）

5.13
著作権により保護された国内の楽曲を有
料又はロイヤリティベースで公表する国
際的な権利の許諾（国際準出版権）

ライセンサが所有または管理している著作権によって保
護されている国内の楽曲を、外国の出版社の許可を与
えてライセンスして宣伝すること。

54201010101 32 7009580000
著作権により保護された音楽的記録物
の使用許諾

6
著作権により保護された音楽的記録物
の使用許諾

ライセンサが所有または管理する著作権によって保護さ
れている音楽録音の使用。

54201010101 33 7009580003
著作権により保護された音楽的記録物を
他の録音にコピーする権利の許諾

6.01
著作権により保護された音楽的記録物を
他の録音にコピーする権利の許諾

別の録音で使用するために、ライセンサが所有または管
理する著作権によって保護されている音楽録音の複製。

54201010101 34 7009580006
著作権により保護された音楽的記録物
の国内配布許諾

6.02
著作権により保護された音楽的記録物
の国内配布許諾

著作権により保護された音楽的記録物を国内配布する
権利間のライセンスの提供

54201010101 35 7009580009
著作権により保護された国内の音楽的
記録物の国際配布許諾

6.03
著作権により保護された国内の音楽的
記録物の国際配布許諾

著作権により保護された国内の音楽的記録物の国際配
布許諾

54201010101 36 7009580012
著作権により保護された音楽的記録物
の他の作品での使用許諾

6.04
著作権により保護された音楽的記録物
の他の作品での使用許諾

ライセンサ所有または管理する著作権によって保護され
ている音楽録音の使用。

54201010101 37 7009581000
著作権により保護された専門オーディオ
番組コンテンツを含むラジオ番組の使用
許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）

7
著作権により保護された専門オーディオ
番組コンテンツを含むラジオ番組の使用
許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）

著作権により保護された専門オーディオ番組コンテンツ
を含むラジオ番組で使用する権利の許諾（視聴覚作品、
楽曲及び録音を除く）

54201010101 38 7009581003
著作権により保護された知的財産物の
撮影許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

7.01
著作権により保護された知的財産物の
撮影許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産物の撮影。

54201010101 39 7009581006
著作権により保護された知的財産物の
記録許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

7.02
著作権により保護された知的財産物の
記録許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産物の記録。

54201010101 40 7009581009
著作権により保護された知的財産物の
実演許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

7.03
著作権により保護された知的財産物の
実演許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産物の実演。

54201010101 41 7009581012

ラジオの再放送又は再送信料を含む、
著作権により保護されたラジオ番組の放
送許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

7.04

ラジオの再放送又は再送信料を含む、
著作権により保護されたラジオ番組の放
送許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサが所有または管理している著作権で保護され
たラジオ番組を（全部または一部で）放送。

54201010101 42 7009581015
著作権により保護された知的財産物の
出版許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

7.05
著作権により保護された知的財産物の
出版許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサが所有または管理している著作権で保護され
た知的財産物の出版。

54201010101 43 7009581018
著作権により保護された知的財産物の
複製許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

7.06
著作権により保護された知的財産物の
複製許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産物の複製。

54201010101 44 7009581021
著作権により保護された専門オーディオ
番組の配信許諾（視聴覚作品、楽曲及
び録音を除く）

7.07
著作権により保護された専門オーディオ
番組の配信許諾（視聴覚作品、楽曲及び
録音を除く）

ライセンサが所有または管理する著作権によって保護さ
れている視聴覚作品を、映画館、テレビ、および家庭用
ビデオレンタル市場に配布許諾、または他の販売業者に
その権利のサブライセンス。

6 24102010103
公共・非商用番組作成サービス（テレビ、
ラジオ）

45 7001085000 公共・非商用番組作成サービス（ラジオ） 8 公共・非商用番組作成サービス（ラジオ）
一般の人の利益のために、広告メッセージを挿入しない
ラジオ放送。

7 54201010101
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾

46 7009581012

ラジオの再放送又は再送信料を含む、
著作権により保護されたラジオ番組の放
送許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

9

ラジオの再放送又は再送信料を含む、
著作権により保護されたラジオ番組の放
送許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサが所有または管理している著作権で保護され
たラジオ番組を（全部または一部で）放送。

8 54501010102
知的財産物の権利に関連するその他の
権利の貸与

47 7010225000
スポーツイベント放送及びその他のメ
ディア権

10
スポーツイベント放送及びその他のメ
ディア権

イベント、施設または音、画像、その他の情報を商業活
動に利用する目的で、スポーツイベント、施設への利用
権を与えること。

9 77101010103 ラジオCM枠 48 7012325000 ラジオCM枠 11 ラジオCM枠
コマーシャルなどの広告コンテンツの放送のために、ラジ
オの放送時間の提供。

77101010103 49 7012325002 ラジオネットワーク補償枠 11.01 ラジオネットワーク補償枠 ラジオネットワーク補償枠

77101010103 50 7012325003
ラジオネットワークを除くラジオの国内及
び地域CM枠

11.02
ラジオネットワークを除くラジオの国内及
び地域CM枠

製品やサービスの販売促進のメッセージのために、ラジ
オの放送時間の提供。

77101010103 51 7012325006
ラジオネットワークを除くラジオローカル
CM枠

11.03
ラジオネットワークを除くラジオローカル
CM枠

商品やサービスの販売促進の商用メッセージやプログラ
ムのために、ラジオの放送時間の提供。

10 77104010102 ラジオ番組放送 52 7013300000 ラジオ番組放送 12 ラジオ番組放送
ライブまたは録画された番組コンテンツのために、ラジオ
の放送時間の提供。

77106010101 53 7013500000 ラジオ素材向けスタジオ録音サービス 13 ラジオ素材向けスタジオ録音サービス 録音スタジオで、ラジオ放送を目的とした録音の制作。

77106010101 54 7013500003 ラジオスポット 13.01 ラジオスポット 録音スタジオで、ラジオのスポット放送を録音。
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77106010101 55 7013500006 ラジオ番組 13.02 ラジオ番組 後でラジオで放送するための番組の録画と制作。

77106010101 56 7013525000
視聴覚作品の音声編集及びデザイン
サービス

14
視聴覚作品の音声編集及びデザイン
サービス

オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）のサウンド要素（対話、音楽、サウンド、および無
音）の作成、追加、および録音。

77106010101 57 7013525003
視聴覚作品用に契約のもとに制作され
た元の音楽

14.01
視聴覚作品用に契約のもとに制作された
元の音楽

視聴覚作品用に契約のもとに制作された音楽の原本

77106010101 58 7013525006 オーケストレーション 14.02 オーケストレーション オーケストラ演奏用の編曲、管弦楽の楽器の編成法

77106010101 59 7013525009 フォーリーステージ 14.03 フォーリーステージ
作品（映画、ビデオ、デジタルメディアなど）にライブサウ
ンドを作成・録音と組み込みを行うこと。

77106010101 60 7013525012 アフレコ（ADR） 14.04 アフレコ（ADR）
最初の制作プロセスの一環として、出演俳優の音声を
オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）に入れること。

77106010101 61 7013525015 吹き替え 14.05 吹き替え
視聴覚作品（映画、ビデオ、デジタルメディアなど）用の
外国語対話サウンドトラックを作成して、元の作品の俳優
の動きや唇の動きに対応するよう声を吹き替えること。

77106010101 62 7013525018 音声統合及び同期 14.06 音声統合及び同期
オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）に音声と音楽を統合し、サウンド要素を同期させ
て作品のイメージと一致させること。

77106010101 63 7013525021 視聴覚作品のその他の音声サービス 14.07 視聴覚作品のその他の音声サービス
他で分類されていないサウンドサービスは、作品（映画、
ビデオ、デジタルメディアなど）の制作者に提供。

77106010102 ライブ録音サービス 64 7013550000 ライブ録音サービス 15 ライブ録音サービス
カンファレンス、セミナー、ミーティング、コンサートなどの
ライブイベントをライブで録音・録画するサービス（スタジ
オレコーディングサービスを除く。）

77106010102 65 7013550003
ミーティング、カンファレンス、セミナーの
録音

15.01
ミーティング、カンファレンス、セミナーの
録音

ミーティング、カンファレンス、セミナーの録音サービス

77106010102 66 7013550006 その他のイベントの録音 15.02 その他のイベントの録音
コンサートのライブ録音など、他の場所に分類されていな
い場所でのライブイベントの録音・録画。

77106010103 他者による録音支援サービス 67 7013575000 他者による録音支援サービス 16 他者による録音支援サービス
サウンドエンジニア、ナレーター、ミュージシャンなどによ
る録音をサポートサービス。

77106010104 オーディオ転送サービス 68 7013600000 オーディオ転送サービス 17 オーディオ転送サービス
既存の録音フォーマットから別のフォーマットに変換す
る。サービス

77107010307 動画ストリーミングサービス 69 7014400000 動画・音声ストリーミングサービス 18 動画・音声ストリーミングサービス

インターネットを介してビデオデータまたはオーディオ
データを送信すること。またはストレージ、制作（エンコー
ディングを含む）、インターネット経由のビデオストリーミン
グのサポートに関連するサービスを提供すること。

77107010307 70 7014400003 動画ストリーミングサービス 18.01 動画ストリーミングサービス

インターネットを介してビデオデータを送信すること。また
はストレージ、制作（エンコーディングを含む）、インター
ネット経由のビデオストリーミングのサポートに関連する
サービスを提供すること。

77107010307 71 7014400006 音声ストリーミングサービス 18.02 音声ストリーミングサービス

インターネットを介してオーディオデータを送信すること。
またはストレージ、制作（エンコーディングを含む）、イン
ターネット経由のビデオストリーミングのサポートに関連
するサービスを提供すること。

15



16



ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

412 音声情報制作業

4121 レコード制作業、4122  ラジオ番組制作業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

1 音楽的記録物
既存の音楽演奏記録を複製に適した形式に変換するこ
と。

4120910300 音楽ソフト 販売のために制作する音楽ソフト。 ＜特定サービス産業実態調査＞

1.01 音楽用コンパクトディスク 販売のために制作された音素材の録音を含むCD。 4120910303 音楽CD 販売のために制作する音素ソフトが録音されたCD。
一次原案生産物リスト、業界統計を踏ま
えて設定。

1.02 音楽用カセットテープ
販売のために制作された音素材の録音を含むカセット
テープ。

－ －
後出の「その他の音楽用物理的メディア」
に含まれる。

1.03 音楽用電気録音レコード
販売のために制作された音素材の録音を含む電子サウ
ンドファイル。

－ －

1.04 その他の音楽用録音レコード
CD、カセットテープ、または電子サウンドファイル以外の
音素材を含み、販売用に制作されたもの。

4120910306 その他の音楽用物理的メディア
販売のために制作された音素ソフトでCD以外の物理的メ
ディア（DVD、MD、カセットテープ、LPレコードなど）による
もの。

〃

4120910309 音楽ビデオ
販売のために制作された音素ビデオが収録をされたデジ
タルディスク（DVD、Blu-rayDisc）。

〃

4120920600 配信用音楽コンテンツ
＜特定サービス産業実態調査＞
＜情報通信業基本調査＞

4120920603 配信用音楽コンテンツ インターネット等を経由して配信した音楽コンテンツ 〃

2
視聴覚記録物（映画・テレビ番組・ミュー
ジックビデオを含む）

視聴覚記録物（映画・テレビ番組・ミュージックビデオを含
む）

－ －
前出の「音楽ソフト」又は「配信用音楽コ
ンテンツ」に含まれる。

2.01
ミュージックビデオ及びDVD（ダウンロード
を除く）

販売のために作成されたミュージックビデやライブパ
フォーマンスの録音を含むビデオカセットおよびDVD（ダ
ウンロードを除く）。

－ －

2.02 ミュージックビデオのダウンロード ネット配信によるミュージックビデオ － －

2.03
その他の視聴覚記録物（ダウンロードを
除く）

その他の視聴覚記録用の物理メディア － －

2.04 その他の視聴覚作品のダウンロード ネット配信によるその他の視聴覚作品 － －

3 楽譜
楽曲を演奏記号や符号などの記号によって書き表した印
刷または電子形式の譜面。

P その他の出版物（購読料収入）

3.01 音楽書
楽曲を印刷し、卸売業者や小売業者に流通され、消費者
が最終的に消費する書籍。

P その他の出版物（購読料収入）
雑誌、書籍、フリーペーパー・フリーマガジンに分類されな
い出版物（紙媒体によるもの。楽譜、塗り絵、パターンな
ど）の購読料収入。

3.02 楽譜、フォリオ、電子音楽のテキスト
消費者が採取的に消費するために卸売業者や小売業者
に流通され。書籍以外の形式で印刷された楽譜（シート
ミュージック、フォリオ、電子テキストなど）。

4

建物・その他の施設における非住居用ス
ペースのレンタル、リース（コイン式セルフ
サービスギャンブルマシーンのホスティン
グを除く）

「オフィススペース、工業スペース、小売店、または食品
サービスなどの非居住用の建物や建物または他の施設
内のスペースのレンタルまたはリース。

P 会議室・ホール等賃貸サービス
「会議室等賃貸サービス」の検討方針に
基づき副業としての設定を検討する。

4.01
レコーディングスタジオ施設のレンタル、
リース

レコーディングスタジオ施設のレンタル、リース P その他のスペース賃貸サービス
レコーディングスタジオ、動画制作スタジオの賃貸サービ
ス。

〃

4.02 動画制作スタジオのレンタル、リース 動画制作スタジオのレンタル、リース － －
前出の「その他のスペース賃貸サービス」
に含まれる

4.03
他に分類されない建物・その他の施設に
おける非住居用スペースのレンタル、リー
ス

他に分類されない建物・その他の施設における非住居用
スペースのレンタル、リース

－ －
調査研究結果及び既存統計調査から確
認できないため設定しない。

4120120900 音楽・音声著作物のオリジナル

4120120903 音楽・音声著作物のオリジナル

音楽、音響、音声、ラジオ番組、ラジオCM、スポーツ中継
の録音など著作権法により保護された音楽・音声著作物
（レコード、磁気テープ、デジタルテープ等に記録されたも
の）をいう。

「知的財産関連生産物の設定方針（案）」
を踏まえて設定。定義及び内容例示につ
いては、小分類「727 著述・芸術家業」と
の関連性を検討した上で再設定する。

4120161200
音楽・音声著作権及び著作隣接権の使
用許諾サービス

「知的財産関連生産物の設定方針（案）」
を踏まえて設定。

4120161203 音楽・音声著作権の使用許諾サービス

著作者（作詞家、作曲者、制作者等）と楽曲ごとに著作権
の管理に関する契約を結び、第三者に対して楽曲や
ミュージックビデオの配信や複製による販売を許諾する
サービス。ただし、公衆送信権（放送）及び自動公衆送信
権を除く。

＜特定サービス産業実態調査＞

4120161203
音楽・音声著作物に係る著作隣接権の許
諾サービス

著作隣接権者（実演者、レコード製作者、放送事業者等）
とレコードの複製・貸与、原盤使用、二次使用、私的録音・
録画等を許諾するサービス

＜特定サービス産業実態調査＞

一次原案生産物リスト及び特定サービス
産業実態調査を踏まえ、本業種の生産物
又は副業（小分類「414 出版業」の生産
物）としての設定を検討する。

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

＜音声情報制作業＞

その他事業収入

出版業

録音サービス

ＣＤ販売収入

音楽配信サービス事業

コンテンツ事業 音楽著作権承諾・管理

広告サービス ラジオ収入

イベント・催事サービス

コンサート企画・運営

ＣＤ制作事業

ラジオ番組制作

音楽制作事業

楽譜レンタル事業

貸スタジオ事業

（回答のあった事業所数：13）

レンタルサービス

その他事業・サービス

ソフトウェア販売事業

イベント・催事事業

ソフトウェア制作事業

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

事業の種類 内容例示

レコード制作
レコードの企画・制作収入、著作
権使用料収入、著作隣接権収入
等

ラジオ番組制作
ラジオ番組制作収入、タイムス
ポット制作収入、受託制作収入
等

＜特定サービス産業実態調査＞

業務種類名

音楽ソフト制作業務（レコード制
作会社・音楽出版会社）

　レコード販売収入

　　　うち洋楽

　著作権使用料収入

　　　うち洋楽

　著作隣接権収入

　　　うち洋楽

　その他

　　　うち洋楽

ラジオ番組制作業務

　ラジオ番組制作収入

　タイム・スポット制作収入

　受託制作収入

　著作権料使用許諾

　その他

〈平成23年産業連関表〉

細品目（10桁）名

レコード制作

ラジオ番組制作

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞

コモ６桁分類名

映像・音声・文字情報制作業

調査品目名 　

ウェブコンテンツ配信

　うち、ＩＰＴＶサービスによるもの

＜平成30年情報通信業基本調査＞
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

412 音声情報制作業

4121 レコード制作業、4122  ラジオ番組制作業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

　

　　　

　

　　　

　

　　　

　

　　　

　

　

　

　

　

　

　

4120161203 ラジオ放送権の使用許諾サービス

音楽作品（自社が著作権を有するものに限る。）をラジオ
又はインターネットラジオで放送・配信する権利を第三者
に対して許諾するサービス。
○公衆送信権（放送）、自動公衆送信権

＜特定サービス産業実態調査＞

5 著作権により保護された楽曲の使用許諾
ライセンサが所有または管理する著作権によって著作権
により保護された楽曲の使用

－ －
前出の「音楽・映像著作権の使用許諾
サービス」に含まれる。

5.01
著作権により保護された楽曲の放送実演
での使用許諾（実演放送権）

ライセンサが所有または管理する著作権によって保護さ
れている楽曲の放送実演で。

－ －

5.02
著作権により保護された楽曲の使用許諾
（公演、放送を除く）（公演権、放送を除く）

放送以外の公演の一部として、ライセンサが所有または
管理する著作権によって保護されている楽曲を使用。

－ －

5.03
著作権により保護された楽曲の録音の複
製及び配布の許諾（機械的複製権）

著作権により保護された楽曲の録音の複製及び配布の
許諾（機械的複製権）

－ －

5.04
著作権により保護された楽曲のテレビ番
組での使用許諾（テレビ同期権）

テレビ番組で、ライセンサが所有または管理する著作権
によって保護されている楽曲の使用。

－ －

5.05
著作権により保護された楽曲の映画フィ
ルムでの使用許諾（映画同期権）

映画館で、ライセンサが所有または管理する著作権に
よって保護されている楽曲の使用。

－ －

5.06
著作権により保護された楽曲のその他の
視聴覚作品での使用許諾

テレビまたは映画フィルム以外の視聴覚作品で、ライセン
サが所有または管理する著作権によって保護されている
楽曲の使用。

－ －

5.07
著作権により保護された楽曲の録音の視
聴覚作品での複製許諾（ビデオソフト権）

著作権により保護された楽曲の録音の視聴覚作品での
複製許諾（ビデオソフト権）

－ －

5.08
著作権により保護された楽曲のコマー
シャル広告での使用許諾（コマーシャル
広告権）

ライセンサが所有または管理している著作権によって保
護されている楽曲の、製品広告およびコマーシャルでの
使用許諾。

－ －

5.09
著作権により保護された楽曲の印刷許諾
（印刷権）

ライセンサが所有または管理する著作権によって保護さ
れている楽曲の印刷物を複製。

－ －

5.10

著作権により保護された楽曲を使用して
商業的使用のために記録及び再生する
ための許諾（レコード盤としての配布を除
く）（電気録音権）

著作権により保護された楽曲を使用して商業的使用のた
めに記録及び再生するための許諾（レコード盤としての配
布を除く）（電気録音権）

－ －

5.11
著作権により保護された楽曲の演劇作品
での使用許諾（音楽劇上演権及び演劇翻
案権）

演劇で、ライセンサが所有または管理する著作権によっ
て保護されている楽曲の使用。

－ －

5.12
著作権により保護された楽曲の他の作品
での使用許諾

ライセンサが所有または管理しする著作権により保護さ
れる楽曲の他の作品での使用許諾

－ －

5.13
著作権により保護された国内の楽曲を有
料又はロイヤリティベースで公表する国
際的な権利の許諾（国際準出版権）

ライセンサが所有または管理している著作権によって保
護されている国内の楽曲を、外国の出版社の許可を与え
てライセンスして宣伝すること。

－ －

6
著作権により保護された音楽的記録物の
使用許諾

ライセンサが所有または管理する著作権によって保護さ
れている音楽録音の使用。

－ －

6.01
著作権により保護された音楽的記録物を
他の録音にコピーする権利の許諾

別の録音で使用するために、ライセンサが所有または管
理する著作権によって保護されている音楽録音の複製。

－ －

6.02
著作権により保護された音楽的記録物の
国内配布許諾

著作権により保護された音楽的記録物を国内配布する権
利間のライセンスの提供

－ －

6.03
著作権により保護された国内の音楽的記
録物の国際配布許諾

著作権により保護された国内の音楽的記録物の国際配
布許諾

－ －

6.04
著作権により保護された音楽的記録物の
他の作品での使用許諾

ライセンサ所有または管理する著作権によって保護され
ている音楽録音の使用。

－ －

7
著作権により保護された専門オーディオ
番組コンテンツを含むラジオ番組の使用
許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）

著作権により保護された専門オーディオ番組コンテンツを
含むラジオ番組で使用する権利の許諾（視聴覚作品、楽
曲及び録音を除く）

－ －

7.01
著作権により保護された知的財産物の撮
影許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産物の撮影。

－ －

7.02
著作権により保護された知的財産物の記
録許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産物の記録。

－ －

7.03
著作権により保護された知的財産物の実
演許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産物の実演。 － －

7.04
ラジオの再放送又は再送信料を含む、著
作権により保護されたラジオ番組の放送
許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）

ライセンサが所有または管理している著作権で保護され
たラジオ番組を（全部または一部で）放送。

－ －
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

412 音声情報制作業

4121 レコード制作業、4122  ラジオ番組制作業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

　

　　　

　

　　　

　

　　　

　

　　　

　

　

　

　

　

　

　

7.05
著作権により保護された知的財産物の出
版許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサが所有または管理している著作権で保護され
た知的財産物の出版。

－ －

7.06
著作権により保護された知的財産物の複
製許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産物の複製。

－ －

7.07
著作権により保護された専門オーディオ
番組の配信許諾（視聴覚作品、楽曲及び
録音を除く）

ライセンサが所有または管理する著作権によって保護さ
れている視聴覚作品を、映画館、テレビ、および家庭用ビ
デオレンタル市場に配布許諾、または他の販売業者にそ
の権利のサブライセンス。

－ －

8 公共・非商用番組作成サービス（ラジオ）
一般の人の利益のために、広告メッセージを挿入しないラ
ジオ放送。

－ －
中分類「37 放送業」の生産物であり、設
定しない

9
ラジオの再放送又は再送信料を含む、著
作権により保護されたラジオ番組の放送
許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）

ライセンサが所有または管理している著作権で保護され
たラジオ番組を（全部または一部で）放送。

－ －

10
スポーツイベント放送及びその他のメディ
ア権

イベント、施設または音、画像、その他の情報を商業活動
に利用する目的で、スポーツイベント、施設への利用権を
与えること。

－ －

4120161500 ラジオCM制作サービス ＜特定サービス産業実態調査＞

11 ラジオCM枠
コマーシャルなどの広告コンテンツの放送のために、ラジ
オの放送時間の提供。

4120161503 ラジオCM制作サービス
外部から委託を受けてラジオCMを制作するサービス（タ
イム・スポットを含む）。

＜特定サービス産業実態調査＞

11.01 ラジオネットワーク補償枠 ラジオネットワーク補償枠 － －
前出の「'ラジオCM制作サービス」に含ま
れる。

11.02
ラジオネットワークを除くラジオの国内及
び地域CM枠

製品やサービスの販売促進のメッセージのために、ラジ
オの放送時間の提供。

－ －

11.03
ラジオネットワークを除くラジオローカル
CM枠

商品やサービスの販売促進の商用メッセージやプログラ
ムのために、ラジオの放送時間の提供。

－ －

12 ラジオ番組放送
ライブまたは録画された番組コンテンツのために、ラジオ
の放送時間の提供。

4120161800 ラジオ番組制作サービス ＜特定サービス産業実態調査＞

4120161803 ラジオ番組制作サービス
外部から委託を受けてラジオ番組を制作するサービス（タ
イム・スポットを含み、ラジオCMを除く）。

＜特定サービス産業実態調査＞

13 ラジオ素材向けスタジオ録音サービス 録音スタジオで、ラジオ放送を目的とした録音の制作。 － －
前出の「ラジオ番組制作サービス」に含ま
れる。

13.01 ラジオスポット 録音スタジオで、ラジオのスポット放送を録音。 － －

13.02 ラジオ番組 後でラジオで放送するための番組の録画と制作。 － －

4120162100
その他の音声情報制作サービス
（他に分類されるものを除く）

＜特定サービス産業実態調査＞

4120162103
その他の音声情報制作サービス
（他に分類されるものを除く）

外部からの委託を受けて鉄道業における車内自動放送
や駅ホームの発車メロディ、携帯電話の着信メロディ、店
内BGMなどの業務用の音声情報を作成するサービス（た
だし、「音楽ソフト」、「ラジオCM制作」、「ラジオ番組制作」
など他に分類されるものを除く）。

＜特定サービス産業実態調査＞

P 音声情報制作支援サービス

P 音声情報制作支援サービス
音声情報制作における制作準備（プリプロダクション）及
び編集（ポストプロダクション）サービスの提供。

＜特定サービス産業実態調査＞
【検討事項】
分類名及び定義・内容例示については、
受託制作との関連性や相違点を再検討
した上で再設定する。

14
視聴覚作品の音声編集及びデザイン
サービス

オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）のサウンド要素（対話、音楽、サウンド、および無
音）の作成、追加、および録音。

－ －
前出の「音声情報制作支援サービス」に
含まれる。

14.01
視聴覚作品用に契約のもとに制作された
元の音楽

視聴覚作品用に契約のもとに制作された音楽の原本 － －

14.02 オーケストレーション オーケストラ演奏用の編曲、管弦楽の楽器の編成法 － －

14.03 フォーリーステージ
作品（映画、ビデオ、デジタルメディアなど）にライブサウン
ドを作成・録音と組み込みを行うこと。

－ －

14.04 アフレコ（ADR）
最初の制作プロセスの一環として、出演俳優の音声を
オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）に入れること。

－ －
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

412 音声情報制作業

4121 レコード制作業、4122  ラジオ番組制作業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

　

　　　

　

　　　

　

　　　

　

　　　

　

　

　

　

　

　

　

14.05 吹き替え
視聴覚作品（映画、ビデオ、デジタルメディアなど）用の外
国語対話サウンドトラックを作成して、元の作品の俳優の
動きや唇の動きに対応するよう声を吹き替えること。

－ －

14.06 音声統合及び同期
オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）に音声と音楽を統合し、サウンド要素を同期させ
て作品のイメージと一致させること。

－ －

14.07 視聴覚作品のその他の音声サービス
他で分類されていないサウンドサービスは、作品（映画、
ビデオ、デジタルメディアなど）の制作者に提供。

－ －

15 ライブ録音サービス
カンファレンス、セミナー、ミーティング、コンサートなどの
ライブイベントをライブで録音・録画するサービス（スタジ
オレコーディングサービスを除く。）

15.01
ミーティング、カンファレンス、セミナーの
録音

ミーティング、カンファレンス、セミナーの録音サービス

15.02 その他のイベントの録音
コンサートのライブ録音など、他の場所に分類されていな
い場所でのライブイベントの録音・録画。

16 他者による録音支援サービス
サウンドエンジニア、ナレーター、ミュージシャンなどによ
る録音をサポートサービス。

17 オーディオ転送サービス
既存の視聴覚作品をあるフォーマットから別のフォーマッ
トに変換するサービス。

18 動画・音声ストリーミングサービス

インターネットを介してビデオデータまたはオーディオデー
タを送信すること。またはストレージ、制作（エンコーディン
グを含む）、インターネット経由のビデオストリーミングの
サポートに関連するサービスを提供すること。

－ －
前出の「配信用音楽コンテンツ」に含まれ
る。

18.01 動画ストリーミングサービス

インターネットを介してビデオデータを送信すること。また
はストレージ、制作（エンコーディングを含む）、インター
ネット経由のビデオストリーミングのサポートに関連する
サービスを提供すること。

－ －

18.02 音声ストリーミングサービス

インターネットを介してオーディオデータを送信すること。
またはストレージ、制作（エンコーディングを含む）、イン
ターネット経由のビデオストリーミングのサポートに関連す
るサービスを提供すること。

－ －
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

413 新聞業

4131 新聞業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1 24103010101
インターネットアクセスサービス（ダイア
ルアップ接続）

1 7001100000
インターネットアクセスサービス（ダイア
ルアップ接続）

1 58.13.10 印刷された新聞 1 73320
エンターテイメント、文学、または芸術的
原本を利用する権利のためのライセンス
サービス

1
インターネットアクセスサービス（ダイア
ルアップ接続）

有線、無線でインターネットへのダイアルアップ接続サー
ビスの提供

2 24103010102
インターネットアクセスサービス（常時接
続、住居用)

2 7001125000
ブロードバンドインターネットアクセス
サービス（常時接続、住居用）

2 58.13.20 オンライン新聞 2 83631
印刷媒体における広告スペースの販売
（委託は除く）

2
ブロードバンドインターネットアクセス
サービス（常時接続、住居用）

高品質な常時接続型ブロードバンドインターネット接続
サービスの提供（常時接続、住居用）

24104010101 新聞 3 7001175000 一般紙 3 58.13.31 新聞の広告スペース（印刷物） 3 83633
インターネット広告スペースの販売（委託
は除く）

3 一般紙

幅広い読者にアピールする目的で、多様なトピックからな
る新聞。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体で発行さ
れた新聞。
•地域の新聞。
•サブスクリプションとシングルコピーの販売。
除外項目：
•新聞の公表されたアーカイブ。

24104010101 4 7001175003 一般紙（日刊） 4 58.13.32 新聞の広告スペース（電子） 4 84312 オンライン新聞及び定期刊行物 3.01 一般紙（日刊）

1週間に少なくとも4回発行され、幅広い読者にアピール
する目的で多様なのトピックからなる新聞。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体で発行さ
れた新聞。
•地域の新聞。
•サブスクリプションとシングルコピーの販売。
除外項目：
•新聞の公表されたアーカイブ。

24104010101 5 7001175006 一般紙（日刊以外） 5 58.14.11 印刷された一般雑誌及び定期刊行物 5 89110
個別支払い方式、または契約ベースで
の、出版サービス

3.02 一般紙（日刊以外）

週に4回未満の発行で、幅広い読者にアピールする目的
で多様なトピックからなす新聞。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体で発行さ
れた新聞。
•地域の新聞。
•サブスクリプションとシングルコピーの販売。
除外項目：
•新聞の公表されたアーカイブ。

24104010101 6 7001200000 専門紙 6 58.14.12
印刷されたビジネス、専門及び学術誌及
び定期刊行物

4 専門紙

特定の読者に特別な関心事である単一のトピックまたは
テーマに焦点を当てた新聞
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体で発行さ
れた新聞。
•サブスクリプションとシングルコピーの販売。
除外項目：
消費者向け広告のみを含む新聞を買い物する。
•新聞の公表されたアーカイブ。

24104010101 7 7001200003 専門紙（日刊） 7 58.14.19
その他の印刷された雑誌及び定期刊行
物

4.01 専門紙（日刊）

1週間に少なくとも4回発行されは、特定の読者に特別な
関心事である単一のトピックまたはテーマに焦点を当て
た新聞
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体で発行さ
れた新聞*•購読とシングルコピー販売。
除外項目：
消費者向け広告のみを含む新聞を買い物する。
•新聞の公表されたアーカイブ。

