
分類原案の試作について

（検討状況報告）

（案）

資料２
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今回の試作（検討）内容

○ 前回の研究会で提示した分類原案の作成方法のうち、最下層の
生産物リストの作成（ＮＡＰＣＳ参考型の①②、ＣＰＡ参考型の③の段
階）について試行

＜１＞ 産業分類独立型 （NAPCS参考型）

＜２＞ 産業分類リンク型 （ＣＰＡ参考型）

最下層の生産物リストの
作成について試行
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○ 試作に際しては、日本標準産業分類（ＪＳＩＣ）小分類（3桁）ごとに、
下図のようなワークシートを作成

図 ワークシート（イメージ）

NAPCS（2017年） アメリカ経済センサス調査票 CPA（Ver.2.1） 調査研究結果 既存統計調査の調査品目名 生産物分類最下層リスト（原案）

NO. コード 項目名（英文） 項目名（和訳） NO. コード 項目名（英文） 項目名（和訳） NO. コード 項目名（英文） 項目名（和訳）
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 調査品目名 内容例示

分類コード
（分類階層）

区
分

分類名（案） 内容例示 定義

日本標準産業分類（2013年改定）

細分類 7111理学研究所、7112工学研究所、7113農学研究所、7114医学・薬学研究所、7121人文・社会科学研究所

711　自然科学研究、712　人文・社会科学研究所

71　学術・開発研究機関

大分類

小分類

中分類

Ｌ　学術研究，専門・技術サービス業

1 54201010101
Licensing of rights to use
intellectual property protected
by copyright

著作権により保護された知的
財産物の使用許諾

2 54201010201
Licensing of rights to use
intellectual property protected
by patent

特許により保護された知的財
産物の使用許諾

3 54201010202
Licensing of rights to use
intellectual property protected
by trademark

商標により保護された知的財
産物の使用許諾

4 54201010203
Licensing of rights to use
intellectual property protected
as industrial property, nec.

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

5 54101010102
Outright sale of rights to
intellectual property works
protected by copyright

著作権により保護された知的
財産物の権利の売切り

6 54101010101

Outright sale of rights to
intellectual property works
protected as industrial
property, including patents,
trademarks, industrial designs,
and trade secrets

特許、商標、工業デザイン、
企業秘密を含む産業財産とし
て保護された知的財産物の権
利の売切り

7 54301010101
Research and development
services

研究開発サービス

8 74101010801
Scientific and technical
consulting services, nec.

他に分類されない科学技術コ
ンサルティングサービス

9 47103010501
Engineering services for
commercial, public and
institutional building projects

商業用・公共建築物の工学技
術サービス

10 47103010502
Engineering services for
petroleum and petrochemical
plant and process projects

石油・石油化学プラント・プロ
セスの工学技術サービス

11 47103010503
Engineering services for other
industrial and manufacturing
plant and process projects

その他の産業・製造プラント・
プロセスの工学技術サービス

12 47103010504
Engineering services for
industrial and manufacturing
product design projects

産業・工業製品設計の工学技
術サービス

13 47103010505
Engineering services for
transportation projects

輸送機関の工学技術サービ
ス

14 47103010506
Engineering services for
municipal utility projects

都市公共施設の工業技術
サービス

15 47103010507
Engineering services for power
projects

電力の工学技術サービス

16 47103010508
Engineering services for
telecommunications and
broadcasting system projects

通信・放送システムの工学技
術サービス

17 47103010509
Engineering services for
hazardous and industrial
waste systems projects

有害産業廃棄物システムの
工学技術サービス

1 72.00.11
Interdisciplinary basic
research services

学際的基礎研究サービス

2 72.00.12
Interdisciplinary applied
research services

学際的応用研究サービス

3 72.00.13
Interdisciplinary experimental
development services

学際的実験開発サービス

4 72.00.20
Interdisciplinary research and
development originals

学際的な研究開発（独自のも
の）

5 72.11.11
Basic research services in
health biotechnology

健康バイオテクノロジーにお
ける基礎研究サービス

6 72.11.12
Applied research services in
health biotechnology

健康バイオテクノロジーにお
ける応用研究サービス

7 72.11.13
Experimental development
services in health
biotechnology

健康バイオテクノロジーにお
ける実験開発サービス

8 72.11.21
Basic research services in
environmental and industrial
biotechnology

環境・産業バイオテクノロジー
における基礎研究

9 72.11.22
Applied research services in
environmental and industrial
biotechnology

環境・産業バイオテクノロジー
における応用研究

10 72.11.23
Experimental development
services in environmental and
industrial biotechnology

