
 資料１－１ 

個別分野の検討について 
（Ｇ 37 通信業，38 放送業，391 ソフトウェア業，392 情報処理・提供サービス業，401 インターネット附随サービス業） 

○ 産業別生産物リスト（37 通信業，38放送業）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

○ 産業別生産物リスト（391 ソフトウェア業，392 情報処理・提供サービス業，401 インターネット附随サービス業）・・・・・・・・・・・・・・・3

○ 3 7  通信業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

○ 38 放送業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 3

○ 3 9 1  ソフトウェア業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 3

○ 3 9 2 情報処理・提供サービス業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 1

○ 4 0 1  インターネット附随サービス業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 1





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

G 情報通信業 38 放送業 P 会議室・ホール等賃貸サービス 6810963000

37 通信業 380
管理，補助的経済活動を行う事業所（38
放送業）

P 会議室賃貸サービス 6810963003

370
管理，補助的経済活動を行う事業所（37
通信業）

381 公共放送業（有線放送業を除く） 3800160300 テレビ放送サービス（広告収入） 3800160300 P 劇場式ホール賃貸サービス 6810963006

371 固定電気通信業 3700960300 音声電気通信サービス 3700960300 3811 公共放送業（有線放送業を除く） 3800160303 テレビ放送サービス（広告収入） 3800160303 P 多目的ホール賃貸サービス 6810963009

3711
地域電気通信業（有線放送電話業を除
く）

3700160303 事業者向け音声電気通信サービス 3700160303 382 民間放送業（有線放送業を除く） 3800260600
テレビ放送サービス（公共放送サービス
を除く，視聴料収入）

3800260600 P 小売サービス

3712 長距離電気通信業 3700260306 一般消費者向け音声電気通信サービス 3700260306 3821 テレビジョン放送業（衛星放送業を除く） 3800260603
テレビ放送サービス（公共放送サービス
を除く，視聴料収入）

3800260603 P 小売サービス

3713 有線放送電話業 3700960600 データ電気通信サービス 3700960600 3822 ラジオ放送業（衛星放送業を除く） 3800160900 ラジオ放送サービス（広告収入） 3800160900

3719 その他の固定電気通信業 3700160603 事業者向けデータ電気通信サービス 3700160603 3823 衛星放送業 3800160903 ラジオ放送サービス（広告収入） 3800160903

372 移動電気通信業 3700260606
一般消費者向けデータ電気通信サービ
ス

3700260606 3829 その他の民間放送業 3800161200
ラジオ放送サービス（公共放送サービス
を除く，聴取料収入）

3800161200

3721 移動電気通信業 3700160900 電気通信インフラ提供サービス 3700160900 383 有線放送業 3800161203
ラジオ放送サービス（公共放送サービス
を除く，聴取料収入）

3800161203

373 電気通信に付帯するサービス業 3700160903 電気通信インフラ提供サービス 3700160903 3831 有線テレビジョン放送業 3800961500 公共放送サービス 3800961500

3731 電気通信に付帯するサービス業 3700161200
サーバーハウジング・ホスティングサービ
ス

3700161200 3832 有線ラジオ放送業 3800961503 公共放送サービス 3800961503

3700161203
サーバーハウジング・ホスティングサービ
ス

3700161203 3800969900 放送に附帯するサービス 3800969900

3700161500 クラウドコンピューティングサービス 3700161500 3800969999 放送に附帯するサービス 3800969999

3700161503 クラウドコンピューティングサービス 3700161503 P 知的財産権の使用許諾

3700969900 その他の電気通信サービス 3700969900 P 産業財産権の使用許諾

3700969903 その他の電気通信サービス 3700969903 P 著作権の使用許諾

P
電気通信サービス契約締結の媒介等業
務受託サービス

P その他の知的財産権の使用許諾

P
電気通信サービス契約締結の媒介等業
務受託サービス

P テレビ番組

P 広告スペース提供サービス P テレビ番組

P 広告スペース提供サービス P ラジオ番組

P 産業用機械器具のレンタル 7010163900 P ラジオ番組

P 産業機械のレンタル 7010163903 P
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告収入）

P 工作機械のレンタル 7010163906 P
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告収入）

P 土木・建設機械のレンタル 7010163909 P
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告以外の収入）

P 医療用機器のレンタル 7010163912 P
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告以外の収入）

P 商業用機械・設備のレンタル 7010163915 P 広告スペース提供サービス

P 通信機器・周辺機器のレンタル 7010163918 P 広告スペース提供サービス

P サービス業用機械・設備のレンタル 7010163921 P 音声電気通信サービス 3700960300

P その他の産業用機械・設備のレンタル 7010163999 P 事業者向け音声電気通信サービス 3700160303

P その他の物品のレンタル 7010960600 P 一般消費者向け音声電気通信サービス 3700260306

P 映画・演劇用品のレンタル 7010960603 P データ電気通信サービス 3700960600

P 音楽・映像記録物のレンタル 7010960606 P 事業者向けデータ電気通信サービス 3700160603

P 衣しょうのレンタル 7010960609 P
一般消費者向けデータ電気通信サービ
ス

3700260606

P 福祉用具のレンタル 7010960612 P 産業用機械器具のレンタル 7010163900

P
他に分類されないその他の物品のレンタ
ル

7010960699 P 産業機械のレンタル 7010163903

P 知的財産権の使用許諾 P 工作機械のレンタル 7010163906

P 産業財産権の使用許諾 P 土木・建設機械のレンタル 7010163909

P 著作権の使用許諾 P 医療用機器のレンタル 7010163912

P その他の知的財産権の使用許諾 P 商業用機械・設備のレンタル 7010163915

P 通信機器・周辺機器のレンタル 7010163918

P サービス業用機械・設備のレンタル 7010163921

P その他の産業用機械・設備のレンタル 7010163999

P その他の物品のレンタル 7010960600

P 映画・演劇用品のレンタル 7010960603

P 音楽・映像記録物のレンタル 7010960606

P 衣しょうのレンタル 7010960609

P 福祉用具のレンタル 7010960612

P
他に分類されないその他の物品のレンタ
ル

7010960699

G　情報通信業

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

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

39 情報サービス業 40 インターネット附随サービス業

390
管理，補助的経済活動を行う事業所（39
情報サービス業）

400
管理，補助的経済活動を行う事業所（40
インターネット附随サービス業）

391 ソフトウェア業 3910160300 ソフトウェアの受注制作サービス 392 情報処理・提供サービス業 3920160300
情報処理サービス（他に分類されるもの
を除く）

401 インターネット附随サービス業 4010160300
ウェブ情報検索・提供サービス（広告収
入）

3920160600

3911 受託開発ソフトウェア業 3910160303
ソフトウェアの受注制作サービス（組込み
ソフトウェアを除く）。

3921 情報処理サービス業 3920160303
情報処理サービス（他に分類されるもの
を除く）

4011 ポーサルタイト・サーバ運営業 4010160303
ウェブ情報検索・提供サービス（広告収
入）

3920160603

3912 組込みソフトウェア業 3910160306 組込みソフトウェアの受注制作サービス 3922 情報提供サービス業 3920160600
ウェブ情報検索・提供サービス（広告収
入）

3920160600 4012
アプリケーション・サービス・コンテンツ・プ
ロバイダ

4010960600
ウェブ情報検索・提供サービス（広告以
外の収入）

3920960900

3913 パッケージソフトウェア業 3910920600 パッケージソフトウェア 3923 市場調査・世論調査・社会調査業 3920160603
ウェブ情報検索・提供サービス（広告収
入）

3920160603 4013 インターネット利用サポート業 4010960603
ウェブ情報検索・提供サービス（広告以
外の収入）

3920960903

3914 ゲームソフトウェア業 3910120603 業務用パッケージソフトウェア 3929 その他の情報処理・提供サービス業 3920960900
ウェブ情報検索・提供サービス（広告以
外の収入）

3920960900 4010160900
マーケットプレイス提供サービス（広告収
入）

3910920606 コンピュータ等基本ソフト 3920960903
ウェブ情報検索・提供サービス（広告以
外の収入）

3920960903 4010160903
マーケットプレイス提供サービス（広告収
入）

3910220609 ゲームソフトウェア 3920961200
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 4010961200
マーケットプレイス提供サービス（広告以
外の収入）

3910120900 ソフトウェアのオリジナル 3920961203
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 4010961203
マーケットプレイス提供サービス（広告以
外の収入）

3910120903 ソフトウェアのオリジナル 3920161500 市場調査・世論調査・社会調査サービス 4010161500
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告収入）

3910161200 ソフトウェアの使用許諾サービス 3920161503 市場調査・世論調査・社会調査サービス 4010161503
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告収入）

3910161203
ソフトウェアの使用許諾サービス
（エンドユーザー向けを除く）

3920161800 クラウドコンピューティングサービス 3700161500 4010961800
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告以外の収入）

3910161500
受注ソフトウェアに係る保守・運用サービ
ス

3910161500 3920161803 クラウドコンピューティングサービス 3700161503 4010961803
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告以外の収入）

3910161503
受注ソフトウェアに係る保守・運用サービ
ス

3910161503 3920962100 システム等管理運営サービス 3920962100 4010162100 クラウドコンピューティングサービス 3700161500

P 情報処理に関する人材派遣サービス 3920962103 システム等管理運営サービス 3920962103 4010162103 クラウドコンピューティングサービス 3700161503