24104010101 8 7001200006 専門紙（日刊以外） 8 58.14.20 オンライン雑誌及び定期刊行物 4.02 専門紙（日刊以外）

週に4回未満の発行で、特定の読者に特別な関心事であ
る単一のトピックまたはテーマに焦点を当てた新聞
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体で発行さ
れた新聞。
•サブスクリプションとシングルコピーの販売。
除外項目：
消費者向け広告のみを含む新聞を買い物する。
•新聞の公表されたアーカイブ。

3 24104010201 定期刊行物（一般向け） 9 7001225000 定期刊行物（一般向け） 9 58.14.31
雑誌及び定期刊行物の広告スペース
（印刷物）

5 定期刊行物（一般向け）

幅広い読者にアピールするために、一般的に興味のある
多様なトピックをカバーする定期刊行物。
例としては、一般的なニュース、ビジネスニュース、個人
金融、一般的な関心事（記事、写真などを含む）定期刊
行物などがある。
含まれるもの：
•定期刊行物は、印刷物、オンライン、または電子媒体お
よびその他の媒体に掲載されている。

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

413 新聞業

4131 新聞業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

4 24104010202
定期刊行物、ビジネス書（農業経営を含
む）、専門書、学術書

10 7001250000
定期刊行物、ビジネス書（農業経営を含
む）、専門書、学術書

10 58.14.32
雑誌及び定期刊行物の広告スペース
（電子）

6
定期刊行物、ビジネス書（農業経営を含
む）、専門書、学術書

専門分野や関心分野での新しい研究や開発の最新知識
を保つことに関心を持っているビジネス、専門家、学術者
を対象とした定期刊行物。
例としては、貿易ジャーナル、法律レポート、課税と会
計、学術コミュニティによる研究などがある。
含まれるもの：
•定期刊行物は、印刷物、オンライン、または電子媒体お
よびその他の媒体に掲載される。

5 24104010203 他に分類されない定期刊行物 11 7001275000 他に分類されない定期刊行物 11 58.14.40
雑誌及び定期刊行物の使用許諾サービ
ス

7 他に分類されない定期刊行物

幅広い読者が関心のある他に分類されない定期刊行
物。
例としては、消費者向けの広告や卒業生向けの雑誌な
どがあります。
含まれるもの：
•定期刊行物は、印刷物、オンライン、または電子媒体お
よびその他の媒体に掲載されるす。
消費者向け広告のみを含む新聞を買い物する。

6 24104010301 教科書 12 7001300000 教科書 8 教科書

正式な学習プログラムの学生や教師のための教材として
主に使用されるように公表された書籍：小学生（幼稚園を
含む）および高校のレベルで; 高等教育機関、すなわち
大学と大学では、 これらの書籍は、一般的に知識要約
や練習問題をテキストとともに含んでいます。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体で出版された
書籍。
•ワークブック、教師用マニュアルおよび教材、教育システ
ム専用の参考書、インタラクティブ資料。
除外項目：
•出版された書籍のアーカイブは、製品7、データベースお
よびその他の情報収集に含まれている。

7 24104010302 子ども向け書籍 13 7001325000 子ども向け書籍 9 子ども向け書籍

子供のために出版された図書。子供用の参考書、教室
での使用を目的としない教育用の図書など。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体で出版された
書籍。
•フィクションとノンフィクションの本。
•書籍とおもちゃキットが同梱されています。
•話す本。
除外項目：
•出版された書籍のアーカイブは、製品7、データベースお
よびその他の情報収集に含まれる。
•カラーブックとアクティビティブックは、製品8、その他の
出版に含まれる。

8 24104010303 一般参考図書 14 7001350000 一般参考図書 10 一般参考図書

主に一般的な目的のために公開され、大衆を対象とした
書籍。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体で出版された
書籍。
•辞書、百科事典、シソーラス、アトラス。
除外項目：
•出版された書籍のアーカイブは、製品7、データベースお
よびその他の情報収集に含まれている。
•教育システムのために行われた参考書は、製品1.1、教
科書にある。

9 24104010304 専門書、技術書、学術書 15 7001375000 専門書、技術書、学術書 11 専門書、技術書、学術書

特定の職業または職業の実践において個人が使用する
研究、高度な知識および/または情報を含む専門書。
弁護士、医師、電気技師、会計士、ビジネスまたはコン
ピュータの専門家、または学術および研究コミュニティを
対象としています。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体で出版された
書籍。
•専門の参考書。
除外項目：
•出版された書籍のアーカイブは、製品7、データベースお
よびその他の情報収集に含まれています。
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10 24104010305 成人向け一般書 16 7001400000 成人向け一般書 12 成人向け一般書

大人が消費するために一般公開された書籍。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体で出版された
書籍。
•文学小説とノンフィクション; 詩とドラマ。 聖書や聖書、賛
美歌など。 歴史、政治、伝記、家庭や庭などのノンフィク
ション、ハウツーブック、料理本、旅行ガイドなど
除外項目：
•出版された書籍のアーカイブは、製品7、データベースお
よびその他の情報収集に含まれる。

11 24104010401 消費者向け専門コンテンツ 17 7001425000 消費者向け専門コンテンツ 13 消費者向け専門コンテンツ 消費者向けの専門のコンテンツ

24104010401 18 7001425003 アートプリント 13.01 アートプリント

もともとアート基にしたたデザインやイメージで、通常はビ
ジュアルアートの作品として表現されている。
含まれるもの：
•アートプリントは、印刷物、オンライン、または電子メディ
アなどのメディアに掲載されています。
•額入りまたはフレームなしアートプリント。

24104010401 19 7001425006 ポスター（広告を除く） 13.02 ポスター（広告を除く）

通常は紙やキャンバスのシートやプラカードで、元の画
像やデザインを再現し、表示用に大量生産されている
（広告は含まない）。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れたポスター。
•フレーム付きまたはフレームなしのポスター。

24104010401 20 7001425009 カレンダー 13.03 カレンダー

すべてのタイプのカレンダー。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れたカレンダー。

24104010401 21 7001425012 1枚のグリーティングカード 13.04 1枚のグリーティングカード

グリーティングカード。
含まれるもの：
•印刷された、オンラインの、または電子媒体および他の
媒体で発行されたグリーティングカード。
除外項目：
•ビジネスカードとビジネス招待カードは、製品1.2.9、その
他のビジネス、貿易、およびプロフェッショナルの出版物
に含まれています。

24104010401 22 7001425015 複数枚のグリーティングカード 13.05 複数枚のグリーティングカード

グリーティングカード。
含まれるもの：
•印刷された、オンラインの、または電子媒体および他の
媒体で発行されたグリーティングカード。
除外項目：
•ビジネスカードとビジネス招待カードは、製品1.2.9、その
他のビジネス、貿易、およびプロフェッショナルの出版物
に含まれる。

24104010401 23 7001425018 ポストカード 13.06 ポストカード

すべてのタイプのはがき。
含まれるもの：
•印刷、オンライン、または電子メディアなどの媒体に掲載
されたはがき。
•フレーム入りまたはフレームなしのはがき。

24104010401 24 7001425021 塗り絵の本 13.07 塗り絵の本

すべてのタイプの塗り絵の本。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、または電子媒体その他の媒体で出
版された書籍の色付け。

24104010401 25 7001425024 パターン 13.08 パターン
印刷物、オンライン、または電子媒体その他の媒体で出
版される図柄。

24104010401 26 7001425027 年鑑 13.09 年鑑
ある方面の事柄について年ごとの動きを示すために、そ
の一年間の事件や統計などを記録・解説した、年刊の刊
行物。

24104010401 27 7001425031 インターネットゲーム 13.1 インターネットゲーム
ソフトウエア業又はインターネット付随サービス業の生産
物

24104010401 28 7001425034 インターネット成人向けコンテンツ 13.11 インターネット成人向けコンテンツ

ペイ・パー・プレイ、ペイ・パー・ビュー、定期購読、アクセ
ス料などのさまざまな方法で支払われる、オンラインでの
成人向け（性的）コンテンツ。
含まれるもの：
•オンライングラフィック、録画済みのビデオ、ライブフィー
ド、インタラクティブなパフォーマンス、およびバーチャル
アクティビティ。
•オンライン小売店などの販売代理店から受け取った収
入。
除外項目：
• 成人コンテンツ
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24104010401 29 7001425037 その他の全ての消費者向けコンテンツ 13.12 その他の全ての消費者向けコンテンツ その他の全ての消費者向けコンテンツ

12 24104010402
一般書、専門書、ビジネス書の専門コン
テンツ

30 7001450000
一般書、専門書、ビジネス書の専門コン
テンツ

14
一般書、専門書、ビジネス書の専門コン
テンツ

一般書、専門書、ビジネス書の専門コンテンツ

54201010101
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾

31 7009581000
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

15
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産の使用許諾。
コンピュータソフトウェア、ブック、スクリーン、映画とス
テージ演劇原稿、振り付けと音楽の構成、
イメージ効果のデザイン、舞台芸術の作品、建築の図
面、写真と美術のように暗黙または明示的に著作権で
保護されているプロパティを使用するためのライセンスを
含みます。

以下を含む：
・放送、出版、複製、記録、改変、組み込み、配布のライ
センス許諾、または合意された期間、方法、場所におい
て著作権保護された知的財産
の賃貸権（別の形式、媒体、言語または地域での再生産
権又はこれらへの適応権利）のライセンス許諾
・ライセンスによる一時的な権利移転。
・権利売却を通した、個別または一部の権利（本 及び/ま
たは 映画に限定、というような）の恒久的移転

以下を除く
・知的財産の売却により付与されたすべての権利の恒久
的移転。
・スポーツイベントを放送する権利を付与する。

13 54201010201
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

32 7009600000
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

16
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

ライセンサが所有または管理する特許および営業秘密
の法律によって保護されている知的財産を使用許諾。
ユーティリティ、設計、プラント、ソフトウェアの特許などに
よって保護された財産を使用するためのライセンスを含
みます。
含まれるもの：
•合意された期間、方法、および場所（例えば、他の形式、
媒体、言語または地域で複製または適応する権利）のた
めに、特許取得済みの知的財産を出版、複製、記録、変
更、組み込み、または配布する権利をライセンスする 。
•ライセンスによる一時的な権利移転。
•販売による個人の権利の恒久的な移転。
除外項目：
•知的財産の売却によって付与された権利の恒久的な移
転。

14 54201010202
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

33 7009625000
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

17
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

ライセンサが所有または管理している商標権（名称、シン
ボル、ロゴなど）の商業的使用許諾。
含まれるもの：
•商品ライセンス。

15 54201010203
他に分類されない産業財産として保護さ
れた知的財産物の使用許諾

34 7009650000
他に分類されない工業所有権として保護
された知的財産物の使用許諾

18
他に分類されない工業所有権として保護
された知的財産物の使用許諾

他に分類されない工業所有権としての権利荷関するライ
センスサービス

16 64101030101 購入品・サービス品の地域輸送、配達 35 7011125000 購入品・サービス品の地域輸送、配達 19 購入品・サービス品の地域輸送、配達
食料品、調理済みの食品、ドライクリーニング、現像フィ
ルム、またはその他の購入またはサービスされた品物の
地域輸送。

17 74101010202
グラフィックデザインサービス（広告用を
除く)

36 7012075000
グラフィックデザインサービス（広告用を
除く）

20
グラフィックデザインサービス（広告用を
除く）

メッセージやコンセプトを伝えるために、テキストとグラ
フィックスを視覚的に組み合わせる。
概念の提示など、多くのステップを含むことができます。
主要な設計要素のレイアウトを示します。アートディレク
ション;イラストレーションと写真のコーディネート。包括的
なレイアウトと最終的な芸術の開発。グラフィック標準マ
ニュアルの制作;生産監督
含まれるもの：
•企業アイデンティティ、ブランドアイデンティティのための
デザインサービス。文房具セット（名刺、レターヘッド、封
筒）;広告材料;書籍、雑誌、新聞など。製品包装;視聴覚
作品など
•書体デザインサービス、•商用イラストレーションサービス
など
•グラフィックデザインコンサルティングサービス。

18 77101010101 出版物の広告スペース 37 7012275000 出版物の広告スペース 21 出版物の広告スペース

新聞、定期刊行物、書籍、データベース、ディレクトリなど
の出版物に広告を掲載するためのスペースを提供。
含まれるもの：
•出版物、オンライン、電子媒体などの出版物のスペー
ス。

77101010101 38 7012275003 一般日刊紙の印刷紙面の広告スペース 21.01 一般日刊紙の印刷紙面の広告スペース 一般日刊紙上の広告スペース
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77101010101 39 7012275006
新聞の印刷紙面の広告スペース（一般
日刊紙以外）

21.02
新聞の印刷紙面の広告スペース（一般
日刊紙以外）

新聞の印刷紙面の広告スペース（一般日刊紙以外）

77101010101 40 7012275009 専門紙の印刷紙面の広告スペース 21.03 専門紙の印刷紙面の広告スペース

専門紙（新聞）に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体などの新聞に掲載されて
いるスペース。
•広告スペースを提供することでバンドルされる広告の作
成とデザイン。

77101010101 41 7012275012
芸術・文化・レジャー・娯楽関連の定期刊
行印刷物の広告スペース

21.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連の定期刊
行印刷物の広告スペース

芸術、文化、レジャー、エンターテイメントの定期刊行物
に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。
•分類広告とバナー広告。

77101010101 42 7012275015
家庭・生活関連の定期刊行印刷物の広
告スペース

21.05
家庭・生活関連の定期刊行印刷物の広
告スペース

家庭や生活雑誌に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。
•分類広告とバナー広告。

77101010101 43 7012275018
政治・社会・ビジネスニュース関連の定
期刊行印刷物の広告スペース

21.06
政治・社会・ビジネスニュース関連の定
期刊行印刷物の広告スペース

一般的関心がある政治、社会、ビジネスの定期刊行物に
広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。
•分類広告とバナー広告。

77101010101 44 7012275021
その他の一般向け定期刊行印刷物の広
告スペース

21.07
その他の一般向け定期刊行印刷物の広
告スペース

その他の一般的な定期刊行物に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。

77101010101 45 7012275024
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
け定期刊行印刷物の広告スペース

21.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
け定期刊行印刷物の広告スペース

ビジネス（農業を含む）、専門および学術定期刊行物に
広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。
•分類広告とバナー広告。

77101010101 46 7012275027
他に分類されない定期刊行印刷物の広
告スペース

21.09
他に分類されない定期刊行印刷物の広
告スペース

他に分類されない定期刊行印刷物の広告スペース

77101010101 47 7012275031 電話帳の印刷紙面の広告スペース 21.10 電話帳の印刷紙面の広告スペース

印刷された電話帳に広告スペースを提供。
印刷された電話帳には、企業や住民の電話番号やその
他の限定された連絡先情報が含まれている。
含まれるもの：
•広告スペースの提供にバンドルされた広告の作成とデ
ザイン。

77101010101 48 7012275033
その他の名鑑の印刷紙面の広告スペー
ス

21.11
その他の名鑑の印刷紙面の広告スペー
ス

その他の名鑑の印刷紙面の広告スペース

77101010101 49 7012275036
データベースの印刷紙面及びその他の
情報欄の印刷紙面の広告スペース

21.12
データベースの印刷紙面及びその他の
情報欄の印刷紙面の広告スペース

データベースの印刷紙面及びその他の情報欄の印刷紙
面の広告スペース

77101010101 50 7012275039 書籍の広告スペース 21.13 書籍の広告スペース
章・絵画などを筆写または印刷した紙の束を綴じ合わせ
て表紙をつけ、保存しやすいように作った不定期に発行
される刊行物の広告スペース。

19 77101010104 インターネット広告 51 7012350000 インターネット広告 22 インターネット広告

インターネットを介して配信される電子広告メッセージの
ためのスペースを提供。
含める：
•バナー広告、ボタン、テキストリンク、インタースティシャ
ル広告、リッチメディア広告、ストリーミングオーディオ広
告、ストリーミングビデオ広告など広告スペースの提供に
バンドルされた広告の作成とデザイン。

77101010104 52 7012350003
一般日刊紙のオンライン紙面の広告ス
ペース

22.01
一般日刊紙のオンライン紙面の広告ス
ペース

1週間に少なくとも4回、インターネット上に公開されてい
る一般新聞に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•広告スペースを提供することでバンドルされる広告の作
成とデザイン。

77101010104 53 7012350006
新聞のオンライン紙面の広告スペース
（一般日刊紙以外）

22.02
新聞のオンライン紙面の広告スペース
（一般日刊紙以外）

1週間に4回未満、インターネットで公開されている一般的
な新聞に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•広告スペースを提供することでバンドルされる広告の作
成とデザイン。

25



G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

413 新聞業

4131 新聞業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

77101010104 54 7012350009 専門紙のオンライン紙面の広告スペース 22.03 専門紙のオンライン紙面の広告スペース

インターネット上に公開された専門の新聞に広告スペー
スを提供する。
含まれるもの：
•広告スペースを提供することでバンドルされる広告の作
成とデザイン。

77101010104 55 7012350012
芸術・文化・レジャー・娯楽関連のオンラ
イン定期刊行物の広告スペース

22.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連のオンラ
イン定期刊行物の広告スペース

インターネット上に公開された芸術、文化、レジャー、エン
ターテイメントの定期刊行物に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•分類広告とバナー広告。
•広告スペースを提供することでバンドルされる広告の作
成とデザイン。

77101010104 56 7012350015
家庭・生活関連のオンライン定期刊行物
の広告スペース

22.05
家庭・生活関連のオンライン定期刊行物
の広告スペース

インターネット上に掲載された家庭や生活雑誌に広告ス
ペースを提供。
含まれるもの：
•分類広告とバナー広告。
•広告スペースを提供することでバンドルされる広告の作
成とデザイン。

77101010104 57 7012350018
政治・社会・ビジネスニュース関連のオン
ライン定期刊行物の広告スペース

22.06
政治・社会・ビジネスニュース関連のオン
ライン定期刊行物の広告スペース

インターネット上で公開されている一般関心がある政治、
社会、ビジネスの定期刊行物の広告スペース。

77101010104 58 7012350021
一般向けオンライン定期刊行物の広告
スペース

22.07
一般向けオンライン定期刊行物の広告
スペース

インターネット上に公開されている一般的な定期刊行物
の広告スペース。

77101010104 59 7012350024
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
けオンライン定期刊行物の広告スペース

22.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
けオンライン定期刊行物の広告スペース

インターネットで公開されているビジネス（農業を含む）、
専門および学術雑誌の広告スペース。

77101010104 60 7012350027
他に分類されないオンライン定期刊行物
の広告スペース

22.09
他に分類されないオンライン定期刊行物
の広告スペース

インターネットで公開されている他に分類されない定期刊
行物の広告スペース。

77101010104 61 7012350031 オンライン電話帳の広告スペース 22.10 オンライン電話帳の広告スペース
インターネットで公開されている電話帳の広告スペース。

77101010104 62 7012350033
オンラインデータベース及びその他のオ
ンライン情報欄の広告スペース

22.11
オンラインデータベース及びその他のオ
ンライン情報欄の広告スペース

オンラインデータベース及びその他のオンライン情報欄
の広告スペース。

77101010106
その他の広告スペース、時間及び類似し
たサービス

63 7012400000
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

23
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

電子及びその他の媒体の出版物の広告スペース（オンラ
インを除く）

20 77101020303 メーリングリスト 64 7012600000 メーリングリスト 24 メーリングリスト

共通の関心、購入履歴、会員所属、または寄付履歴を共
有しているような、特定のグループに販売または宣伝す
るために開発された名前、住所、およびその他の連絡先
情報。

21 77107010102 インターネット常時接続事業 65 7013750000
ブロードバンドインターネットアクセス（常
時接続、事業用）

25
ブロードバンドインターネットアクセス（常
時接続、事業用）

ケーブルインターネット、DSL、光接続、その他常時接続
サービスにより、64Kbpsを超える速度で有線およびワイ
ヤレスの両方の事業用クライアントのためのインターネッ
トへの常時接続供。

22 77107010301 ウェブサイトホスティングサービス 66 7014250000 ウェブサイトホスティングサービス 26 ウェブサイトホスティングサービス
顧客のウェブサイト及び関連するファイルを、インター
ネットで公開するためのホスティングサーバーなどのイン
フラ。

23 77107010307 動画ストリーミングサービス 67 7014400000 動画・音声ストリーミングサービス 27 動画・音声ストリーミングサービス
インターネットを介してオーディオとビデオの送信と、スト
レージ、制作（エンコードを含む）、ビデオおよびオーディ
オストリーミングのサポートに関連するサービス。

77107010307 68 7014400003 動画ストリーミングサービス 27.01 動画ストリーミングサービス
インターネットを介してビデオの送信と、ストレージ、制作
（エンコーディングを含む）、ビデオストリーミングのサ
ポートに関連するサービス。

77107010307 69 7014400006 音声ストリーミングサービス 27.02 音声ストリーミングサービス
インターネットを介してオーディオの送信と、ストレージ、
制作（エンコードを含む）、オーディオストリーミングのサ
ポートに関連するサービス。

24 77107010701 名鑑 70 7014505000 名鑑 28 名鑑
人物、組織、出版物などの情報（印刷物、オンライン、電
子媒体など）。

77107010701 71 7014505003 名鑑（オンライン） 28.01 名鑑（オンライン）
インターネット上に公開され、アクセスまたはダウンロード
できるようにデジタルファイル化された、人物、組織、出
版物などの情報を体系的に編成したコレクション。

77107010701 72 7014505006 名鑑（オンラインを除く） 28.02 名鑑（オンラインを除く）
人物、組織、出版物などの情報（印刷物、オンライン、電
子媒体など）。 オンラインを除く。

25 77107010702 データベース及びその他の情報収集 73 7014515000 データベース及びその他の情報収集 29 データベース及びその他の情報収集
主な内容が問い合わせ先以外のデータと情報のコレク
ション。

77107010702 74 7014515003
データベース及びその他の情報収集（オ
ンライン）

29.01
データベース及びその他の情報収集（オ
ンライン）

インターネット上に公開され、アクセスまたはダウンロード
できるようにデジタルファイル化された、主な内容が問い
合わせ先以外のデータと情報のコレクション。

77107010702 75 7014515006
データベース及びその他の情報収集（オ
ンラインを除く）

29.02
データベース及びその他の情報収集（オ
ンラインを除く）

インターネット以外によるデータベース等のサービス。

84101010107 印刷及び関連製品製造サービス 76 2052875000 クイック印刷 30 クイック印刷 迅速な印刷サービス。
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

413 新聞業

4131 新聞業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

84101010107 77 2052900000 デジタル印刷 31 デジタル印刷 デジタル印刷サービス。
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

413 新聞業

4131 新聞業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

1
インターネットアクセスサービス（ダイアル
アップ接続）

有線、無線でインターネットへのダイアルアップ接続サー
ビスの提供

－ －
小分類「371 固定電気通信業」の生産物
に該当。調査研究結果から確認できない
ため副業としての設定はしない。

2
ブロードバンドインターネットアクセスサー
ビス（常時接続、住居用）

高品質な常時接続型ブロードバンドインターネット接続
サービスの提供（常時接続、住居用）

－ －

4130910300 紙媒体の新聞（購読料収入）
一般紙、スポーツ紙、専門・業界紙など定期的かつ不特
定多数に発行する紙媒体の新聞の購読料収入

＜特定サービス産業実態調査＞

4130910303
紙媒体の新聞（購読料収入（定期購読契
約に基づくもの））

紙媒体の新聞の購読料収入のうち、定期購読契約に基
づく定期購読料収入。

特定サービス産業実態調査及び本産業
の事業形態を踏まえて設定。

4130910306
紙媒体の新聞（購読料収入（定期購読契
約以外のもの））

紙媒体の新聞の購読料収入のうち、定期購読契約に基
づく定期購読料以外の収入。

〃

4130110600 紙媒体の新聞（広告収入） ＜特定サービス産業実態調査＞

4130110603 紙媒体の新聞（広告収入）
一般紙、スポーツ紙、専門・業界紙など定期的かつ不特
定多数に発行する紙媒体の新聞の広告収入

〃

3 一般紙

幅広い読者にアピールする目的で、多様なトピックからな
る新聞。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体で発行された新聞。地域の新聞。サブスクリプション
とシングルコピーの販売。
除外項目：新聞の公表されたアーカイブ。

－ －
前出の「紙媒体の新聞（購読料収入）」に
含まれる。

3.01 一般紙（日刊）

1週間に少なくとも4回発行され、幅広い読者にアピールす
る目的で多様なのトピックからなる新聞。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体で発行された新聞。地域の新聞。サブスクリプション
とシングルコピーの販売。
除外項目：新聞の公表されたアーカイブ。

－ －

3.02 一般紙（日刊以外）

週に4回未満の発行で、幅広い読者にアピールする目的
で多様なトピックからなす新聞。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体で発行された新聞。地域の新聞。サブスクリプション
とシングルコピーの販売。
除外項目：新聞の公表されたアーカイブ。

－ －

4 専門紙

特定の読者に特別な関心事である単一のトピックまたは
テーマに焦点を当てた新聞
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体で発行された新聞。サブスクリプションとシングルコ
ピーの販売。
除外項目：消費者向け広告のみを含む新聞を買い物す
る。新聞の公表されたアーカイブ。

－ －

4.01 専門紙（日刊）

1週間に少なくとも4回発行され、特定の読者に特別な関
心事である単一のトピックまたはテーマに焦点を当てた新
聞
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体で発行された新聞*•購読とシングルコピー販売。
除外項目：消費者向け広告のみを含む新聞を買い物す
る。新聞の公表されたアーカイブ。

－ －

4.02 専門紙（日刊以外）

週に4回未満の発行で、特定の読者に特別な関心事であ
る単一のトピックまたはテーマに焦点を当てた新聞
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体で発行された新聞。サブスクリプションとシングルコ
ピーの販売。
除外項目：消費者向け広告のみを含む新聞を買い物す
る。新聞の公表されたアーカイブ。

－ －

4130920900 オンライン新聞（購読料収入） ＜特定サービス産業実態調査＞

4130920903 オンライン新聞（購読料収入）
ウェブサイト上又はオンラインで配信される新聞の購読料
収入。

＜特定サービス産業実態調査＞

4130121200 オンライン新聞（広告収入）
特定サービス産業実態調査及びその他
の参考資料に基づき設定。

4130121203 オンライン新聞（広告収入）
ウェブサイト上又はオンラインで配信される新聞の広告収
入。

特定サービス産業実態調査及びその他
の参考資料に基づき設定。

5 定期刊行物（一般向け）

幅広い読者にアピールするために、一般的に興味のある
多様なトピックをカバーする定期刊行物。
例としては、一般的なニュース、ビジネスニュース、個人
金融、一般的な関心事（記事、写真などを含む）定期刊行
物などがある。
含まれるもの：定期刊行物は、印刷物、オンライン、また
は電子媒体およびその他の媒体に掲載されている。

P 出版物
調査研究結果から副業として想定される
ため、414出版業における議論を踏まえて
検討

細分類

大分類

中分類

小分類

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 　

新聞販売
新聞販売収入（販売店に対する
正規の手数料等を控除した収
入）

新聞広告
新聞広告料収入、電子メディア
広告料収入、フリーペーパー広
告料収入等

その他の新聞業
ネット配信による収入、クリッピ
ング業者への提供による収入

＜特定サービス産業実態調査＞

業務種類名

新聞業務

新聞販売収入

広告料収入

新聞広告

電子メディア

フリーペーパー

その他

その他収入

〈平成23年産業連関表〉

細品目（10桁）名

新聞販売

その他の新聞業

新聞広告

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞

コモ６桁分類名

新聞

＜新聞業＞

メディアビジネス事業収入

インターネット情報提供収入

デジタルコンテンツ制作・配信
サービス

デジタルメディア事業収入

情報処理・提供サービス データ販売収入

広告場所提供サービス 新聞広告料収入

有償冊子出版収入

無償冊子出版収入

出版収入

マガジン出版収入

新聞サービス 新聞収入

イベント・催事サービス イベント・催事収入

教育・訓練サービス 教育事業収入

研修・講習サービス 各種研修・セミナー収入

不動産賃貸サービス 不動産賃貸収入

その他 その他収入

（回答のあった事業所数5以下）

インターネットコンテンツ配信
サービス

出版サービス

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

413 新聞業

4131 新聞業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

　

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

6
定期刊行物、ビジネス書（農業経営を含
む）、専門書、学術書

専門分野や関心分野での新しい研究や開発の最新知識
を保つことに関心を持っているビジネス、専門家、学術者
を対象とした定期刊行物。
例としては、貿易ジャーナル、法律レポート、課税と会計、
学術コミュニティによる研究などがある。
含まれるもの：定期刊行物は、印刷物、オンライン、また
は電子媒体およびその他の媒体に掲載される。

P 出版物 〃

7 他に分類されない定期刊行物

幅広い読者が関心のある他に分類されない定期刊行物。
例としては、消費者向けの広告や卒業生向けの雑誌など
があります。
含まれるもの：定期刊行物は、印刷物、オンライン、また
は電子媒体およびその他の媒体に掲載される。消費者向
け広告のみを含む新聞を買い物する。

－
調査研究結果から副業として想定される
ため、414出版業における議論を踏まえて
検討

8 教科書

正式な学習プログラムの学生や教師のための教材として
主に使用されるように公表された書籍：小学生（幼稚園を
含む）および高校のレベルで; 高等教育機関、すなわち大
学と大学では、 これらの書籍は、一般的に知識要約や練
習問題をテキストとともに含んでいます。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体
で出版された書籍。ワークブック、教師用マニュアルおよ
び教材、教育システム専用の参考書、インタラクティブ資
料。
除外項目：出版された書籍のアーカイブは、製品7、デー
タベースおよびその他の情報収集に含まれている。

－

9 子ども向け書籍

子供のために出版された図書。子供用の参考書、教室で
の使用を目的としない教育用の図書など。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体
で出版された書籍。フィクションとノンフィクションの本。書
籍とおもちゃキットが同梱されています。
•話す本。
除外項目：出版された書籍のアーカイブは、製品7、デー
タベースおよびその他の情報収集に含まれる。カラーブッ
クとアクティビティブックは、製品8、その他の出版に含ま
れる。

－

10 一般参考図書

主に一般的な目的のために公開され、大衆を対象とした
書籍。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体
で出版された書籍。辞書、百科事典、シソーラス、アトラ
ス。
除外項目：出版された書籍のアーカイブは、製品7、デー
タベースおよびその他の情報収集に含まれている。教育
システムのために行われた参考書は、製品1.1、教科書に
ある。

－

11 専門書、技術書、学術書

特定の職業または職業の実践において個人が使用する
研究、高度な知識および/または情報を含む専門書。
弁護士、医師、電気技師、会計士、ビジネスまたはコン
ピュータの専門家、または学術および研究コミュニティを
対象としています。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体
で出版された書籍。専門の参考書。
除外項目：出版された書籍のアーカイブは、製品7、デー
タベースおよびその他の情報収集に含まれています。

－

12 成人向け一般書

大人が消費するために一般公開された書籍。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体
で出版された書籍。文学小説とノンフィクション; 詩とドラ
マ。 聖書や聖書、賛美歌など。 歴史、政治、伝記、家庭
や庭などのノンフィクション、ハウツーブック、料理本、旅
行ガイドなど
除外項目：出版された書籍のアーカイブは、製品7、デー
タベースおよびその他の情報収集に含まれる。