環境・産業バイオテクノロジー
における実験開発サービス

11 72.11.31
Basic research services in
agricultural biotechnology

農業バイオテクノロジーにお
ける基礎研究サービス

12 72.11.32
Applied research services in
agricultural biotechnology

農業バイオテクノロジーにお
ける応用研究サービス

13 72.11.33
Experimental development
services in agricultural
biotechnology

農業バイオテクノロジーにお
ける実験開発サービス

14 72.11.40
Research and development
originals in biotechnology

バイオテクノロジーにおける研
究開発（独自のもの）

15 72.19.11
Basic research services in
physical sciences

物理科学における基礎研究
サービス

16 72.19.12
Applied research services in
physical sciences

物理科学における応用研究
サービス

17 72.19.13
Experimental development
services in physical sciences

物理科学における実験開発
サービス

18 72.19.21
Basic research services in
chemistry and biology

化学生物学における基礎研
究サービス

19 72.19.22
Applied research services in
chemistry and biology

化学及び生物学における応
用研究サービス

20 72.19.23
Experimental development
services in chemistry and
biology

化学生物学における実験開
発サービス

21 72.19.31
Basic research services in
engineering and technology,
except biotechnology

エンジニアリング及びテクノロ
ジーにおける基礎研究サービ
ス（バイオテクノロジー除く）

自然科学研究機関（国公立）★★
人文科学研究機関（国公立）★★
自然科学研究機関（非営利）★
人文科学研究機関（非営利）★
自然科学研究機関（産業）
人文科学研究機関（産業）
企業内研究開発

自然科学研究機関（産業）
人文科学研究機関（産業）
企業内研究開発（産業）

学術・開発研究事業

【収入例示】
・受託研究収入
・補助金・交付金などで開発・
研究に係わる収入
【内容例示】
・理学研究所
・工学研究所
・農学研究所
・医学・薬学研究所
・人文・社会科学研究所

〔７〕社内で使用した研究費
人件費
原材料費
有形固定資産の購入費
　・土地・建物など
　・機械・器具・装置など
　・その他の有形固定資産
無形固定資産の購入費
　・うちソフトウェア
リース料
その他の経費

〔８〕理学、工学、農学、保健
の性格別研究費
基礎研究費
応用研究費
開発研究費

〔９〕製品・サービス分野別研
究費
農林・水産品
鉱業

＜経済センサス-活動調査＞

＜科学技術研究調査＞

＜産業連関表　細品目（10桁）＞

＜コモ法6桁分類＞

・　受託研究
・　受託研究
・　受託事業
・　受託実験

・　研究成果物販売 ・　研究成果物販売

・　分析・試験
・　分析
・　試験

・　知的財産
・　知的財産物権利販売
・　知的財産物使用許諾
・　特許収益

・　技術提供
・　技術相談
・　技術指導

・　講演
・　セミナー
・　講座
・　講演

・　教育研修 ・　教育研修
・　コンサルティング ・　コンサルティング

・　研究設備提供
・　設備提供
・　施設貸与

受託研究 34
知的財産物の使用許諾 14
研究開発成果物販売 9
受託実験 9
講演 6
セミナー開催 5
技術相談 4
受託事業 4
出版 4
知的財産権の使用許諾 4

＜学術・開発研究機関＞

（参考）記載の多かった上位の事業内容（複数回答）
(回答のあった事業所数：88）

細々分類（5桁） 企 理学基礎・応用研究

・数学・物理
・情報科学
・化学
・生物
・地学

細々分類（5桁） 企 工学基礎・応用研究

・機械・船舶・航空
・電気・通信
・土木・建築
・材料
・繊維
・応用化学、原子力工学

細々分類（5桁） 企 農学基礎・応用研究

・農林
・獣医・畜産
・水産
・食品化学、環境保護学

細々分類（5桁） 企 医学・薬学基礎・応用研究

・医学・歯学
・薬学
・保健衛生学、臨床検査技術
学

細々分類（5桁） 企
人文・社会科学基礎・応用研
究

・文学
・史学・心理学・行動科学
・商学・経済
・社会学
・法学・政治学・行政学

細々分類（5桁） 企 研究開発サービス
・受託研究
・受託事業
・受託実験

細々分類（5桁） 企 試験・分析サービス
・試験
・分析

細々分類（5桁） 企 知的財産の権利販売

・著作権、特許、商標等により
保護された知的財産の権利販
売
・研究成果物の販売

細々分類（5桁） 企 知的財産の使用許諾

・著作権、特許、商標等により
保護された知的財産の使用許
諾
・特許収益

細々分類（5桁） 企 技術コンサルティング
・技術相談、技術指導
・コンサルティング

細々分類（5桁） 企 教育研修サービス

・教育研修
・セミナー
・講座
・講演

細々分類（5桁） 企 研究設備提供サービス
・設備提供
・施設貸与

1.
Basic and applied research in
natural and exact sciences,
including biological sciences

 a.
Basic and applied research in
chemistry

 b.
Basic and applied research in
physics

 c.
Basic and applied research in
astronomy

 d.
Basic and applied research in
biotechnology

 e.
Basic and applied research in
biological sciences

 f.