P 情報処理に関する人材派遣サービス P
受注ソフトウェアに係る保守・運用サービ
ス

3910161500 4010162400
サーバーハウジング・ホスティングサービ
ス

3700161200

P 情報技術コンサルティングサービス P
受注ソフトウェアに係る保守・運用サービ
ス

3910161503 4010162403
サーバーハウジング・ホスティングサービ
ス

3700161203

P 情報技術コンサルティングサービス P 情報処理に関する人材派遣サービス 4010969900 その他のインターネット関連サービス

P クラウドコンピューティングサービス 3700161500 P 情報処理に関する人材派遣サービス 4010969903 電子認証サービス

P クラウドコンピューティングサービス 3700161503 P 情報技術コンサルティングサービス 4011969906 情報ネットワーク・セキュリティ・サービス

P システム等管理運営受託サービス 3920962100 P 情報技術コンサルティングサービス 4010169909 ドメイン名登録サービス

P システム等管理運営受託サービス 3920962103 P
サーバーハウジング・ホスティングサービ
ス

3700161200 4010969999
他に分類されないその他のインターネット
関連サービス

P
サーバーハウジング・ホスティングサービ
ス

3700161203 P 産業財産権の使用許諾サービス 7100161203

P 産業財産権の使用許諾サービス 7100161203

P 情報処理に関する人材派遣サービス

P 情報処理に関する人材派遣サービス

P 情報技術コンサルティングサービス

P 情報技術コンサルティングサービス

P 課金・決済代行サービス

P 課金・決済代行サービス

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）

9：混在・不明

3



4



ワークシート①【別紙様式2】

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 24101010401
家庭用視聴覚機器・コンポ・附属品の賃
貸（コンピュータ・周辺装置を除く）

1 7000925000
家庭用視聴覚機器（ケーブルテレビ番組
配信機器を含む）・コンポ・附属品の賃貸
（コンピュータ・周辺装置を除く）

1 61.10.1 データ及びメッセージ転送サービス 1 83151 ウェブサイトのホスティングサービス 1
家庭用視聴覚機器・コンポ・附属品の賃
貸（コンピュータ・周辺装置を除く）

家庭用娯楽電気・電子機器、部品及び付属品（コン
ピューター及び周辺装置を除く）のレンタル又はリース。

2 24102010101 多チャンネル番組配信サービス 2 7001025000 多チャンネル番組配信サービス 1.01 61.10.11 固定電話サービス - アクセスと使用 2 83152 アプリケーションサービス提供 2 多チャンネル番組配信サービス

24102010101 2.01 7001025003
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジの基本配信サービス

1.02 61.10.12 固定電話サービス - 呼出機能 3 83159
他のホスティング及びITインフラ提供
サービス

2.01
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジの基本配信サービス

24102010101 2.02 7001025006
ビデオ番組パッケージの基本配信サー
ビス（ストリーミングを除く）

1.03 61.10.13
有線電気通信システムのための私設
ネットワークサービス

4 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）

2.02
ビデオ番組パッケージの基本配信サー
ビス（ストリーミングを除く）

24102010101 2.03 7001025009
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジのプレミアム配信サービス

2 61.10.20 有線通信のキャリアサービス 5 84110 回線網サービス 2.03
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジのプレミアム配信サービス

24102010101 2.04 7001025012
ビデオ番組パッケージのプレミアム配信
サービス（ストリーミングを除く）

3 61.10.30
有線通信ネットワークによるデータ伝送
サービス

6 84120 固定電話サービス 2.04
ビデオ番組パッケージのプレミアム配信
サービス（ストリーミングを除く）

24102010101 2.05 7001025015
ストリーミングによるオーディオ番組パッ
ケージの配信サービス

4 61.10.4 有線インターネット通信サービス 7 84131 移動音声サービス 2.05
ストリーミングによるオーディオ番組パッ
ケージの配信サービス

24102010101 2.06 7001025018
オーディオ番組パッケージの配信サービ
ス（ストリーミングを除く）

4.01 61.10.41 インターネット基本回線サービス 8 84132 移動テキストサービス 2.06
オーディオ番組パッケージの配信サービ
ス（ストリーミングを除く）

24102010101 2.07 7001025021
ペイパービュー及びビデオオンデマンド
配信サービス（ストリーミングを除く）

4.02 61.10.42
有線ネットワークによる狭帯域インター
ネットアクセスサービス

9 84133
テキストサービスを除く移動データサー
ビス

2.07
ペイパービュー及びビデオオンデマンド
配信サービス（ストリーミングを除く）

基本又は任意加入の番組パッケージの月額料金とは別
に料金を徴収することで、受信契約者が特定の番組（映
画、コンサート又はボクシング・イベントなど）を自宅で視
聴することを可能にするサービス。

24102010101 2.08 7001025024
ストリーミングによるビデオオンデマンド
配信サービス

4.03 61.10.43
有線ネットワークによる広帯域インター
ネットアクセスサービス

10 84140 私設網サービス 2.08
ストリーミングによるビデオオンデマンド
配信サービス

24102010101 2.09 7001025027
ストリーミングによるオーディオオンデマ
ンド配信サービス

4.04 61.10.49
その他の有線インターネット通信サービ
ス

11 84150 データ伝送サービス 2.09
ストリーミングによるオーディオオンデマ
ンド配信サービス

24102010101 2.10 7001025031
オーディオオンデマンド配信サービス（ス
トリーミングを除く）

5 61.10.5
有線インフラによる家庭用番組配信サー
ビス

12 84190 その他の通信サービス 2.10
オーディオオンデマンド配信サービス（ス
トリーミングを除く）

3 24102010102
番組配信ネットワーク接続のインストー
ルサービス

3 7001050000
番組配信ネットワーク接続のインストー
ルサービス

5.01 61.10.51
有線インフラによる家庭用番組配信サー
ビス（基本的プログラムパッケージ）

13 84210 インターネットバックボーンサービス 3
番組配信ネットワーク接続のインストー
ルサービス

番組配信網に接続するためのケーブル及び（又は）アウ
トレットボックスを顧客の建物内に設置する。

4 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）

4 7001100000
ナローバンドインターネットアクセスサー
ビス（ダイアルアップ接続）

5.02 61.10.52
有線インフラによる家庭用番組配信サー
ビス（任意プログラムパッケージ）

14 84221
ナローバンドインターネットアクセスサー
ビス

4
ナローバンドインターネットアクセスサー
ビス（ダイアルアップ接続）

公衆交換電話網を通じた、通常、64Kbpsを超えない速度
でのインターネットへの有線及び無線ダイアルアップ接
続の提供。

5 24103010102
インターネットアクセスサービス（常時接
続、住居用)

5 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）

5.03 61.10.53
有線インフラによる家庭用番組配信サー
ビス（ペイパービュー方式）

15 84222
ブロードバンドインターネットアクセス
サービス

5
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）

一般家庭への64Kbpsを超える速度での有線及び無線イ
ンターネット常時接続の提供。ケーブルインターネット、
DSL、およびその他の常時接続サービスを含む。

6 51204010102 通信機器の賃貸 6 7008900000 通信機器の賃貸 6 61.20.1
無線電気通信システムのための移動電
気通信サービス及び私設ネットワーク
サービス

16 84290 その他のインターネット通信サービス 6 通信機器の賃貸

通信機器のレンタル又はリース。
×ファイナンス（キャピタル）リースの提供。×オペレー
ター付きの機器のレンタルおよびリース。×別売りの保
守、修理サービス。×別売りの保険（財産保険、損害賠
償保険、保証保険、損害補償保険など）。×別売りの保
険の取次又は代行サービス。×別売りの集配サービス。

7 51205010102 通信・ナビゲーション機器の保守、修理 7 7008950000
通信・ナビゲーション機器の保守、修理
サービス

6.01 61.20.11
無線通信システムのための私設ネット
ワークサービス

17 84632
家庭向け番組配信サービス（基本番組
パッケージ）

7
通信・ナビゲーション機器の保守、修理
サービス

通信・ナビ機器の交換部品の取り付けを含む、保守・修
理サービスの提供。

8 54201010201
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

8 7009600000
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

6.02 61.20.12 モバイル音声サービス 18 84633
家庭向け番組配信サービス（自由番組
パッケージ）

8
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

暗黙的又は明示的に特許及び営業秘密の法律により保
護されるライセンサーが所有又は管理する知的財産（実
用特許、意匠特許、植物特許、ソフトウェア特許など）の
使用許諾。

9 54201010202
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

9 7009625000
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

6.03 61.20.13 モバイルテキストサービス 19 84634
家庭向け番組配信サービス（見た分だけ
支払う方式）

9
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）の商業的使用許諾。

10 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

10 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

6.04 61.20.14
テキストサービスを除くモバイルデータ
サービス

10
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

ライセンサが所有または管理している産業知的財産の
使用を許可する。
○工業デザイン、集積回路、及び植物育種家の権利な
どの使用許諾

11 74101010101 情報技術（IT)設計・開発サービス 11 7012040000
ネットワーク設計及び開発サービス（セ
キュリティを除く）

7 61.20.20 無線通信のキャリアサービス 11
ネットワーク設計及び開発サービス（セ
キュリティを除く）

顧客のインターネット、エクストラネット、バーチャルプラ
イベートネットワーク（VPN）のようなネットワークのデザイ
ン、開発、および実用化。

12 77101010101 出版物の広告スペース 12 7012275000 出版物の広告スペース（電話帳を含む） 8 61.20.30
無線通信ネットワークによるデータ伝送
サービス