－

13 消費者向け専門コンテンツ 消費者向けの専門のコンテンツ －
本産業の副業として想定されないため、
分類項目として設定しない。

13.01 アートプリント

もともとアート基にしたたデザインやイメージで、通常はビ
ジュアルアートの作品として表現されている。
含まれるもの：アートプリントは、印刷物、オンライン、また
は電子メディアなどのメディアに掲載されています。額入
りまたはフレームなしアートプリント。

－

13.02 ポスター（広告を除く）

通常は紙やキャンバスのシートやプラカードで、元の画像
やデザインを再現し、表示用に大量生産されている（広告
は含まない）。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載されたポスター。フレーム付きまたはフレーム
なしのポスター。

－

13.03 カレンダー
すべてのタイプのカレンダー。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載されたカレンダー。

－
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

413 新聞業

4131 新聞業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

　

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

13.04 1枚のグリーティングカード

グリーティングカード。
含まれるもの：印刷された、オンラインの、または電子媒
体および他の媒体で発行されたグリーティングカード。
除外項目：ビジネスカードとビジネス招待カードは、製品
1.2.9、その他のビジネス、貿易、およびプロフェッショナル
の出版物に含まれています。

－

13.05 複数枚のグリーティングカード

グリーティングカード。
含まれるもの：印刷された、オンラインの、または電子媒
体および他の媒体で発行されたグリーティングカード。
除外項目：ビジネスカードとビジネス招待カードは、製品
1.2.9、その他のビジネス、貿易、およびプロフェッショナル
の出版物に含まれる。

－

13.06 ポストカード

すべてのタイプのはがき。
含まれるもの：印刷、オンライン、または電子メディアなど
の媒体に掲載されたはがき。フレーム入りまたはフレーム
なしのはがき。

－ －  

13.07 塗り絵の本
すべてのタイプの塗り絵の本。
含まれるもの：印刷物、オンライン、または電子媒体その
他の媒体で出版された書籍の色付け。

－ －  

13.08 パターン 原型をおこす型紙 、もしくは原型自体 － －

13.09 年鑑 年鑑 － －
調査研究結果から副業として想定される
ため、414出版業における議論を踏まえて
検討

13.10 インターネットゲーム
ソフトウエア業又はインターネット付随サービス業の生産
物

－ －
本産業の副業として想定されないため、
分類項目として設定しない。

13.11 インターネット成人向けコンテンツ

ペイ・パー・プレイ、ペイ・パー・ビュー、定期購読、アクセ
ス料などのさまざまな方法で支払われる、オンラインでの
成人向け（性的）コンテンツ。
含まれるもの：オンライングラフィック、録画済みのビデ
オ、ライブフィード、インタラクティブなパフォーマンス、お
よびバーチャルアクティビティ。オンライン小売店などの販
売代理店から受け取った収入。除外項目： 成人コンテン
ツ

－ －

13.12 その他の全ての消費者向けコンテンツ その他の全ての消費者向けコンテンツ － －

14
一般書、専門書、ビジネス書の専門コン
テンツ

一般書、専門書、ビジネス書の専門コンテンツ － －

4130161500
新聞・ニュースに係る著作権の使用許諾
サービス

「知的財産関連生産物の設定方針（案）」
を踏まえて設定。

15
著作権により保護された知的財産物の使
用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産の使用許諾。
コンピュータソフトウェア、ブック、スクリーン、映画とス
テージ演劇原稿、振り付けと音楽の構成、
イメージ効果のデザイン、舞台芸術の作品、建築の図面、
写真と美術のように暗黙または明示的に著作権で
保護されているプロパティを使用するためのライセンスを
含みます。
以下を含む：放送、出版、複製、記録、改変、組み込み、
配布のライセンス許諾、または合意された期間、方法、場
所において著作権保護された知的財産の賃貸権（別の形
式、媒体、言語または地域での再生産権又はこれらへの
適応権利）のライセンス許諾。ライセンスによる一時的な
権利移転。権利売却を通した、個別または一部の権利
（本 及び/または 映画に限定、というような）の恒久的移
転。
以下を除く：知的財産の売却により付与されたすべての権
利の恒久的移転。スポーツイベントを放送する権利を付
与する。

4130161503
新聞・ニュースに係る著作権の使用許諾
サービス

新聞、ニュースを複製、配信、翻訳等を行う際の使用許諾
サービス。

〃

16
特許により保護された知的財産物の使用
許諾

ライセンサが所有または管理する特許および営業秘密の
法律によって保護されている知的財産を使用許諾。
ユーティリティ、設計、プラント、ソフトウェアの特許などに
よって保護された財産を使用するためのライセンスを含み
ます。
含まれるもの：合意された期間、方法、および場所（例え
ば、他の形式、媒体、言語または地域で複製または適応
する権利）のために、特許取得済みの知的財産を出版、
複製、記録、変更、組み込み、または配布する権利をライ
センスする 。ライセンスによる一時的な権利移転。販売に
よる個人の権利の恒久的な移転。
除外項目：知的財産の売却によって付与された権利の恒
久的な移転。

－ －
知的財産関連生産物に該当する生産物
が想定されないため設定しない

17
商標により保護された知的財産物の使用
許諾

ライセンサが所有または管理している商標権（名称、シン
ボル、ロゴなど）の商業的使用許諾。
含まれるもの：商品ライセンス。

－ －

18
他に分類されない工業所有権として保護
された知的財産物の使用許諾

他に分類されない工業所有権としての権利荷関するライ
センスサービス

－ －
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Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

　

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

19 購入品・サービス品の地域輸送、配達
食料品、調理済みの食品、ドライクリーニング、現像フィル
ム、またはその他の購入またはサービスされた品物の地
域輸送。

－ －
本産業の副業として想定されないため、
分類項目として設定しない。

20
グラフィックデザインサービス（広告用を
除く）

メッセージやコンセプトを伝えるために、テキストとグラ
フィックスを視覚的に組み合わせる。
概念の提示など、多くのステップを含むことができます。
主要な設計要素のレイアウトを示します。アートディレク
ション;イラストレーションと写真のコーディネート。包括的
なレイアウトと最終的な芸術の開発。グラフィック標準マ
ニュアルの制作;生産監督
含まれるもの：企業アイデンティティ、ブランドアイデンティ
ティのためのデザインサービス。文房具セット（名刺、レ
ターヘッド、封筒）;広告材料;書籍、雑誌、新聞など。製品
包装;視聴覚作品など。書体デザインサービス、•商用イラ
ストレーションサービスなど。グラフィックデザインコンサル
ティングサービス。

－ －

P
その他の広告スペース・広告機会提供
サービス

調査研究結果及び「広告枠提供サービス
の設定方針（案）」に基づき設定。

P スポンサーシップサービス

イベントや個人又は団体の活動のスポンサーに対して提
供される、広告スペースの提供（ユニフォーム、グッズ、イ
ベント設備などへの企業ロゴ等の表示）やスポーツ選手
等の肖像等の使用権の付与、スポーツ選手等に自社製
品を供給する権利の付与、イベントロゴの使用権の付
与、イベントチケットの交付などの複合サービス。

〃

P
他に分類されないその他の広告スペー
ス・広告機会提供サービス

独占権付与サービス、レシートや備品（ドリンクカップ、封
筒、しおり、ブックカバーなど）などの広告スペースを提供
するサービス

〃

21 出版物の広告スペース

新聞、定期刊行物、書籍、データベース、ディレクトリなど
の出版物に広告を掲載するためのスペースを提供。
含まれるもの：出版物、オンライン、電子媒体などの出版
物のスペース。

－ －
前出の「'紙媒体の新聞（広告収入）」及び
「オンライン新聞（広告収入）」に含まれ
る。

21.01 一般日刊紙の印刷紙面の広告スペース 一般日刊紙上の広告スペース － －

21.02
新聞の印刷紙面の広告スペース（一般日
刊紙以外）

新聞の印刷紙面の広告スペース（一般日刊紙以外） － －

21.03 専門紙の印刷紙面の広告スペース

専門紙（新聞）に広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体などの新聞
に掲載されているスペース。広告スペースを提供すること
でバンドルされる広告の作成とデザイン。

－ －

21.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連の定期刊
行印刷物の広告スペース

芸術、文化、レジャー、エンターテイメントの定期刊行物に
広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。分類広告とバ
ナー広告。

－ －

21.05
家庭・生活関連の定期刊行印刷物の広
告スペース

家庭や生活雑誌に広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。分類広告とバ
ナー広告。

－ －

21.06
政治・社会・ビジネスニュース関連の定期
刊行印刷物の広告スペース

一般的関心がある政治、社会、ビジネスの定期刊行物に
広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。分類広告とバ
ナー広告。

－ －

21.07
その他の一般向け定期刊行印刷物の広
告スペース

その他の一般的な定期刊行物に広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。

－ －

21.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
け定期刊行印刷物の広告スペース

ビジネス（農業を含む）、専門および学術定期刊行物に広
告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。分類広告とバ
ナー広告。

－ －

21.09
他に分類されない定期刊行印刷物の広
告スペース

他に分類されない定期刊行印刷物の広告スペース － －

21.10 電話帳の印刷紙面の広告スペース

印刷された電話帳に広告スペースを提供。
印刷された電話帳には、企業や住民の電話番号やその
他の限定された連絡先情報が含まれている。
含まれるもの：広告スペースの提供にバンドルされた広告
の作成とデザイン。

－ －

21.11
その他の名鑑の印刷紙面の広告スペー
ス

その他の名鑑の印刷紙面の広告スペース － －

21.12
データベースの印刷紙面及びその他の
情報欄の印刷紙面の広告スペース

データベースの印刷紙面及びその他の情報欄の印刷紙
面の広告スペース

－ －

21.13 書籍の広告スペース
章・絵画などを筆写または印刷した紙の束を綴じ合わせ
て表紙をつけ、保存しやすいように作った不定期に発行さ
れる刊行物の広告スペース。

－ －
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

413 新聞業

4131 新聞業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

　

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

22 インターネット広告

インターネットを介して配信される電子広告メッセージのた
めのスペースを提供。
含める：バナー広告、ボタン、テキストリンク、インタース
ティシャル広告、リッチメディア広告、ストリーミングオー
ディオ広告、ストリーミングビデオ広告など広告スペース
の提供にバンドルされた広告の作成とデザイン。

－ －

22.01
一般日刊紙のオンライン紙面の広告ス
ペース

1週間に少なくとも4回、インターネット上に公開されている
一般新聞に広告スペースを提供。
含まれるもの：広告スペースを提供することでバンドルさ
れる広告の作成とデザイン。

－ －

22.02
新聞のオンライン紙面の広告スペース
（一般日刊紙以外）

1週間に4回未満、インターネットで公開されている一般的
な新聞に広告スペースを提供。
含まれるもの：広告スペースを提供することでバンドルさ
れる広告の作成とデザイン。

－ －

22.03 専門紙のオンライン紙面の広告スペース

インターネット上に公開された専門の新聞に広告スペース
を提供する。
含まれるもの：広告スペースを提供することでバンドルさ
れる広告の作成とデザイン。

－ －

22.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連のオンラ
イン定期刊行物の広告スペース

インターネット上に公開された芸術、文化、レジャー、エン
ターテイメントの定期刊行物に広告スペースを提供。
含まれるもの：分類広告とバナー広告。広告スペースを提
供することでバンドルされる広告の作成とデザイン。

－ －

22.05
家庭・生活関連のオンライン定期刊行物
の広告スペース

インターネット上に掲載された家庭や生活雑誌に広告ス
ペースを提供。
含まれるもの：分類広告とバナー広告。広告スペースを提
供することでバンドルされる広告の作成とデザイン。

－ －

22.06
政治・社会・ビジネスニュース関連のオン
ライン定期刊行物の広告スペース

インターネット上で公開されている一般関心がある政治、
社会、ビジネスの定期刊行物の広告スペース。

－ －

22.07
一般向けオンライン定期刊行物の広告ス
ペース

インターネット上に公開されている一般的な定期刊行物の
広告スペース。

－ －

22.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
けオンライン定期刊行物の広告スペース

インターネットで公開されているビジネス（農業を含む）、
専門および学術雑誌の広告スペース。

－ －

22.09
他に分類されないオンライン定期刊行物
の広告スペース

インターネットで公開されている他に分類されない定期刊
行物の広告スペース。

－ －

22.10 オンライン電話帳の広告スペース インターネットで公開されている電話帳の広告スペース。 － －

22.11
オンラインデータベース及びその他のオ
ンライン情報欄の広告スペース

オンラインデータベース及びその他のオンライン情報欄の
広告スペース。

－ －

23
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

電子及びその他の媒体の出版物の広告スペース（オンラ
インを除く）

－ －

24 メーリングリスト

共通の関心、購入履歴、会員所属、または寄付履歴を共
有しているような、特定のグループに販売または宣伝する
ために開発された名前、住所、およびその他の連絡先情
報。

－ －
本産業の副業として想定されないため、
分類項目として設定しない。

25
ブロードバンドインターネットアクセス（常
時接続、事業用）

ケーブルインターネット、DSL、光接続、その他常時接続
サービスにより、64Kbpsを超える速度で有線およびワイ
ヤレスの両方の事業用クライアントのためのインターネッ
トへの常時接続供。

－ －

26 ウェブサイトホスティングサービス
顧客のウェブサイト及び関連するファイルを、インターネッ
トで公開するためのホスティングサーバーなどのインフ
ラ。

－ －

27 動画・音声ストリーミングサービス
インターネットを介してオーディオとビデオの送信と、スト
レージ、制作（エンコードを含む）、ビデオおよびオーディ
オストリーミングのサポートに関連するサービス。

－ －

27.01 動画ストリーミングサービス
インターネットを介してビデオの送信と、ストレージ、制作
（エンコーディングを含む）、ビデオストリーミングのサポー
トに関連するサービス。

－ －

27.02 音声ストリーミングサービス
インターネットを介してオーディオの送信と、ストレージ、制
作（エンコードを含む）、オーディオストリーミングのサポー
トに関連するサービス。

－ －

28 名鑑
人物、組織、出版物などの情報（印刷物、オンライン、電
子媒体など）。

－ －
調査研究結果から副業として想定される
ため、414出版業における議論を踏まえて
検討

28.01 名鑑（オンライン）
インターネット上に公開され、アクセスまたはダウンロード
できるようにデジタルファイル化された、人物、組織、出版
物などの情報を体系的に編成したコレクション。

－ －

28.02 名鑑（オンラインを除く）
人物、組織、出版物などの情報（印刷物、オンライン、電
子媒体など）。 オンラインを除く。

－ －

29 データベース及びその他の情報収集
主な内容が問い合わせ先以外のデータと情報のコレク
ション。

P ウェブ情報検索・提供サービス
調査研究結果から副業として想定される
ため、401インターネット附随サービス業
の議論を踏まえて検討

29.01
データベース及びその他の情報収集（オ
ンライン）

インターネット上に公開され、アクセスまたはダウンロード
できるようにデジタルファイル化された、主な内容が問い
合わせ先以外のデータと情報のコレクション。

P ウェブ情報検索・提供サービス
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

413 新聞業

4131 新聞業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

　

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

29.02
データベース及びその他の情報収集（オ
ンラインを除く）

インターネット以外によるデータベース等のサービス。 P
情報提供サービス（ウェブ情報検索・提供
サービスに含まれるものを除く）

調査研究結果から副業として想定される
ため、401インターネット附随サービス業
の議論を踏まえて検討

29.02
データベース及びその他の情報収集（オ
ンラインを除く）

インターネット以外によるデータベース等のサービス。 P
情報提供サービス（ウェブ情報検索・提供
サービスに含まれるものを除く）

30 クイック印刷 迅速な印刷サービス。 － －
本産業の副業として想定されないため、
分類項目として設定しない。

31 デジタル印刷 デジタル印刷サービス。 － －

P
非住宅用建物賃貸サービス（収納スペー
ス賃貸サービス及び会議室・ホール等賃
貸サービスを除く）

小分類「681 建物売買業、土地売買業」
の生産物であり、調査研究結果等を踏ま
えて副業としての設定を検討する。

P 事務所用建物賃貸サービス 事務所１棟又はスペースを賃貸するサービス。 〃

P 店舗用建物賃貸サービス 店舗１棟又はスペースを賃貸するサービス。 〃

P 会議室・ホール等賃貸サービス
「会議室等賃貸サービス」の検討方針に
基づき副業としての設定を検討する。

P 会議室賃貸サービス
主として会議に用いられる部屋やスペースを時間又は日
数単位で賃貸するサービス。

〃

P 劇場式ホール賃貸サービス

ステージや舞台、固定式の椅子などを有し、主として式典
や講演会などに用いられる部屋やスペースを時間又は日
数単位で賃貸するサービス。ただし、スポーツ施設の提
供は含まない。

〃

P その他のスペース賃貸サービス

ステージや舞台がなく、イベントや見本市などの多目的な
用途に用いられるホールやその他のスペースを時間又は
日数単位で賃貸するサービス。ただし、スポーツ施設の
提供は含まない。

〃

P 美術・イベント・その他の興行サービス

事業者との契約に基づき又は一般消費者から入場料を
取って絵画展・書道展などの美術展、講演会・各種催しな
どのイベントを行うサービスをいう。○絵画展、展覧会、書
道展、彫刻展、講演会、諸集会、映画上映、各種催事な
ど

小分類「802 興行場（別掲を除く），興行
団」の生産物であり、調査研究結果等を
踏まえて副業としての設定を検討する。

P
美術・イベント・その他の興行サービス
（事業者との契約に基づく興行収入

事業者との契約に基づき、絵画展・書道展などの美術
展、講演会・各種催しなどのイベントを行うサービスをい
う。

〃

P
美術・イベント・その他の興行サービス
（一般消費者からの入場料収入）

一般消費者から入場料を取って、絵画展・書道展などの
美術展、講演会・各種催しなどのイベントを行うサービス
をいう。

〃

P
美術・イベント・その他の興行サービス（そ
の他の収入）

著述家、芸術家等の肖像権（パブリシティ権）収入や出演
料収入のほか、施設会員会費収入、ファンクラブ会費収
入など

〃

P 教養・技能教授サービス

P 教養・技能教授サービス

調査研究結果等から副業としての設定を
検討する。なお定義・内容例示、小分類
「824 教養・技能教授業」、「829 他に分類
されない教育・学習支援業」の検討を踏ま
えて設定する。

P 新聞小売サービス

P 新聞小売サービス

新聞販売店、新聞取次店による消費者向
けのサービス。
定義・内容例示については大分類「I　卸
売業、小売業」にて別途検討する。
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

414 出版業

4141 出版業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1 24104010201 定期刊行物（一般向け） 1 7001225000 定期刊行物（一般向け） 1 58.11.11 印刷された教科書 1 73312
データベースを利用する権利のためのラ
イセンスサービス

1 定期刊行物（一般向け）

'幅広い読者にアピールするために、一般的に興味のあ
る多様なトピックをカバーする定期刊行物。
例としては、一般的なニュース、ビジネスニュース、個人
金融、一般的な関心事（記事、写真などを含む）定期刊
行物などがある。
含まれるもの：
•定期刊行物は、印刷物、オンライン、または電子媒体お
よびその他の媒体に掲載されている。

24104010201 2 7001225003
一般向け定期刊行物（芸術、文化、レ
ジャー及び娯楽）

2 58.11.12 印刷された専門書・技術書・学術書 2 73320
エンターテイメント、文学、または芸術的
原本を利用する権利のためのライセンス
サービス

1.01
一般向け定期刊行物（芸術、文化、レ
ジャー及び娯楽）

幅広い読者を対象とした芸術的、文化的、レジャーおよ
び娯楽関連のテーマをカバーする定期刊行物（アート（絵
画）、写真、音楽、文学（詩や小説を含む）、など）。

24104010201 3 7001225006 一般向け定期刊行物（家庭及び生活） 3 58.11.13 印刷された子供用書籍 3 73320
エンターテイメント、文学、または芸術的
原本を利用する権利のためのライセンス
サービス

1.02 一般向け定期刊行物（家庭及び生活）
幅広い読者のために、家庭やライフスタイルに関連する
話題を専門とする定期刊行物（ファッション、インテリア、
ハウスキーピング）。

24104010201 4 7001225009
一般向け定期刊行物（政治、社会、及び
ビジネスニュース）

4 58.11.14 印刷された辞書及び百科事典 4 83631
印刷媒体における広告スペースの販売
（委託は除く）

1.03
一般向け定期刊行物（政治、社会、及び
ビジネスニュース）

幅広い読者が関心のある政治的、社会的、ビジネス的な
ニュースをテーマに特化した定期刊行物。

24104010201 5 7001225012 その他の一般向け定期刊行物 5 58.11.15
地図付きの印刷された地図及びその他
書籍

5 83631
印刷媒体における広告スペースの販売
（委託は除く）

1.04 その他の一般向け定期刊行物
幅広い読者が関心のあるその他一般的な定期刊行物
（消費者向けの広告や卒業生向けの雑誌など）。

2 24104010202
定期刊行物、ビジネス書（農業経営を含
む）、専門書、学術書

6 7001250000
定期刊行物、ビジネス書（農業経営を含
む）、専門書、学術書

6 58.11.16
印刷された地図及び水路図又は類似す
る図（書籍形式以外のもの）

6 83633
インターネット広告スペースの販売（委託
は除く）

2
定期刊行物、ビジネス書（農業経営を含
む）、専門書、学術書

専門分野や関心分野での新しい研究や開発の最新知識
を保つことに関心を持っているビジネス、専門家、学術者
を対象とした定期刊行物。
例としては、貿易ジャーナル、法律レポート、課税と会
計、学術コミュニティによる研究などがある。
含まれるもの：
•定期刊行物は、印刷物、オンライン、または電子媒体お
よびその他の媒体に掲載されている。

3 24104010203 他に分類されない定期刊行物 7 7001275000 他に分類されない定期刊行物 7 58.11.19 その他の書籍、パンフレット、チラシなど 7 83639
その他の広告スペースまたは時間の販
売（委託は除く）

3 他に分類されない定期刊行物

幅広い読者が関心のある他に分類されない定期刊行
物。
例としては、消費者向けの広告や卒業生向けの雑誌な
どがあります。
含まれるもの：
•定期刊行物は、印刷物、オンライン、または電子媒体お
よびその他の媒体に掲載されてい.ます。
消費者向け広告のみを含む新聞を買い物する。

4 24104010301 教科書 8 7001300000 教科書 8 58.11.20
ディスク、テープ、その他の物理メディア
に関する書籍

8 83639
その他の広告スペースまたは時間の販
売（委託は除く）

4 教科書

正式な学習プログラムの学生や教師のための教材として
主に使用されるように公表された書籍：小学生（幼稚園を
含む）および高校のレベルで; 高等教育機関、すなわち
大学と大学では、 これらの書籍は、一般的に知識要約
や練習問題をテキストとともに含んでいます。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体で出版された
書籍。
•ワークブック、教師用マニュアルおよび教材、教育システ
ム専用の参考書、インタラクティブ資料。
除外項目：
•出版された書籍のアーカイブは、製品7、データベースお
よびその他の情報収集に含まれている。

24104010301 9 7001300003 小中学校向け教科書 9 58.11.30 オンライン書籍 9 83940 ファクト/情報のオリジナル編集 4.01 小中学校向け教科書
小中学生や教師のための教材として主に使用されるよう
に出版された書籍。

24104010301 10 7001300006 高校向け教科書 10 58.11.41 書籍の広告スペース（印刷物） 10 84311 オンライン書籍 4.02 高校向け教科書

高校生や教師のための教材として主に使用されるように
出版された書籍。
これらの書籍は、一般的に知識要約や練習問題をテキ
ストとともに含んでいます。
含まれるもの：
•ワークブック、教師用マニュアルおよび教材、教育システ
ム専用の参考書、インタラクティブ資料。
除外項目：
•出版された書籍のアーカイブは、製品7、データベースお
よびその他の情報収集に含まれています。
•標準化されたテストは、製品8、その他の出版にありま
す。

5 24104010302 子ども向け書籍 11 7001325000 子ども向け書籍 11 58.11.42 書籍の広告スペース（電子版） 11 84312 オンライン新聞及び定期刊行物 5 子ども向け書籍

子供のために出版された図書。子供用の参考書、教室
での使用を目的としない教育用の図書など。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体で出版された
書籍。
•フィクションとノンフィクションの本。
•書籍とおもちゃキットが同梱されている。
•話す本。
除外項目：
•出版された書籍のアーカイブは、製品7、データベースお
よびその他の情報収集に含まれている。
•カラーブックとアクティビティブックは、その他の出版に含
まれている。

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

細分類
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6 24104010303 一般参考図書 12 7001350000 一般参考図書 12 58.11.50
書籍の出版サービス（手数料又は契約
ベース）

12 84313
オンラインディレクトリ及びメーリングリス
ト

6 一般参考図書

主に一般的な目的のために公開され、大衆を対象とした
書籍。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体で出版された
書籍。
•辞書、百科事典、シソーラス、アトラス。
除外項目：
•出版された書籍のアーカイブは、製品7、データベースお
よびその他の情報収集に含まれている。
•教育システムのために行われた参考書は、製品1.1、教
科書にある。
•子供向けの参考書は、「児童書」に記載されている。
•専門の参考書は、プロフェッショナル、テクニカル、学術
雑誌にある。

7 24104010304 専門書、技術書、学術書 13 7001375000 専門書、技術書、学術書 13 58.11.60 書籍の使用許諾サービス 13 89110
個別支払い方式、または契約ベースで
の、出版サービス

7 専門書、技術書、学術書

特定の職業または職業の実践において個人が使用する
研究、高度な知識および/または情報を含む専門書。
弁護士、医師、電気技師、会計士、ビジネスまたはコン
ピュータの専門家、または学術および研究コミュニティを
対象としている。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体で出版された
書籍。
•専門の参考書。
除外項目：
•出版された書籍のアーカイブは、製品7、データベースお
よびその他の情報収集に含まれている。

24104010304 14 7001375003 専門書、技術書 14 58.12.10
印刷された、又は、物理メディアによる
ディレクトリ又はメーリングリスト

14 89110
個別支払い方式、または契約ベースで
の、出版サービス

7.01 専門書、技術書
特定の職業または職業の実践において個人が使用する
研究、高度な知識および情報を含む書籍。

24104010304 15 7001375006 学術書 15 58.12.20 オンラインディレクトリとメーリングリスト 15 89110
個別支払い方式、または契約ベースで
の、出版サービス

7.02 学術書
主に学術および研究コミュニティを対象とした研究、高度
な知識および情報を含む専門書。

8 24104010305 成人向け一般書 16 7001400000 成人向け一般書 16 58.12.30
ディレクトリ及びメーリングリストの使用
権の使用許諾サービス

8 成人向け一般書

大人が消費するために一般公開された書籍。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体で出版された
書籍。
•文学小説とノンフィクション; 詩とドラマ。 聖書や聖書、賛
美歌など。 歴史、政治、伝記、家庭や庭などのノンフィク
ション、ハウツーブック、料理本、旅行ガイドなど
除外項目：
•出版された書籍のアーカイブは、製品7、データベースお
よびその他の情報収集に含まれている。

24104010305 17 7001400003 宗教書 17 58.12.40
ディレクトリとメーリングリストにおける広
告スペースの販売

8.01 宗教書 宗教書

24104010305 18 7001400006 その他の全ての成人向け一般書 18 58.13.10 印刷された新聞 8.02 その他の全ての成人向け一般書 その他の全ての成人向け一般書

9 24104010401 消費者向け専門コンテンツ 19 7001425000
グリーティングカード出版及び消費者向
け専門コンテンツ

19 58.13.20 オンライン新聞 9
グリーティングカード出版及び消費者向
け専門コンテンツ

グリーティングカード出版や消費者向けのポスター、カレ
ンダーなどの専門コンテンツ

24104010401 20 7001425003 アートプリント 20 58.13.31 新聞の広告スペース（印刷物） 9.01 アートプリント

もともとアート基にしたたデザインやイメージで、通常はビ
ジュアルアートの作品として表現されている。
含まれるもの：
•アートプリントは、印刷物、オンライン、または電子メディ
アなどのメディアに掲載されています。
•額入りまたはフレームなしアートプリント。

24104010401 21 7001425006 ポスター 21 58.13.32 新聞の広告スペース（電子） 9.02 ポスター

通常は紙やキャンバスのシートやプラカードで、元の画
像やデザインを再現し、表示用に大量生産されている
（広告は含まない）。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れたポスター。
•フレーム付きまたはフレームなしのポスター。

24104010401 22 7001425009 カレンダー 22 58.14.11 印刷された一般雑誌及び定期刊行物 9.03 カレンダー

すべてのタイプのカレンダー。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れたカレンダー。

24104010401 23 7001425012 1枚のグリーティングカード 23 58.14.12
印刷されたビジネス、専門及び学術誌及
び定期刊行物

9.04 1枚のグリーティングカード

グリーティングカード。
含まれるもの：
•印刷された、オンラインの、または電子媒体および他の
媒体で発行されたグリーティングカード。
除外項目：
•ビジネスカードとビジネス招待カードは、その他のビジネ
ス、貿易、およびプロフェッショナルの出版物に含まれて
いる。
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24104010401 24 7001425015 複数枚のグリーティングカード 24 58.14.19
その他の印刷された雑誌及び定期刊行
物

9.05 複数枚のグリーティングカード

グリーティングカード。
含まれるもの：
•印刷された、オンラインの、または電子媒体および他の
媒体で発行されたグリーティングカード。
除外項目：
•ビジネスカードとビジネス招待カードは、その他のビジネ
ス、貿易、およびプロフェッショナルの出版物に含まれて
いる。

24104010401 25 7001425018 ポストカード 25 58.14.20 オンライン雑誌及び定期刊行物 9.06 ポストカード

すべてのタイプのはがき。
含まれるもの：
•印刷、オンライン、または電子メディアなどの媒体に掲載
されたはがき。
•フレーム入りまたはフレームなしのはがき。

24104010401 26 7001425021 塗り絵の本 26 58.14.31
雑誌及び定期刊行物の広告スペース
（印刷物）

9.07 塗り絵の本

すべてのタイプの塗り絵の本。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、または電子媒体その他の媒体で出
版された書籍の色付け。

24104010401 27 7001425024 パターン 27 58.14.32
雑誌及び定期刊行物の広告スペース
（電子）

9.08 パターン
印刷物、オンライン、または電子媒体その他の媒体で出
版される図柄。

24104010401 28 7001425027 年鑑 28 58.14.40
雑誌及び定期刊行物の使用許諾サービ
ス

9.09 年鑑
ある方面の事柄について年ごとの動きを示すために、そ
の一年間の事件や統計などを記録・解説した、年刊の刊
行物。

24104010401 29 7001425031 インターネットゲーム 9.10 インターネットゲーム インターネットゲーム

24104010401 30 7001425034 インターネット成人向けコンテンツ 9.11 インターネット成人向けコンテンツ

ペイ・パー・プレイ、ペイ・パー・ビュー、定期購読、アクセ
ス料などのさまざまな方法で支払われる、オンラインでの
成人向け（性的）コンテンツ。
含まれるもの：
•オンライングラフィック、録画済みのビデオ、ライブフィー
ド、インタラクティブなパフォーマンス、およびバーチャル
アクティビティ。
•オンライン小売店などの販売代理店から受け取った収
入。
除外項目：
•新聞がオンラインの新聞である1.1の新聞に掲載された
アダルトコンテンツ。
• 成人コンテンツ

24104010401 31 7001425037 その他の全ての消費者向けコンテンツ 9.12 その他の全ての消費者向けコンテンツ その他の全ての消費者向けコンテンツ