Basic and applied research in
other physical sciences,
including math, and other
natural and exact sciences

2.
Basic and applied research in
engineering and technology

 a.
 b.
 c.
 d.

3.
Basic and applied research in
medical and health sciences

 a.
 b.

4.
Basic and applied research in
agricutural, veterinary, and
environmetal sciences

 a.
 b.
 c.
 d.

5.
Basic and applied research in
social sciences and
humanities

 a.
 b.
 c.
 d.
 e.

6.
Developing and making
prototypes of other goods

7
Development services for

i d t

• 今回は試作として、大分類Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業のうち、小分類「711自然科学研
究所」、「712人文・社会科学研究所」、「721法律事務所，特許事務所」について上記ワークシート
を試作。※別添参照 3



○ ワークシートには、当該産業小分類に関係する以下の情報を収
集・整理

① ＮＡＰＣＳ（2017年）

• 当該ＪＳＩＣ小分類の産業が産出していると考えられるＮＡＰＣＳ（2017年）の生産物の一覧

• 生産物の特定は、アメリカセンサス局が公表している「NAPCS Phase I - III Product Lists」（注）に
記載されている北米産業分類（NAICS）産業別の生産物リストの情報を参考に実施

（注） アメリカ、カナダ及びメキシコの３か国によるNAPCS検討時に作成されたサービス分野に係る暫定生産物リスト。検討時の暫定版の
ため、最終的なNAPCS2017年第1.0ベータ版とは一部内容・分類名称等が異なる。

https://www.census.gov/eos/www/napcs/napcsproductlists.html
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② アメリカ経済センサス調査票

• 2017年アメリカ経済センサスの調査票のうち、当該ＪＳＩＣ小分類の産業に該当すると思われる調
査票にプレプリントされた詳細な売上高を把握する生産物の一覧（注）

（注）1 2017年アメリカ経済センサスの調査票は、産業別又は地域別に799種類の調査票が用意されている。産業別の調査票は概ね
NAICS小分類（4桁）から細分類（5桁）ごとに作成されている。https://bhs.econ.census.gov/ombpdfs/

（注）2 調査票の項目22（ITEM22：DETAIL OF SALES, SHIPMENTS, RECEIPTS, OR REVENUE）では、以下のように、産業別に約30品目前
後の生産物をプレプリントし、副業を含む売上高を把握している。

なお、2017年センサスからNAPCSが全面的に導入され、調査票の生産物リストは基本的にNAPCSに準拠していると思われるが、調
査票の一部の生産物はNAPCS（2017年）には存在しない（又はより詳細な）ものが記載されており、アメリカでは、公表されている
NAPCS生産物リストよりも詳細なリストが存在するものと思われる。

（例） 調査票PS-54110（Legal Services（法律サービス業））
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③ ＣＰＡ（Ver.2.1）

• CPA（Ver.2.1）のうち、当該ＪＳＩＣ小分類の産業に相当するCPA中分類（2桁）に属する最下層（6桁
分類）生産物の一覧

（例） JSIC小分類（721 法律事務所、特許事務所）に相当すると思われるCPA中分類（69 法律及び会計サービス）に属する6桁分類の生

産物（69.10.11 刑法に関する法律顧問及び代理サービス、69.10.12 商業法に関する司法手続における法律顧問及び代理業務など）
を記載した。

④ 調査研究結果

• 平成28年度に実施した「生産物分類の構築に関する調査研究」（事業所における売上高を把握で
きる事業内容の最小単位についてアンケート調査を実施）の結果について、「頻出単語・テキスト
マイニングを参考にした分類案」及びその「回答項目例」を記載
また、参考として、記載の多かった上位の事業内容（複数回答）を記載

⑤ 既存統計調査の調査品目名

• 当該ＪＳＩＣ小分類の産業に対応する①産業連関表細品目（10桁）分類、②コモ法6桁分類、③経
済センサス-活動調査調査品目、④その他の関係統計調査における品目分類の一覧
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○ 以上の①～⑤の情報を参考に、当該ＪＳＩＣ小分類産業の「生産物
最下層リスト（原案）」を検討