12 出版物の広告スペース（電話帳を含む）
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と一体となった広告の作成とデザ
イン。

13 77101010102 テレビCM枠 13 7012300000 テレビCM枠 9 61.20.4 無線インターネット通信サービス 13 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番
組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。

14 77101010104 インターネット広告 14 7012350000 インターネット広告 9.01 61.20.41
無線ネットワークを介した狭帯域インター
ネットアクセスサービス

14 インターネット広告

Ｅ列　一次原案生産物リスト

細分類 3711　地域電気通信業（有線放送電話業を除く）、3712　長距離電気通信業、3713　有線放送電話業、3719　その他の固定電気通信業、3721　移動電気通信業、3731　電気通信に付帯するサービス業

IN-51700 Telecommunications

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 G　情報通信業

中分類 37　通信業

小分類 371　固定電気通信業、372　移動電気通信業、373　電気通信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）
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ワークシート①【別紙様式2】

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）

Ｅ列　一次原案生産物リスト
IN-51700 Telecommunications

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）

15 77107010101
キャリアサービス及びインターネット基幹
回線サービス

15 7013725000
キャリアサービス及びインターネット基幹
回線サービス

9.02 61.20.42
無線ネットワークを介した広帯域インター
ネットアクセスサービス

15
キャリアサービス及びインターネット基幹
回線サービス

別の通信サービス・プロバイダーへの音声又はデータ通
信（海外への電気通信を含む）の発信、着信、又は中継
をする有線又は無線設備の提供。

16 77107010102 インターネット常時接続事業 16 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）

9.03 61.20.49
その他の無線インターネット通信サービ
ス

16
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）

事業者への64Kbpsを超える速度での有線及び無線イン
ターネット常時接続の提供。ケーブルインターネット、
DSL、およびその他の常時接続サービスを含む。

17 77107010103 電話及び関連サービス 10 61.20.50
無線ネットワークを介した家庭用番組配
信サービス

17 電話及び関連サービス

77107010103 17.01 7013760000 固定ローカル電話サービス（住居用） 11 61.30.10
衛星通信サービス（衛星を介した家庭用
プログラム配信サービスを除く）

17.01 固定ローカル電話サービス（住居用）
域内通話エリア内部で音声、データ及び動画の電送・交
換ができるように、一般家庭向けに公衆交換電話網へ
のアクセスを提供する。

77107010103 17.02 7013770000 固定ローカル電話サービス（公衆用） 12 61.30.20 衛星を介したホーム番組配信サービス 17.02 固定ローカル電話サービス（公衆用）

77107010103 17.03 7013775000 固定ローカル電話サービス（事業用） 13 61.90.10 その他の電気通信サービス 17.03 固定ローカル電話サービス（事業用）
域内通話エリア内部で音声、データ及び動画の電送・交
換ができるように、事業者向けに公衆交換電話網へのア
クセスを提供する。

77107010103 17.04 7013776000
固定長距離電話サービス（発信者払い、
住居用）

17.04
固定長距離電話サービス（発信者払い、
住居用）

固定位置の顧客から発信され、発信者が料金を支払う
場合、域内通話エリアの間で一般家庭の顧客向けに公
衆交換電話網を通じた音声、データ及び動画の電送・交
換を行う。

77107010103 17.05 7013777000
固定長距離電話サービス（発信者払い、
公衆用）

17.05
固定長距離電話サービス（発信者払い、
公衆用）

発信者が通話料金を支払う場合に、公共および半公共
の硬貨及びカード式の電話から域内通話エリアの間で、
公衆交換電話網を通じて音声、データ及び動画の電送・
交換を行う。

77107010103 17.06 7013800000
固定長距離電話サービス（発信者払い、
事業用）

17.06
固定長距離電話サービス（発信者払い、
事業用）

固定位置の顧客から発信され、発信者が料金を支払う
場合、域内通話エリアの間で事業者の顧客向けに公衆
交換電話網を通じた音声、データ及び動画の電送・交換
を行う。

77107010103 17.07 7013825000 固定長距離電話サービス（受信者払い） 17.07 固定長距離電話サービス（受信者払い）
固定位置の顧客から発信され、受信者が料金を支払う
場合、域内通話エリアの間で公衆交換電話網を通じた
音声、データ及び動画の電送・交換を行う。

77107010103 17.08 7013850000 固定全距離電話サービス 17.08 固定全距離電話サービス

固定位置の顧客から発信され、料金が距離と関係しない
（域内エリアと長距離エリア間でも区別がない）場合に、
公衆交換電話網を通じた音声、データ及び動画の電送・
交換を行う。

77107010103
17.08.0
1

7013850003 住居用固定全距離電話サービス
17.08.0
1

住居用固定全距離電話サービス

固定位置の顧客から発信され、料金が距離と関係しない
（域内エリアと長距離エリア間でも区別がない）場合に、
一般家庭向けに公衆交換電話網を通じた音声、データ
及び動画の電送・交換を行う。

77107010103
17.08.0
2

7013850006 事業用固定全距離電話サービス
17.08.0
2

事業用固定全距離電話サービス

固定位置の顧客から発信され、料金が距離と関係しない
（域内エリアと長距離エリア間でも区別がない）場合に、
事業者向けに公衆交換電話網を通じた音声、データ及
び動画の電送・交換を行う。

77107010103 17.09 7013875000 通話附帯機能（固定電話サービス） 17.09 通話附帯機能（固定電話サービス）

基本固定市内通話地域の料金とは別料金で、固定位置
の顧客からの使用に際しての通話に関する管理サービ
スを提供する。
○コール・ウェイティング、自動転送、発信者番号通知、
三者通話、ナンバー・ディスプレイ、コール・リターン、着
信画面、コール・ブロッキング、自動コールバック、自動
応答、ボイスメールおよびボイスメニューのような機能。

77107010103
17.09.0
1

7013875003
住居用通話附帯機能（固定電話サービ
ス）

17.09.0
1

住居用通話附帯機能（固定電話サービ
ス）

基本固定市内通話地域の料金とは別料金で、固定位置
の顧客からの使用に際しての通話に関する管理サービ
スを一般家庭向けに提供する。

77107010103
17.09.0
2

7013875006
事業用通話附帯機能（固定電話サービ
ス）

17.09.0
2

事業用通話附帯機能（固定電話サービ
ス）

基本固定市内通話地域の料金とは別料金で、固定位置
の顧客からの使用に際しての通話に関する管理サービ
スを事業者向けに提供する。

77107010103
17.09.0
3

7013875009
公衆用通話附帯機能（固定電話サービ
ス）

17.09.0
3

公衆用通話附帯機能（固定電話サービ
ス）

基本固定市内通話地域の料金とは別料金で、固定位置
の顧客からの使用に際しての通話に関する管理サービ
スを公共や半公共向けに提供する。

77107010103 17.10 7013900000 インターネット電話サービス 17.10 インターネット電話サービス

音声又はデータを固定域内電話、携帯電話、及びコン
ピュータのＩＰアドレスのある場所に電送する、無線又は
有線のボイス・オーバー・インターネット・プロトコル
（VOIP）電話サービスを提供する。

77107010103
17.10.0
1

7013900003 住居用インターネット電話サービス
17.10.0
1

住居用インターネット電話サービス

音声又はデータを固定域内電話、携帯電話、及びコン
ピュータのＩＰアドレスのある場所に電送する、無線又は
有線の一般家庭向けボイス・オーバー・インターネット・プ
ロトコル（VOIP）電話サービスを提供する。

77107010103
17.10.0
2

7013900006 事業用インターネット電話サービス
17.10.0
2

事業用インターネット電話サービス

音声又はデータを固定域内電話、携帯電話、及びコン
ピュータのＩＰアドレスのある場所に電送する、無線又は
有線の事業者向けボイス・オーバー・インターネット・プロ
トコル（VOIP）電話サービスを提供する。

77107010103 17.11 7013925000 無線音声電話サービス 17.11 無線音声電話サービス

77107010103
17.11.0
1

7013925003 住居用無線音声電話サービス
17.11.0
1

住居用無線音声電話サービス

77107010103
17.11.0
2

7013925006 事業用無線音声電話サービス
17.11.0
2

事業用無線音声電話サービス

77107010103 17.12 7013950000 無線テキストサービス 17.12 無線テキストサービス
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77107010103
17.12.0
1

7013950003 住居用無線テキストサービス
17.12.0
1

住居用無線テキストサービス

77107010103
17.12.0
2

7013950006 事業用無線テキストサービス
17.12.0
2

事業用無線テキストサービス

77107010103 17.13 7013975000 無線データサービス 17.13 無線データサービス

77107010103
17.13.0
1

7013975003 住居用無線データサービス
17.13.0
1

住居用無線データサービス

77107010103
17.13.0
2

7013975006 事業用無線データサービス
17.13.0
2

事業用無線データサービス

77107010103 17.14 7014025000 プライベートネットワークサービス 17.14 プライベートネットワークサービス
依頼人の専用使用のために、特定地点間での有線又は
無線の通信リンクを提供する。
○データ通信サービス