10 24104010402
一般書、専門書、ビジネス書の専門コン
テンツ

32 7001450000
一般書、専門書、ビジネス書の専門コン
テンツ

10
一般書、専門書、ビジネス書の専門コン
テンツ

一般書、専門書、ビジネス書の専門コンテンツ

24104010402 33 7001450003 カタログ 10.01 カタログ
•印刷物、オンライン、または電子媒体などの媒体に掲載
されたるタログ。

24104010402 34 7001450006 日記及びタイムスケジューラ 10.01 日記及びタイムスケジューラ
印刷物、オンライン、または電子媒体およびその他の媒
体に掲載される日記、日程表、ガントチャート、卓上カレ
ンダー、すべてのタイプのタイムスケジューラー。

24104010402 35 7001450009
その他の全てのビジネス書、一般書、専
門書のコンテンツ

10.03
その他の全てのビジネス書、一般書、専
門書のコンテンツ

その他の全てのビジネス書、一般書、専門書のコンテン
ツ

11 24110010301 図書館・文書館サービス 36 7002525000 図書館・文書館サービス 11 図書館・文書館サービス
図書館と公文書館ライブラリとアーカイブサービスを有料
で提供。

12 34101010201
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

37 7003950000
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

12
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

技術の向上やキャリアアップのための多様な教育プログ
ラムの提供（職業訓練校、民間職業学校など）。

54201010101 38 7009581000
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

13
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産の使用許諾。
コンピュータソフトウェア、ブック、スクリーン、映画とス
テージ演劇原稿、振り付けと音楽の構成、
イメージ効果のデザイン、舞台芸術の作品、建築の図
面、写真と美術のように暗黙または明示的に著作権で
保護されているプロパティを使用するためのライセンスを
含む。

以下を含む：
・放送、出版、複製、記録、改変、組み込み、配布のライ
センス許諾、または合意された期間、方法、場所におい
て著作権保護された知的財産
の賃貸権（別の形式、媒体、言語または地域での再生産
権又はこれらへの適応権利）のライセンス許諾
・ライセンスによる一時的な権利移転。
・権利売却を通した、個別または一部の権利（本 及び/ま
たは 映画に限定、というような）の恒久的移転

以下を除く
・知的財産の売却により付与されたすべての権利の恒久
的移転。
・スポーツイベントを放送する権利を付与する。
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13 77101010101 出版物の広告スペース 39 7012275000 出版物の広告スペース 14 出版物の広告スペース

新聞、定期刊行物、書籍、データベース、ディレクトリなど
の出版物に広告を掲載するためのスペースを提供。
含まれるもの：
•出版物、オンライン、電子媒体などの出版物のスペー
ス。

77101010101 40 7012275003 一般日刊紙の印刷紙面の広告スペース 14.01 一般日刊紙の印刷紙面の広告スペース 一般日刊紙上の広告スペース

77101010101 41 7012275006
新聞の印刷紙面の広告スペース（一般
日刊紙以外）

14.02
新聞の印刷紙面の広告スペース（一般
日刊紙以外）

新聞の印刷紙面の広告スペース（一般日刊紙以外）

77101010101 42 7012275009 専門紙の印刷紙面の広告スペース 14.03 専門紙の印刷紙面の広告スペース

専門紙（新聞）に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体などの新聞に掲載されて
いるスペース。
•広告スペースを提供することでバンドルされる広告の作
成とデザイン。

77101010101 43 7012275012
芸術・文化・レジャー・娯楽関連の定期刊
行印刷物の広告スペース

14.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連の定期刊
行印刷物の広告スペース

芸術、文化、レジャー、エンターテイメントの定期刊行物
に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。
•分類広告とバナー広告。

77101010101 44 7012275015
家庭・生活関連の定期刊行印刷物の広
告スペース

14.05
家庭・生活関連の定期刊行印刷物の広
告スペース

家庭や生活雑誌に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。
•分類広告とバナー広告。

77101010101 45 7012275018
政治・社会・ビジネスニュース関連の定
期刊行印刷物の広告スペース

14.06
政治・社会・ビジネスニュース関連の定
期刊行印刷物の広告スペース

一般的関心がある政治、社会、ビジネスの定期刊行物に
広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。
•分類広告とバナー広告。

77101010101 46 7012275021
その他の一般向け定期刊行印刷物の広
告スペース

14.07
その他の一般向け定期刊行印刷物の広
告スペース

その他の一般的な定期刊行物に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。

77101010101 47 7012275024
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
け定期刊行印刷物の広告スペース

14.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
け定期刊行印刷物の広告スペース

ビジネス（農業を含む）、専門および学術定期刊行物に
広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。
•分類広告とバナー広告。

77101010101 48 7012275027
他に分類されない定期刊行印刷物の広
告スペース

14.09
他に分類されない定期刊行印刷物の広
告スペース

芸術・文化、家庭・生活、政治・社会など他に分類されな
い定期刊行印刷物の広告スペース。

77101010101 49 7012275031 電話帳の印刷紙面の広告スペース 14.10 電話帳の印刷紙面の広告スペース

印刷された電話帳に広告スペースを提供。
印刷された電話帳には、企業や住民の電話番号やその
他の限定された連絡先情報が含まれている。
含まれるもの：
•広告スペースの提供にバンドルされた広告の作成とデ
ザイン。

77101010101 50 7012275033
その他の名鑑の印刷紙面の広告スペー
ス

14.11
その他の名鑑の印刷紙面の広告スペー
ス

その他の名鑑の印刷紙面の広告スペース

77101010101 51 7012275036
データベースの印刷紙面及びその他の
情報欄の印刷紙面の広告スペース

14.12
データベースの印刷紙面及びその他の
情報欄の印刷紙面の広告スペース

データベースの印刷紙面及びその他の情報欄の印刷紙
面の広告スペース

77101010101 52 7012275039 書籍の広告スペース 14.01 書籍の広告スペース
章・絵画などを筆写または印刷した紙の束を綴じ合わせ
て表紙をつけ、保存しやすいように作った不定期に発行
される刊行物の広告スペース。

14 77101010104 インターネット広告 53 7012350000 インターネット広告 15 インターネット広告

インターネットを介して配信される電子広告メッセージの
ためのスペースを提供。
含める：
•バナー広告、ボタン、テキストリンク、インタースティシャ
ル広告、リッチメディア広告、ストリーミングオーディオ広
告、ストリーミングビデオ広告など
•広告スペースの提供にバンドルされた広告の作成とデ
ザイン。
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

414 出版業

4141 出版業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

細分類

77101010104 54 7012350003
一般日刊紙のオンライン紙面の広告ス
ペース

15.01
一般日刊紙のオンライン紙面の広告ス
ペース

1週間に少なくとも4回、インターネット上に公開されてい
る一般新聞に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•広告スペースを提供することでバンドルされる広告の作
成とデザイン。

77101010104 55 7012350006
新聞のオンライン紙面の広告スペース
（一般日刊紙以外）

15.02
新聞のオンライン紙面の広告スペース
（一般日刊紙以外）

1週間に4回未満、インターネットで公開されている一般的
な新聞に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•広告スペースを提供することでバンドルされる広告の作
成とデザイン。

77101010104 56 7012350009 専門紙のオンライン紙面の広告スペース 15.03 専門紙のオンライン紙面の広告スペース

インターネット上に公開された専門の新聞に広告スペー
スを提供する。
含まれるもの：
•広告スペースを提供することでバンドルされる広告の作
成とデザイン。

77101010104 57 7012350012
芸術・文化・レジャー・娯楽関連のオンラ
イン定期刊行物の広告スペース

15.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連のオンラ
イン定期刊行物の広告スペース

インターネット上に公開された芸術、文化、レジャー、エン
ターテイメントの定期刊行物に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•分類広告とバナー広告。
•広告スペースを提供することでバンドルされる広告の作
成とデザイン。

77101010104 58 7012350015
家庭・生活関連のオンライン定期刊行物
の広告スペース

15.05
家庭・生活関連のオンライン定期刊行物
の広告スペース

インターネット上に掲載された家庭や生活雑誌に広告ス
ペースを提供。
含まれるもの：
•分類広告とバナー広告。
•広告スペースを提供することでバンドルされる広告の作
成とデザイン。

77101010104 59 7012350018
政治・社会・ビジネスニュース関連のオン
ライン定期刊行物の広告スペース

15.06
政治・社会・ビジネスニュース関連のオン
ライン定期刊行物の広告スペース

インターネット上で公開されている一般的に関心がある
政治、社会、ビジネスに関する定期刊行物の広告スペー
ス。

77101010104 60 7012350021
一般向けオンライン定期刊行物の広告
スペース

15.07
一般向けオンライン定期刊行物の広告
スペース

インターネット上に公開されている一般的な定期刊行物
の広告スペース。

77101010104 61 7012350024
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
けオンライン定期刊行物の広告スペース

15.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
けオンライン定期刊行物の広告スペース

インターネットで公開されているビジネス（農業を含む）、
専門および学術雑誌の広告スペース。

77101010104 62 7012350027
他に分類されないオンライン定期刊行物
の広告スペース

15.09
他に分類されないオンライン定期刊行物
の広告スペース

インターネットで公開されている他に分類されない定期刊
行物の広告スペース。

77101010104 63 7012350031 オンライン電話帳の広告スペース 15.10 オンライン電話帳の広告スペース インターネットで公開されている電話帳の広告スペース。

77101010104 64 7012350033
オンラインデータベース及びその他のオ
ンライン情報欄の広告スペース

15.11
オンラインデータベース及びその他のオ
ンライン情報欄の広告スペース

オンラインデータベース及びその他のオンライン情報欄
の広告スペース。

77101010106 65 7012400000
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

16
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

オンライン以外の電子およびその他の媒体の出版物の
広告スペースの有料販売

15 77101020303 メーリングリスト 66 7012600000 メーリングリスト 16 メーリングリスト
印刷版、オンライン版、または電子媒体およびその他の
媒体に掲載されたメーリングリスト。

16 77102010105 イベント管理サービス 67 7013050000 広報イベント管理サービス 17 広報イベント管理サービス
特別イベントやイベントの後援者による広報戦略の策定
と実施。

17 77103010101 出版契約サービス 68 7013150000 出版契約サービス 18 出版契約サービス 出版契約サービス

18 77103010102 書籍出版コンサルティングサービス 69 7013250000 書籍出版コンサルティングサービス 19 書籍出版コンサルティングサービス 書籍出版コンサルティングサービス

19 77107010701 名鑑 70 7014505000 名鑑 20 名鑑
人物、組織、出版物などの情報（印刷物、オンライン、電
子媒体など）。

77107010701 71 7014505003 名鑑（オンライン） 20.01 名鑑（オンライン）
インターネット上に公開され、アクセスまたはダウンロード
できるようにデジタルファイル化された、人物、組織、出
版物などの情報を体系的に編成したコレクション。

77107010701 72 7014505006 名鑑（オンラインを除く） 20.02 名鑑（オンラインを除く）
人物、組織、出版物などの情報（印刷物、オンライン、電
子媒体など）。 オンラインを除く。

20 77107010702 データベース及びその他の情報収集 73 7014515000 データベース及びその他の情報収集 21 データベース及びその他の情報収集
主な内容が問い合わせ先以外のデータと情報のコレク
ション。

77107010702 74 7014515003
データベース及びその他の情報収集（オ
ンライン）

21.01
データベース及びその他の情報収集（オ
ンライン）

インターネット上に公開され、アクセスまたはダウンロード
できるようにデジタルファイル化された、主な内容が問い
合わせ先以外のデータと情報のコレクション。

77107010702 75 7014515006
データベース及びその他の情報収集（オ
ンラインを除く）

21.02
データベース及びその他の情報収集（オ
ンラインを除く）

情報処理・提供サービス業

84101010107 76 2052875000 クイック印刷 22 クイック印刷 迅速な印刷サービスの提供。

84101010107 77 2052900000 デジタル印刷 23 デジタル印刷 デジタル印刷サービスの提供。
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

414 出版業

4141 出版業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

4140910300 紙媒体の雑誌（購読料収入） ＜特定サービス産業実態調査＞

4140910303 紙媒体の雑誌（購読料収入）
週刊誌、旬刊誌、月刊誌、季刊誌などの定期的に発行さ
れる紙媒体の雑誌の購読料収入。

＜特定サービス産業実態調査＞

4140110600 紙媒体の雑誌（広告収入） ＜特定サービス産業実態調査＞

4140110603 紙媒体の雑誌（広告収入）
週刊誌、旬刊誌、月刊誌、季刊誌などの定期的に発行さ
れる紙媒体の雑誌の広告収入。

＜特定サービス産業実態調査＞

4140920900 オンライン雑誌（購読料収入） ＜特定サービス産業実態調査＞

4140920903 オンライン雑誌（購読料収入）
ウェブサイト上又はオンラインで配信される雑誌の購読料
収入。

＜特定サービス産業実態調査＞

4140121200 オンライン雑誌（広告収入）

4140121203 オンライン雑誌（広告収入）
ウェブサイト上又はオンラインで配信される雑誌の広告収
入。

特定サービス産業実態調査及びその他
の参考資料に基づき設定。

4140911500 紙媒体の書籍

4140911503 紙媒体の書籍
単行本、文庫、新書、全集・双書、事典・辞典、図鑑、絵
本、年鑑、検定教科書などの紙媒体の書籍

＜特定サービス産業実態調査＞

4140921800 オンライン書籍 ＜特定サービス産業実態調査＞

4140921803 オンライン書籍 ウェブサイト上又はオンラインで配信される書籍 ＜特定サービス産業実態調査＞

4140112100
フリーペーパー・フリーマガジン（広告収
入）

4140112103
フリーペーパー・フリーマガジン（広告収
入）

フリーペーパー・フリーマガジン（紙媒体によるもの）の広
告収入。

広告業の生産物分類を踏まえて設定

4140912400 その他の出版物（購読料収入） ＜特定サービス産業実態調査＞

4140912499 その他の出版物（購読料収入）
雑誌、書籍、フリーペーパー・フリーマガジンに分類されな
い出版物（紙媒体によるもの。楽譜、塗り絵、パターンな
ど）の購読料収入。

＜特定サービス産業実態調査＞

4140112700 その他の出版物（広告収入）

4140112799 その他の出版物（広告収入）
雑誌、書籍、フリーペーパー・フリーマガジンに分類されな
い出版物（紙媒体によるもの。電話帳など）の広告収入。

バスケット項目として設定
一次原案生産物リスト及び広告業の生産
物分類を踏まえて設定

1 定期刊行物（一般向け）

幅広い読者にアピールするために、一般的に興味のある
多様なトピックをカバーする定期刊行物。例としては、一
般的なニュース、ビジネスニュース、個人金融、一般的な
関心事（記事、写真などを含む）定期刊行物などがある。
含まれるもの：定期刊行物は、印刷物、オンライン、また
は電子媒体およびその他の媒体に掲載されている。

前出の「紙媒体の雑誌」及び「オンライン
書籍」に含まれる。

1.01
一般向け定期刊行物（芸術、文化、レ
ジャー及び娯楽）

幅広い読者を対象とした芸術的、文化的、レジャーおよび
娯楽関連のテーマをカバーする定期刊行物（アート（絵
画）、写真、音楽、文学（詩や小説を含む）、など）。

1.02 一般向け定期刊行物（家庭及び生活）
幅広い読者のために、家庭やライフスタイルに関連する
話題を専門とする定期刊行物（ファッション、インテリア、
ハウスキーピング）。

1.03
一般向け定期刊行物（政治、社会、及び
ビジネスニュース）

幅広い読者が関心のある政治的、社会的、ビジネス的な
ニュースをテーマに特化した定期刊行物。

1.04 その他の一般向け定期刊行物
幅広い読者が関心のあるその他一般的な定期刊行物
（消費者向けの広告や卒業生向けの雑誌など）。

2
定期刊行物、ビジネス書（農業経営を含
む）、専門書、学術書

専門分野や関心分野での新しい研究や開発の最新知識
を保つことに関心を持っているビジネス、専門家、学術者
を対象とした定期刊行物。例としては、貿易ジャーナル、
法律レポート、課税と会計、学術コミュニティによる研究な
どがある。
含まれるもの：定期刊行物は、印刷物、オンライン、また
は電子媒体およびその他の媒体に掲載されている。

その他のウェブコンテンツ配信

細分類

大分類

中分類

小分類

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名

出版（書籍・雑誌）販売
書籍販売収入、雑誌販売収入
（電子メディアによる収入も含む）

出版広告料
雑誌本体広告料収入、電子メ
ディア広告料収入、フリーマガジ
ン広告料収入等

その他の出版業
書籍・雑誌などから得るロイヤリ
ティ

＜特定サービス産業実態調査＞

業務種類名

出版業務

書籍販売収入

うち電子メディア

雑誌販売収入

うち電子メディア

広告料収入

うち雑誌本体

うち電子メディア

うちフリーペーパー

ロイヤリティ収入

国内

国外

コミック

児童書

小説

その他

その他の収入

〈平成23年産業連関表〉

細品目（10桁）名

出版〈書籍・雑誌〉販売

その他の出版

出版広告料

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞

コモ６桁分類名

出版

＜出版業＞

出版収入

児童図書出版収入

（回答のあった事業所数5以下）

出版サービス

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

414 出版業

4141 出版業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

3 他に分類されない定期刊行物

幅広い読者が関心のある他に分類されない定期刊行物。
例としては、消費者向けの広告や卒業生向けの雑誌など
があります。
含まれるもの：定期刊行物は、印刷物、オンライン、また
は電子媒体およびその他の媒体に掲載されてい.ます。消
費者向け広告のみを含む新聞を買い物する。

4 教科書

正式な学習プログラムの学生や教師のための教材として
主に使用されるように公表された書籍：小学生（幼稚園を
含む）および高校のレベルで; 高等教育機関、すなわち大
学と大学では、 これらの書籍は、一般的に知識要約や練
習問題をテキストとともに含んでいます。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体
で出版された書籍。ワークブック、教師用マニュアルおよ
び教材、教育システム専用の参考書、インタラクティブ資
料。
除外項目：出版された書籍のアーカイブは、製品7、デー
タベースおよびその他の情報収集に含まれている。

前出の「紙媒体の書籍」及び「オンライン
書籍」に含まれる。

4.01 小中学校向け教科書
小中学生や教師のための教材として主に使用されるよう
に出版された書籍。

4.02 高校向け教科書

高校生や教師のための教材として主に使用されるように
出版された書籍。
これらの書籍は、一般的に知識要約や練習問題をテキス
トとともに含んでいます。
含まれるもの：ワークブック、教師用マニュアルおよび教
材、教育システム専用の参考書、インタラクティブ資料。
除外項目：出版された書籍のアーカイブは、製品7、デー
タベースおよびその他の情報収集に含まれています。標
準化されたテストは、製品8、その他の出版にあります。

5 子ども向け書籍

子供のために出版された図書。子供用の参考書、教室で
の使用を目的としない教育用の図書など。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体
で出版された書籍。フィクションとノンフィクションの本。書
籍とおもちゃキットが同梱されている。話す本。
除外項目：出版された書籍のアーカイブは、製品7、デー
タベースおよびその他の情報収集に含まれている。カ
ラーブックとアクティビティブックは、その他の出版に含ま
れている。

6 一般参考図書

主に一般的な目的のために公開され、大衆を対象とした
書籍。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体
で出版された書籍。辞書、百科事典、シソーラス、アトラ
ス。
除外項目：出版された書籍のアーカイブは、製品7、デー
タベースおよびその他の情報収集に含まれている。教育
システムのために行われた参考書は、製品1.1、教科書に
ある。子供向けの参考書は、「児童書」に記載されてい
る。専門の参考書は、プロフェッショナル、テクニカル、学
術雑誌にある。

7 専門書、技術書、学術書

特定の職業または職業の実践において個人が使用する
研究、高度な知識および/または情報を含む専門書。
弁護士、医師、電気技師、会計士、ビジネスまたはコン
ピュータの専門家、または学術および研究コミュニティを
対象としている。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体
で出版された書籍。専門の参考書。
除外項目：出版された書籍のアーカイブは、製品7、デー
タベースおよびその他の情報収集に含まれている。

7.01 専門書、技術書
特定の職業または職業の実践において個人が使用する
研究、高度な知識および情報を含む書籍。

7.02 学術書
主に学術および研究コミュニティを対象とした研究、高度
な知識および情報を含む専門書。

8 成人向け一般書

大人が消費するために一般公開された書籍。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体などの媒体
で出版された書籍。文学小説とノンフィクション; 詩とドラ
マ。 聖書や聖書、賛美歌など。 歴史、政治、伝記、家庭
や庭などのノンフィクション、ハウツーブック、料理本、旅
行ガイドなど
除外項目：出版された書籍のアーカイブは、製品7、デー
タベースおよびその他の情報収集に含まれている。

8.01 宗教書 宗教書
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Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

8.02 その他の全ての成人向け一般書 その他の全ての成人向け一般書

9
グリーティングカード出版及び消費者向
け専門コンテンツ

グリーティングカード出版や消費者向けのポスター、カレ
ンダーなどの専門コンテンツ

－ －
本産業のの副業として想定されないため
分類項目の設定しない。

9.01 アートプリント

もともとアート基にしたたデザインやイメージで、通常はビ
ジュアルアートの作品として表現されている。
含まれるもの：アートプリントは、印刷物、オンライン、また
は電子メディアなどのメディアに掲載されています。額入
りまたはフレームなしアートプリント。

－ －

9.02 ポスター
印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さる•
フレーム付きまたはフレームなしのポスター。

－ －

9.03 カレンダー
すべてのタイプのカレンダー。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載されたカレンダー。

－ －

9.04 1枚のグリーティングカード

グリーティングカード。
含まれるもの：印刷された、オンラインの、または電子媒
体および他の媒体で発行されたグリーティングカード。
除外項目：ビジネスカードとビジネス招待カードは、その他
のビジネス、貿易、およびプロフェッショナルの出版物に
含まれている。

－ －

9.05 複数枚のグリーティングカード

グリーティングカード。
含まれるもの：印刷された、オンラインの、または電子媒
体および他の媒体で発行されたグリーティングカード。
除外項目：ビジネスカードとビジネス招待カードは、その他
のビジネス、貿易、およびプロフェッショナルの出版物に
含まれている。

－ －

9.06 ポストカード

すべてのタイプのはがき。
含まれるもの：印刷、オンライン、または電子メディアなど
の媒体に掲載されたはがき。フレーム入りまたはフレーム
なしのはがき。

－ －

9.07 塗り絵の本
すべてのタイプの塗り絵の本。
含まれるもの：印刷物、オンライン、または電子媒体その
他の媒体で出版された書籍の色付け。

－ － 前出の「その他の出版物」に含まれる

9.08 パターン
印刷物、オンライン、または電子媒体その他の媒体で出
版される図柄。

－ －

9.09 年鑑
ある方面の事柄について年ごとの動きを示すために、そ
の一年間の事件や統計などを記録・解説した、年刊の刊
行物。

－ －
前出の「紙媒体の書籍」及び「オンライン
書籍」に含まれる。

9.10 インターネットゲーム インターネットゲーム － －
本産業のの副業として想定されないため
分類項目の設定しない。

9.11 インターネット成人向けコンテンツ

ペイ・パー・プレイ、ペイ・パー・ビュー、定期購読、アクセ
ス料などのさまざまな方法で支払われる、オンラインでの
成人向け（性的）コンテンツ。
含まれるもの：オンライングラフィック、録画済みのビデ
オ、ライブフィード、インタラクティブなパフォーマンス、お
よびバーチャルアクティビティ。オンライン小売店などの販
売代理店から受け取った収入。
除外項目：新聞がオンラインの新聞である1.1の新聞に掲
載されたアダルトコンテンツ。 成人コンテンツ

－ －
前出の「紙媒体の書籍」及び「オンライン
書籍」に含まれる。

9.12 その他の全ての消費者向けコンテンツ その他の全ての消費者向けコンテンツ － －

10
一般書、専門書、ビジネス書の専門コン
テンツ

一般書、専門書、ビジネス書の専門コンテンツ － －

10.01 カタログ
•印刷物、オンライン、または電子媒体などの媒体に掲載
されたるタログ。

－ － 前出の「その他の出版物」に含まれる

10.02 日記及びタイムスケジューラ
印刷物、オンライン、または電子媒体およびその他の媒
体に掲載される日記、日程表、ガントチャート、卓上カレン
ダー、すべてのタイプのタイムスケジューラー。

－ －
本産業のの副業として想定されないため
分類項目の設定しない。

10.03
その他の全てのビジネス書、一般書、専
門書のコンテンツ

その他の全てのビジネス書、一般書、専門書のコンテンツ － －
前出の「紙媒体の書籍」及び「オンライン
書籍」に含まれる。

11 図書館・文書館サービス
図書館と公文書館ライブラリとアーカイブサービスを有料
で提供。

－ －
本産業のの副業として想定されないため
分類項目の設定しない。

12
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

技術の向上やキャリアアップのための多様な教育プログ
ラムの提供（職業訓練校、民間職業学校など）。

－ －
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Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

13
著作権により保護された知的財産物の使
用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産の使用許諾。
コンピュータソフトウェア、ブック、スクリーン、映画とス
テージ演劇原稿、振り付けと音楽の構成、
イメージ効果のデザイン、舞台芸術の作品、建築の図面、
写真と美術のように暗黙または明示的に著作権で保護さ
れているプロパティを使用するためのライセンスを含む。
以下を含む：放送、出版、複製、記録、改変、組み込み、
配布のライセンス許諾、または合意された期間、方法、場
所において著作権保護された知的財産の賃貸権（別の形
式、媒体、言語または地域での再生産権又はこれらへの
適応権利）のライセンス許諾。ライセンスによる一時的な
権利移転。権利売却を通した、個別または一部の権利
（本 及び/または 映画に限定、というような）の恒久的移
転。
以下を除く；知的財産の売却により付与されたすべての権
利の恒久的移転。スポーツイベントを放送する権利を付
与する。

4140163000
雑誌・書籍等の著述作品に係る著作権の
使用許諾サービス

「知的財産関連生産物の設定方針（案）」
を踏まえて設定。

4140163003
雑誌・書籍等の著述作品に係る著作権の
使用許諾サービス

著述家が作成した著述作品の雑誌等への掲載、書籍等
としての出版を許諾（出版権を付与）するサービス。また、
著述家又は出版社が著作権を保有する著述作品の複
製、公衆送信、翻訳、翻案（映画化、アニメ化など）等を許
諾するサービス。
○原稿料収入、印税（ロイヤリティ）収入など

〃

14 出版物の広告スペース

新聞、定期刊行物、書籍、データベース、ディレクトリなど
の出版物に広告を掲載するためのスペースを提供。
含まれるもの：出版物、オンライン、電子媒体などの出版
物のスペース。

本産業のの副業として想定されないため
分類項目の設定しない。

14.01 一般日刊紙の印刷紙面の広告スペース 一般日刊紙上の広告スペース

14.02
新聞の印刷紙面の広告スペース（一般日
刊紙以外）

新聞の印刷紙面の広告スペース（一般日刊紙以外）

14.03 専門紙の印刷紙面の広告スペース

専門紙（新聞）に広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体などの新聞
に掲載されているスペース。広告スペースを提供すること
でバンドルされる広告の作成とデザイン。

14.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連の定期刊
行印刷物の広告スペース

芸術、文化、レジャー、エンターテイメントの定期刊行物に
広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。分類広告とバ
ナー広告。

－ －
前出の「紙媒体の雑誌（広告収入）」、「オ
ンライン雑誌（広告収入）」に含まれる。

14.05
家庭・生活関連の定期刊行印刷物の広
告スペース

家庭や生活雑誌に広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。分類広告とバ
ナー広告。

－ －

14.06
政治・社会・ビジネスニュース関連の定期
刊行印刷物の広告スペース

一般的関心がある政治、社会、ビジネスの定期刊行物に
広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。分類広告とバ
ナー広告。

－ －

14.07
その他の一般向け定期刊行印刷物の広
告スペース

その他の一般的な定期刊行物に広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。

－ －

14.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
け定期刊行印刷物の広告スペース

ビジネス（農業を含む）、専門および学術定期刊行物に広
告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。分類広告とバ
ナー広告。

－ －

14.09
他に分類されない定期刊行印刷物の広
告スペース

芸術・文化、家庭・生活、政治・社会など他に分類されな
い定期刊行印刷物の広告スペース。

－ －

14.10 電話帳の印刷紙面の広告スペース

印刷された電話帳に広告スペースを提供。
印刷された電話帳には、企業や住民の電話番号やその
他の限定された連絡先情報が含まれている。
含まれるもの：広告スペースの提供にバンドルされた広告
の作成とデザイン。

－ －

14.11
その他の名鑑の印刷紙面の広告スペー
ス

その他の名鑑の印刷紙面の広告スペース － －

14.12
データベースの印刷紙面及びその他の
情報欄の印刷紙面の広告スペース

データベースの印刷紙面及びその他の情報欄の印刷紙
面の広告スペース

－ －

14.01 書籍の広告スペース
章・絵画などを筆写または印刷した紙の束を綴じ合わせ
て表紙をつけ、保存しやすいように作った不定期に発行さ
れる刊行物の広告スペース。

－ －
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を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

15 インターネット広告

インターネットを介して配信される電子広告メッセージのた
めのスペースを提供。
含める：バナー広告、ボタン、テキストリンク、インタース
ティシャル広告、リッチメディア広告、ストリーミングオー
ディオ広告、ストリーミングビデオ広告など。広告スペース
の提供にバンドルされた広告の作成とデザイン。

－ －  

15.01
一般日刊紙のオンライン紙面の広告ス
ペース

1週間に少なくとも4回、インターネット上に公開されている
一般新聞に広告スペースを提供。
含まれるもの：広告スペースを提供することでバンドルさ
れる広告の作成とデザイン。

－ －  

15.02
新聞のオンライン紙面の広告スペース
（一般日刊紙以外）

1週間に4回未満、インターネットで公開されている一般的
な新聞に広告スペースを提供。
含まれるもの：広告スペースを提供することでバンドルさ
れる広告の作成とデザイン。

－ －  

15.03 専門紙のオンライン紙面の広告スペース

インターネット上に公開された専門の新聞に広告スペース
を提供する。
含まれるもの：広告スペースを提供することでバンドルさ
れる広告の作成とデザイン。

－ －  

15.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連のオンラ
イン定期刊行物の広告スペース

インターネット上に公開された芸術、文化、レジャー、エン
ターテイメントの定期刊行物に広告スペースを提供。
含まれるもの：分類広告とバナー広告。広告スペースを提
供することでバンドルされる広告の作成とデザイン。

－ －  

15.05
家庭・生活関連のオンライン定期刊行物
の広告スペース

インターネット上に掲載された家庭や生活雑誌に広告ス
ペースを提供。
含まれるもの：分類広告とバナー広告。広告スペースを提
供することでバンドルされる広告の作成とデザイン。