○ 原案の作成に際しては、「①ＮＡＰＣＳ（2017年）」、「②アメリカ経済
センサス調査票」及び「③ＣＰＡ（Ver.2.1）」を参考に、副業も含めた当
該産業の生産物のカバレッジを確認

また、「④調査研究結果」及び「⑤既存統計調査の調査品目名」

を参考に、報告可能性の観点から絞り込みを行うとともに、報告者
において認識可能な表記に修正。

（注）1 ワークシートのうち、「区分欄」では、「個」：主に個人消費向けのサービス、「企」：主に企業の中間投入向けのサービス、「混」個人
向け・企業向けが混在又は不明なサービスとし、当該区分による分類を試みた。

（注）2 上記の分類原案の作成方法については、今回収集・整理した①～⑤の情報のほかに参考とすべき情報はないか、これらの情報を
参考に分類原案を作成する際のより明確かつ具体的な基準等を設定できないかについて、引き続き検討する必要あり。
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○ 今回試行した最下層の生産物リストの作成方法について

・ 作成手順や参考とすべき資料は適切か？

・ 最下層の生産物リストの作成方法は、ＮＡＰＣＳ参考型及びＣＰＡ
参考型ともに同じ方法でよいか？

○ 中・上位層の分類の構築方法について、ＮＡＰＣＳを参考とした場
合及びＣＰＡを参考とした場合について

○ ＪＳＩＣとの対応表の在り方について

論 点

今後の検討課題
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資料２（別添１）

（注）区分欄凡例：「個」主に個人消費向け、「企」主に企業の中間投入向け、「混」個人向け・企業向けが混在又は不明

NAPCS（2017年） アメリカ経済センサス調査票 CPA（Ver.2.1） 調査研究結果 既存統計調査の調査品目名 生産物分類最下層リスト（原案）

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）
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 調査品目名 内容例示