77107010103 17.15 7014050000 ポケベルサービス 17.15 ポケベルサービス
加入者が主として小型無線受信機で声、テキスト又は応
答メッセージを受信するために利用する携帯無線サービ
スを提供する。

77107010103 17.16 7014075000 モバイルディスパッチサービス（RCC） 17.16 モバイルディスパッチサービス（RCC）
タクシー又は現地サービス担当者へディスパッチサービ
スや警察向けモバイル・データといった、非交換型無線
伝送サービスの提供。

77107010103 17.17 7014125000
他に分類されないその他の通信サービ
ス

17.17
他に分類されないその他の通信サービ
ス

77107010103
17.17.0
1

7014125003 専用無線サービス
17.17.0
1

専用無線サービス

77107010103
17.17.0
1

7014125006 その他の通信サービス
17.17.0
1

その他の通信サービス

77107010103 17.18 7014200000 通信ネットワークの設置サービス 17.18 通信ネットワークの設置サービス
通信網を引くためにワイヤー及びその他の機器を設置
する。

7
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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

3711　地域電気通信業（有線放送電話業を除く）、3712　長距離電気通信業、3713　有線放送電話業、3719　その他の固定電気通信業、3721　移動電気通信業、3731　電気通信に付帯するサービス業

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

1
家庭用視聴覚機器・コンポ・附属品の賃
貸（コンピュータ・周辺装置を除く）

家庭用娯楽電気・電子機器、部品及び付属品（コン
ピューター及び周辺装置を除く）のレンタル又はリース。

－
「他に分類されないその他の物品賃貸
サービス」に含まれる。

2 多チャンネル番組配信サービス －
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。

2.01
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジの基本配信サービス

2.02
ビデオ番組パッケージの基本配信サービ
ス（ストリーミングを除く）

2.03
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジのプレミアム配信サービス

2.04
ビデオ番組パッケージのプレミアム配信
サービス（ストリーミングを除く）

2.05
ストリーミングによるオーディオ番組パッ
ケージの配信サービス

2.06
オーディオ番組パッケージの配信サービ
ス（ストリーミングを除く）

2.07
ペイパービュー及びビデオオンデマンド
配信サービス（ストリーミングを除く）

基本又は任意加入の番組パッケージの月額料金とは別
に料金を徴収することで、受信契約者が特定の番組（映
画、コンサート又はボクシング・イベントなど）を自宅で視
聴することを可能にするサービス。

2.08
ストリーミングによるビデオオンデマンド
配信サービス

2.09
ストリーミングによるオーディオオンデマ
ンド配信サービス

2.10
オーディオオンデマンド配信サービス（ス
トリーミングを除く）

3
番組配信ネットワーク接続のインストール
サービス

番組配信網に接続するためのケーブル及び（又は）アウ
トレットボックスを顧客の建物内に設置する。

4
ナローバンドインターネットアクセスサー
ビス（ダイアルアップ接続）

公衆交換電話網を通じた、通常、64Kbpsを超えない速度
でのインターネットへの有線及び無線ダイアルアップ接続
の提供。

－
「一般消費者向けデータ電気通信サービ
ス」に含まれる。

5
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）

一般家庭への64Kbpsを超える速度での有線及び無線イ
ンターネット常時接続の提供。ケーブルインターネット、
DSL、およびその他の常時接続サービスを含む。

6 通信機器の賃貸

通信機器のレンタル又はリース。
×ファイナンス（キャピタル）リースの提供。×オペレー
ター付きの機器のレンタルおよびリース。×別売りの保
守、修理サービス。×別売りの保険（財産保険、損害賠
償保険、保証保険、損害補償保険など）。×別売りの保
険の取次又は代行サービス。×別売りの集配サービス。

－
「通信機器・周辺機器のレンタル」又は
「他に分類されないその他の物品賃貸
サービス」に含まれる。

7
通信・ナビゲーション機器の保守、修理
サービス

通信・ナビ機器の交換部品の取り付けを含む、保守・修
理サービスの提供。

－
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。

P 知的財産権の使用許諾 産業財産権、著作権等の知的財産権の使用許諾
「知的財産生産物」の議論を踏まえて検
討

P 産業財産権の使用許諾
産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）の
使用許諾

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

P 著作権の使用許諾
文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の著作物、二次的
著作物、編集著作物、データベースの著作物の著作権
の使用許諾

〃

P その他の知的財産権の使用許諾
産業財産権、著作権以外の知的財産権（回路配置利用
権、育成者権、ノウハウ（技術情報）等）の使用許諾

〃

8
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

暗黙的又は明示的に特許及び営業秘密の法律により保
護されるライセンサーが所有又は管理する知的財産（実
用特許、意匠特許、植物特許、ソフトウェア特許など）の
使用許諾。

－ 「産業財産権の使用許諾」に含まれる。

9
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）の商業的使用許諾。

10
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

ライセンサが所有または管理している産業知的財産の使
用を許可する。
○工業デザイン、集積回路、及び植物育種家の権利など
の使用許諾

－
「産業財産権の使用許諾」又は「その他
の知的財産権の使用許諾」に含まれる。

11
ネットワーク設計及び開発サービス（セ
キュリティを除く）

顧客のインターネット、エクストラネット、バーチャルプライ
ベートネットワーク（VPN）のようなネットワークのデザイ
ン、開発、および実用化。

－
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。

12 出版物の広告スペース（電話帳を含む）
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と一体となった広告の作成とデザ
イン。

－
「広告スペース提供サービス」に含まれ
る。

13 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番組
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。

－
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。

細分類

大分類

中分類

小分類 371　固定電気通信業、372　移動電気通信業、373　電気通信に付帯するサービス業

37　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）

9：混在・不明

固定電気通信業

インターネットコンテンツ配信
サービス

ネットショップ運営収入

インターネット接続サービス収
入（固定回線）

インターネット接続サービス収
入（移動回線）

インターネット接続サービス収
入

小売・卸売サービス
アプリケーションソフトウエア
販売収入

移動電気通信業

電話サービス 携帯電話業収入

小売・卸売サービス 携帯電話端末販売収入

電気通信に附帯するサービス業

小売・卸売サービス 携帯電話端末販売収入

その他 手数料収入

（回答のあった事業所数：5以下）

（回答のあった事業所数：5以下）

インターネット接続サービス

（回答のあった事業所数：5以下）

＜平成23年産業連関表＞

細品目（10桁）名

固定電気通信

移動電気通信

その他の電気通信

その他の通信サービス

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

コモ法6桁分類名

固定電気通信

移動電気通信

その他の電気通信

その他の通信サービス

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 内容例示

固定電気通信（音声）
固定系による音声伝送サービ
ス収入

固定電気通信（データ）
固定系によるインターネット接
続サービス、メールサービスな
どのデータ伝送サービス収入

固定電気通信（その他）
専用回線の役務の提供事業、
電報によるメッセージ伝送
サービス収入

移動電気通信（音声）
携帯系による音声伝送サービ
ス

移動電気通信（データ）
携帯系によるインターネット接
続サービス、メールサービスな
どのデータ伝送サービス収入

電気通信に附帯するサービス
電気通信業務受託、空港無線
電話業務受託、移動無線セン
ター事業収入

○収入を得た相手先別収入額（％）＜H24経済センサス＞

収入を得た相手先別なし

＜サービス産業動向調査＞

事業内容 内容例示

固定電気通信業

　固定通信を行うための手段
の設置，運用を行う事業。
　有線による放送及び通話両
面の設備を用い市町村等の
一定の区域内における利用者
のために放送と通話取扱の
サービスを提供する事業。
【適合事例】○インターネット・
データセンター業 ○インター
ネット接続業（プロバイダ） ○
サーバホスティング業務 ○
PaaS事業 ○IaaS事業 ○地域
電気通信業 ○長距離電気通
信業 ○ＩＰ電話業 ○有線放送
電話業 ○固定系による音声
蓄積サービス業 ○ファックス
蓄積サービス業　など
【不適合事例】×携帯系による
音声蓄積サービス業⇒「37-
02 移動電気通信業」 ×電気
通信工事業⇒「その他」

移動電気通信業

　移動通信を行うための手段
の設置，運用を行う事業。
【適合事例】○携帯電話業 ○
無線呼出し業 ○ＰＨＳ業 ○衛
星携帯電話業 ○携帯系によ
る音声蓄積サービス業　など
【不適合事例】
×固定系による音声蓄積サー
ビス業⇒「37-01 固定電気通
信業」

電気通信に附帯
するサービス業

　「37-01 固定電気通信業」及
び「37-02移動電気通信業」に
附帯するサービスを提供する
事業。
【適合事例】○電気通信業務
受託会社 ○漁業無線協会 ○
電報配達請負業 ○移動通信
業務受託会社 ○空港無線電
話業務受託会社 ○電話加入
権取引業（賃貸を含む） ○電
話番号案内業 ○携帯電話販
売店（加入手続，機種変更業
務等を含む）　など
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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

　

　

 
 

 
  

 
  

 
 
　

  

　

 
  
 

　

 

　  

  
 

 
 

 
 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　　　

　

　　　

　

　　　

　　　

　　　

　

　

　

　

　

　

　　　

　

　

　

14 インターネット広告 －
「広告スペース提供サービス」に含まれ
る。

3700960300 音声電気通信サービス

3700160303 事業者向け音声電気通信サービス
手数料等を含む利用料を対価として、公衆交換電話網や
事業者閉域網などを利用した事業者向けに提供される
音声の伝送サービス。