－ －  

15.06
政治・社会・ビジネスニュース関連のオン
ライン定期刊行物の広告スペース

インターネット上で公開されている一般的に関心がある政
治、社会、ビジネスに関する定期刊行物の広告スペース。

－ －  

15.07
一般向けオンライン定期刊行物の広告ス
ペース

インターネット上に公開されている一般的な定期刊行物の
広告スペース。

－ －  

15.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
けオンライン定期刊行物の広告スペース

インターネットで公開されているビジネス（農業を含む）、
専門および学術雑誌の広告スペース。

－ －  

15.09
他に分類されないオンライン定期刊行物
の広告スペース

インターネットで公開されている他に分類されない定期刊
行物の広告スペース。

－ －  

15.10 オンライン電話帳の広告スペース インターネットで公開されている電話帳の広告スペース。 － －  

15.11
オンラインデータベース及びその他のオ
ンライン情報欄の広告スペース

オンラインデータベース及びその他のオンライン情報欄の
広告スペース。

－ －

16
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

電子及びその他の媒体の出版物の広告スペース（オンラ
インを除く）

－ －

17 メーリングリスト
印刷版、オンライン版、または電子媒体およびその他の
媒体に掲載されたメーリングリスト。

－ －
調査研究結果から本業種の副業として想
定されないため、分類項目として設定しな
い。

18 広報イベント管理サービス
特別イベントやイベントの後援者による広報戦略の策定と
実施。

－ －

18 出版契約サービス 出版契約サービス － －

19 書籍出版コンサルティングサービス 書籍出版コンサルティングサービス － －

20 名鑑
人物、組織、出版物などの情報（印刷物、オンライン、電
子媒体など）。

－ －

20.01 名鑑（オンライン）
インターネット上に公開され、アクセスまたはダウンロード
できるようにデジタルファイル化された、人物、組織、出版
物などの情報を体系的に編成したコレクション。

－ －

20.02 名鑑（オンラインを除く）
人物、組織、出版物などの情報（印刷物、オンライン、電
子媒体など）。 オンラインを除く。

－ －

21 データベース及びその他の情報収集
主な内容が問い合わせ先以外のデータと情報のコレク
ション。

－ －

21.01
データベース及びその他の情報収集（オ
ンライン）

インターネット上に公開され、アクセスまたはダウンロード
できるようにデジタルファイル化された、主な内容が問い
合わせ先以外のデータと情報のコレクション。

－ －
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

414 出版業

4141 出版業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

21.02
データベース及びその他の情報収集（オ
ンラインを除く）

情報処理・提供サービス業 － －

22 クイック印刷 迅速な印刷サービスの提供。 － －

23 デジタル印刷 デジタル印刷サービスの提供。 － －
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

415　広告制作業

4151 広告制作業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1 24104010401 消費者向け専門コンテンツ 1 7001425000
グリーティングカード出版及び消費者向
け専門コンテンツ

1 58.19.11 印刷されたはがき、挨拶状など 1 83633
インターネット広告スペースの販売（委託
は除く）

1
グリーティングカード出版及び消費者向
け専門コンテンツ

グリーティングカード出版や消費者向けのポスター、カレ
ンダーなどの専門コンテンツ

24104010401 2 7001425003 アートプリント 2 58.19.12 印刷された写真、デザイン、写真 2 84393 オンラインのアダルトコンテンツ 1.01 アートプリント

もともとアート基にしたたデザインやイメージで、通常はビ
ジュアルアートの作品として表現されている。
含まれるもの：
•アートプリントは、印刷物、オンライン、または電子メディ
アなどのメディアに掲載されています。
•額入りまたはフレームなしアートプリント。

24104010401 3 7001425006 ポスター 3 58.19.13
印刷された転送紙（デカルカニア）、カレ
ンダー

3 84399
その他の、他に分類されないオンライン
コンテンツ

1.02 ポスター

通常は紙やキャンバスのシートやプラカードで、元の画
像やデザインを再現し、表示用に大量生産されている
（広告は含まない）。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れたポスター。
•フレーム付きまたはフレームなしのポスター。

24104010401 4 7001425009 カレンダー 4 58.19.14
未使用の切手、収入印紙、類似のスタン
プ、小切手用紙、銀行券、証券･債権及
び類似の文書の証書

4 89110
個別支払い方式、または契約ベースで
の、出版サービス

1.03 カレンダー

すべてのタイプのカレンダー。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れたカレンダー。

24104010401 5 7001425012 1枚のグリーティングカード 5 58.19.15
印刷された商業用広告物、商業カタログ
など

1.04 1枚のグリーティングカード

グリーティングカード。
含まれるもの：
•印刷された、オンラインの、または電子媒体および他の
媒体で発行されたグリーティングカード。
除外項目：
•ビジネスカードとビジネス招待カードは、その他のビジネ
ス、貿易、およびプロフェッショナルの出版物に含まれて
いる。

24104010401 6 7001425015 複数枚のグリーティングカード 6 58.19.19 その他の印刷物 1.05 複数枚のグリーティングカード

グリーティングカード。
含まれるもの：
•印刷された、オンラインの、または電子媒体および他の
媒体で発行されたグリーティングカード。
除外項目：
•ビジネスカードとビジネス招待カードは、その他のビジネ
ス、貿易、およびプロフェッショナルの出版物に含まれて
いる。

24104010401 7 7001425018 ポストカード 7 58.19.21 成人向けオンラインコンテンツ 1.06 ポストカード

すべてのタイプのはがき。
含まれるもの：
•印刷、オンライン、または電子メディアなどの媒体に掲載
されたはがき。
•フレーム入りまたはフレームなしのはがき。

24104010401 8 7001425021 塗り絵の本 8 58.19.29
他に分類されないその他のオンラインコ
ンテンツ

1.07 塗り絵の本

すべてのタイプの塗り絵の本。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、または電子媒体その他の媒体で出
版された書籍の色付け。

24104010401 9 7001425024 パターン 9 58.19.30 他の印刷物の使用許諾サービス 1.08 パターン
印刷物、オンライン、または電子媒体その他の媒体で出
版される図柄。

24104010401 10 7001425027 年鑑 1.09 年鑑
ある方面の事柄について年ごとの動きを示すために、そ
の一年間の事件や統計などを記録・解説した、年刊の刊
行物。

24104010401 11 7001425031 インターネットゲーム 1.10 インターネットゲーム インターネットゲーム

24104010401 12 7001425034 インターネット成人向けコンテンツ 1.11 インターネット成人向けコンテンツ

ペイ・パー・プレイ、ペイ・パー・ビュー、定期購読、アクセ
ス料などのさまざまな方法で支払われる、オンラインでの
成人向け（性的）コンテンツ。
含まれるもの：
•オンライングラフィック、録画済みのビデオ、ライブフィー
ド、インタラクティブなパフォーマンス、およびバーチャル
アクティビティ。
•オンライン小売店などの販売代理店から受け取った収
入。
除くもの：
•オンライン新聞である新聞に掲載されたアダルトコンテン
ツ。
• 成人コンテンツ

24104010401 13 7001425037 その他の全ての消費者向けコンテンツ 1.12 その他の全ての消費者向けコンテンツ 他に分類されない消費者向けコンテンツ

2 24104010402
一般書、専門書、ビジネス書の専門コン
テンツ

14 7001450000
一般書、専門書、ビジネス書の専門コン
テンツ

2
一般書、専門書、ビジネス書の専門コン
テンツ

一般書、専門書、ビジネス書の専門コンテンツ

24104010402 15 7001450003 カタログ 2.01 カタログ
印刷物、オンライン、または電子媒体などの媒体に掲載
されるカタログ。

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

415　広告制作業

4151 広告制作業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

24104010402 16 7001450006 日記及びタイムスケジューラ 2.02 日記及びタイムスケジューラ
•印刷物、オンライン、または電子媒体およびその他の媒
体に掲載される日記、日程表、ガントチャート、卓上カレ
ンダー、すべてのタイプのタイムスケジューラー。

24104010402 17 7001450009
その他の全てのビジネス書、一般書、専
門書のコンテンツ

2.03
その他の全てのビジネス書、一般書、専
門書のコンテンツ

その他の全てのビジネス書、一般書、専門書のコンテン
ツ

54201010101 18 7009581000
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

3
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）。

3 77101010101 出版物の広告スペース 19 7012275000 出版物の広告スペース 4 出版物の広告スペース
新聞、定期刊行物、書籍、データベース、ディレクトリなど
の出版物に広告を掲載するためのスペース。

77101010101 20 7012275003 一般日刊紙の印刷紙面の広告スペース 4.01 一般日刊紙の印刷紙面の広告スペース 一般日刊紙上の広告スペース

77101010101 21 7012275006
新聞の印刷紙面の広告スペース（一般
日刊紙以外）

4.02
新聞の印刷紙面の広告スペース（一般
日刊紙以外）

新聞の印刷紙面の広告スペース（一般日刊紙以外）

77101010101 22 7012275009 専門紙の印刷紙面の広告スペース 4.03 専門紙の印刷紙面の広告スペース

専門紙（新聞）に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体などの新聞に掲載されて
いるスペース。
•広告スペースを提供することでバンドルされる広告の作
成とデザイン。

77101010101 23 7012275012
芸術・文化・レジャー・娯楽関連の定期刊
行印刷物の広告スペース

4.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連の定期刊
行印刷物の広告スペース

芸術、文化、レジャー、エンターテイメントの定期刊行物
に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。
•分類広告とバナー広告。

77101010101 24 7012275015
家庭・生活関連の定期刊行印刷物の広
告スペース

4.05
家庭・生活関連の定期刊行印刷物の広
告スペース

家庭や生活雑誌に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。
•分類広告とバナー広告。

77101010101 25 7012275018
政治・社会・ビジネスニュース関連の定
期刊行印刷物の広告スペース

4.06
政治・社会・ビジネスニュース関連の定
期刊行印刷物の広告スペース

一般的関心がある政治、社会、ビジネスの定期刊行物に
広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。
•分類広告とバナー広告。

77101010101 26 7012275021
その他の一般向け定期刊行印刷物の広
告スペース

4.07
その他の一般向け定期刊行印刷物の広
告スペース

その他の一般的な定期刊行物に広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。

77101010101 27 7012275024
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
け定期刊行印刷物の広告スペース

4.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
け定期刊行印刷物の広告スペース

ビジネス（農業を含む）、専門および学術定期刊行物に
広告スペースを提供。
含まれるもの：
•印刷物、オンライン、電子媒体、その他の媒体に掲載さ
れた定期刊行物のスペース。
•分類広告とバナー広告。

77101010101 28 7012275027
他に分類されない定期刊行印刷物の広
告スペース

4.09
他に分類されない定期刊行印刷物の広
告スペース

他に分類されない定期刊行印刷物の広告スペース

77101010101 29 7012275031 電話帳の印刷紙面の広告スペース 4.10 電話帳の印刷紙面の広告スペース

印刷された電話帳に広告スペースを提供。
印刷された電話帳には、企業や住民の電話番号やその
他の限定された連絡先情報が含まれている。
含まれるもの：
•広告スペースの提供にバンドルされた広告の作成とデ
ザイン。

77101010101 30 7012275033
その他の名鑑の印刷紙面の広告スペー
ス

4.11
その他の名鑑の印刷紙面の広告スペー
ス

その他の名鑑の印刷紙面の広告スペース

77101010101 31 7012275036
データベースの印刷紙面及びその他の
情報欄の印刷紙面の広告スペース

4.12
データベースの印刷紙面及びその他の
情報欄の印刷紙面の広告スペース

データベースの印刷紙面及びその他の情報欄の印刷紙
面の広告スペース

77101010101 32 7012275039 書籍の広告スペース 4.13 書籍の広告スペース
章・絵画などを筆写または印刷した紙の束を綴じ合わせ
て表紙をつけ、保存しやすいように作った不定期に発行
される刊行物の広告スペース。
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

415　広告制作業

4151 広告制作業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

4 77101010104 インターネット広告 33 7012350000 インターネット広告 5 インターネット広告

インターネットを介して配信される電子広告メッセージの
ためのスペースを提供。
含める：
•バナー広告、ボタン、テキストリンク、インタースティシャ
ル広告、リッチメディア広告、ストリーミングオーディオ広
告、ストリーミングビデオ広告など
•広告スペースの提供にバンドルされた広告の作成とデ
ザイン。

77101010106 34 7012400000
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

6
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

電子及びその他の媒体の出版物の広告スペース（オンラ
インを除く）

5 77103010101 出版契約サービス 35 7013150000 出版契約サービス 7 出版契約サービス 出版契約サービス

84101010107 印刷及び関連製品製造サービス 36 2052875000 クイック印刷 8 クイック印刷 迅速な印刷サービスの提供。

84101010107 37 2052900000 デジタル印刷 9 デジタル印刷 デジタル印刷サービスの提供。
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

415 広告制作業

4151 広告制作業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

4150160300
広告制作サービス（他に分類されるもの
を除く）

調査研究結果から本業種の生産物としての設
定を検討する。

4150160303
広告制作サービス（他に分類されるもの
を除く）

外部からの委託を受けて広告に関する素材（店頭広告用
のポスター、商品PRや販売促進用の物品など）の企画・
制作を行うサービス（ただし、「テレビＣＭ及びその他の動
画広告の制作サービス」、「ラジオCM制作サービス」、「デ
ザイン制作サービス」など他に分類されるものを除く）。

定義及び内容例示については、調査研究結果
の回答項目を踏まえて暫定的に設定。
【留意事項】
○調査研究結果の例示と小分類「726 デザイ
ン業」及び「731 広告業」との関連性。
○「デジタルメディアデザイン」や「ウェブデザイ
ン」との区分・相違点についての明確化。
○「広告サービス」との区分可能性（広告代理
店からの業務受託）を踏まえた検討。

1
グリーティングカード出版及び消費者向
け専門コンテンツ

グリーティングカード出版や消費者向けのポスター、カレ
ンダーなどの専門コンテンツ

－ －
調査研究結果から本業種の副業として想定さ
れないため、分類項目として設定しない。

1.01 アートプリント

もともとアート基にしたたデザインやイメージで、通常はビ
ジュアルアートの作品として表現されている。
含まれるもの：アートプリントは、印刷物、オンライン、また
は電子メディアなどのメディアに掲載されています。額入
りまたはフレームなしアートプリント。

－ －

1.02 ポスター

通常は紙やキャンバスのシートやプラカードで、元の画像
やデザインを再現し、表示用に大量生産されている（広告
は含まない）。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載されたポスター。フレーム付きまたはフレーム
なしのポスター。

－ －

1.03 カレンダー
すべてのタイプのカレンダー。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載されたカレンダー。

－ －

1.04 1枚のグリーティングカード

グリーティングカード。
含まれるもの：印刷された、オンラインの、または電子媒
体および他の媒体で発行されたグリーティングカード。
除外項目：ビジネスカードとビジネス招待カードは、その他
のビジネス、貿易、およびプロフェッショナルの出版物に
含まれている。

－ －

1.05 複数枚のグリーティングカード

グリーティングカード。
含まれるもの：印刷された、オンラインの、または電子媒
体および他の媒体で発行されたグリーティングカード。
除外項目：ビジネスカードとビジネス招待カードは、その他
のビジネス、貿易、およびプロフェッショナルの出版物に
含まれている。

－ －

1.06 ポストカード

すべてのタイプのはがき。
含まれるもの：印刷、オンライン、または電子メディアなど
の媒体に掲載されたはがき。フレーム入りまたはフレーム
なしのはがき。

－ －

1.07 塗り絵の本
すべてのタイプの塗り絵の本。
含まれるもの：印刷物、オンライン、または電子媒体その
他の媒体で出版された書籍の色付け。

－ －

1.08 パターン
印刷物、オンライン、または電子媒体その他の媒体で出
版される図柄。

－ －

1.09 年鑑
ある方面の事柄について年ごとの動きを示すために、そ
の一年間の事件や統計などを記録・解説した、年刊の刊
行物。

－ －

1.10 インターネットゲーム インターネットゲーム － －

1.11 インターネット成人向けコンテンツ

ペイ・パー・プレイ、ペイ・パー・ビュー、定期購読、アクセ
ス料などのさまざまな方法で支払われる、オンラインでの
成人向け（性的）コンテンツ。
含まれるもの：オンライングラフィック、録画済みのビデ
オ、ライブフィード、インタラクティブなパフォーマンス、お
よびバーチャルアクティビティ。オンライン小売店などの販
売代理店から受け取った収入。
除くもの：オンライン新聞である新聞に掲載されたアダルト
コンテンツ。 成人コンテンツ

－ －

1.12 その他の全ての消費者向けコンテンツ 他に分類されない消費者向けコンテンツ － －

2
一般書、専門書、ビジネス書の専門コン
テンツ

一般書、専門書、ビジネス書の専門コンテンツ － －

2.01 カタログ
印刷物、オンライン、または電子媒体などの媒体に掲載さ
れるカタログ。

－ －

2.02 日記及びタイムスケジューラ
•印刷物、オンライン、または電子媒体およびその他の媒
体に掲載される日記、日程表、ガントチャート、卓上カレン
ダー、すべてのタイプのタイムスケジューラー。

－ －

細分類

大分類

中分類

小分類

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 　

広告制作業
印刷物に係る広告の企画、制作
収入

〈平成23年産業連関表〉

細品目（10桁）名

広告制作

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞

コモ６桁分類名

映像・音声・文字情報制作

＜広告制作業＞

販促物販売収入

販促助成物制作収入

販促助成物デリバリー収入

広告代理収入

広告企画制作収入

映像情報制作収入

ホームページ制作収入

広告印刷サービス 印刷サービス

その他 芸術家業収入

（回答のあった事業所数：8）

広告制作サービス

【検討事項】

○小分類「７３１ 広告業」との関連性について（整理・統合を含む）

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

415 広告制作業

4151 広告制作業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

　

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

2.03
その他の全てのビジネス書、一般書、専
門書のコンテンツ

その他の全てのビジネス書、一般書、専門書のコンテンツ － －

3
著作権により保護された知的財産物の使
用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）。

－ －
知的財産関連生産物に該当する生産物が想
定されないため設定しない。

4 出版物の広告スペース
新聞、定期刊行物、書籍、データベース、ディレクトリなど
の出版物に広告を掲載するためのスペース。

－ －
調査研究結果から本業種の副業として想定さ
れないため、分類項目として設定しない。

4.01 一般日刊紙の印刷紙面の広告スペース 一般日刊紙上の広告スペース － －

4.02
新聞の印刷紙面の広告スペース（一般日
刊紙以外）

新聞の印刷紙面の広告スペース（一般日刊紙以外） － －

4.03 専門紙の印刷紙面の広告スペース

専門紙（新聞）に広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体などの新聞
に掲載されているスペース。広告スペースを提供すること
でバンドルされる広告の作成とデザイン。

－ －

4.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連の定期刊
行印刷物の広告スペース

芸術、文化、レジャー、エンターテイメントの定期刊行物に
広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。分類広告とバ
ナー広告。

－ －

4.05
家庭・生活関連の定期刊行印刷物の広
告スペース

家庭や生活雑誌に広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。分類広告とバ
ナー広告。

－ －

4.06
政治・社会・ビジネスニュース関連の定期
刊行印刷物の広告スペース

一般的関心がある政治、社会、ビジネスの定期刊行物に
広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。分類広告とバ
ナー広告。

－ －

4.07
その他の一般向け定期刊行印刷物の広
告スペース

その他の一般的な定期刊行物に広告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。

－ －

4.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
け定期刊行印刷物の広告スペース

ビジネス（農業を含む）、専門および学術定期刊行物に広
告スペースを提供。
含まれるもの：印刷物、オンライン、電子媒体、その他の
媒体に掲載された定期刊行物のスペース。分類広告とバ
ナー広告。

－ －

4.09
他に分類されない定期刊行印刷物の広
告スペース

他に分類されない定期刊行印刷物の広告スペース － －

4.10 電話帳の印刷紙面の広告スペース

印刷された電話帳に広告スペースを提供。印刷された電
話帳には、企業や住民の電話番号やその他の限定され
た連絡先情報が含まれている。
含まれるもの：広告スペースの提供にバンドルされた広告
の作成とデザイン。

－ －

4.11
その他の名鑑の印刷紙面の広告スペー
ス

その他の名鑑の印刷紙面の広告スペース － －

4.12
データベースの印刷紙面及びその他の
情報欄の印刷紙面の広告スペース

データベースの印刷紙面及びその他の情報欄の印刷紙
面の広告スペース

－ －

4.13 書籍の広告スペース
章・絵画などを筆写または印刷した紙の束を綴じ合わせ
て表紙をつけ、保存しやすいように作った不定期に発行さ
れる刊行物の広告スペース。

－ －

5.00 インターネット広告

インターネットを介して配信される電子広告メッセージのた
めのスペースを提供。
含める：バナー広告、ボタン、テキストリンク、インタース
ティシャル広告、リッチメディア広告、ストリーミングオー
ディオ広告、ストリーミングビデオ広告など。広告スペース
の提供にバンドルされた広告の作成とデザイン。

－ －

6
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

電子及びその他の媒体の出版物の広告スペース（オンラ
インを除く）

7 出版契約サービス 出版契約サービス － － 後出の「印刷サービス」に含まれる。

8 クイック印刷 迅速な印刷サービスの提供。 － －

9 デジタル印刷 デジタル印刷サービスの提供。 － －
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

415 広告制作業

4151 広告制作業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

　

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

P 印刷サービス
調査研究結果を踏まえて副業としての設定を
検討。

P 印刷サービス
定義・内容例示については、中分類「１５ 印
刷・同関連業」との関連性を踏まえて設定を検
討する。

P
テレビＣＭ及びその他の動画広告の制作
サービス

P
テレビＣＭ及びその他の動画広告の制作
サービス

外部からの委託を受けたテレビＣＭ及び劇場広告、イン
ターネット広告、屋外広告などに使用される動画広告の
制作業務により提供されるサービス。

調査研究結果を踏まえて副業としての設定を
検討する。
分類名及び定義・内容例示については、小分
類「411 映像情報制作・配給業」及び「731 広
告業との関連性を踏まえて設定を検討する。

P ラジオCM制作サービス

P ラジオCM制作サービス
外部から委託を受けてラジオCMを制作するサービス（タ
イム・スポットを含む）。

本産業の副業の生産物として想定されるため
設定

P デザイン制作サービス

顧客の要請に応じて、工業的・商業的製品又はその他の
造形物、装飾の製造、制作に関し、販売を目的に用途、
材質、製作法、形状、色彩、模様、配置、照明などについ
て設計、表現するサービス

分類名及び定義・内容例示については、小分
類「726 デザイン業」との関連性を踏まえて設
定を検討する。

P グラフィックデザイン ポスター、装丁、カタログ、パンフレットなどのデザイン
本産業の副業の生産物として想定されるため
設定

P デジタルメディアデザイン
Webサイト、アプリケーションのインターフェース、その他
のデジタルメディアのヴィジュアルのデザイン

本産業の副業の生産物として想定されるため
設定
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G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

416 映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業

4161 ニュース供給業，4169その他の映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1 77105010102
視聴覚作品のポストプロダクションサー
ビス

1 7013350000
視聴覚作品のポストプロダクションサー
ビス

1 63.91.11
新聞及び定期刊行物へのニュース提供
サービス

1 84410
新聞及び定期刊行物に対する通信社
サービス

1
視聴覚作品のポストプロダクションサー
ビス

オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）をコンピュータを使用して画像処理や音声処理な
どを行うサービス。

77105010102 2 7013350003 リニア編集 2 63.91.12 視聴覚媒体へのニュース提供サービス 2 84420
オーディオビジュアルメディアに対する通
信社サービス

1.01 リニア編集

含まれる画像等を順番に逐次編集処理（ランダムアクセ
ス編集とは対照的）をして、映画、ビデオ、デジタルメディ
アなどの作品の最終版の視覚的および聴覚的側面の整
理。

77105010102 3 7013350006 ノンリニア編集 3 59.12.11 視聴覚編集サービス 3 73320
エンターテイメント、文学、または芸術的
原本を利用する権利のためのライセンス
サービス

1.02 ノンリニア編集
非シーケンシャルなランダムアクセス編集をして、映画、
ビデオ、デジタルメディアなどの作品の最終バージョンの
ビジュアル面およびオーディオ面の整理。

77105010102 4 7013350009 転送サービス 4 59.12.12 マスターの転送及び複製サービス 4 84321 音楽ダウンロード 1.03 転送サービス
オーディオビジュアル作品（映画フィルム、ビデオ、デジタ
ルメディアなど）をあるフォーマットから別のフォーマット
（フィルムをテープなど）に転送。

77105010102 5 7013350012 色補正サービス 5 59.12.13 色補正及びデジタル修復サービス 5 84322
ストリーミングされたオーディオコンテン
ツ

1.04 色補正サービス
デジタル技術を使用して、オーディオビジュアル作品（フィ
ルム、ビデオ、またはデジタルメディアなど）に色を追加、
変更、または除去。

77105010102 6 7013350015 視聴覚作品のデジタルレストアサービス 6 59.12.14 視覚効果サービス 6 85111 エグゼクティブ/リテインサーチサービス 1.05 視聴覚作品のデジタルレストアサービス
デジタル技術を使用してオーディオビジュアル作品（フィ
ルム、ビデオ、またはデジタルメディアなど）からスクラッ
チを取り除いて整理。

77105010102 7 7013350018 視覚効果 7 59.12.15 アニメーションサービス 7 85112
エグゼクティブサーチサービス以外の正
社員紹介サービス

1.06 視覚効果
写真やデジタル技術を作品に適用して、映像作品（映
画、ビデオ、デジタルメディアなど）に視覚効果を導入。

77105010102 8 7013350021 アニメーション 8 59.12.16
字幕、タイトル及びサブタイトル作製サー
ビス

8 85121 契約スタッフサービス 1.07 アニメーション
コンピュータアニメーションや図面のシーケンスなどさま
ざまなテクニックを使用して、写真、抽象的なデザイン、
および類似のオリジナルのコンポジションの作成。

77105010102 9 7013350024 字幕 9 59.12.17 音編集及び企画サービス 9 89110
個別支払い方式、または契約ベースで
の、出版サービス

1.08 字幕
オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、またはデジタ
ルメディアなど）に、映画やビデオが上映されている国の
翻訳を画面に挿入。

77105010102 10 7013350027 キャプション 10 59.12.19
その他の映画、ビデオ、テレビ番組のポ
ストプロダクションサービス

10 96111
録音サービス（ライブ録音サービスを除
く）

1.09 キャプション
キャプションデータ生成システムを使用して、オーディオ
ビジュアル作品（映画、ビデオ、またはデジタルメディアな
ど）にテキストを追加。

77105010102 11 7013350031 タイトル 11 59.20.11 音響録音サービス 11 96112 ライブ録画サービス 1.10 タイトル
映画、ビデオ、デジタルメディアなどのオーディオビジュア
ル作品を最初にタイトル、クレジット、単語などテキストの
追加。

77105010102 12 7013350033 DVDオーサリングサービス 12 59.20.12 ライブ録音サービス 12 96113 音声録音の原本 1.11 DVDオーサリングサービス
メニューの作成やマスタリングなど、DVDの完成に必要な
サービスを提供。

77105010102 13 7013350036 圧縮及びデジタルエンコーディング 13 59.20.13 音響録音（原版） 13 96122 ラジオ番組制作サービス 1.12 圧縮及びデジタルエンコーディング

オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）の保存および送信（例えば、MPEG、JPEGなどを
使用したエンコード）のためのメディアのサイズを縮小す
るためのビットレート低減技術。

77105010102 14 7013350039 画面比率変換 14 59.20.21 ラジオ番組制作サービス 14 96123
オリジナルの動画、ビデオテープ、テレビ
番組、ラジオ番組

1.13 画面比率変換
映像ビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディアな
ど）をさまざまなピクチャの比率に変換。

77105010102 15 7013350042 規格変換 15 59.20.22 ラジオ番組（原版） 15 96131 オーディオビジュアル編集サービス 1.14 規格変換
北アメリカ規格（NTSC）から欧州規格（PAL、SECAM）へ
の変換など、視聴覚作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）を異なる規格に変換。

77105010102 16 7013350045
その他の視聴覚作品のポストプロダク
ションサービス（音声編集及びデザイン
サービスを除く）

16 59.20.31 印刷楽譜 16 96132 マスターの転写及び複製サービス 1.15
その他の視聴覚作品のポストプロダク
ションサービス（音声編集及びデザイン
サービスを除く）

サウンド編集やデザインサービスを除くフォーマット変換
サービス、圧縮サービスなどのサービス。

2 77105010103 映画フィルム検査サービス 17 7013375000 映画フィルム検査サービス 17 59.20.32 電子楽譜 17 96133 色補正及びデジタル修復サービス 2 映画フィルム検査サービス

映画フィルム処理、ネガティブマッチング、カラータイミン
グ、印刷（ワークプリント、アンサープリント、中間体な
ど）、リリース印刷、フィルムクリーニングなどのサービ
ス。

77105010103 18 7013375003 映画フィルム処理サービス 18 59.20.33
音楽用のオーディオディスク、テープ、そ
の他の物理メディア

18 96134 視覚効果サービス 2.01 映画フィルム処理サービス 映画フィルムの化学処理（写真現像）サービス。

77105010103 19 7013375006 その他の映画フィルム検査サービス 19 59.20.34 その他のオーディオディスク及びテープ 19 96135 アニメーションサービス 2.02 その他の映画フィルム検査サービス 映画フィルムのための他の検査サービス。

3 77106010102 ライブ録音サービス 20 7013550000 ライブ録音サービス 20 59.20.35 ダウンロードされた音楽 20 96136
キャプション、タイトル、字幕制作サービ
ス

3 ライブ録音サービス
会議、セミナー、ミーティング、コンサートなどのライブイ
ベントの録音サービス。

77106010102 21 7013550003
ミーティング、カンファレンス、セミナーの
録音

21 59.20.36
ストリーミングされたオーディオコンテン
ツ

21 96137 サウンド編集及びデザインサービス 3.01
ミーティング、カンファレンス、セミナーの
録音

ミーティング、カンファレンス、セミナーの録音

77106010102 22 7013550006 その他のイベントの録音 22 59.20.40 音響原本の使用権許諾サービス 22 96139 その他のポストプロダクションサービス 3.02 その他のイベントの録音 その他のイベントの録音

4 77106010103 他者による録音支援サービス 23 7013575000 他者による録音支援サービス 23 78.10.11 エグゼクティブ向けのリクルートサービス 4 他者による録音支援サービス
サウンドエンジニア、ナレーター、ミュージシャンサービス
などのクリエイティブなサービスを提供し、他者による録
音をサポートするサービス。

5 77106010104 オーディオ転送サービス 24 7013600000 オーディオ転送サービス 24 78.10.12
エグゼクティブ向けリクルートサービス以
外の正規雇用斡旋サービス

5 オーディオ転送サービス
既存のレコーディングをあるフォーマットから別のフォー
マットに変換するサービス。

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

55



G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

416 映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業

4161 ニュース供給業，4169その他の映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

6 77107010801 その他の情報サービス 25 7014525000 その他の情報サービス 6 その他の情報サービス
ニュース、ストック写真、株価情報サービス、電話ベース
の情報記録、その他の分類されていない他のすべての
サービス。

7 77106010101 スタジオ録音サービス 26 7013450000
音楽クライアント向けスタジオ録音サー
ビス

7
音楽クライアント向けスタジオ録音サー
ビス

録音スタジオでの録音を行うためのスタジオ録音サービ
ス。

77106010101 27 7013450003
スタジオ録音（音楽的記録物のミキシン
グを除く）

7.01
スタジオ録音（音楽的記録物のミキシン
グを除く）

後で一次ミキシングを行う目的で、録音スタジオで行うた
めの初期録音サービス。

77106010101 28 7013450006
スタジオ録音（音楽的記録物のミキシン
グを含む）

7.02
スタジオ録音（音楽的記録物のミキシン
グを含む）

一次ミキシングが初期録音の作成と同時に録音スタジオ
で行うための初期録音サービス。
含まれるもの：
•録音とミキシングは一緒に販売されます。

77106010101 29 7013450009 音楽的記録物のミキシング 7.03 音楽的記録物のミキシング
既存の音楽録音のサウンド要素の変更と強化（最初の
録音とマスタリングの制作間のすべての中間ミキシング
セッションを含む）。