分類
コード

区
分

分類名（案） 内容例示 定義

細分類 7211　法律事務所、7212　特許事務所

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（他に分類されないもの）

小分類 721　法律事務所、特許事務所

1 44101010101 法務サービス（刑法）

2 44101010102 法務サービス（遺言・財産権・信託財産）

3 44101010103 法務サービス（家族法）

4 44102010101 法務サービス（不動産法）

5 44102010102 法務サービス（企業法・商法）

6 44102010103 法務サービス（民事過失法）

7 44102010104 法務サービス（労働法・雇用法）

8 44102010105 法務サービス（その他の民事法）

9 44102020101
法務専門家立会いサービス、その他の
法務コンサルティングサービス

10 44102030101 法務・特許資料申請、調査サービス

11 44102030102 令状送達人サービス

12 44102030103 個人身元調査

13 44102030104 調査サービス

14 44102030105
他に分類されないその他の法務支援
サービス

15 44102040101 仲裁・調停サービス（環境を除く）

16 44102050101 公証・認証サービス

1 69.10.11
刑法に関する法律顧問及び代理サービ
ス

2 69.10.12
商業法に関する司法手続における法律
顧問及び代理業務

3 69.10.13
労働法に関する司法手続における法律
顧問及び代理業務

4 69.10.14
民法に関する司法手続における法律顧
問及び代理業務

5 69.10.15
特許、著作権及びその他の知的財産権
に関する法律サービス

6 69.10.16 公証サービス

7 69.10.17 仲裁及び調停サービス

8 69.10.18 競売法的サービス

9 69.10.19 その他の法律業務

10 69.20.10 財務監査サービス

11 69.20.21 会計レビューサービス

12 69.20.22 財務諸表の編集サービス

13 69.20.23 簿記サービス

14 69.20.24 給与支払サービス

15 69.20.29 その他の会計サービス

16 69.20.31
法人税コンサルティング及び調整サービ
ス

17 69.20.32 個人税の調整及び計画サービス

18 69.20.40 破産及び管財人に関するサービス

・　遺言・相続 ・　遺言・相続

･　離婚 ･　離婚

・　成年後見 ・　成年後見人

・　借金問題・債務整理
・　借金問題
・　債務整理

・　財産管理 ・　財産管理

・　労務・人事 ・　人事労務関係紛争

・　破産事務
・　破産管財
・　倒産処理

・　交通事故 ・　交通事故

・　訴訟 ・　民事・刑事

・　証書作成 ・　証書作成

・　登記
・　不動産登記
・　商業登記

遺言・相続 42

離婚 32

借金問題・債務整理 26

成年後見関係 17

成年後見申立 17

倒産処理 16

不動産登記 15

債務整理 11

特許・商標・意匠・実用新案登
録

・特許出願（国内・内外）
・商標出願（国内・内外）
・意匠出願（国内・内外）
・実用新案登録（国内・内外）

特許調査 ・特許調査（国内・内外）

商標調査 ・商標調査（国内・内外）

異議申立 ・異議申立

鑑定 ・鑑定

発明相談 ・発明相談

特許出願（国内） 14

異議申立 11

発明相談 11

商標出願（国内） 10

意匠出願（国内） 9

実用新案出願（国内） 8

商標出願（内外） 7

特許出願（内外） 7

登記
・不動産登記
・商業登記

債務関連
・多重債務関連
・借金問題

過払金返還請求 ・過払金返還請求

成年後見 ・成年後見関連

土地関連
・農地転用
・筆界特定

事務処理 ・公正証書の作成

定款認証 ・定款認証

＜（参考）公証人役場、司法書士事務所＞

（参考）記載の多かった上位の事業内容（複数回答）

(回答のあった事業所数：103）

＜法律事務所＞

（参考）記載の多かった上位の事業内容（複数回答）

(回答のあった事業所数：42）

＜特許事務所＞

法律事務所、特許事務所

公証人役場、司法書士事務所

公認会計士事務所、税理士事
務所

法務・財務・会計サービス

法律事務
・訴訟事件、非訴訟事件及び
審査請求、意義の申立て、再
審査請求などの法律事務

特許事務

・特許、実用新案、意匠又は
商標に関する登録申請、異議
申立てなどの代理及び鑑定な
どを行う事業

公証人、司法書士事務 ・公正証書の作成、私署

土地家屋調査士事務 ・不動産の表示に関する登記

行政書士事務 ・官公署に提出する書類など

公認会計士事務 ・財務書類の監査又は

税理士事務 ・税務代理、税務書類の作成

社会保険労務士事務
・労働・社会保険諸法令に基
づく申請

法律事務所、特許事務所

公証人役場、司法書士事務
所、土地家屋調査士事務所

行政書士事務所

公認会計士事務所、税理士事
務所

社会保険労務士事務所

＜産業連関表　細品目（10桁）＞

＜コモ法6桁分類＞

＜経済センサス-活動調査＞

＜サービス産業動向調査＞

細々分類
（5桁）

個 法務サービス（刑事） ・刑事事件

細々分類
（5桁）

個 法務サービス（遺言・相続） ・遺言・相続

細々分類
（5桁）

個 法務サービス（離婚） ・離婚

細々分類
（5桁）

個 法務サービス（成年後見）
・成年後見
・成年後見人
・成年後見申立

細々分類
（5桁）

個 法務サービス（借金問題・債務整理）
・借金問題
・債務整理

細々分類
（5桁）

個 法務サービス（その他の民事関係）
・交通事故
・財産管理

細々分類
（5桁）

混 法務サービス（登記）
・不動産登記
・商業登記

細々分類
（5桁）

企 法務サービス（労務・人事） ・人事労務関係紛争

細々分類
（5桁）

企 法務サービス（破産事務）
・破産管財
・倒産処理

細々分類
（5桁）

企 法務サービス（その他の企業法務関係）

細々分類
（5桁）

企
特許・商標・意匠・実用新案出願サービ
ス（国内・内外）

・特許調査・出願（国内・内外）
・商標調査・出願（国内・内外）
・意匠調査・出願（国内・内外）
・実用新案調査・出願（国内・内外）

細々分類
（5桁）

企
特許・商標・意匠・実用新案出願サービ
ス（外内）

・特許調査・出願（外内）
・商標調査・出願（外内）
・意匠調査・出願（外内）
・実用新案調査・出願（外内）

細々分類
（5桁）

企
特許・商標・意匠・実用新案異議申立
サービス

・異議申立
・鑑定

1. 7005680000 刑法

2. 7005695000 不動産法