一次原案生産物リスト及び他の参考情
報等を踏まえて設定

3700260306 一般消費者向け音声電気通信サービス
手数料等を含む利用料を対価として、公衆交換電話網や
事業者閉域網などを利用した一般消費者向けに提供さ
れる音声の伝送サービス。

〃

3700960600 データ電気通信サービス

3700160603 事業者向けデータ電気通信サービス

手数料等を含む利用料を対価として、事業者向けに提供
されるインターネットや事業者閉域網などを利用したデー
タ伝送サービス。ISP事業者によるインターネット接続
サービスを含む。

一次原案生産物リスト及び他の参考情
報等を踏まえて設定

3700260606
一般消費者向けデータ電気通信サービ
ス

手数料等を含む利用料を対価として、一般消費者向けに
提供されるインターネットや事業者閉域網などデータ伝
送サービス。ISP事業者によるインターネット接続サービ
スを含む。

〃

3700160900 電気通信インフラ提供サービス 事業者向けとして設定

3700160903 電気通信インフラ提供サービス

電気通信のハードインフラを提供するサービス（別掲され
るものを除く）。
○電気通信事業者に対する回線提供サービス　○IX（イ
ンターネット・エクスチェンジ）によるサービス　○権威
DNS（ドメイン・ネーム・システム）サーバによるサービス

一次原案生産物リスト及び他の参考情
報等を踏まえて設定

3700161200
サーバーハウジング・ホスティングサービ
ス

事業者向けとして設定

3700161203
サーバーハウジング・ホスティングサービ
ス

ＤＣ（データセンター）において、顧客のサーバーを預り又
は所有するサーバーを顧客へ貸し出し、当該サーバーの
インターネットへの接続、運用、監視環境等を提供する
サービス（サーバーのリースを除く）。

3700161500 クラウドコンピューティングサービス 事業者向けとして設定

3700161503 クラウドコンピューティングサービス

ＤＣ（データセンター）等を基盤として、ネットワーク、サー
バー、ストレージ、アプリケーションソフトなどのコンピュー
ティングリソースに、ネットワーク経由でアクセスさせ、オ
ンデマンドで利用させるサービス。
○ＩaaS、PaaS、ＡＳＰ・SaaS

3700969900 その他の電気通信サービス 混在型として設定

3700969903 その他の電気通信サービス
○電報によるメッセージ伝送サービス　○有線放送電話
○MCA無線サービス

バスケット項目として設定

P
電気通信サービス契約締結の媒介等業
務受託サービス

R92その他の事業サービス業の議論を踏
まえ検討。

P
電気通信サービス契約締結の媒介等業
務受託サービス

○携帯電話販売店による加入手続、機種変更業務等の
受託サービス

調査研究結果及び他の参考情報等を踏
まえて設定

15
キャリアサービス及びインターネット基幹
回線サービス

別の通信サービス・プロバイダーへの音声又はデータ通
信（海外への電気通信を含む）の発信、着信、又は中継
をする有線又は無線設備の提供。

－
「電気通信インフラサービス」に含まれ
る。

16
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）

事業者への64Kbpsを超える速度での有線及び無線イン
ターネット常時接続の提供。ケーブルインターネット、
DSL、およびその他の常時接続サービスを含む。

－
「事業者向けデータ電気通信サービス」
に含まれる。

17 電話及び関連サービス －
「事業者向け音声電気通信サービス」又
は「一般消費者向け音声電気通信サー
ビス」に含まれる。

17.01 固定ローカル電話サービス（住居用）
域内通話エリア内部で音声、データ及び動画の電送・交
換ができるように、一般家庭向けに公衆交換電話網への
アクセスを提供する。

－
「一般消費者向け音声電気通信サービ
ス」に含まれる。

17.02 固定ローカル電話サービス（公衆用） － 〃

17.03 固定ローカル電話サービス（事業用）
域内通話エリア内部で音声、データ及び動画の電送・交
換ができるように、事業者向けに公衆交換電話網へのア
クセスを提供する。

－
「事業者向け音声電気通信サービス」に
含まれる。

17.04
固定長距離電話サービス（発信者払い、
住居用）

固定位置の顧客から発信され、発信者が料金を支払う場
合、域内通話エリアの間で一般家庭の顧客向けに公衆
交換電話網を通じた音声、データ及び動画の電送・交換
を行う。

－
「一般消費者向け音声電気通信サービ
ス」に含まれる。

17.05
固定長距離電話サービス（発信者払い、
公衆用）

発信者が通話料金を支払う場合に、公共および半公共
の硬貨及びカード式の電話から域内通話エリアの間で、
公衆交換電話網を通じて音声、データ及び動画の電送・
交換を行う。

－ 〃

17.06
固定長距離電話サービス（発信者払い、
事業用）

固定位置の顧客から発信され、発信者が料金を支払う場
合、域内通話エリアの間で事業者の顧客向けに公衆交
換電話網を通じた音声、データ及び動画の電送・交換を
行う。

－
「事業者向け音声電気通信サービス」に
含まれる。

17.07 固定長距離電話サービス（受信者払い）
固定位置の顧客から発信され、受信者が料金を支払う場
合、域内通話エリアの間で公衆交換電話網を通じた音
声、データ及び動画の電送・交換を行う。

－
「一般消費者向け音声電気通信サービ
ス」に含まれる。

17.08 固定全距離電話サービス

固定位置の顧客から発信され、料金が距離と関係しない
（域内エリアと長距離エリア間でも区別がない）場合に、
公衆交換電話網を通じた音声、データ及び動画の電送・
交換を行う。

－
「事業者向け音声電気通信サービス」又
は「一般消費者向け音声電気通信サー
ビス」に含まれる。

　

　

 
 

 
  

 
  

 
 
　

  

　

 
  
 

　

 

　  

  
 

 
 

 
 

務等を含む）　など

＜平成30年情報通信業基本調査＞

事業内容 内容例示

371 固定電気通信業

［ 地域電気通信業］東日本電
信電話株式会社及び西日本電
信電話株式会社の本社・支社・
営業所・ネットワークセンター、
固定通信により地域内における
電気通信役務を提供している事
業者の本社・支社・支店・営業
所・ネットワークセンター
［ 長距離電気通信業］固定通
信により長距離（県間・国際間
等）の電気通信役務を提供して
いる事業者の本社・支社・支
店・国際通信センター・サブセ
ンター・海底線中継所・衛星通
信所
［ 有線放送電話業］有線放送
電話農業協同組合、有線放送
電話共同施設協会、有線放送
電話協会（有線放送電話事業
を営むもの）
［ その他の固定電気通信業］音
声蓄積サービス業、ファックス
蓄積サービス業、ＩＳＰ（インター
ネット・サービス・プロバイダ）、Ｉ
Ｘ（インターネット・エクスチェン
ジ）業、ＩＤＣ（インターネット・
データ・センター）業

372 移動電気通信業
［移動電気通信業］携帯電話
業、ＰＨＳ業、衛星携帯電話
業、無線呼出し業

373 電気通信に附帯するサー
ビス業

［ 電気通信に附帯するサービ
ス業］電気通信業務受託会
社、空港無線電話業務受託会
社、移動無線センター、携帯
電話ショップ

　固定音声伝送（国内）

　　　（うち、IP電話）

　固定音声伝送（国際）

　　　（うち、IP電話）

　固定データ伝送

　　　（うち、ISP、ADSL、FTTH
等のインターネットアクセス）

　　　（うち、IP-VPN）

　　　（うち、広域イーサネット）

　携帯音声伝送

　携帯データ伝送

　PHS音声伝送

　PHSデータ伝送

　BWAデータ伝送

　専用

　　　（うち、国際分）

　公衆無線LAN

　IDC（インターネット・データ・
センター）

　その他の電気通信サービス

電気通信事業のサービス区分（売上高）
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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

　

　

 
 

 
  

 
  

 
 
　

  

　

 
  
 

　

 

　  

  
 

 
 

 
 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　　　

　

　　　

　

　　　

　　　

　　　

　

　

　

　

　

　

　　　

　

　

　

17.08.0
1

住居用固定全距離電話サービス

固定位置の顧客から発信され、料金が距離と関係しない
（域内エリアと長距離エリア間でも区別がない）場合に、
一般家庭向けに公衆交換電話網を通じた音声、データ及
び動画の電送・交換を行う。

－
「一般消費者向け音声電気通信サービ
ス」に含まれる。

17.08.0
2

事業用固定全距離電話サービス

固定位置の顧客から発信され、料金が距離と関係しない
（域内エリアと長距離エリア間でも区別がない）場合に、
事業者向けに公衆交換電話網を通じた音声、データ及び
動画の電送・交換を行う。

－
「事業者向け音声電気通信サービス」に
含まれる。

17.09 通話附帯機能（固定電話サービス）

基本固定市内通話地域の料金とは別料金で、固定位置
の顧客からの使用に際しての通話に関する管理サービ
スを提供する。
○コール・ウェイティング、自動転送、発信者番号通知、
三者通話、ナンバー・ディスプレイ、コール・リターン、着
信画面、コール・ブロッキング、自動コールバック、自動応
答、ボイスメールおよびボイスメニューのような機能。