77106010101 30 7013450012 音楽的記録物のマスタリング 7.04 音楽的記録物のマスタリング
既存の音楽演奏記録を複製に適した形式に変換（個々
のトラックの正規化、順序付けとフェーディングなどを含
む）。

77106010101 31 7013450015
音楽的記録物のミキシング及びマスタリ
ング

7.05
音楽的記録物のミキシング及びマスタリ
ング

生産プロセスにおける他のステップと組み合わせたマス
タリングのサービス（初期録音の製作と組み合わせたマ
スタリングなどを含む）。

77106010101 32 7013450018
音楽的記録物のリミキシング及びリマス
タリング

7.06
音楽的記録物のリミキシング及びリマス
タリング

すでにマスタリングされ、配給されている音楽録音のサ
ウンド要素の変更と強化。

77106010101 33 7013475000

録音スタジオ内で行われるオーディオ
ブックやコメディのルーチン等、主に非音
楽的な話者のクライアント向けスタジオ
録音サービス

8

録音スタジオ内で行われるオーディオ
ブックやコメディのルーチン等、主に非音
楽的な話者のクライアント向けスタジオ
録音サービス

主に非音楽的な話者のクライアント向けのスタジオ録音
サービス

77106010101 34 7013500000 ラジオ素材向けスタジオ録音サービス 9 ラジオ素材向けスタジオ録音サービス 録音スタジオで、ラジオ放送を目的とした録音の制作。

77106010101 35 7013500003 ラジオスポット 9.01 ラジオスポット 録音スタジオで、ラジオのスポット放送を録音。

77106010101 36 7013500006 ラジオ番組 9.02 ラジオ番組 後でラジオ放送するための番組の録音と制作。

77106010101 37 7013525000
視聴覚作品の音声編集及びデザイン
サービス

10
視聴覚作品の音声編集及びデザイン
サービス

オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）のサウンド要素（対話、音楽、サウンド、および無
音）の作成、追加、および録音。

77106010101 38 7013525003
視聴覚作品用に契約のもとに制作され
た元の音楽

10.01
視聴覚作品用に契約のもとに制作された
元の音楽

視聴覚作品用に契約のもとに制作された音楽の原本

77106010101 39 7013525006 オーケストレーション 1.02 オーケストレーション
オーケストラ演奏用の編曲、管弦楽の楽器の編成法、管
弦楽法。

77106010101 40 7013525009 フォーリーステージ 10.03 フォーリーステージ
作品（映画、ビデオ、デジタルメディアなど）にライブサウ
ンドを作成・録音と組み込み。

77106010101 41 7013525012 アフレコ（ADR） 10.04 アフレコ（ADR）
最初の制作プロセスの一環として、出演俳優の音声を
オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）に入れること。

77106010101 42 7013525015 吹き替え 10.05 吹き替え
視聴覚作品（映画、ビデオ、デジタルメディアなど）用の
外国語対話サウンドトラックを作成して、元の作品の俳優
の動きや唇の動きに対応するよう声を吹き替えること。

77106010101 43 7013525018 音声統合及び同期 10.06 音声統合及び同期
オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）に音声やサウンドを統合し、サウンド要素を同期
させて作品のイメージと一致させること。

77106010101 44 7013525021 視聴覚作品のその他の音声サービス 10.07 視聴覚作品のその他の音声サービス
他で分類されていないサウンドサービスは、作品（映画、
ビデオ、デジタルメディアなど）の制作者に提供。
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

416 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

4161 ニュース供給業，4169その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

4160160300 ニュース供給サービス ＜特定サービス産業実態調査＞

4160160303 ニユース供給サービス
新聞、定期刊行物、テレビ、ラジオ等にニュースを供給す
るサービス

＜特定サービス産業実態調査＞

P
新聞・ニュースに係る著作権の使用許諾
サービス

「知的財産関連生産物の設定方針（案）」
を踏まえて設定。

P
新聞・ニュースに係る著作権の使用許諾
サービス

新聞、ニュースを複製、配信、翻訳等を行う際の使用許諾
サービス。

＜特定サービス産業実態調査＞

P 文字情報制作支援サービス

P 文字情報制作支援サービス
文字情報の制作における制作準備（プリプロダクション）
及び編集（ポストプロダクション）サービスの提供。

＜特定サービス産業実態調査＞
【検討事項】
分類名及び定義・内容例示については、
受託制作との関連性や相違点を再検討
した上で再設定する。

1
視聴覚作品のポストプロダクションサービ
ス

オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）をコンピュータを使用して画像処理や音声処理な
どを行うサービス。

－ －
前出の「文字情報制作支援サービス」に
含まれる

1.01 リニア編集

含まれる画像等を順番に逐次編集処理（ランダムアクセ
ス編集とは対照的）をして、映画、ビデオ、デジタルメディ
アなどの作品の最終版の視覚的および聴覚的側面の整
理。

－ －

1.02 ノンリニア編集
非シーケンシャルなランダムアクセス編集をして、映画、
ビデオ、デジタルメディアなどの作品の最終バージョンの
ビジュアル面およびオーディオ面の整理。

－ －

1.03 転送サービス
オーディオビジュアル作品（映画フィルム、ビデオ、デジタ
ルメディアなど）をあるフォーマットから別のフォーマット
（フィルムをテープなど）に転送。

－ －

1.04 色補正サービス
デジタル技術を使用して、オーディオビジュアル作品（フィ
ルム、ビデオ、またはデジタルメディアなど）に色を追加、
変更、または除去。

－ －

1.05 視聴覚作品のデジタルレストアサービス
デジタル技術を使用してオーディオビジュアル作品（フィル
ム、ビデオ、またはデジタルメディアなど）からスクラッチを
取り除いて整理。

－ －

1.06 視覚効果
写真やデジタル技術を作品に適用して、映像作品（映画、
ビデオ、デジタルメディアなど）に視覚効果を導入。

－ －

1.07 アニメーション
コンピュータアニメーションや図面のシーケンスなどさまざ
まなテクニックを使用して、写真、抽象的なデザイン、およ
び類似のオリジナルのコンポジションの作成。

－ －

1.08 字幕
オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、またはデジタル
メディアなど）に、映画やビデオが上映されている国の翻
訳を画面に挿入。

－ －

1.09 キャプション
キャプションデータ生成システムを使用して、オーディオビ
ジュアル作品（映画、ビデオ、またはデジタルメディアな
ど）にテキストを追加。

－ －

1.10 タイトル
映画、ビデオ、デジタルメディアなどのオーディオビジュア
ル作品を最初にタイトル、クレジット、単語などテキストの
追加。

－ －

1.11 DVDオーサリングサービス
メニューの作成やマスタリングなど、DVDの完成に必要な
サービスを提供。

－ －

1.12 圧縮及びデジタルエンコーディング

オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）の保存および送信（例えば、MPEG、JPEGなどを
使用したエンコード）のためのメディアのサイズを縮小する
ためのビットレート低減技術。

－ －

1.13 画面比率変換
映像ビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディアな
ど）をさまざまなピクチャの比率に変換。

－ －

1.14 規格変換
北アメリカ規格（NTSC）から欧州規格（PAL、SECAM）へ
の変換など、視聴覚作品（映画、ビデオ、デジタルメディア
など）を異なる規格に変換。

－ －

1.15
その他の視聴覚作品のポストプロダク
ションサービス（音声編集及びデザイン
サービスを除く）

サウンド編集やデザインサービスを除くフォーマット変換
サービス、圧縮サービスなどのサービス。

－ －

2 映画フィルム検査サービス
映画フィルム処理、ネガティブマッチング、カラータイミン
グ、印刷（ワークプリント、アンサープリント、中間体な
ど）、リリース印刷、フィルムクリーニングなどのサービス。

－ －

2.01 映画フィルム処理サービス 映画フィルムの化学処理（写真現像）サービス。 － －

2.02 その他の映画フィルム検査サービス 映画フィルムのための他の検査サービス。 － －

3 ライブ録音サービス
会議、セミナー、ミーティング、コンサートなどのライブイベ
ントの録音サービス。

－ －

細分類

大分類

中分類

小分類

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 　

ニユース供給
新聞、定期刊行物、テレビ、ラジ
オ等

＜特定サービス産業実態調査＞

業務種類名

映像・音声・文字情報制作に附
帯するサービス業務

ニュース供給業務

配信収入

新聞・テレビ・ラジオ向け

通信社向け

官公庁向け

金融・証券向け

その他

著作権収入

広告収入

その他

その他の映像・音声・文字情報
制作に付帯するサービ業務

貸スタジオ業務

音楽スタジオ業務

撮影スタジオ業務

ポストプロダクション業務

その他

新聞・テレビ・ラジオ向け

通信社向け

官公庁向け

金融・証券向け

その他

著作権収入

広告収入

その他

その他の映像・音声・文字情報
制作に付帯するサービ業務

貸スタジオ業務

音楽スタジオ業務

撮影スタジオ業務

ポストプロダクション業務

その他

＜映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業＞

編集サービス収入

コンピュータグラフィック制作収
入

アニメーション制作収入

CMプリントDVDオーサリング
サービス収入

音楽制作収入

スタジオ録音サービス収入

ゲームサウンド制作収入

情報処理・提供サービス ニュース記事等配信収入

定期刊行物出版収入

書籍出版収入

教育・訓練サービス アーティスト養成所運営収入

施設場所賃貸サービス 貸スタジオ収入

その他 アーティストマネージメント収入

（回答のあった事業所数：7）

映像情報制作サービス

音声情報制作サービス

出版サービス

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

416 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

4161 ニュース供給業，4169その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

　

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

3.01
ミーティング、カンファレンス、セミナーの
録音

ミーティング、カンファレンス、セミナーの録音 － －

3.02 その他のイベントの録音 その他のイベントの録音 － －

4 他者による録音支援サービス
サウンドエンジニア、ナレーター、ミュージシャンサービス
などのクリエイティブなサービスを提供し、他者による録
音をサポートするサービス。

－ －

5 オーディオ転送サービス
既存のレコーディングをあるフォーマットから別のフォー
マットに変換するサービス。

－ －

6 その他の情報サービス
ニュース、ストック写真、株価情報サービス、電話ベース
の情報記録、その他の分類されていない他のすべての
サービス。

－ －

7
音楽クライアント向けスタジオ録音サービ
ス

録音スタジオでの録音を行うためのスタジオ録音サービ
ス。

P 音声情報制作支援サービス

7.01
スタジオ録音（音楽的記録物のミキシング
を除く）

後で一次ミキシングを行う目的で、録音スタジオで行うた
めの初期録音サービス。

P 音声情報制作支援サービス
音声情報制作における制作準備（プリプロダクション）及
び編集（ポストプロダクション）サービスの提供。

＜特定サービス産業実態調査＞
【検討事項】
分類名及び定義・内容例示については、
受託制作との関連性や相違点を再検討
した上で再設定する。

7.02
スタジオ録音（音楽的記録物のミキシング
を含む）

一次ミキシングが初期録音の作成と同時に録音スタジオ
で行うための初期録音サービス。
含まれるもの：録音とミキシングは一緒に販売されます。

－ －
「音声情報制作支援サービス」に含まれ
る

7.03 音楽的記録物のミキシング
既存の音楽録音のサウンド要素の変更と強化（最初の録
音とマスタリングの制作間のすべての中間ミキシングセッ
ションを含む）。

－ －

7.04 音楽的記録物のマスタリング
既存の音楽演奏記録を複製に適した形式に変換（個々の
トラックの正規化、順序付けとフェーディングなどを含
む）。

－ －

7.05
音楽的記録物のミキシング及びマスタリ
ング

生産プロセスにおける他のステップと組み合わせたマスタ
リングのサービス（初期録音の製作と組み合わせたマスタ
リングなどを含む）。

－ －

7.06
音楽的記録物のリミキシング及びリマスタ
リング

すでにマスタリングされ、配給されている音楽録音のサウ
ンド要素の変更と強化。

－ －

8

録音スタジオ内で行われるオーディオブッ
クやコメディのルーチン等、主に非音楽的
な話者のクライアント向けスタジオ録音
サービス

主に非音楽的な話者のクライアント向けのスタジオ録音
サービス

－ －

9 ラジオ素材向けスタジオ録音サービス 録音スタジオで、ラジオ放送を目的とした録音の制作。 － －

9.01 ラジオスポット 録音スタジオで、ラジオのスポット放送を録音。 － －
調査研究結果から本業種の副業として想
定されないため、分類項目として設定しな
い。

9.02 ラジオ番組 後でラジオ放送するための番組の録音と制作。 － －

10
視聴覚作品の音声編集及びデザイン
サービス

オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）のサウンド要素（対話、音楽、サウンド、および無
音）の作成、追加、および録音。

P 映像情報制作支援サービス

10.01
視聴覚作品用に契約のもとに制作された
元の音楽

視聴覚作品用に契約のもとに制作された音楽の原本 P 映像情報制作支援サービス
映像情報制作における制作準備（プリプロダクション）及
び編集（ポストプロダクション）サービスの提供。

＜特定サービス産業実態調査＞
【検討事項】
分類名及び定義・内容例示については、
受託制作との関連性や相違点を再検討
した上で再設定する。

1.02 オーケストレーション
オーケストラ演奏用の編曲、管弦楽の楽器の編成法、管
弦楽法。

－ －
「映像情報制作支援サービス」に含まれ
る

10.03 フォーリーステージ
作品（映画、ビデオ、デジタルメディアなど）にライブサウン
ドを作成・録音と組み込み。

－ －

10.04 アフレコ（ADR）
最初の制作プロセスの一環として、出演俳優の音声を
オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）に入れること。

－ －

10.05 吹き替え
視聴覚作品（映画、ビデオ、デジタルメディアなど）用の外
国語対話サウンドトラックを作成して、元の作品の俳優の
動きや唇の動きに対応するよう声を吹き替えること。

－ －

10.06 音声統合及び同期
オーディオビジュアル作品（映画、ビデオ、デジタルメディ
アなど）に音声やサウンドを統合し、サウンド要素を同期
させて作品のイメージと一致させること。

－ －

10.07 視聴覚作品のその他の音声サービス
他で分類されていないサウンドサービスは、作品（映画、
ビデオ、デジタルメディアなど）の制作者に提供。

－ －

P 会議室・ホール等賃貸サービス
「会議室等賃貸サービス」の検討方針に
基づき副業としての設定を検討する。

　

その他

〈平成23年産業連関表〉

細品目（10桁）名

ニュース供給業

その他の映像・音声・文字情報
制作に附帯するサービス業

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞

コモ６桁分類名

映像・音声・文字情報制作業
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ワークシート②　【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

41 映像・音声・文字情報制作業

416 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

4161 ニュース供給業，4169その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

細分類

大分類

中分類

小分類

　

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

P その他のスペース賃貸サービス 音楽スタジオ、撮影スタジオの賃貸サービスを含む。 ＜特定サービス産業実態調査＞

P オンライン新聞（広告収入）
本産業の副業として想定されるため、413
新聞業の議論を踏まえて検討

P オンライン新聞（広告収入）
ウェブサイト上又はオンラインで配信される新聞の広告収
入。

P 出版物

P 出版物
小分類「414 出版業」の生産物であり、調
査研究結果を踏まえて副業としての設定
を検討。

P 芸能人の育成・マネジメントサービス

P 芸能人の育成・マネジメントサービス
小分類「802 興行場、興行団」の生産物で
あり、調査研究結果を踏まえて副業として
の設定を検討。
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ワークシート①【別紙様式2】

A列　NAPCS（2017年） B列　2017年アメリカ経済センサス調査票 C列　CPA（Ver.2.1） D列　CPＣ（Ver.2.1） E列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1 出版物の広告スペース

1.01 一般日刊紙の印刷紙面の広告スペース

少なくとも週4回印刷されて出版される一般紙の広告ス
ペースを提供。
含まれるもの
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

1.02
新聞の印刷紙面の広告スペース（一般
日刊紙以外）

含まれるもの
・カセットテープやマイクロフィルム、マイクロフィッシュの
ような物理非電子媒体同様、CD-ROM及びディスケット
のような物理電子媒体に印刷された新聞のスペース
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

1.03 専門紙の印刷紙面の広告スペース
含まれるもの
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

1.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連の定期刊
行印刷物の広告スペース

含まれるもの
・分類された広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

1.05
家庭・生活関連の定期刊行印刷物の広
告スペース

含まれるもの
・分類された広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

1.06
政治・社会・ビジネスニュース関連の定
期刊行印刷物の広告スペース

含まれるもの
・分類された広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

1.07
その他の一般向け定期刊行印刷物の広
告スペース

含まれるもの
・分類された広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

1.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
け定期刊行印刷物の広告スペース

含まれるもの
・分類された広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

1.09
他に分類されない定期刊行印刷物の広
告スペース

含まれるもの
・分類された広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

1.10 電話帳の印刷紙面の広告スペース

印刷物で出版された電話帳における広告目的のスペー
スを提供。電話帳には、会社と居住者への電話番号とそ
の他の限られた連絡先情報が含まれる。
含まれるもの
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

1.11
その他の名鑑の印刷紙面の広告スペー
ス

1.12
データベースの印刷紙面及びその他の
情報欄の印刷紙面の広告スペース

1.13 書籍の広告スペース

2 テレビCM枠

含まれるもの
・テレビ局とテレビ網とケーブルおよび他の受信料テレビ
番組システムに、地区、地域又は全国放送の広告時間
を提供すること。
・広告メッセージ、不動産リスティング、インフォマーシャ
ル、ホームショッピング・チャンネル、スポンサーシップお
よびその他の広告。

2.01 テレビネットワーク補償枠

2.02
テレビの国内及び地域CM枠（テレビネッ
トワークを除く）

2.03
テレビローカルCM枠（テレビネットワーク
を除く）

3 ラジオCM枠

含まれるもの
・ラジオ局やラジオ放送網、ケーブルおよび他の受信料
ラジオ番組システムに、地区、地域又は全国放送の広告
時間を提供すること。
・広告メッセージ、広告番組、スポンサーシップおよびそ
の他の広告。

3.01 ラジオネットワーク補償枠

3.02
ラジオネットワークを除くラジオの国内及
び地域CM枠

3.03
ラジオネットワークを除くラジオローカル
CM枠

細分類

UT-22130（Water, Sewage and Other Systems）

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

1 58.11.41 書籍の広告スペース（印刷物）

2 58.11.42 書籍の広告スペース（電子版）

3 58.12.4
ディレクトリとメーリングリストにおける広
告スペースの販売

4 58.13.31 新聞の広告スペース（印刷物）

5 58.13.32 新聞の広告スペース（電子）

6 58.14.31
雑誌及び定期刊行物の広告スペース
（印刷物）

7 58.14.32
雑誌及び定期刊行物の広告スペース
（電子）

8 59.11.3
動画、ビデオ及びテレビ制作物にける広
告スペース又は時間の販売

9 60.10.3 ラジオ広告の時間

10 60.20.3 テレビ広告の時間

11 63.11.2
インターネットにおける広告スペース又
は時間

12 63.12.2
ウェブポータルのインターネット広告ス
ペース

13 73.11 広告代理店が提供するサービス

13.01 73.11.11 広告サービスのフルサービス

13.02 73.11.12
ダイレクトマーケティング及びダイレクト
メールサービス

13.03 73.11.13 広告コンセプト開発サービス

13.04 73.11.14 その他の広告サービス

14 73.12 メディア表現サービス

14.01 73.12.1
広告スペース又は広告時間の販売（料
金又は契約ベース）

14.01.01 73.12.11
印刷媒体における広告スペースの販売
（料金又は契約ベース）

14.01.02 73.12.12
テレビ/ラジオの広告スペース又は時間
の販売（料金又は契約ベース）

14.01.03 73.12.13
料インターネット広告スペース又は時間
の販売（料金又は契約ベース）

14.01.04 73.12.14 イベント関連広告の販売

14.01.05 73.12.19
料金又は契約ベースでの広告スペース
又は時間の他の販売

14.02 73.12.2
広告スペース又は時間の再販売サービ
ス（料金又は契約ベース）

1 83633
インターネット上での広告スペースの販
売（委託売買は除く）

2 83632
テレビ／ラジオの広告時間の販売（委託
売買は除く）

3 83631
印刷媒体での広告スペースの販売（委
託売買は除く）

4 83639
その他の広告スペース又は広告時間の
販売（委託売買は除く）

1 77101010101 出版物の広告スペース 1 7012275000 出版物の広告スペース

1.01 7012275003 一般日刊紙の印刷紙面の広告スペース

1.02 7012275006
新聞の印刷紙面の広告スペース（一般
日刊紙以外）

1.03 7012275009 専門紙の印刷紙面の広告スペース

1.04 7012275012
芸術・文化・レジャー・娯楽関連の定期
刊行印刷物の広告スペース

1.05 7012275015
家庭・生活関連の定期刊行印刷物の広
告スペース

1.06 7012275018
政治・社会・ビジネスニュース関連の定
期刊行印刷物の広告スペース

1.07 7012275021
その他の一般向け定期刊行印刷物の広
告スペース

1.08 7012275024
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術
向け定期刊行印刷物の広告スペース

1.09 7012275027
他に分類されない定期刊行印刷物の広
告スペース

1.10 7012275031 電話帳の印刷紙面の広告スペース

1.11 7012275033
その他の名鑑の印刷紙面の広告スペー
ス

1.12 7012275036
データベースの印刷紙面及びその他の
情報欄の印刷紙面の広告スペース

1.13 7012275039 書籍の広告スペース

2 77101010102 テレビCM枠 2 7012300000 テレビCM枠

2.01 7012300002 テレビネットワーク補償枠

2.02 7012300003
テレビの国内及び地域CM枠（テレビネッ
トワークを除く）

2.03 7012300006
テレビローカルCM枠（テレビネットワーク
を除く）

3 77101010103 ラジオCM枠 3 7012325000 ラジオCM枠

3.01 7012325002 ラジオネットワーク補償枠

3.02 7012325003
ラジオネットワークを除くラジオの国内及
び地域CM枠

3.03 7012325006
ラジオネットワークを除くラジオローカル
CM枠

4 77101010104 インターネット広告 4 7012350000 インターネット広告

4.01 7012350003
一般日刊紙のオンライン紙面の広告ス
ペース

4.02 7012350006
新聞のオンライン紙面の広告スペース
（一般日刊紙以外）

4.03 7012350009 専門紙のオンライン紙面の広告スペース

4.04 7012350012
芸術・文化・レジャー・娯楽関連のオンラ
イン定期刊行物の広告スペース

4.05 7012350015
家庭・生活関連のオンライン定期刊行物
の広告スペース

4.06 7012350018
政治・社会・ビジネスニュース関連のオン
ライン定期刊行物の広告スペース

4.07 7012350021
一般向けオンライン定期刊行物の広告
スペース

4.08 7012350024
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術
向けオンライン定期刊行物の広告スペー
ス

4.09 7012350027
他に分類されないオンライン定期刊行物
の広告スペ ス

いわゆる「広告枠」、「広告スペース」等を提供する生産物の整理（案）
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ワークシート①【別紙様式2】

A列　NAPCS（2017年） B列　2017年アメリカ経済センサス調査票 C列　CPA（Ver.2.1） D列　CPＣ（Ver.2.1） E列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
UT-22130（Water, Sewage and Other Systems）

4 インターネット広告

4.01
一般日刊紙のオンライン紙面の広告ス
ペース

少なくとも週4回インターネット上に掲載される一般紙の
広告スペースを提供。
含まれるもの
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

4.02
新聞のオンライン紙面の広告スペース
（一般日刊紙以外）

含まれるもの
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

4.03 専門紙のオンライン紙面の広告スペース
含まれるもの
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

4.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連のオンラ
イン定期刊行物の広告スペース

含まれるもの
・分類されたバナー広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

4.05
家庭・生活関連のオンライン定期刊行物
の広告スペース

含まれるもの
・分類されたバナー広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

4.06
政治・社会・ビジネスニュース関連のオン
ライン定期刊行物の広告スペース

含まれるもの
・分類されたバナー広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

4.07
一般向けオンライン定期刊行物の広告
スペース

含まれるもの
・分類されたバナー広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

4.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
けオンライン定期刊行物の広告スペース

含まれるもの
・分類されたバナー広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

4.09
他に分類されないオンライン定期刊行物
の広告スペース

含まれるもの
・分類されたバナー広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成
及びデザイン

4.10 オンライン電話帳の広告スペース

4.11
オンラインデータベース及びその他のオ
ンライン情報欄の広告スペース

5 専用ディスプレイ広告メディアスペース

ディスプレイ広告メディアスペースのリース。このリース契
約にはストレージサービスやローテ－ションサービスと
行ったような追加的なサービスが含まれる場合もある。
含まれるもの
・広告のための回路基板の設定、メンテナンス、データ消
去。

6
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

7
その他の広告スペース、時間及び類似し
たサービス

7.01 会場の命名権
舞台芸術や観客のスポーツ会場に名前を付ける権利を
与える。 この生産物は、通常、企業に販売され、会社の
ブランド名の露出を増加させる役割を果たす。

7.02 スポンサーシップ権

特定の商品またはサービス、又は企業ないしはその他の
事業体に、別の事業体が行う活動、製品またはプロジェ
クトと関連付ける権利を付与する。 例えば、クレジット
カード会社が映画祭に対して、映画祭の「公式クレジット
カードスポンサー」になるため支払いを行う、といったも
の。 スポンサーシップには、通常、広告表示スペースの
提供まれる。排他権が含まれる場合もある。

7.03 承認サービス
プロのアスリートやパフォーマー、又はスポーツチーム、
舞台芸術団体や企業による製品の宣伝を提供する。

7.04 独占権

特定の商品またはサービスの販売者に対して、その商品
またはサービスの中の特定ブランドのみを販売するよう
要求する権利を与える。 例えば、飲料販売店に特定の
ブランドのビールのみを販売することを要求する、といっ
たもの（ポーリングライツとしても知られている）。

7.05
他に分類されない広告スペース、時間及
び類似したサービス

4.09 7012350027
の広告スペース

4.10 7012350031 オンライン電話帳の広告スペース

4.11 7012350033
オンラインデータベース及びその他のオ
ンライン情報欄の広告スペース

5 77101010105 専用ディスプレイ広告メディアスペース 5 7012375000 専用ディスプレイ広告メディアスペース

6 7012400000
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

7 77101010106
その他の広告スペース、時間及び類似し
たサービス

7 7012410000
その他の広告スペース、時間及び類似し
たサービス

7.01 7012410006 会場の命名権

7.02 7012410009 スポンサーシップ権

7.03 7012410012 承認サービス

7.04 7012410015 独占権

7.05 7012410018
他に分類されない広告スペース、時間及
び類似したサービス
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ワークシート②【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

E列　一次原案生産物リスト F列　二次原案生産物リスト G列　既存統計調査の調査品目名 H列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 広告場所提供の種類 内容、例示等

1 出版物の広告スペース ―
以下のとおり、「新聞」、「雑誌」、「フリー
ペーパー・フリーマガジン」、「その他」に
区分

1.01 一般日刊紙の印刷紙面の広告スペース

少なくとも週4回印刷されて出版される一般紙の広告ス
ペースを提供。
含まれるもの
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

4130110600 紙媒体の新聞（広告収入）

1.02
新聞の印刷紙面の広告スペース（一般日
刊紙以外）

含まれるもの
・カセットテープやマイクロフィルム、マイクロフィッシュの
ような物理非電子媒体同様、CD-ROM及びディスケットの
ような物理電子媒体に印刷された新聞のスペース
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

4130110603 紙媒体の新聞（広告収入）
一般紙、スポーツ紙、専門・業界紙など定期的かつ不特
定多数に発行する紙媒体の新聞の広告収入

413新聞業の生産物
一次原案生産物リスト及び広告業の生産
物分類を踏まえて設定

1.03 専門紙の印刷紙面の広告スペース
含まれるもの
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

―
前出の「紙媒体の新聞（広告収入）」に含
まれる。

1.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連の定期刊
行印刷物の広告スペース

含まれるもの
・分類された広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

4140110600 紙媒体の雑誌（広告収入）

1.05
家庭・生活関連の定期刊行印刷物の広
告スペース

含まれるもの
・分類された広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

4140110603 紙媒体の雑誌（広告収入）
週刊誌、旬刊誌、月刊誌、季刊誌などの定期的に発行さ
れる紙媒体の雑誌の広告収入。

414出版業の生産物
一次原案生産物リスト及び広告業の生産
物分類を踏まえて設定

1.06
政治・社会・ビジネスニュース関連の定期
刊行印刷物の広告スペース

含まれるもの
・分類された広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

―
前出の「紙媒体の雑誌（広告収入）」に含
まれる。

1.07
その他の一般向け定期刊行印刷物の広
告スペース

含まれるもの
・分類された広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

1.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
け定期刊行印刷物の広告スペース

含まれるもの
・分類された広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

1.09
他に分類されない定期刊行印刷物の広
告スペース

含まれるもの
・分類された広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

4140112100
フリーペーパー・フリーマガジン（広告収
入）

4140112103
フリーペーパー・フリーマガジン（広告収
入）

フリーペーパー・フリーマガジン（紙媒体によるもの）の広
告収入。

414出版業の生産物
広告業の生産物分類を踏まえて設定

1.10 電話帳の印刷紙面の広告スペース

印刷物で出版された電話帳における広告目的のスペース
を提供。電話帳には、会社と居住者への電話番号とその
他の限られた連絡先情報が含まれる。
含まれるもの
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

4140112700 その他の出版物（広告収入）

4140112799 その他の出版物（広告収入）
雑誌、書籍、フリーペーパー・フリーマガジンに分類されな
い出版物（紙媒体によるもの。電話帳など）の広告収入。

414出版業の生産物
一次原案生産物リスト及び広告業の生産
物分類を踏まえてバスケット項目として設
定

1.11
その他の名鑑の印刷紙面の広告スペー
ス

―
前出の「その他の出版物（広告収入）」に
含まれる。

1.12
データベースの印刷紙面及びその他の
情報欄の印刷紙面の広告スペース

1.13 書籍の広告スペース

2 テレビCM枠

含まれるもの
・テレビ局とテレビ網とケーブルおよび他の受信料テレビ
番組システムに、地区、地域又は全国放送の広告時間を
提供すること。
・広告メッセージ、不動産リスティング、インフォマーシャ
ル、ホームショッピング・チャンネル、スポンサーシップお
よびその他の広告。

3800160300 テレビ放送サービス（広告収入）

2.01 テレビネットワーク補償枠 3800160303 テレビ放送サービス（広告収入）

公共放送を除く、地上波放送、衛星放送、ケーブルテレ
ビ、事業者閉域網を用いたＩＰ放送、及びインターネットテ
レビ事業者が、広告主の求めに応じて、タイム（番組）CM
等を伴うテレビ番組及びスポットCMを放送するサービス、
並びに放送枠を販売するサービス。
○ネット番組のテレビ放送　○ローカル番組のテレビ放送
○スポットCMのテレビ放送　○持ち込み番組のテレビ放
送

38放送業の生産物
一次原案生産物リスト、調査研究結果及
び他の参考情報等を踏まえて設定

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目） ○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