3. 7005685000 遺言・財産権・信託財産

4. 7005690000 家族法

5. 7005700000 企業法・商法

 a. 7005700003 破産法

 b. 7005700006 知的財産法

 c. 7005700009 税法

 d. 7005700012 他に分類されない企業法・商法

6. 7005750000 民事過失法

7. 7005800000 労働法・雇用法

8. 7005850000 その他の民事法

 a. 7005850003 環境法

 b. 7005850006 国際公法

 c. 7005850009 医療法

 d. 7005850012
その他の民事法（入管法、消費者法、そ
の他の刑法以外の法）

9. 7006200000 仲裁・調停サービス

 a. 7006200003 仲裁・調停サービス（国際商取引）

 b. 7006200006 仲裁・調停サービス（国際商取引を除く）

10. 7005950000 法務調査・文書サービス

 a. 7005950003 件名、要約、調停サービス

 b. 7005950006
特許・商標・著作権・その他の知的財産
申請資料作成及び調査サービス

 c. 7005950009
他に分類されない文書作成及び調査
サービス

11. 7006000000 令状送達人サービス

12. 7006250000 公証・認証サービス

13. 7005570000 差押・執行サービス

14. 7005900000
法務専門家立会いサービス、その他の
法務コンサルティングサービス

15. 7006150000
他に分類されないその他の法務支援
サービス

（注）本ワークシート及び生産物分類最下層リスト（原案）は、生産物分類策定研究会にお

ける議論のために試作したものであり、今後変更があり得る。



資料２（別添２）

（注）区分欄凡例：「個」主に個人消費向け、「企」主に企業の中間投入向け、「混」個人向け・企業向けが混在又は不明

NAPCS（2017年） アメリカ経済センサス調査票 CPA（Ver.2.1） 調査研究結果 既存統計調査の調査品目名 生産物分類最下層リスト（原案）

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）
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 調査品目名 内容例示

分類
コード

区
分

分類名（案） 内容例示 定義

日本標準産業分類（2013年改定）

細分類 7111理学研究所、7112工学研究所、7113農学研究所、7114医学・薬学研究所、7121人文・社会科学研究所

711　自然科学研究、712　人文・社会科学研究所

71　学術・開発研究機関

大分類

小分類

中分類

Ｌ　学術研究，専門・技術サービス業

1 54201010101
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾

2 54201010201
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

3 54201010202
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

4 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

5 54101010102
著作権により保護された知的財産物の
権利の売切り

6 54101010101
特許、商標、工業デザイン、企業秘密を
含む産業財産として保護された知的財
産物の権利の売切り

7 54301010101 研究開発サービス

8 74101010801
他に分類されない科学技術コンサルティ
ングサービス

9 47103010501
商業用・公共建築物の工学技術サービ
ス

10 47103010502
石油・石油化学プラント・プロセスの工学
技術サービス

11 47103010503
その他の産業・製造プラント・プロセスの
工学技術サービス

12 47103010504
産業・工業製品設計の工学技術サービ
ス

13 47103010505 輸送機関の工学技術サービス

14 47103010506 都市公共施設の工業技術サービス

15 47103010507 電力の工学技術サービス

16 47103010508 通信・放送システムの工学技術サービス

17 47103010509
有害産業廃棄物システムの工学技術
サービス

18 47103010510
他に分類されない非住居建設の技術
サービス

19 74101010201 工業デザインサービス

20 47104010501 製図サービス

21 471040107
測量・地図作成・図表作成サービス（地
球物理学を除く）

22 47104010701 地理空間写真・画像取得サービス

23 47104010702 地理空間写真・画像処理サービス

24 47104010703 地理空間データ解釈サービス

25 47104010704 統合的な測量・地図作成サービス

26 74101010303 製品認証サービス

27 74101010301 試験サービス

28 77107010501 ＩＴ技術サポートサービス

29 34101010101 基礎教育・技能プログラム

・　受託研究
・　受託研究
・　受託事業
・　受託実験

・　研究成果物販売 ・　研究成果物販売

・　分析・試験
・　分析
・　試験

・　知的財産
・　知的財産物権利販売
・　知的財産物使用許諾
・　特許収益

・　技術提供
・　技術相談
・　技術指導

・　講演
・　セミナー
・　講座
・　講演

・　教育研修 ・　教育研修

・　コンサルティング ・　コンサルティング

・　研究設備提供
・　設備提供
・　施設貸与

受託研究 34

知的財産物の使用許諾 14

研究開発成果物販売 9

受託実験 9

講演 6

セミナー開催 5

技術相談 4

受託事業 4

出版 4

知的財産権の使用許諾 4

＜学術・開発研究機関＞

（参考）記載の多かった上位の事業内容（複数回答）

(回答のあった事業所数：88）

自然科学研究機関（国公立）★★

人文科学研究機関（国公立）★★

自然科学研究機関（非営利）★

人文科学研究機関（非営利）★

自然科学研究機関（産業）

人文科学研究機関（産業）

企業内研究開発

自然科学研究機関（産業）

人文科学研究機関（産業）

企業内研究開発（産業）

学術・開発研究事業

【収入例示】
・受託研究収入
・補助金・交付金などで開発・
研究に係わる収入
【内容例示】
・理学研究所
・工学研究所
・農学研究所
・医学・薬学研究所
・人文・社会科学研究所