－
「事業者向け音声電気通信サービス」又
は「一般消費者向け音声電気通信サー
ビス」に含まれる。

17.09.0
1

住居用通話附帯機能（固定電話サービ
ス）

基本固定市内通話地域の料金とは別料金で、固定位置
の顧客からの使用に際しての通話に関する管理サービ
スを一般家庭向けに提供する。

－
「一般消費者向け音声電気通信サービ
ス」に含まれる。

17.09.0
2

事業用通話附帯機能（固定電話サービ
ス）

基本固定市内通話地域の料金とは別料金で、固定位置
の顧客からの使用に際しての通話に関する管理サービ
スを事業者向けに提供する。

－
「事業者向け音声電気通信サービス」に
含まれる。

17.09.0
3

公衆用通話附帯機能（固定電話サービ
ス）

基本固定市内通話地域の料金とは別料金で、固定位置
の顧客からの使用に際しての通話に関する管理サービ
スを公共や半公共向けに提供する。

－
「一般消費者向け音声電気通信サービ
ス」に含まれる。

17.10 インターネット電話サービス

音声又はデータを固定域内電話、携帯電話、及びコン
ピュータのＩＰアドレスのある場所に電送する、無線又は
有線のボイス・オーバー・インターネット・プロトコル
（VOIP）電話サービスを提供する。

－
「事業者向け音声電気通信サービス」又
は「一般消費者向け音声電気通信サー
ビス」に含まれる。

17.10.0
1

住居用インターネット電話サービス

音声又はデータを固定域内電話、携帯電話、及びコン
ピュータのＩＰアドレスのある場所に電送する、無線又は
有線の一般家庭向けボイス・オーバー・インターネット・プ
ロトコル（VOIP）電話サービスを提供する。

－
「一般消費者向け音声電気通信サービ
ス」に含まれる。

17.10.0
2

事業用インターネット電話サービス

音声又はデータを固定域内電話、携帯電話、及びコン
ピュータのＩＰアドレスのある場所に電送する、無線又は
有線の事業者向けボイス・オーバー・インターネット・プロ
トコル（VOIP）電話サービスを提供する。

－
「事業者向け音声電気通信サービス」に
含まれる。

17.11 無線音声電話サービス －
「事業者向け音声電気通信サービス」又
は「一般消費者向け音声電気通信サー
ビス」に含まれる。

17.11.0
1

住居用無線音声電話サービス －
「一般消費者向け音声電気通信サービ
ス」に含まれる。

17.11.0
2

事業用無線音声電話サービス －
「事業者向け音声電気通信サービス」に
含まれる。

17.12 無線テキストサービス －
「事業者向けデータ電気通信サービス」
又は「一般消費者向けデータ電気通信
サービス」に含まれる。

17.12.0
1

住居用無線テキストサービス －
「一般消費者向けデータ電気通信サービ
ス」に含まれる。

17.12.0
2

事業用無線テキストサービス －
「事業者向けデータ電気通信サービス」
に含まれる。

17.13 無線データサービス －
「事業者向けデータ電気通信サービス」
又は「一般消費者向けデータ電気通信
サービス」に含まれる。

17.13.0
1

住居用無線データサービス －
「一般消費者向けデータ電気通信サービ
ス」に含まれる。

17.13.0
2

事業用無線データサービス －
「事業者向けデータ電気通信サービス」
に含まれる。

17.14 プライベートネットワークサービス
依頼人の専用使用のために、特定地点間での有線又は
無線の通信リンクを提供する。
○データ通信サービス

－
「その他の電気通信サービス」に含まれ
る。

17.15 ポケベルサービス
加入者が主として小型無線受信機で声、テキスト又は応
答メッセージを受信するために利用する携帯無線サービ
スを提供する。

17.16 モバイルディスパッチサービス（RCC）
タクシー又は現地サービス担当者へディスパッチサービ
スや警察向けモバイル・データといった、非交換型無線
伝送サービスの提供。

17.17 他に分類されないその他の通信サービス

17.17.0
1

専用無線サービス

17.17.0
1

その他の通信サービス

17.18 通信ネットワークの設置サービス
通信網を引くためにワイヤー及びその他の機器を設置す
る。

P 広告スペース提供サービス
「広告スペース提供サービス」の議論を
踏まえて検討

P 広告スペース提供サービス
一次原案生産物リスト及び他の参考情
報等を踏まえて設定。

P 産業用機械器具のレンタル 産業、工作、土木・建設用機械などのレンタル。
K不動産業，物品賃貸業の議論を踏まえ
て検討

P 産業機械のレンタル

自動組立装置、産業用ロボット、製鉄機械、化学機械、
繊維機械、鉱山機械、食品加工機械、製紙機械、印刷機
械、樹脂加工機械、木工機械、工業窯炉、包装機械、鋳
造機械、金型などのレンタル。

P 工作機械のレンタル
旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、平削り盤、研削
盤、歯切盤、マシニングセンタ、鍛圧機械、放電加工機、
溶接機など（数値制御（NC）付きを含む。）のレンタル。
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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 土木・建設機械のレンタル

掘削機械、基礎工事機械、整地機械、締め固機械、コン
クリート機械、舗装機械、建設用各種クレーン（自走式を
含む。）、建設工事用各種作業船、仮設用機材（工事用
エレベーターを含む。）、建設用足場資材、鋼矢板などの
レンタル。建設資材のリースも含む。

P 医療用機器のレンタル
診断施設用機器、診断用機器、手術用機器、処置用機
器、試験・検査用機器、歯科用機器、医療用各種電子応
用機器などのレンタル。

P 商業用機械・設備のレンタル
業務用調理装置、冷凍機、ショーケース、業務用冷凍
（蔵）庫、各種自動販売機、レストラン用設備、商業用什
器、備品などのレンタル。

P 通信機器・周辺機器のレンタル
有線通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装
置、ファクシミリ、テレビなどのレンタル。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

P サービス業用機械・設備のレンタル

業務用ランドリー・ドライクリーニング装置、ホテル用設
備、自動車用サービス機器、レジャー機器・設備（ボウリ
ング装置など）、娯楽機械（パチンコ台、ゲーム機器、遊
園地用娯楽機器など）、カラオケ機器（業務用）、娯楽機
器用両替機などのレンタル。

P その他の産業用機械・設備のレンタル

鉄道車両、産業用車両（フォークリフトなど）、荷役運搬機
器車両（コンテナ、パレット、などを含む。）、船舶、航空機
などの自動車以外の輸送用機器、音響機材（業務用）な
どのレンタル。

P その他の物品のレンタル
他に分類されない物品（映画・演劇用品、音楽・映像記録
物、貸衣装など）のレンタル

大分類K不動産業，物品賃貸業の議論を
踏まえて検討

P 映画・演劇用品のレンタル
テレビや映画・演劇の撮影、上映、上演に用いる道具、
機材（映画用・演劇用の衣しょうを含む。）のレンタル

P 音楽・映像記録物のレンタル
記録済のビデオソフト、カセット・テープ、ディスク、ビデオ
ゲームなどのレンタル

P 衣しょうのレンタル フォーマルウェア、衣装、アクセサリーのレンタル

P 福祉用具のレンタル
要介護者に対し、介護施設や在宅介護において使用さ
れる用具のレンタル

P
他に分類されないその他の物品のレンタ
ル

他に分類されないその他の物品のレンタル 一次原案生産物リストを踏まえて設定。
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ワークシート①【別紙様式2】

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 24101010401
家庭用視聴覚機器・コンポ・附属品の賃
貸（コンピュータ・周辺装置を除く）

1 7000925000
家庭用視聴覚機器（ケーブルテレビ番組
配信機器を含む）・コンポ・附属品の賃貸
（コンピュータ・周辺装置を除く）

1 60.10.1 ラジオ番組放送サービス 1 83632
テレビ／ラジオの広告時間の販売（委託
売買は除く）

1
家庭用視聴覚機器・コンポ・附属品の賃
貸（コンピュータ・周辺装置を除く）

家庭用娯楽電気・電子機器、部品及び付属品（コン
ピューター及び周辺装置を除く）のレンタル又はリース。

2 24102010101 多チャンネル番組配信サービス 2 7001025000 多チャンネル番組配信サービス 1.01 60.10.11 ラジオ番組制作及び放送サービス 2 84110 回線網サービス 2 多チャンネル番組配信サービス

24102010101 2.01 7001025003
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジの基本配信サービス

1.02 60.10.12 ラジオ放送（原版放送） 3 84120 固定電話サービス 2.01
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジの基本配信サービス

24102010101 2.02 7001025006
ビデオ番組パッケージの基本配信サー
ビス（ストリーミングを除く）

2 60.10.20 ラジオチャンネル番組 4 84140 私設網サービス 2.02
ビデオ番組パッケージの基本配信サー
ビス（ストリーミングを除く）

24102010101 2.03 7001025009
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジのプレミアム配信サービス

3 60.10.30 ラジオ広告の時間 5 84150 データ伝送サービス 2.03
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジのプレミアム配信サービス

24102010101 2.04 7001025012
ビデオ番組パッケージのプレミアム配信
サービス（ストリーミングを除く）

4 60.20.1 テレビ番組制作及び放送サービス 6 84190 その他の通信サービス 2.04
ビデオ番組パッケージのプレミアム配信
サービス（ストリーミングを除く）

24102010101 2.05 7001025015
ストリーミングによるオーディオ番組パッ
ケージの配信サービス

4.01 60.20.11 リニアテレビ番組制作及び放送サービス 7 84210 インターネットバックボーンサービス 2.05
ストリーミングによるオーディオ番組パッ
ケージの配信サービス