インターネット広告

　サイト掲載型広告

　動画広告

　リスティング広告

　ソーシャルメディア広告

　ネイティブ広告

　バナー広告

　動画広告

　メールマガジン広告

　アフィリエイト広告

　リワード広告

インターネット広告以外

　テレビＣＭ広告

　ラジオＣＭ広告

　新聞紙面広告

　雑誌紙面広告

　建物などへの広告掲示

　交通広告
駅、車両内（映像含む）、車
体、アナウンス音声など

　広告専用車両など 自動車、自転車、飛行船

　映画ＣＭ

　レシートなどへの広告掲載

　折込チラシ 場所貸し？広告送付？

　スポンサー、イベント協賛 複合的な広告機会の提供

　施設命名権

施設に企業名が表示される以
外にも、ニュースで施設名が
紹介されるなど広告効果が別
途見込まれる。

　掲載期間、クリック数などに
応じて広告料金が決まるもの

　成果報酬型

※メール広告は、広告場所の提供ではないため対象外

いわゆる「広告枠」、「広告スペース」等を提供する生産物の整理（案）
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ワークシート②【別紙様式3】

E列　一次原案生産物リスト F列　二次原案生産物リスト G列　既存統計調査の調査品目名 H列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 広告場所提供の種類 内容、例示等

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2.02
テレビの国内及び地域CM枠（テレビネッ
トワークを除く）

―
前出の「テレビ放送サービス（広告収入）」
に含まれる。

2.03
テレビローカルCM枠（テレビネットワーク
を除く）

3 ラジオCM枠

含まれるもの
・ラジオ局やラジオ放送網、ケーブルおよび他の受信料ラ
ジオ番組システムに、地区、地域又は全国放送の広告時
間を提供すること。
・広告メッセージ、広告番組、スポンサーシップおよびその
他の広告。

3800160900 ラジオ放送サービス（広告収入）

3.01 ラジオネットワーク補償枠 3800160903 ラジオ放送サービス（広告収入）

公共放送を除く、無線ラジオ、有線ラジオ・音楽、及びイン
ターネットラジオ放送事業者が、広告主の求めに応じて、
タイム（番組）CM等を伴うラジオ番組及びスポットCMを放
送するサービス、並びに放送枠を販売するサービス。
○ネット番組のラジオ放送　○ローカル番組のラジオ放送
○スポットCMのラジオ放送　○持ち込み番組のラジオ放
送

38放送業の生産物
一次原案生産物リスト、調査研究結果及
び他の参考情報等を踏まえて設定

3.02
ラジオネットワークを除くラジオの国内及
び地域CM枠

―
前出の「ラジオ放送サービス（広告収入）」
に含まれる。

3.03
ラジオネットワークを除くラジオローカル
CM枠

4 インターネット広告 ―

以下のとおり「オンライン新聞」、「オンライ
ン雑誌」、「ウェブ情報検索・提供サービ
ス」、「マーケットプレイス提供サービス」、
「コンテンツ配信プラットフォームサービ
ス」に区分

4.01
一般日刊紙のオンライン紙面の広告ス
ペース

少なくとも週4回インターネット上に掲載される一般紙の広
告スペースを提供。
含まれるもの
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

4130121200 オンライン新聞（広告収入）

4.02
新聞のオンライン紙面の広告スペース
（一般日刊紙以外）

含まれるもの
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

4130121203 オンライン新聞（広告収入）
ウェブサイト上又はオンラインで配信される新聞の広告収
入。

413新聞業の生産物
一次原案生産物リスト及び広告業の生産
物分類を踏まえて設定

4.03 専門紙のオンライン紙面の広告スペース
含まれるもの
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

―
前出の「オンライン新聞（広告収入）」に含
まれる。

4.04
芸術・文化・レジャー・娯楽関連のオンラ
イン定期刊行物の広告スペース

含まれるもの
・分類されたバナー広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

4140921200 オンライン雑誌（広告収入）

4.05
家庭・生活関連のオンライン定期刊行物
の広告スペース

含まれるもの
・分類されたバナー広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

4140921203 オンライン雑誌（広告収入）
ウェブサイト上又はオンラインで配信される雑誌の広告収
入。

414出版業の生産物
一次原案生産物リスト及び広告業の生産
物分類を踏まえて設定

4.06
政治・社会・ビジネスニュース関連のオン
ライン定期刊行物の広告スペース

含まれるもの
・分類されたバナー広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

―
前出の「オンライン雑誌（広告収入）」に含
まれる。

4.07
一般向けオンライン定期刊行物の広告ス
ペース

含まれるもの
・分類されたバナー広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

4.08
ビジネス（農業を含む）、専門及び学術向
けオンライン定期刊行物の広告スペース

含まれるもの
・分類されたバナー広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

4.09
他に分類されないオンライン定期刊行物
の広告スペース

含まれるもの
・分類されたバナー広告
・広告スペースの提供とセットになった場合の広告作成及
びデザイン

4.10 オンライン電話帳の広告スペース

4.11
オンラインデータベース及びその他のオ
ンライン情報欄の広告スペース

4010160300
ウェブ情報検索・提供サービス（広告収
入）

4010160303
ウェブ情報検索・提供サービス（広告収
入）

事業者からの広告収入により、ウェブ情報の検索エンジ
ンを提供するサービス、各種のデータを収集、加工、蓄積
し、情報としてインターネット上で提供するサービスをい
う。
○ウェブ情報検索サイト、ポータルサイト、情報提供サイ
ト、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）が提供
するサービスのうち広告収入によるもの

401インターネット附随サービス業の生産
物
特定サービス産業実態調査、情報通信
業基本調査及びその他の参考資料を踏
まえて設定。

4010160900
マーケットプレイス提供サービス（広告収
入）

4010160903
マーケットプレイス提供サービス（広告収
入）

事業者からの広告収入により、インターネットによる販売
システム、事業者間、事業者・個人間及び個人間の取引
を仲介するシステムを提供するサービスをいう。
○インターネットショッピングサイト、インターネットオーク
ションサイト、ホテル・民泊予約サイトなどが提供するサー
ビスのうち広告収入によるもの

401インターネット附随サービス業の生産
物
特定サービス産業実態調査、情報通信
業基本調査及びその他の参考資料を踏
まえて設定。

4010161500
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告収入）
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ワークシート②【別紙様式3】

E列　一次原案生産物リスト F列　二次原案生産物リスト G列　既存統計調査の調査品目名 H列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 広告場所提供の種類 内容、例示等

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

4010161503
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告収入）

事業者からの広告収入により、インターネット又は事業者
閉域網によるコンテンツ配信プラットフォームを構築し、コ
ンテンツ・プロバイダーが供給する各種のウェブコンテン
ツを配信するサービスをいう。
○動画配信サイト、音楽配信サイト、ゲームソフト配信サ
イト、電子書籍配信サイトなどが提供するサービスのうち
広告収入によるもの

401インターネット附随サービス業の生産
物
特定サービス産業実態調査、情報通信
業基本調査及びその他の参考資料を踏
まえて設定。

5 専用ディスプレイ広告メディアスペース

ディスプレイ広告メディアスペースのリース。このリース契
約にはストレージサービスやローテ－ションサービスと
行ったような追加的なサービスが含まれる場合もある。
含まれるもの
・広告のための回路基板の設定、メンテナンス、データ消
去。

Ｐ
屋外広告スペース・交通広告スペース提
供サービス

Ｐ 屋外広告スペース提供サービス

屋外の広告スペース（看板、横断幕、、電柱、アドバルー
ンなど。)を提供するサービス。デジタルサイネージ、ポス
ター等の掲示場所の提供、チラシの設置場所の提供を含
む。また、アドカー、アドサイクル、広告用飛行船などを含
むが、交通広告に該当するもの（駅、鉄道車両、バス停、
バス、港、船舶、空港、航空機などの広告スペースの提
供）は含まない。広告物を建てる土地の提供は含まない。

731広告業及び各産業の副業の生産物と
して設定することを検討

Ｐ 交通広告スペース提供サービス

鉄道業、道路旅客運送業、水運業、航空運輸業に係る施
設、設備（駅、鉄道車両、バス停、バス、港、船舶、空港、
航空機など）の広告スペースを提供するサービス（デジタ
ルサイネージ、音声アナウンスを含む。）。

Ｈ運輸業の副業の生産物として設定する
ことを検討

6
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

7
その他の広告スペース、時間及び類似し
たサービス

Ｐ
その他の広告スペース・広告機会提供
サービス

731広告業及び各産業の副業の生産物と
して設定することを検討

7.01 会場の命名権
舞台芸術や観客のスポーツ会場に名前を付ける権利を
与える。 この生産物は、通常、企業に販売され、会社の
ブランド名の露出を増加させる役割を果たす。

Ｐ ネーミングライツ付与サービス
スポーツ施設（プロスポーツ施設を含む）、文化施設その
他の施設の命名権を譲渡するサービス。

一次原案生産物リストを踏まえて設定

7.02 スポンサーシップ権

特定の商品またはサービス、又は企業ないしはその他の
事業体に、別の事業体が行う活動、製品またはプロジェク
トと関連付ける権利を付与する。 例えば、クレジットカード
会社が映画祭に対して、映画祭の「公式クレジットカード
スポンサー」になるため支払いを行う、といったもの。 スポ
ンサーシップには、通常、広告表示スペースの提供まれ
る。排他権が含まれる場合もある。

Ｐ スポンサーシップサービス

イベントや個人又は団体の活動のスポンサーに対して提
供される、広告スペースの提供（ユニフォーム、グッズ、イ
ベント設備などへの企業ロゴ等の表示）やスポーツ選手
等の肖像等の使用権の付与、スポーツ選手等に自社製
品を供給する権利の付与、イベントロゴの使用権の付
与、イベントチケットの交付などの複合サービス。

一次原案生産物リストを踏まえて設定

7.03 承認サービス
プロのアスリートやパフォーマー、又はスポーツチーム、
舞台芸術団体や企業による製品の宣伝を提供する。

―
前出の「スポンサーシップサービス」に含
まれる。

7.04 独占権

特定の商品またはサービスの販売者に対して、その商品
またはサービスの中の特定ブランドのみを販売するよう
要求する権利を与える。 例えば、飲料販売店に特定のブ
ランドのビールのみを販売することを要求する、といった
もの（ポーリングライツとしても知られている）。

―
後出の「他に分類されないその他の広告
スペース・広告機会提供サービス」に含め
る

7.05
他に分類されない広告スペース、時間及
び類似したサービス

Ｐ
他に分類されないその他の広告スペー
ス・広告機会提供サービス

独占権付与サービス、レシートや備品（ドリンクカップ、封
筒、しおり、ブックカバーなど）などの広告スペースを提供
するサービス

バスケット項目として設定
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ワークシート①【別紙様式2】

A列　NAPCS（2017年） B列　2017年アメリカ経済センサス調査票 C列　CPA（Ver.2.1） D列　CPＣ（Ver.2.1） E列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1 11201010101
即時消費のため、調理提供又は分配され
た食事、軽食、その他の食品・ノンアル
コール飲料

1 7000025000
即時消費のため、調理提供又は分配さ
れた食事、軽食、その他の食品・ノンア
ルコール飲料

1 90.01.10 芸能人のサービス 1 96310 舞台パフォーマーのサービス 1
即時消費のため、調理提供又は分配さ
れた食事、軽食、その他の食品・ノンアル
コール飲料

食事、スナック、その他の食品や飲み物を用意し、即座
に調理したり調理したり（調理やその他の準備をほとんど
またはまったくしないで消費する準備ができている）。

2 11201010102
即時消費のため、調理又は分配されたア
ルコール飲料

2 7000050000
即時消費のため、調理又は分配された
アルコール飲料

2 90.03.11
作家、作曲家、彫刻家及びその他の芸
術家が提供するサービス（芸能人除く）

2 96320
舞台パフォーマーを除く、作家、作曲家、
彫刻家、その他のアーティストのサービ
ス

2
即時消費のため、調理又は分配されたア
ルコール飲料

3 21107010101 絵画、彫刻、その他の芸術品 3 7000675000 絵画、彫刻、その他の芸術品 3 90.03.12
作家、作曲家及びその他の芸術家によ
るオリジナル作品（芸能人、画家、グラ
フィックアーティスト及び彫刻家除く）

3 96330
アーティスト、画家、彫刻家を除く、作家、
作曲家、その他のアーティストのオリジナ
ル作品

3 絵画、彫刻、その他の芸術品

エンドユーザーとしての通常の権利のみを伴う形で販売
するためにアーティストによって作成された絵画、彫刻、
及びその他のファインアートのオリジナルとオリジナルの
コピー。
×完全に（すなわち、すべての付属する知的財産権とと
もに）販売する作品のオリジナル⇒「著作権により保護さ
れている知的財産」

4 21301010701
骨董品・収集品・芸術品・その他の中古品
の小売サービス（輸送・機械品を除く）

4 5000850000
骨董品・収集品・芸術品・その他の中古
品の小売販売（輸送・機械品を除く）

4 90.03.13
画家、グラフィックアーティスト、彫刻家の
オリジナル作品

4 38961
絵画、スケッチ及びパステル画；オリジナ
ルの彫版、版画及びリトグラフ；オリジナ
ルの彫刻及び彫像（材質は問わない）

4
骨董品・収集品・芸術品・その他の中古
品の小売販売（輸送・機械品を除く）

5 24106010101 舞台芸術のライブ公演の入場料 5 7001600000 舞台芸術のライブ公演の入場料 5 舞台芸術のライブ公演の入場料

個人や団体が演劇、音楽、ダンスなどのライブ公演に参
加することを許可する。 この生産物の収益には、入場料
およびカバレッジ料金、ならびに主に入会権のために支
払われる「会員資格」手数料が含まれる。

24106010101 5.01 7001600003
演劇のライブ公演への入場料（ミュージ
カル以外）

5.01
演劇のライブ公演への入場料（ミュージ
カル以外）

個人や団体がミュージカル以外の演劇のライブ公演に参
加することを許可する。 この生産物の収益には、入場料
およびカバレッジ料金、および主に入会権のために支払
われる「会員資格」手数料が含まれる。

24106010101 5.02 7001600006
ミュージカル・オペラのライブ公演への入
場料

5.02
ミュージカル・オペラのライブ公演への入
場料

個人や団体がミュージカルやオペラのライブ公演に参加
することを許可する。 この生産物の収益には、入場料お
よびカバレッジ料金、および主に入会権のために支払わ
れる「会員資格」手数料が含まれる。

24106010101 5.03 7001600009
交響曲・クラシック音楽のライブ公演へ
の入場料

5.03
交響曲・クラシック音楽のライブ公演への
入場料

個人や団体が交響曲やクラシック音楽のライブ公演に参
加することを許可する。 この生産物の収益には、入場料
およびカバレッジ料金、および主に入会権のために支払
われる「会員資格」手数料が含まれる。

24106010101 5.04 7001600012 ポピュラー音楽のライブ公演への入場料 5.04 ポピュラー音楽のライブ公演への入場料

個人や団体が人気のある音楽アーティストのライブ公演
に参加することを許可する。  この生産物の収益には、入
場料およびカバレッジ料金、および主に入会権のために
支払われる「会員資格」手数料が含まれる。

24106010101 5.05 7001600015
ダンスのライブ公演への入場料（ダンス
ミュージカル及びそれ以外のダンス）

5.05
ダンスのライブ公演への入場料（ダンス
ミュージカル及びそれ以外のダンス）

個人や団体がダンサー、バレエ団、及びダンス集団のラ
イブ公演に参加することを許可する。 この生産物の収益
には、入場料およびカバレッジ料金、および主に入会権
のために支払われる「会員資格」手数料が含まれる。

24106010101 5.06 7001600018 ライブ講演への入場料 5.06 ライブ講演への入場料

個人や団体がアーティスト、選手、芸能人、その他の著
名な人物によるライブ講演に出席できるようにする。 この
生産物の収益には、入場料およびカバレッジ料金、およ
び主に入会権のために支払われる「会員資格」手数料が
含まれる。

24106010101 5.07 7001600021
他に分類されない（フェア及びフェスティ
バルを含む）舞台芸術のライブ公演への
入場料

5.07
他に分類されない（フェア及びフェスティ
バルを含む）舞台芸術のライブ公演への
入場料

個人や団体がアーティストや企業のライブパフォーマンス
に参加することを許可する。他の場所では許可されませ
ん。 この生産物の収益には、入場料およびカバレッジ料
金、および主に入会権のために支払われる「会員資格」
手数料が含まれる。
○サーカス公演、コメディ公演、マジックショーへの入場、
バラエティ番組、アイススケートショー（スポーツ競技は除
く）など。

6 24106020101
舞台芸術愛好会や文化施設の会員サー
ビス

6 7001650000
舞台芸術愛好会や文化施設の会員サー
ビス

6
舞台芸術愛好会や文化施設の会員サー
ビス

払い戻しできない入会手数料や年会費の支払いと引き
換えに、舞台芸術協会およびクラブからメンバーに提供
される一連のサービス。この一連のサービスには、組織
のイベントや意思決定に参加する権利、組織の施設を利
用する権利、組織のニュースレターと出版物の提供を受
ける権利、特定の商品やサービスを割引価格で購入でき
るようにするなどのサービス（例えば、組織の公演への
無料入場や割引入場）が含まれる場合があります。

7 24110010201
レジャー・レクリエーション・アスレチックの
教授プログラム

7 7002500000
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

7
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

レクリエーションおよびレジャー関連活動に対する理解と
能力の開発に焦点を当てた教育プログラムおよびコース
を提供する。 これにより賞やその他の認定が得られる
が、学術的な資格やキャリア資格はない。

8 34101010201
職人、専門職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

8 7003950000
職人、専門職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

8
職人、専門職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

成人を熟練職人、または初歩的業務従事者、専門職業
従事者、技術職業従事者へ訓練したり、最新の技術・知
識を習得したりできるように設計された、多種多様な科目
についての教育プログラムと非学位コースを提供する。
または短期間の技能の向上、または就業時間中に専門
的な開発訓練を提供するもの。

細分類 7271　著述家業　7272　芸術家業

AE-71150 （Independent Artists, Writers, and Performers）

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 L　学術研究，専門・技術サービス業

中分類 72　専門サービス業

小分類 727　著述・芸術家業
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AE-71150 （Independent Artists, Writers, and Performers）

9 34301010301 その他の会員サービス（宗教集会を含む） 9 7005024000
その他の会員サービス（宗教集会を含
む）

9
その他の会員サービス（宗教集会を含
む）

団体（労働組合、市民団体、社会団体、舞台芸術団体、
クラブ、博物館、史跡、動物園、植物園、自然界団体、企
業や専門職団体を除く）が会費やそれに類する支払いの
対価として会員に提供する一連のサービス。この一連の
サービスには、組織のイベントや意思決定に参加する権
利、組織の施設を利用する権利、組織のニュースレター
と出版物の提供を受ける権利、特定の商品やサービスを
割引価格で購入できるようにするなどのサービスが含ま
れる場合がある。

10 47102010207
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

10 7006500000
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

10
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

スポーツ、エンターテインメント、その他のイベントを発表
するためのスペースの賃貸またはリース。

11 47102010202 商業用スペースのレンタル、リース 11 7006375000 商業用スペースのレンタル、リース 11 商業用スペースのレンタル、リース
建物や建物やその他の施設内で、商品の小売販売や各
種提供サービス（例：飲食物の調理、映画館、銀行、美容
院など）のためのスペースの賃貸またはリース。

12 51503020101
商業・サービス産業用機械装置の賃貸
サービス（オペレーターなし）

12 7009125000
商業・サービス産業用機械装置の賃貸
（オペレーターなし）

12
商業・サービス産業用機械装置の賃貸
（オペレーターなし）

商業用およびサービス用機械器具の賃貸またはリース。
○医療機器、視聴覚機器、演劇用機器（衣装やワード
ローブを除く）交通安全看板および機器;洗濯およびドライ
クリーニング装置、自動販売機、アミューズメント機器、商
業用冷凍設備などの貸し出しまたはリース。○賃貸契約
またはリース契約に同梱された配達又は引き取り、保険
（例：不動産、賠償責任、保証、損害賠償）、および保守
および修理。

13 54401010101
契約のもとに生産され、著作権により保護
された芸術的及び文学的知的財産

13
契約のもとに生産され、著作権により保
護された芸術的及び文学的知的財産

54401010101 13.01 7010075000
契約のもとに上演された舞台芸術のライ
ブ公演

13.01
契約のもとに上演された舞台芸術のライ
ブ公演

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、舞台
芸術の公演を制作し、上演する。 ここで言う契約とは、当
該契約に基づいて行われた活動に起因する知的財産権
の処分について規定するものである。

54401010101
13.01.0
1

7010075003
契約のもとでの演劇のライブ公演（ミュー
ジカル以外）

13.01.
01

契約のもとでの演劇のライブ公演（ミュー
ジカル以外）

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、ミュー
ジカル以外の演劇のライブ公演を制作し、実施する。ここ
で言う契約とは、当該契約に基づいて行われた活動に起
因する知的財産権の処分について規定するものである。

54401010101
13.01.0
2

7010075006
契約のもとでのミュージカル・オペラのラ
イブ公演

13.01.
02

契約のもとでのミュージカル・オペラのラ
イブ公演

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、ミュー
ジカルやオペラのライブ公演を制作し、実施する。ここで
言う契約とは、当該契約に基づいて行われた活動に起
因する知的財産権の処分について規定するものである。

54401010101
13.01.0
3

7010075009
契約のもとでの交響曲・クラシック音楽の
ライブ公演

13.01.
03

契約のもとでの交響曲・クラシック音楽の
ライブ公演

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、交響
曲やクラシック音楽のライブ公演を制作し、実施する。 こ
こで言う契約とは、当該契約に基づいて行われた活動に
起因する知的財産権の処分について規定するものであ
る

54401010101
13.01.0
4

7010075012
契約のもとでのポピュラー音楽のライブ
公演

13.01.
04

契約のもとでのポピュラー音楽のライブ
公演

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、ポピュ
ラー音楽のライブ公演を制作し、実施する。ここで言う契
約とは、当該契約に基づいて行われた活動に起因する
知的財産権の処分について規定するものである。

54401010101
13.01.0
5

7010075015
契約のもとでのダンスのライブ公演（ダン
スミュージカル及びその他のダンス）

13.01.
05

契約のもとでのダンスのライブ公演（ダン
スミュージカル及びその他のダンス）

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、ダンス
のライブ公演を制作し、実施する。 ここで言う契約とは、
当該契約に基づいて行われた活動に起因する知的財産
権の処分について規定するものである。

54401010101
13.01.0
6

7010075018 契約のもとでのライブ講演
13.01.
06

契約のもとでのライブ講演

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、ライブ
講演を行う。ここで言う契約とは、当該契約に基づいて行
われた活動に起因する知的財産権の処分について規定
するものである。

54401010101
13.01.0
7

7010075021
他に分類されない契約のもとでの舞台芸
術のライブ公演

13.01.
07

他に分類されない契約のもとでの舞台芸
術のライブ公演

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、他の
場所に分類されていない、舞台芸術のライブ公演を制作
し、実施する。ここで言う契約とは、当該契約に基づいて
行われた活動に起因する知的財産権の処分について規
定するものである。
○契約のもとでのサーカス公演、コメディ公演、マジック
のショー、バラエティー番組、アイススケートショーの契約
（スポーツ競技は除く）などを提供する。

54401010101 13.02 7010100000
契約のもとに生産されたライブ公演の視
聴覚作品

13.02
契約のもとに生産されたライブ公演の視
聴覚作品

54401010101 13.03 7010125000

その他の契約のもとに生産され、著作権
により保護された芸術的及び文学的知
的財産（ライブ公演及び視聴覚作品を除
く）

13.03

その他の契約のもとに生産され、著作権
により保護された芸術的及び文学的知
的財産（ライブ公演及び視聴覚作品を除
く）

14 54101010102
著作権により保護された知的財産物の権
利の売切り

14 7009550000
著作権により保護された知的財産物の
権利の売切り

14
著作権により保護された知的財産物の
権利の売切り

15 54201010101
著作権により保護された知的財産物の使
用許諾

15 7009581000
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

15
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産を使用するための許可を与える。コンピュータソフ
トウェア、書籍、スクリーン、映画および舞台演劇原稿、
振り付けおよび楽曲、イメージエフェクトデザイン、舞台芸
術プロダクション、建築図面、写真および美術館など、著
作権によって暗黙または明示的に保護された財産を使
用するためのライセンスが含まれます。
○合意された期間、方法、場所について、著作権で保護
された知的財産を放送、出版、再生、記録、改変、組み
込み、配布、または賃貸する権利をライセンスする。
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AE-71150 （Independent Artists, Writers, and Performers）

54201010101 15.01 7009581003
著作権により保護された知的財産物の
撮影許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

15.01
著作権により保護された知的財産物の
撮影許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサーが所有または管理する著作権で保護された
知的財産を映画化する許可を与える。コンピュータソフト
ウェア、書籍、映画、舞台演劇原稿、振り付けおよび音楽
作品、イメージエフェクトデザイン、舞台芸術作品、建築
図面、写真および美術品といった著作権によって暗黙ま
たは明示的に保護された知的財産を使用して撮影するラ
イセンスを含みます。
○合意された期間、方法、場所で、著作権で保護された
知的財産権を使用して映画制作の権利をライセンスす
る。

54201010101 15.02 7009581006
著作権により保護された知的財産物の
記録許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

15.02
著作権により保護された知的財産物の
記録許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサーが所有または管理する著作権で保護された
知的財産を記録する許可を与える。 コンピュータソフト
ウェア、書籍、スクリーン、映画およびステージ演奏原
稿、振付および音楽作品、舞台芸術作品など、著作権に
よって暗黙または明示的に保護された知的財産を使用し
て記録するためのライセンスを含みます。
○合意された期間、方法、場所で著作権保護された知的
財産を記録する権利をライセンスする。

54201010101 15.03 7009581009
著作権により保護された知的財産物の
実演許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

15.03
著作権により保護された知的財産物の
実演許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産を実行するための許可を与える。 書籍、スクリー
ン、映画、ステージ演奏原稿、振付および音楽作品、イ
メージエフェクトデザイン、舞台芸術作品など、著作権に
よって暗黙または明示的に保護された知的財産を使用し
て実行するためのライセンスが含まれます。
○合意された期間、方法、場所で実演する権利をライセ
ンスする。

54201010101 15.04 7009581012
著作権により保護された知的財産物の
放映許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

15.04
著作権により保護された知的財産物の
放映許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサーが所有または管理する著作権で保護された
知的財産を放送する許可を与える。コンピュータソフト
ウェア、書籍、スクリーン、映画および舞台演奏原稿、振
付および音楽作品、イメージエフェクトデザイン、舞台芸
術作品、建築図面、写真および美術品といった著作権に
よって暗黙または明示的に保護された知的財産を放映
するためのライセンスを含む。チームやリーグが所有す
る観客スポーツのオリジナル放送を再放送するためのラ
イセンスも含まれています。
○テレビ、ラジオ、インターネット、衛星、ケーブル放送の
権利。○合意された期間、方法、場所で放送する権利を
ライセンスする。

54201010101 15.05 7009581015
著作権により保護された知的財産物の
出版許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

15.05
著作権により保護された知的財産物の
出版許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産を出版する許可を与える。 コンピュータソフトウェ
ア、書籍、スクリーン、映画および舞台演出原稿、振付お
よび音楽作品、イメージエフェクトデザイン、舞台芸術作
品、建築図、写真および美術品など、著作権によって暗
黙または明示的に保護された知的財産を複製するため
のライセンスが含まれます
○合意された期間、方法、場所で出版する権利をライセ
ンスする。

54201010101 15.06 7009581018
著作権により保護された知的財産物の
複製許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

15.06
著作権により保護された知的財産物の
複製許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産を複製する許可を与える。 コンピュータソフトウェ
ア、書籍、スクリーン、映画および舞台演出原稿、振付お
よび音楽作品、イメージエフェクトデザイン、舞台芸術作
品、建築図、写真および美術品など、著作権によって暗
黙または明示的に保護された知的財産を出版するため
のライセンスが含まれます。
○合意された期間、方法、場所で出版する権利をライセ
ンスする。

54201010101 15.07 7009581021
著作権により保護された知的財産物の
その他の使用許諾（視聴覚作品、楽曲
及び録音を除く）

15.07
著作権により保護された知的財産物のそ
の他の使用許諾（視聴覚作品、楽曲及び
録音を除く）

16 54201010202
商標により保護された知的財産物の使用
許諾

16 7009625000
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

16
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

ライセンサーが所有または管理している商標権（名称、シ
ンボル、ロゴなど）の商業的使用の許可を与える。
○商品ライセンス。

17 74101010202
グラフィックデザインサービス（広告用を除
く)

17 7012075000
グラフィックデザインサービス（広告用を
除く）

17
グラフィックデザインサービス（広告用を
除く）

テキストとグラフィックスを組み合わせて、メッセージやコ
ンセプトを視覚的に伝えます。 概念の提示、主要な設計
要素のレイアウトの提示、美術的な指示、イラスト及び写
真のコーディネート、包括的なレイアウト及び最終的な作
品の制作、グラフィックの標準的なマニュアルの制作; 制
作の監督など、多くの段階を含む場合があります。
○企業アイデンティティ、ブランドアイデンティティのため
のデザインサービス。 文房具セット（名刺、レターヘッド、
封筒）; 広告材料; 書籍、雑誌、新聞など。 製品包装; 視
聴覚作品など。○書体デザインサービス、および商用イ
ラストレーションサービスなど。○グラフィックデザインコ
ンサルティングサービス。

18 77105010104 視聴覚作品制作支援サービス 18 7013400000 視聴覚作品制作支援サービス 18 視聴覚作品制作支援サービス

視聴覚作品の製作中に技術的および芸術的サポート
サービスを提供する。
○プロダクションマネジメント、ディレクター、カメラマン、
グリップ、サウンドエンジニア、エクストラ、および特殊効
果サービスなど。

19 77106010103 他者による録音支援サービス 19 7013575000 他者による録音支援サービス 19 他者による録音支援サービス
サウンドエンジニア、ナレーター、ミュージシャンサービス
などのクリエイティブなサービスを提供し、他者による録
音の制作をサポートします。
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ワークシート①【別紙様式2】

A列　NAPCS（2017年） B列　2017年アメリカ経済センサス調査票 C列　CPA（Ver.2.1） D列　CPＣ（Ver.2.1） E列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
AE-71150 （Independent Artists, Writers, and Performers）

20 77101010101 出版物の広告スペース 20 7012275000 出版物の広告スペース 20 出版物の広告スペース
印刷媒体に広告スペースを提供する。
○広告スペースの提供にバンドルされた広告の作成とデ
ザイン。

21 77101010102 テレビCM枠 21 7012300000 テレビCM枠 21 テレビCM枠

商用メッセージや製品やサービスの消費を促進するプロ
グラムなどの広告コンテンツの放送にテレビ放送時間を
提供する。
○地方、地域、または全国のテレビ局およびネットワーク
ならびにケーブルおよびその他の加入テレビ番組システ
ムの広告時間。○広告メッセージ、不動産リスティング、
インフォマーシャル、ホームショッピングプログラム、スポ
ンサーシップ、その他の広告。

22 77101010103 ラジオCM枠 22 7012325000 ラジオCM枠 22 ラジオCM枠

商品やサービスの消費を促進するための商用メッセージ
やプログラムの放送にラジオ放送時間を提供する。
○ラジオ局およびネットワーク、ケーブルおよびその他の
サブスクリプションラジオ番組システムでの地方、地域、
または全国の広告時間。○広告メッセージとプログラム、
スポンサーシップ、およびその他の広告。