人件費

原材料費

有形固定資産の購入費

　・土地・建物など

　・機械・器具・装置など

　・その他の有形固定資産

無形固定資産の購入費

　・うちソフトウェア

リース料

その他の経費

基礎研究費

応用研究費

開発研究費

農林・水産品

鉱業

建築・土木

食料品

繊維

パルプ・紙

出版・印刷

化学肥料、無機・有機化学工
業製品

化学繊維

油脂・塗料

医薬品

その他の化学工業製品

石油・石炭

ゴム製品

窯業・土石

鉄鋼

非鉄金属

金属製品

一般機械器具

家庭電気製品

電気機械器具

情報通信機械器具・電子部品

自動車

航空機

鉄道車両

その他の輸送用機械

精密工業製品

その他の工業製品

電気・ガス

ソフトウェア・情報処理

その他

ライフサイエンス分野

情報通信分野

環境分野

物質・材料分野

ナノテクノロジー分野

エネルギー分野

宇宙開発分野

海洋開発分野

〔８〕理学、工学、農学、保健の性格別研究費

〔９〕製品・サービス分野別研究費

〔10〕特定目的別研究費

＜経済センサス-活動調査＞

＜科学技術研究調査＞

＜産業連関表　細品目（10桁）＞

＜コモ法6桁分類＞

〔７〕社内で使用した研究費

1 72.00.11 学際的基礎研究サービス

2 72.00.12 学際的応用研究サービス

3 72.00.13 学際的実験開発サービス

4 72.00.20 学際的な研究開発（独自のもの）

5 72.11.11
健康バイオテクノロジーにおける基礎研
究サービス

6 72.11.12
健康バイオテクノロジーにおける応用研
究サービス

7 72.11.13
健康バイオテクノロジーにおける実験開
発サービス

8 72.11.21
環境・産業バイオテクノロジーにおける
基礎研究

9 72.11.22
環境・産業バイオテクノロジーにおける
応用研究

10 72.11.23
環境・産業バイオテクノロジーにおける
実験開発サービス

11 72.11.31
農業バイオテクノロジーにおける基礎研
究サービス

12 72.11.32
農業バイオテクノロジーにおける応用研
究サービス

13 72.11.33
農業バイオテクノロジーにおける実験開
発サービス

14 72.11.40
バイオテクノロジーにおける研究開発
（独自のもの）

15 72.19.11 物理科学における基礎研究サービス

16 72.19.12 物理科学における応用研究サービス

17 72.19.13 物理科学における実験開発サービス

18 72.19.21 化学生物学における基礎研究サービス

19 72.19.22
化学及び生物学における応用研究サー
ビス

20 72.19.23 化学生物学における実験開発サービス

21 72.19.31
エンジニアリング及びテクノロジーにおけ
る基礎研究サービス（バイオテクノロジー
除く）

22 72.19.32
エンジニアリング及びテクノロジーにおけ
る応用研究サービス（バイオテクノロジー
除く）

23 72.19.33
エンジニアリング及びテクノロジーにおけ
る実験開発サービス

24 72.19.41
医学及び薬学における基礎研究サービ
ス

25 72.19.42
医学及び薬学における応用研究サービ
ス

26 72.19.43
医学及び薬学における実験開発サービ
ス

27 72.19.51 農学科学における基礎研究サービス

28 72.19.52 農業科学における応用研究サービス

29 72.19.53 農業科学における実験開発サービス

30 72.19.61
他の自然科学における基礎研究サービ
ス

31 72.19.62
他の自然科学における応用研究サービ
ス

32 72.19.63
他の自然科学における実験的開発サー
ビス

33 72.19.70
他の自然科学と工学の研究開発（独自
のもの）

34 72.20.11 心理学における基礎研究サービス

35 72.20.12 心理学における応用研究サービス

36 72.20.13 心理学における実験開発サービス

37 72.20.21 法学における基礎研究サービス

38 72.20.22 法学における応用研究サービス

39 72.20.23 法学における実験開発サービス

40 72.20.31
語学及び文学における基礎研究サービ
ス

41 72.20.32
語学及び文学における応用研究サービ
ス

42 72.20.33
語学及び文学における実験的開発サー
ビス

43 72.20.41
その他の社会科学及び人文科学におけ
る基礎研究サービス

44 72.20.42
その他の社会科学及び人文科学におけ
る応用研究サービス

45 72.20.43
その他の社会科学及び人文科学におけ
る実験開発サービス

46 72.20.51 経済学における基礎研究サービス

47 72.20.52 経済学における応用研究サービス

48 72.20.53 経済学における実験開発サービス

49 72.20.60
社会科学と人文科学における研究開発
（独自のもの）

細々分類
（5桁）

企 理学基礎・応用研究

・数学・物理
・情報科学
・化学