24102010101 2.06 7001025018
オーディオ番組パッケージの配信サービ
ス（ストリーミングを除く）

4.02 60.20.12
オンラインのビデオオンデマンドサービ
ス

8 84221
ナローバンドインターネットアクセスサー
ビス

2.06
オーディオ番組パッケージの配信サービ
ス（ストリーミングを除く）

24102010101 2.07 7001025021
ペイパービュー及びビデオオンデマンド
配信サービス（ストリーミングを除く）

4.03 60.20.13 その他のビデオオンデマンドサービス 9 84222
ブロードバンドインターネットアクセス
サービス

2.07
ペイパービュー及びビデオオンデマンド
配信サービス（ストリーミングを除く）

基本又は任意加入の番組パッケージの月額料金とは別
に料金を徴収することで、受信契約者が特定の番組（映
画、コンサート又はボクシング・イベントなど）を自宅で視
聴することを可能にするサービス。

24102010101 2.08 7001025024
ストリーミングによるビデオオンデマンド
配信サービス

5 60.20.20 原作のテレビ放送 10 84290 その他のインターネット通信サービス 2.08
ストリーミングによるビデオオンデマンド
配信サービス

24102010101 2.09 7001025027
ストリーミングによるオーディオオンデマ
ンド配信サービス

6 60.20.30 テレビ広告の時間 11 84611 ラジオ放送のオリジナル 2.09
ストリーミングによるオーディオオンデマ
ンド配信サービス

24102010101 2.10 7001025031
オーディオオンデマンド配信サービス（ス
トリーミングを除く）

12 84612 テレビ放送のオリジナル 2.10
オーディオオンデマンド配信サービス（ス
トリーミングを除く）

3 24102010102
番組配信ネットワーク接続の導入サービ
ス

3 7001050000
番組配信ネットワーク接続の導入サービ
ス

13 84621 ラジオのチャンネル番組 3
番組配信ネットワーク接続の導入サービ
ス

番組配信網に接続するためのケーブル及び（又は）アウ
トレットボックスを顧客の建物内に設置する。

4 24102010103
公共・非商用番組作成サービス（テレビ、
ラジオ）

4 14 84622 テレビのチャンネル番組 4
公共・非商用番組作成サービス（テレビ、
ラジオ）

4.01 7001075000 公共・非商用番組作成サービス（テレビ） 15 84631 放送サービス 4.01 公共・非商用番組作成サービス（テレビ）
通常､広告メッセージをはさむことなく、広く一般国民の利
益のためにテレビ放送を提供する。これらの番組の放送
は、政府補助金と資金調達活動を主な財源とする。

4.02 7001085000 公共・非商用番組作成サービス（ラジオ） 16 84632
家庭向け番組配信サービス（基本番組
パッケージ）

4.02 公共・非商用番組作成サービス（ラジオ）
通常､広告メッセージをはさむことなく、広く一般国民の利
益のためにラジオ放送を提供する。これらの番組の放送
は、政府補助金と資金調達活動を主な財源とする。

5 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）

5 7001100000
ナローバンドインターネットアクセスサー
ビス（ダイアルアップ接続）

17 84633
家庭向け番組配信サービス（自由番組
パッケージ）

5
インターネットアクセスサービス（ダイア
ルアップ接続）

公衆交換電話網を通じた、通常、64Kbpsを超えない速度
でのインターネットへの有線及び無線ダイアルアップ接
続の提供。

6 24103010102
インターネットアクセスサービス（常時接
続、住居用)

6 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）

18 84634
家庭向け番組配信サービス（見た分だけ
支払う方式）

6
インターネットアクセスサービス（常時接
続、住居用)

一般家庭への64Kbpsを超える速度での有線及び無線イ
ンターネット常時接続の提供。ケーブルインターネット、
DSL、およびその他の常時接続サービスを含む。

7 51205010102 通信・ナビゲーション機器の保守、修理 7 7008950000
通信・ナビゲーション機器の保守、修理
サービス

19 96121
映画、ビデオテープ及びテレビ番組制作
サービス

7 通信・ナビゲーション機器の保守、修理
通信・ナビ機器の交換部品の取り付けを含む、保守・修
理サービスの提供。

8 54201010101
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾

8 20 96122 ラジオ番組制作サービス 8
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
た知的財産を使用する許可を与える。著作権により明示
的または非明示的に保護される所有物（コンピューター
ソフトウェア、書籍、スクリーン、映画と舞台劇の原稿、振
り付けとミュージカルの構成、映像効果デザイン,舞台芸
術プロダクション、意匠図、および写真や美術品）の使用
に対する権利許諾を含む。
○個々のもしくはいくつかの権利を販売することによるそ
れらの権利の永久的な移転
×知的財産の売り切りによる全ての許可された権利の
永久的な移転 ×スポーツイベントの放送許諾

54201010101 8.01 7009576000
著作権により保護された専門テレビ番組
を含むテレビ番組の上映、放送、賃貸許
諾

8.01
著作権により保護された専門テレビ番組
を含むテレビ番組の上映、放送、賃貸許
諾

54201010101 8.01.01 7009576003
著作権により保護された長編映画の上
映許諾（商業劇場市場向け）

8.01.01
著作権により保護された長編映画の上
映許諾（商業劇場市場向け）

ライセンサーが所有又は管理する著作権によって明示
的あるいは非明示的に保護されている実写またはアニメ
の長編映画を上映する許可を与える。長編映画は通常、
まず劇場で上映し、続いて様々なメディアを通じて再生
および配布されることを目的とする。

54201010101 P 8.01.02
著作権により保護された長編映画のテレ
ビ放送許諾

8.01.02
著作権により保護された長編映画のテレ
ビ放送許諾

ライセンサーが所有または管理する、著作権によって明
示的あるいは非明示的に保護された実写またはアニメ
の長編映画を、テレビ放送する許可を与える。

54201010101 P 8.01.03
著作権により保護された長編映画の放
送及び上映許諾（その他の市場向け）

8.01.03
著作権により保護された長編映画の放
送及び上映許諾（その他の市場向け）

Ｅ列　一次原案生産物リスト

細分類 3811 公共放送業（有線放送業を除く）、3821 テレビジョン放送業（衛星放送業を除く）、3822 ラジオ放送業（衛星放送業を除く）、3823 衛星放送業、3829 その他の民間放送業、3831 有線テレビジョン放送業、3832 有線ラジオ放送業

IN-51500 Broadcasting Services
IN-51731 Cable and Other Program Distribution

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 G　情報通信業

中分類 38　放送業

小分類 381　公共放送業（有線放送業を除く）、382　民間放送業（有線放送業を除く）、383　有線放送業

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）
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54201010101 8.01.04 7009576012
著作権により保護された長編映画の賃
貸許諾（家庭用ビデオ市場向け）

8.01.04
著作権により保護された長編映画の賃
貸許諾（家庭用ビデオ市場向け）

ビデオレンタルチェーンなどに対して、ライセンサーが所
有または管理する、著作権によって明示的あるいは非明
示的に保護された長編映画の複製を家庭での視聴のた
めに貸与する許可を与える。

54201010101 8.01.05 7009576015
著作権により保護された短編映画の上
映、放送、賃貸許諾

8.01.05
著作権により保護された短編映画の上
映、放送、賃貸許諾

ライセンサーが所有または管理する、著作権によって明
示的あるいは非明示的に保護された実写又はアニメ短
編映画を、上映、放送あるいは貸与する許可を与える。

54201010101 8.01.06 7009576018
著作権により保護された専門テレビ番組
を含むテレビ又はケーブルテレビ放送許
諾

8.01.06
著作権により保護された専門テレビ番組
を含むテレビ又はケーブルテレビ放送許
諾

54201010101 8.01.07 7009576021
著作権により保護されたテレビ又はケー
ブルテレビ番組の賃貸許諾（家庭用ビデ
オ市場向け）

8.01.07
著作権により保護されたテレビ又はケー
ブルテレビ番組の賃貸許諾（家庭用ビデ
オ市場向け）

54201010101 8.01.08 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賃貸許諾（そ
の他の市場向け）

8.01.08
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賃貸許諾（そ
の他の市場向け）

54201010101 8.01.09 7009576027
著作権により保護されたその他の視聴
覚作品の上映、放送、賃貸許諾

8.01.09
著作権により保護されたその他の視聴
覚作品の上映、放送、賃貸許諾

ライセンサーが所有または管理する、著作権によって明
示的あるいは非明示的に保護された映画又はテレビ番
組以外の視聴覚作品を、上映、放送あるいは賃貸する
許可を与える。
○エクササイズビデオ、旅行ビデオ、公共メッセージ、ト
レーニングビデオなど。

54201010101 8.02 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（視聴覚作品及び楽曲と録音を除
く）

8.02

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（視聴覚作品及び楽曲と録音を除
く）

54201010101 8.02.01 7009581003
著作権により保護された知的財産物の
撮影許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音
を除く）

8.02.01
著作権により保護された知的財産物の
撮影許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音を
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
知的財産を撮影する許可を与える。
○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撮影の権利をライセンスする。例
えば、別の形式、言語または地域で撮影するために財産
を使用する権利など。○ライセンシングによる撮影権利
の一時的移転。○そのような権利の販売による撮影権
利の恒久的な移転。
×知的財産の売却によって付与されたすべての権利の
恒久的な移転。