23 77101010104 インターネット広告 23 7012350000 インターネット広告 23 インターネット広告

24 77101010105
ディスプレイ広告メディアスペースのリー
ス

24 7012375000
ディスプレイ広告メディアスペースのリー
ス

24
ディスプレイ広告メディアスペースのリー
ス

ディスプレイ広告メディアスペースのリース。このリース契
約にはストレージサービスやローテ－ションサービスと
行ったような追加的なサービスが含まれる場合もある。
○広告のための回路基板の設定、メンテナンス、データ
消去。

25 77101010106
その他の広告スペース、時間及び類似し
たサービス

25 25
その他の広告スペース、時間及び類似し
たサービス

77101010106 25.01 7012400000
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

25.01
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

77101010106 25.02 7012410000
その他の広告スペース、時間及び類似し
たサービス

25.02
その他の広告スペース、時間及び類似し
たサービス

26 77102010105 イベント管理サービス 26 7013050000
広報イベント管理サービス（スポーツ、舞
台芸術イベントの企画、管理サービスを
含む）

26 イベント管理サービス
特定のイベントを利用するか、イベントのスポンサーにな
ることを通じて広報戦略を策定および実施すること。

27 81102040101 専門職業管理サービス 27 7014950000 専門職業管理サービス 27 専門職業管理サービス

芸術家、アスリート、エンターテイナー、その他著名人を
対象に、関連する活動の専門職業に就いている者に関
しての管理・調整を行うこと（例：公演や出演などの契
約）。

28 81102040102 代理サービス 28 7014975000 代理サービス 28 代理サービス
契約交渉において、芸術家、アスリート、エンターテイ
ナーなどの著名人の代理や助言を行うこと。
○法的およびその他の専門的な代理。

81102040102 28.01 7014975003 公演契約代理サービス 28.01 公演契約代理サービス
公演契約交渉において、芸術家、アスリート、エンターテ
イナーなどの著名人の代理や助言を行うこと。
○法的およびその他の専門的な代理。

81102040102 28.02 7014975006
スポンサーシップ及びコマーシャル契約
代理サービス

28.02
スポンサーシップ及びコマーシャル契約
代理サービス

スポンサーシップおよび保証契約のための交渉におい
て、アーティスト、選手、芸能人、およびその他の公的な
人物を代理し、助言する。
○法的およびその他の専門的な代理。

81102040102 28.03 7014975009 その他の契約代理サービス 28.03 その他の契約代理サービス

メディア関係、知的財産関連事項など、他の契約の交渉
において、アーティスト、選手、芸能人、その他の公的な
人物を代理し、助言する。
○法的およびその他の専門的な代理。
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ワークシート②【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

E列　一次原案生産物リスト F列　二次原案生産物リスト G列　既存統計調査の調査品目名 H列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

1
即時消費のため、調理提供又は分配され
た食事、軽食、その他の食品・ノンアル
コール飲料

食事、スナック、その他の食品や飲み物を用意し、即座に
調理したり調理したり（調理やその他の準備をほとんどま
たはまったくしないで消費する準備ができている）。

―
設定しない（調査研究からは把握でき
ず）。

2
即時消費のため、調理又は分配されたア
ルコール飲料

― 〃

P その他の家庭用品・身の回り品 E 製造業の検討を踏まえて設定

3 絵画、彫刻、その他の芸術品

エンドユーザーとしての通常の権利のみを伴う形で販売
するためにアーティストによって作成された絵画、彫刻、
及びその他のファインアートのオリジナルとオリジナルの
コピー。
×完全に（すなわち、すべての付属する知的財産権ととも
に）販売する作品のオリジナル⇒「著作権により保護され
ている知的財産」

P 絵画、彫刻、その他の芸術家による作品

エンドユーザーとしての通常の権利（所有権、所有者等と
しての展示権など）のみを伴う形で販売される、芸術家に
よって作成された絵画、彫刻ならびにその他の芸術作品
の原作品（オリジナル）又は複製物（コピー）。

〃

4
骨董品・収集品・芸術品・その他の中古品
の小売販売（輸送・機械品を除く）

設定しない（調査研究からは把握でき
ず）。

P 演劇・演芸・音楽興行サービス

事業者との契約に基づき又は一般消費者から入場料を
取って演劇・演芸・音楽の公演・演奏を行うサービスをい
う。
○演劇、歌劇、歌舞伎、人形劇、ミュージカル、バレエ、日
本舞踊、お芝居・歌謡ショー（二部構成）、落語、漫才、講
談、浪曲、見世物、軽業、曲芸、各種音楽コンサート（ポ
ピュラー音楽、クラシック音楽等）、演奏会、ディナー
ショーなど

5 舞台芸術のライブ公演の入場料

個人や団体が演劇、音楽、ダンスなどのライブ公演に参
加することを許可する。 この生産物の収益には、入場料
およびカバレッジ料金、ならびに主に入会権のために支
払われる「会員資格」手数料が含まれる。

P
演劇・演芸・音楽興行サービス（事業者と
の契約に基づく公演・演奏収入）

事業者との契約に基づき、イベントやテレビ番組等での公
演、ＣＤ等の原盤制作のための公演・演奏を提供する
サービスをいう。

一次原案生産物リスト及び特定サービス
産業実態調査を踏まえ設定
本生産物は「知的財産の制作（請負）
サービス」として設定

5.01
演劇のライブ公演への入場料（ミュージカ
ル以外）

個人や団体がミュージカル以外の演劇のライブ公演に参
加することを許可する。 この生産物の収益には、入場料
およびカバレッジ料金、および主に入会権のために支払
われる「会員資格」手数料が含まれる。

P
演劇・演芸・音楽興行サービス（一般消費
者からの入場料収入）

一般消費者から入場料を取って舞台芸術・音楽興行を提
供するサービスをいう。

一次原案生産物リスト及び特定サービス
産業実態調査を踏まえ設定

5.02
ミュージカル・オペラのライブ公演への入
場料

個人や団体がミュージカルやオペラのライブ公演に参加
することを許可する。 この生産物の収益には、入場料お
よびカバレッジ料金、および主に入会権のために支払わ
れる「会員資格」手数料が含まれる。

P
演劇・演芸・音楽興行サービス（その他の
収入）

所属俳優等の肖像権（パブリシティ権）収入や出演料収
入のほか、施設会員会費収入、ファンクラブ会費収入な
ど

〃

5.03
交響曲・クラシック音楽のライブ公演への
入場料

個人や団体が交響曲やクラシック音楽のライブ公演に参
加することを許可する。 この生産物の収益には、入場料
およびカバレッジ料金、および主に入会権のために支払
われる「会員資格」手数料が含まれる。

―
演劇・演芸・音楽興行サービス（一般消費
者からの入場料収入）に含まれる

5.04 ポピュラー音楽のライブ公演への入場料

個人や団体が人気のある音楽アーティストのライブ公演
に参加することを許可する。  この生産物の収益には、入
場料およびカバレッジ料金、および主に入会権のために
支払われる「会員資格」手数料が含まれる。

5.05
ダンスのライブ公演への入場料（ダンス
ミュージカル及びそれ以外のダンス）

個人や団体がダンサー、バレエ団、及びダンス集団のラ
イブ公演に参加することを許可する。 この生産物の収益
には、入場料およびカバレッジ料金、および主に入会権
のために支払われる「会員資格」手数料が含まれる。

5.06 ライブ講演への入場料

個人や団体がアーティスト、選手、芸能人、その他の著名
な人物によるライブ講演に出席できるようにする。 この生
産物の収益には、入場料およびカバレッジ料金、および
主に入会権のために支払われる「会員資格」手数料が含
まれる。

5.07
他に分類されない（フェア及びフェスティ
バルを含む）舞台芸術のライブ公演への
入場料

個人や団体がアーティストや企業のライブパフォーマンス
に参加することを許可する。他の場所では許可されませ
ん。 この生産物の収益には、入場料およびカバレッジ料
金、および主に入会権のために支払われる「会員資格」
手数料が含まれる。
○サーカス公演、コメディ公演、マジックショーへの入場、
バラエティ番組、アイススケートショー（スポーツ競技は除
く）など。

6
舞台芸術愛好会や文化施設の会員サー
ビス

払い戻しできない入会手数料や年会費の支払いと引き換
えに、舞台芸術協会およびクラブからメンバーに提供され
る一連のサービス。この一連のサービスには、組織のイ
ベントや意思決定に参加する権利、組織の施設を利用す
る権利、組織のニュースレターと出版物の提供を受ける
権利、特定の商品やサービスを割引価格で購入できるよ
うにするなどのサービス（例えば、組織の公演への無料
入場や割引入場）が含まれる場合があります。

―
演劇・演芸・音楽興行サービス（その他の
収入）に含まれる

細分類 7271　著述家業　7272　芸術家業

大分類

中分類

小分類

L　学術研究，専門・技術サービス業

72　専門サービス業

727　著述・芸術家業

細品目（10桁）名

コモ法6桁分類名

調査品目名 内容例示

著述家
個人で詩歌、小説などの文芸
作品の創作、文芸批評などを
行う事業。

芸術家
個人で美術・音楽・演劇など
の芸術作品の創作、演出など
を行う事業。

著述家・芸術家業

個人（一般消費者） 48.7%

（他の企業・団体）民間 44.5%

（他の企業・団体）公務 6.3%

海外取引 0.6%

同一企業内取引 －

著述家

個人（一般消費者） 2.1%

（他の企業・団体）民間 96.0%

（他の企業・団体）公務 1.9%

海外取引 －

同一企業内取引 －

芸術家

個人（一般消費者） 59.3%

（他の企業・団体）民間 32.6%

（他の企業・団体）公務 7.3%

海外取引 0.7%

同一企業内取引 －

調査品目名

その他の専門サービス業

＜平成23年産業連関表＞

著述家・芸術家業

＜サービス産業動向調査＞

その他の娯楽

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

○収入を得た相手先別収入額（％）＜H24経済センサス＞

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

物品販売サービス

・作品収入（鍛鉄作品制作納
品）
・店舗にての売上
・高材の販売
・和紙工芸品制作（販売）

(回答のあった事業所数：5以下　）

＜著述家・芸術家業＞
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ワークシート②【別紙様式3】

E列　一次原案生産物リスト F列　二次原案生産物リスト G列　既存統計調査の調査品目名 H列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

　

P 美術・イベント・その他の興行サービス

事業者との契約に基づき又は一般消費者から入場料を
取って絵画展・書道展などの美術展、講演会・各種催しな
どのイベントを行うサービスをいう。
○絵画展、展覧会、書道展、彫刻展、講演会、諸集会、映
画上映、各種催しなど

著述・芸術家業の副業の生産物として想
定されるため設定

P
美術・イベント・その他の興行サービス
（事業者との契約に基づく興行収入）

事業者との契約に基づき、絵画展・書道展などの美術
展、講演会・各種催しなどのイベントを行うサービスをい
う。

P
美術・イベント・その他の興行サービス
（一般消費者からの入場料収入）

一般消費者から入場料を取って、絵画展・書道展などの
美術展、講演会・各種催しなどのイベントを行うサービス
をいう。

P
美術・イベント・その他の興行サービス（そ
の他の収入）

著述家、芸術家等の肖像権（パブリシティ権）収入や出演
料収入のほか、施設会員会費収入、ファンクラブ会費収
入など

P 教養・技能教授サービス
入会した受講生に対して、教養、技能、技術などを教授す
るサービス。専修学校（一般過程）、各種学校によるサー
ビスを含む。また、通信教育によるサービスを含む

7
レジャー・レクリエーション・アスレチックの
教授プログラム

レクリエーションおよびレジャー関連活動に対する理解と
能力の開発に焦点を当てた教育プログラムおよびコース
を提供する。 これにより賞やその他の認定が得られる
が、学術的な資格やキャリア資格はない。

P 音楽・ダンス教授サービス

ピアノ、バイオリン、ギター、カラオケなどの音楽に関する
技能・技術又は日本舞踊、社交ダンス、ジャズダンス、バ
レエなどのダンス・舞踊に関する技能・技術を教授する
サービス。専修学校（一般過程）、各種学校によるサービ
スを含む。また、通信教育によるサービスを含む

著述・芸術家業の副業の生産物として想
定されるため設定

8
職人、専門職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

成人を熟練職人、または初歩的業務従事者、専門職業従
事者、技術職業従事者へ訓練したり、最新の技術・知識
を習得したりできるように設計された、多種多様な科目に
ついての教育プログラムと非学位コースを提供する。 ま
たは短期間の技能の向上、または就業時間中に専門的
な開発訓練を提供するもの。

P スポーツ・健康教授サービス

指導者がスポーツの技能や健康、美容などの増進のため
に、柔道、水泳、ヨガ、体操などを教授するサービス。専
修学校（一般過程）、各種学校によるサービスを含む。ま
た、通信教育によるサービスを含む

P 語学教授サービス
主として外国語会話を教授するサービス。日本語学校、
専修学校（一般過程）、各種学校によるサービスを含む。
また、通信教育によるサービスを含む

P 職業技能教授サービス

労働者や求職者などに対して、職業に必要な技能や知識
を教授するサービス。職業に必要な資格取得のためのも
のを含む。専修学校（一般過程）、各種学校によるサービ
スを含む。また、通信教育によるサービスを含む。
○経理・財務、ＯＡ事務、機械加工、電気設備、情報処
理、デザイン、介護など

P 美術・工芸等教授サービス

絵画、彫刻、書道、写真などの美術に関する技能・技術、
彫金、陶芸、木彫などの工芸に関する技能・技術を教授
するサービス。専修学校（一般過程）、各種学校による
サービスを含む。また、通信教育によるサービスを含む。
○生花、茶道、編物、フラワーデザインなど

著述・芸術家業の副業の生産物として想
定されるため設定

P その他の教養・技能教授サービス

他に分類されない教養、技能、技術などを教授するサー
ビスを提供。専修学校（一般過程）、各種学校によるサー
ビスを含む。また、通信教育によるサービスを含む。
○そろばん、囲碁、将棋、教養講座、カルチャー教室、家
庭教師など。

9
その他の会員サービス（宗教集会を含
む）

団体（労働組合、市民団体、社会団体、舞台芸術団体、ク
ラブ、博物館、史跡、動物園、植物園、自然界団体、企業
や専門職団体を除く）が会費やそれに類する支払いの対
価として会員に提供する一連のサービス。この一連の
サービスには、組織のイベントや意思決定に参加する権
利、組織の施設を利用する権利、組織のニュースレターと
出版物の提供を受ける権利、特定の商品やサービスを割
引価格で購入できるようにするなどのサービスが含まれ
る場合がある。

―
演劇・演芸・音楽興行サービス（その他の
収入）に含まれる

10
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

スポーツ、エンターテインメント、その他のイベントを発表
するためのスペースの賃貸またはリース。

―
設定しない（調査研究からは把握でき
ず）。

11 商業用スペースのレンタル、リース
建物や建物やその他の施設内で、商品の小売販売や各
種提供サービス（例：飲食物の調理、映画館、銀行、美容
院など）のためのスペースの賃貸またはリース。

12
商業・サービス産業用機械装置の賃貸
（オペレーターなし）

商業用およびサービス用機械器具の賃貸またはリース。
○医療機器、視聴覚機器、演劇用機器（衣装やワード
ローブを除く）交通安全看板および機器;洗濯およびドライ
クリーニング装置、自動販売機、アミューズメント機器、商
業用冷凍設備などの貸し出しまたはリース。○賃貸契約
またはリース契約に同梱された配達又は引き取り、保険
（例：不動産、賠償責任、保証、損害賠償）、および保守お
よび修理。

13
契約のもとに生産され、著作権により保
護された芸術的及び文学的知的財産

―
演劇・演芸・音楽興行サービス（事業者と
の契約に基づく公演・演奏収入）に含まれ
る

13.01
契約のもとに上演された舞台芸術のライ
ブ公演

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、舞台芸
術の公演を制作し、上演する。 ここで言う契約とは、当該
契約に基づいて行われた活動に起因する知的財産権の
処分について規定するものである。

契約のもとでの演劇のライブ公演（ミュー
ジカル以外）

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、ミュー
ジカル以外の演劇のライブ公演を制作し、実施する。ここ
で言う契約とは、当該契約に基づいて行われた活動に起
因する知的財産権の処分について規定するものである。

13.01.
02

契約のもとでのミュージカル・オペラのラ
イブ公演

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、ミュー
ジカルやオペラのライブ公演を制作し、実施する。ここで
言う契約とは、当該契約に基づいて行われた活動に起因
する知的財産権の処分について規定するものである。
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13.01.
03

契約のもとでの交響曲・クラシック音楽の
ライブ公演

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、交響曲
やクラシック音楽のライブ公演を制作し、実施する。 ここ
で言う契約とは、当該契約に基づいて行われた活動に起
因する知的財産権の処分について規定するものである。

13.01.
04

契約のもとでのポピュラー音楽のライブ公
演

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、ポピュ
ラー音楽のライブ公演を制作し、実施する。ここで言う契
約とは、当該契約に基づいて行われた活動に起因する知
的財産権の処分について規定するものである。

13.01.
05

契約のもとでのダンスのライブ公演（ダン
スミュージカル及びその他のダンス）

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、ダンス
のライブ公演を制作し、実施する。 ここで言う契約とは、
当該契約に基づいて行われた活動に起因する知的財産
権の処分について規定するものである。

13.01.
06

契約のもとでのライブ講演

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、ライブ
講演を行う。ここで言う契約とは、当該契約に基づいて行
われた活動に起因する知的財産権の処分について規定
するものである。

13.01.
07

他に分類されない契約のもとでの舞台芸
術のライブ公演

プロモーター、会場所有者などとの契約に基づき、他の場
所に分類されていない、舞台芸術のライブ公演を制作し、
実施する。ここで言う契約とは、当該契約に基づいて行わ
れた活動に起因する知的財産権の処分について規定す
るものである。
○契約のもとでのサーカス公演、コメディ公演、マジックの
ショー、バラエティー番組、アイススケートショーの契約（ス
ポーツ競技は除く）などを提供する。

13.02
契約のもとに生産されたライブ公演の視
聴覚作品

13.03
その他の契約のもとに生産され、著作権
により保護された芸術的及び文学的知的
財産（ライブ公演及び視聴覚作品を除く）

14
著作権により保護された知的財産物の権
利の売切り

―
契約に基づかない自主的な創作活動は、
後述の「出版物のオリジナル」等に含まれ
る。

7270120300 雑誌・書籍等の著述作品のオリジナル
知的財産関連生産物の設定方針（案）を
踏まえて設定

7270120303 雑誌・書籍等の著述作品のオリジナル
論文、小説、詩歌など著作権法により保護された著述家
が作成した著述作品のオリジナル（紙原稿、デジタルデー
タ等により記録された原稿など）をいう。

本分類については、Ｇ情報通信業の議論
を踏まえて検討

7270120600 映像著作物のオリジナル
知的財産関連生産物の設定方針（案）を
踏まえて設定

7270120603 映像著作物のオリジナル

映画、ビデオ、動画、テレビ番組、アニメーション、テレビＣ
Ｍ、スポーツ中継の録画などの著作権法により保護され
た映像著作物のオリジナル（フィルム、ビデオテープ、デ
ジタルデータ等により記録されたもの）をいう。

本分類については、Ｇ情報通信業の議論
を踏まえて検討

7270120900 音楽・音声著作物のオリジナル
知的財産関連生産物の設定方針（案）を
踏まえて設定

7270120903 音楽・音声著作物のオリジナル

音楽、音響、音声、ラジオ番組、ラジオＣＭ、スポーツ中継
の録音などの著作権法により保護された音楽・音声著作
物のオリジナル（レコード、磁気テープ、デジタルデータ等
により記録されたもの）をいう。

本分類については、Ｇ情報通信業の議論
を踏まえて検討

15
著作権により保護された知的財産物の使
用許諾

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産を使用するための許可を与える。コンピュータソフ
トウェア、書籍、スクリーン、映画および舞台演劇原稿、振
り付けおよび楽曲、イメージエフェクトデザイン、舞台芸術
プロダクション、建築図面、写真および美術館など、著作
権によって暗黙または明示的に保護された財産を使用す
るためのライセンスが含まれます。
○合意された期間、方法、場所について、著作権で保護さ
れた知的財産を放送、出版、再生、記録、改変、組み込
み、配布、または賃貸する権利をライセンスする。

7270161200
雑誌・書籍等の著述作品に係る著作権の
使用許諾サービス

「知的財産関連生産物の設定方針（案）」
を踏まえて設定。

15.01
著作権により保護された知的財産物の撮
影許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサーが所有または管理する著作権で保護された
知的財産を映画化する許可を与える。コンピュータソフト
ウェア、書籍、映画、舞台演劇原稿、振り付けおよび音楽
作品、イメージエフェクトデザイン、舞台芸術作品、建築図
面、写真および美術品といった著作権によって暗黙また
は明示的に保護された知的財産を使用して撮影するライ
センスを含みます。
○合意された期間、方法、場所で、著作権で保護された
知的財産権を使用して映画制作の権利をライセンスす
る。

7270161203
雑誌・書籍等の著述作品に係る著作権の
使用許諾サービス

著述家が作成した著述作品の雑誌等への掲載、書籍等
としての出版を許諾（出版権を付与）するサービス。また、
著述家又は出版社が著作権を保有する著述作品の複
製、公衆送信、翻訳、翻案（映画化、アニメ化など）等を許
諾するサービス。
○原稿料収入、印税（ロイヤリティ）収入など

Ｇ情報通信業の議論を踏まえて検討
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15.02
著作権により保護された知的財産物の記
録許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサーが所有または管理する著作権で保護された
知的財産を記録する許可を与える。 コンピュータソフト
ウェア、書籍、スクリーン、映画およびステージ演奏原稿、
振付および音楽作品、舞台芸術作品など、著作権によっ
て暗黙または明示的に保護された知的財産を使用して記
録するためのライセンスを含みます。
○合意された期間、方法、場所で著作権保護された知的
財産を記録する権利をライセンスする。

7270161500 映像著作権の使用許諾サービス
「知的財産関連生産物の設定方針（案）」
を踏まえて設定。

15.03
著作権により保護された知的財産物の実
演許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産を実行するための許可を与える。 書籍、スクリー
ン、映画、ステージ演奏原稿、振付および音楽作品、イ
メージエフェクトデザイン、舞台芸術作品など、著作権に
よって暗黙または明示的に保護された知的財産を使用し
て実行するためのライセンスが含まれます。
○合意された期間、方法、場所で実演する権利をライセン
スする。

7270161503 ビデオグラム化権の使用許諾サービス
映像作品（自社が著作権を有するものに限る。）をビデオ
やDVDなどに複製し頒布する権利を第三者に対して許諾
するサービス。

Ｇ情報通信業の議論を踏まえて検討

15.04
著作権により保護された知的財産物の放
映許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサーが所有または管理する著作権で保護された
知的財産を放送する許可を与える。コンピュータソフトウェ
ア、書籍、スクリーン、映画および舞台演奏原稿、振付お
よび音楽作品、イメージエフェクトデザイン、舞台芸術作
品、建築図面、写真および美術品といった著作権によっ
て暗黙または明示的に保護された知的財産を放映するた
めのライセンスを含む。チームやリーグが所有する観客ス
ポーツのオリジナル放送を再放送するためのライセンスも
含まれています。
○テレビ、ラジオ、インターネット、衛星、ケーブル放送の
権利。○合意された期間、方法、場所で放送する権利を
ライセンスする。

7270161506 テレビ放映権の使用許諾サービス

映像作品（自社が著作権を有するものに限る。）をテレビ
又はインターネットで放映・配信する権利を第三者に対し
て許諾するサービス。
○公衆送信権（放送）、自動公衆送信権

〃

15.05
著作権により保護された知的財産物の出
版許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産を出版する許可を与える。 コンピュータソフトウェ
ア、書籍、スクリーン、映画および舞台演出原稿、振付お
よび音楽作品、イメージエフェクトデザイン、舞台芸術作
品、建築図、写真および美術品など、著作権によって暗
黙または明示的に保護された知的財産を複製するための
ライセンスが含まれます
○合意された期間、方法、場所で出版する権利をライセン
スする。

7270161509 リメイク権の使用許諾サービス
映像作品（自社が著作権を有するものに限る。）をリメイク
（翻案、改良）する権利を第三者に対して許諾するサービ
ス。

〃

15.06
著作権により保護された知的財産物の複
製許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除
く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産を複製する許可を与える。 コンピュータソフトウェ
ア、書籍、スクリーン、映画および舞台演出原稿、振付お
よび音楽作品、イメージエフェクトデザイン、舞台芸術作
品、建築図、写真および美術品など、著作権によって暗
黙または明示的に保護された知的財産を出版するための
ライセンスが含まれます。
○合意された期間、方法、場所で出版する権利をライセン
スする。

7270161599
その他の映像著作物の使用許諾サービ
ス

その他の映像著作物の使用許諾サービス。
○貸与権、著作隣接権、二次的著作物利用権

〃

15.07
著作権により保護された知的財産物のそ
の他の使用許諾（視聴覚作品、楽曲及び
録音を除く）

7270161800
音楽・音声著作権及び著作隣接権の使
用許諾サービス

「知的財産関連生産物の設定方針（案）」
を踏まえて設定。

7270161803 音楽・音声著作権の使用許諾サービス

著作者（作詞家、作曲者、制作者等）と楽曲ごとに著作権
の管理に関する契約を結び、第三者に対して楽曲や
ミュージックビデオの配信や複製による販売を許諾する
サービス。ただし、公衆送信権（放送）及び自動公衆送信
権を除く。

Ｇ情報通信業の議論を踏まえて検討

7270161806
音楽・音声著作物に係る著作隣接権の許
諾サービス

著作隣接権者（実演者、レコード製作者、放送事業者等）
とレコードの複製・貸与、原盤使用、二次使用、私的録音・
録画等を許諾するサービス

〃

7270161809 ラジオ放送権の使用許諾サービス

音楽作品（自社が著作権を有するものに限る。）をラジオ
又はインターネットラジオで放送・配信する権利を第三者
に対して許諾するサービス。
○公衆送信権（放送）、自動公衆送信権

〃

16
商標により保護された知的財産物の使用
許諾

ライセンサーが所有または管理している商標権（名称、シ
ンボル、ロゴなど）の商業的使用の許可を与える。
○商品ライセンス。

―
設定しない（調査研究からは把握でき
ず）。

P デザイン制作サービス

顧客の要請に応じて、工業的・商業的製品又はその他の
造形物、装飾の製造、制作に関し、販売を目的に用途、
材質、製作法、形状、色彩、模様、配置、照明などについ
て設計、表現するサービス

著述・芸術家業の生産物として想定され
るため設定

17
グラフィックデザインサービス（広告用を
除く）

テキストとグラフィックスを組み合わせて、メッセージやコ
ンセプトを視覚的に伝えます。 概念の提示、主要な設計
要素のレイアウトの提示、美術的な指示、イラスト及び写
真のコーディネート、包括的なレイアウト及び最終的な作
品の制作、グラフィックの標準的なマニュアルの制作; 制
作の監督など、多くの段階を含む場合があります。
○企業アイデンティティ、ブランドアイデンティティのため
のデザインサービス。 文房具セット（名刺、レターヘッド、
封筒）; 広告材料; 書籍、雑誌、新聞など。 製品包装; 視
聴覚作品など。○書体デザインサービス、および商用イラ
ストレーションサービスなど。○グラフィックデザインコンサ
ルティングサービス。

P インテリアデザイン 室内の構成と装飾などのデザイン

P インダストリアルデザイン
機器（輸送・電気電子・通信・医療など。機器のインター
フェイスを含む）、生活用品、住宅設備用品、趣味娯楽用
品、運動競技用品、事務用品などのデザイン

P グラフィックデザイン ポスター、装丁、カタログ、パンフレットなどのデザイン
著述・芸術家業の生産物として想定され
るため設定

P
テキスタイルデザイン・ファッションデザイ
ン

カーテン、カーペットなどインテリアファブリックの繊維製
品、生地、タペストリー、ユニフォーム、既製服、帽子、鞄、
ハンドバック、装身具、スカーフ、履物などのデザイン
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ワークシート②【別紙様式3】

E列　一次原案生産物リスト F列　二次原案生産物リスト G列　既存統計調査の調査品目名 H列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

　

P パッケージデザイン 箱、商品包装（詰め合わせ商品なども含む）のデザイン

P ディスプレイデザイン
展示構成、店舗、店頭装飾、ウィンドウディスプレイなどの
デザイン

P デジタルメディアデザイン
Webサイト、アプリケーションのインターフェース、その他
のデジタルメディアのヴィジュアルのデザイン

P その他のデザイン 他の分類されていないその他のアイテムのデザイン。

18 視聴覚作品制作支援サービス

視聴覚作品の製作中に技術的および芸術的サポート
サービスを提供する。
○プロダクションマネジメント、ディレクター、カメラマン、グ
リップ、サウンドエンジニア、エクストラ、および特殊効果
サービスなど。

―
設定しない（調査研究からは把握でき
ず）。

19 他者による録音支援サービス
サウンドエンジニア、ナレーター、ミュージシャンサービス
などのクリエイティブなサービスを提供し、他者による録
音の制作をサポートします。

20 出版物の広告スペース
印刷媒体に広告スペースを提供する。
○広告スペースの提供にバンドルされた広告の作成とデ
ザイン。

21 テレビCM枠

商用メッセージや製品やサービスの消費を促進するプロ
グラムなどの広告コンテンツの放送にテレビ放送時間を
提供する。
○地方、地域、または全国のテレビ局およびネットワーク
ならびにケーブルおよびその他の加入テレビ番組システ
ムの広告時間。○広告メッセージ、不動産リスティング、イ
ンフォマーシャル、ホームショッピングプログラム、スポン
サーシップ、その他の広告。

22 ラジオCM枠

商品やサービスの消費を促進するための商用メッセージ
やプログラムの放送にラジオ放送時間を提供する。
○ラジオ局およびネットワーク、ケーブルおよびその他の
サブスクリプションラジオ番組システムでの地方、地域、ま
たは全国の広告時間。○広告メッセージとプログラム、ス
ポンサーシップ、およびその他の広告。

23 インターネット広告

24
ディスプレイ広告メディアスペースのリー
ス

ディスプレイ広告メディアスペースのリース。このリース契
約にはストレージサービスやローテ－ションサービスと
行ったような追加的なサービスが含まれる場合もある。
○広告のための回路基板の設定、メンテナンス、データ
消去。

25
その他の広告スペース、時間及び類似し
たサービス

25.01
電子及びその他の媒体の出版物の広告
スペース（オンラインを除く）

25.02
その他の広告スペース、時間及び類似し
たサービス

26 イベント管理サービス
特定のイベントを利用するか、イベントのスポンサーにな
ることを通じて広報戦略を策定および実施すること。

27 専門職業管理サービス
芸術家、アスリート、エンターテイナー、その他著名人を対
象に、関連する活動の専門職業に就いている者に関して
の管理・調整を行うこと（例：公演や出演などの契約）。

28 代理サービス
契約交渉において、芸術家、アスリート、エンターテイナー
などの著名人の代理や助言を行うこと。
○法的およびその他の専門的な代理。

28.01 公演契約代理サービス
公演契約交渉において、芸術家、アスリート、エンターテ
イナーなどの著名人の代理や助言を行うこと。
○法的およびその他の専門的な代理。

28.02
スポンサーシップ及びコマーシャル契約
代理サービス

スポンサーシップおよび保証契約のための交渉におい
て、アーティスト、選手、芸能人、およびその他の公的な
人物を代理し、助言する。
○法的およびその他の専門的な代理。

28.03 その他の契約代理サービス

メディア関係、知的財産関連事項など、他の契約の交渉
において、アーティスト、選手、芸能人、その他の公的な
人物を代理し、助言する。
○法的およびその他の専門的な代理。

75