・生物
・地学

細々分類
（5桁）

企 工学基礎・応用研究

・機械・船舶・航空
・電気・通信
・土木・建築
・材料
・繊維
・応用化学、原子力工学

細々分類
（5桁）

企 農学基礎・応用研究

・農林
・獣医・畜産
・水産
・食品化学、環境保護学

細々分類
（5桁）

企 医学・薬学基礎・応用研究
・医学・歯学
・薬学
・保健衛生学、臨床検査技術学

細々分類
（5桁）

企 人文・社会科学基礎・応用研究

・文学
・史学・心理学・行動科学
・商学・経済
・社会学
・法学・政治学・行政学

細々分類
（5桁）

企 研究開発サービス
・受託研究
・受託事業
・受託実験

細々分類
（5桁）

企 試験・分析サービス
・試験
・分析

細々分類
（5桁）

企 知的財産の権利販売
・著作権、特許、商標等により保護された
知的財産の権利販売
・研究成果物の販売

細々分類
（5桁）

企 知的財産の使用許諾
・著作権、特許、商標等により保護された
知的財産の使用許諾
・特許収益

細々分類
（5桁）

企 技術コンサルティング
・技術相談、技術指導
・コンサルティング

細々分類
（5桁）

企 教育研修サービス

・教育研修
・セミナー
・講座
・講演

細々分類
（5桁）

企 研究設備提供サービス
・設備提供
・施設貸与

1.
自然科学、精密科学に関する基礎・応用
研究（生物学を含む）

 a. 7009675003 化学分野における基礎・応用研究

 b. 7009675006 物理学分野における基礎・応用研究

 c. 7009675009 天文学分野における基礎・応用研究

 d. 7009675012
バイオテクノロジー分野における基礎・応
用研究

 e. 7009675015 生物学分野における基礎・応用研究

 f. 7009675018
その他の物理学分野における基礎・応
用研究（数学、その他の自然科学及び精
密科学を含む）

2.
工学及び工学分野における基礎・応用
研究

 a. 7009700003 化学工業分野における基礎・応用研究

 b. 700970000６
コンピュータ工学、電気工学、電子工学
分野における基礎・応用研究

 c. 7009700009
材料工学、機械工学、産業工学分野に
おける基礎・応用研究

 d. 7009700012
その他の工学分野における基礎・応用
研究（土木工学、建築工学、その他の工
学を含む）

3.
医学、保健科学分野における基礎・応用
研究

 a. 7009750003
薬理学及び薬学分野における基礎・応
用研究

 b. 7009750006
その他の医学、保健科学分野における
基礎・応用研究

4.
農学、獣医学及び環境科学分野におけ
る基礎・応用研究

 a. 7009775003
農学、森林学及び関連分野における基
礎・応用研究

 b. 7009775006
畜産学、水産学及び獣医学分野におけ
る基礎・応用研究

 c. 7009775009
地球環境科学分野における基礎・応用
研究

 d. 7009775012
その他の農学、獣医学及び環境科学分
野における基礎・応用研究

5.
人文・社会科学分野における基礎・応用
研究

 a. 7009800003 心理学分野における基礎・応用研究

 b. 7009800006 教育学分野における基礎・応用研究

 c. 7009800009 経済学分野における基礎・応用研究

 d. 7009800012 政治学分野における基礎・応用研究

 e. 7009800015
その他の人文・社会科学分野における
基礎・応用研究

6. 2019365000 試作品の開発・制作

7. 7010050000
サービス生産物、プロセス、システム及
び方法の開発サービス

8. 7009581000
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾（映像作品、楽曲及び記録媒体
を除く）

9. 7009600000
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

10. 7009625000
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

11. 7009650000
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

12. 7009525000
特許、商標、工業デザイン、企業秘密を
含む産業財産として保護された知的財
産物の権利の売切り

13. 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. 7012270000
他に分類されない科学技術コンサルティ
ングサービス

15. 7012125000 試験サービス

16.
他に分類されないその他の全ての財・
サービス

（注）本ワークシート及び生産物分類最下層リスト（原案）は、生産物分類策定研究会にお

ける議論のために試作したものであり、今後変更があり得る。
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