54201010101 8.02.02 7009581006
著作権により保護された知的財産物の
記録許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音
を除く）

8.02.02
著作権により保護された知的財産物の
記録許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音を
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。
○合意された期間、方法、場所（別の形式、言語または
地域で記録する権利など）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。○ライセンス交付によ
る記録権の一時的移転。○そのような権利の販売による
記録権の恒久的な移転。
×知的財産の売却によって付与されたすべての権利の
恒久的な移転。

54201010101 8.02.03 7009581009
著作権により保護された知的財産物の
実演許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音
を除く）

8.02.03
著作権により保護された知的財産物の
実演許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音を
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
知的財産を実演する許可を与える。
○合意された期間、方法、場所（著作権のある知的財産
権を他の形式、媒体、言語または地域で実演する権利な
ど）で実行する権利をライセンスする。○ライセンス交付
による権利の一時的移転。○そのような権利の販売によ
る実演権利の恒久的な移転。
×知的財産の売却によって付与されたすべての権利の
恒久的な移転。

54201010101 8.02.04 7009581012

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

8.02.04

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

54201010101 8.02.05 7009581015
著作権により保護された知的財産物の
出版許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音
を除く）

8.02.05
著作権により保護された知的財産物の
出版許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音を
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。
○合意された期間、方法、場所（著作権のある知的財産
を別の形式、媒体、言語または地域で出版する権利な
ど）で出版する権利をライセンスする。○ライセンス交付
による出版権の一時的な移転。○そのような権利の販売
による出版権の恒久的な移転。
×知的財産の売却によって付与されたすべての権利の
恒久的な移転。

54201010101 8.02.06 7009581018
著作権により保護された知的財産物の
複製許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音
を除く）

8.02.06
著作権により保護された知的財産物の
複製許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音を
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。
○合意された期間、方法、および場所（別の形式、媒
体、言語または地域で複製する権利など）について、著
作権で保護された知的財産を複製する権利をライセンス
する。○ライセンス交付による複製権の一時的移転。○
そのような権利の販売による複製権の恒久的な移転。
×知的財産の売却によって付与されたすべての権利の
恒久的な移転。

54201010101 8.02.07 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（視聴覚作品及び楽曲
と録音を除く）

8.02.07
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（視聴覚作品及び楽曲
と録音を除く）

9 54201010201
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

9 7009600000
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

9
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

暗黙的又は明示的に法律によって保護される特許及び
営業秘密（実用特許、意匠特許、植物特許、ソフトウェア
特許など）の使用許諾。
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10 54201010202
商標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

10
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）の商業的使用許諾。

11 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

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

11
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

ライセンサが所有または管理している産業知的財産の
使用を許可する。
○工業デザイン、集積回路、及び植物育種家の権利な
どの使用許諾

12 54501010102
知的財産に関連するその他の権利の貸
与

12 7010225000
スポーツイベント放送及びその他のメ
ディア権

12
スポーツイベント放送及びその他のメ
ディア権

放送メディア（テレビ、ラジオ、インターネット、衛星、また
ケーブルを含む)から選ばれたメンバーに、チーム、リー
グ、又はその他の団体が所有するスポーツイベントの生
放送の制作及び利用する権利を与える。 及び、スポー
ツイベント、施設､又は活動についてのその他の音、画
像、又はそれ以外の情報を営利的に利用する目的で、
スポーツイベント、施設､又は活動にアクセスする権利を
与える。

13 77101010102 テレビCM枠 13 7012300000 テレビCM枠 13 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番
組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。

77101010102 13.01 7012300002 テレビネットワーク補償枠 13.01 テレビネットワーク補償枠

77101010102 13.02 7012300003
テレビ全国及び地域CM枠（テレビネット
ワークを除く）

13.02
テレビ全国及び地域CM枠（テレビネット
ワークを除く）

77101010102 13.03 7012300006
テレビローカルCM枠（テレビネットワーク
を除く）

13.03
テレビローカルCM枠（テレビネットワーク
を除く）

14 77101010103 ラジオCM枠 14 7012325000 ラジオCM枠 14 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
や番組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。

77101010103 14.01 7012325002 ラジオネットワーク補償枠 14.01 ラジオネットワーク補償枠

77101010103 14.02 7012325003
ラジオ全国及び地域CM枠（ラジオネット
ワークを除く）

14.02
ラジオ全国及び地域CM枠（ラジオネット
ワークを除く）

77101010103 14.03 7012325006
ラジオローカルCM枠（ラジオネットワーク
を除く）

14.03
ラジオローカルCM枠（ラジオネットワーク
を除く）

15 77101010104 インターネット広告 15 7012350000 インターネット広告 15 インターネット広告

16 77104010101 テレビ番組放送 16 7013275000 テレビ番組放送 16 テレビ番組放送
生放送又は録画放送の番組コンテンツをテレビで放送す
る時間を提供する。
×インフォマーシャルおよび他の広告。

17 77104010102 ラジオ番組放送 17 7013300000 ラジオ番組放送 17 ラジオ番組放送
生放送又は録画放送の番組コンテンツをラジオで放送す
る時間を提供する。
×インフォマーシャルおよび他の広告。

18 77105010101 視聴覚作品の制作準備段階のサービス 18 7013325000
視聴覚作品の制作準備段階のサービス
（テレビ又はケーブルテレビ）

18
視聴覚作品の制作準備段階のサービス
（テレビ又はケーブルテレビ）

視聴覚作品の制作に対する準備サービスを提供するこ
と。この作業は、通常は、映画とテレビ番組のために、契
約又は下請け契約によって制作会社が契約又は手数料
ベースで行う。
○脚本編集、キャスティング、ロケハン、及び相談サービ
スなど。

19 77105010102 視聴覚作品の撮影後の編集サービス 19 7013350000
視聴覚作品の撮影後の編集サービス
（テレビ又はケーブルテレビ）

19
視聴覚作品の撮影後の編集サービス（テ
レビ又はケーブルテレビ）

視聴覚作品（フィルム、ビデオ、デジタルメディアなど）の
ために、電子化された又は電子の画像及び音響を処理
するサービスの提供。
○編集、転送、色補正、デジタル復元、視覚効果、アニ
メーション制作、フォーマット変換、データ圧縮とデジタル
符号化、キャプション、タイトル付け、字幕付けのサービ
ス。

20 77107010101
キャリアサービス及びインターネット基幹
回線サービス

20 7013725000
キャリアサービス及びインターネット基幹
回線サービス

20
キャリアサービス及びインターネット基幹
回線サービス

別の通信サービス・プロバイダーへの音声又はデータ通
信（海外への電気通信を含む）の発信、着信、又は中継
をする有線又は無線設備の提供。

21 77107010102 インターネット常時接続事業 21 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）

21
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）

事業者への64Kbpsを超える速度での有線及び無線イン
ターネット常時接続の提供。ケーブルインターネット、
DSL、およびその他の常時接続サービスを含む。

22 77107010103 電話及び関連サービス 22 電話及び関連サービス

77107010103 22.01 7013760000 固定ローカル電話サービス（住居用） 22.01 固定ローカル電話サービス（住居用）
域内通話エリア内部で音声、データ及び動画の電送・交
換ができるように、一般家庭向けに公衆交換電話網へ
のアクセスを提供する。

77107010103 22.02 7013770000 固定ローカル電話サービス（公衆用） 22.02 固定ローカル電話サービス（公衆用）

77107010103 22.03 7013775000 固定ローカル電話サービス（事業用） 22.03 固定ローカル電話サービス（事業用）
域内通話エリア内部で音声、データ及び動画の電送・交
換ができるように、事業者向けに公衆交換電話網へのア
クセスを提供する。

77107010103 22.04 7013776000
固定長距離電話サービス（発信者払い、
住居用）

22.04
固定長距離電話サービス（発信者払い、
住居用）

固定位置の顧客から発信され、発信者が料金を支払う
場合、域内通話エリアの間で一般家庭の顧客向けに公
衆交換電話網を通じた音声、データ及び動画の電送・交
換を行う。
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ワークシート①【別紙様式2】

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）

Ｅ列　一次原案生産物リスト
IN-51500 Broadcasting Services
IN-51731 Cable and Other Program Distribution

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）

77107010103 22.05 7013777000
固定長距離電話サービス（発信者払い、
公衆用）

22.05
固定長距離電話サービス（発信者払い、
公衆用）

発信者が通話料金を支払う場合に、公共および半公共
の硬貨及びカード式の電話から域内通話エリアの間で、
公衆交換電話網を通じて音声、データ及び動画の電送・
交換を行う。

77107010103 22.06 7013800000
固定長距離電話サービス（発信者払い、
事業用）

22.06
固定長距離電話サービス（発信者払い、
事業用）

固定位置の顧客から発信され、発信者が料金を支払う
場合、域内通話エリアの間で事業者の顧客向けに公衆
交換電話網を通じた音声、データ及び動画の電送・交換
を行う。

77107010103 22.07 7013825000 固定長距離電話サービス（受信者払い） 22.07 固定長距離電話サービス（受信者払い）
固定位置の顧客から発信され、受信者が料金を支払う
場合、域内通話エリアの間で公衆交換電話網を通じた
音声、データ及び動画の電送・交換を行う。

77107010103 22.08 7013850000 固定全距離電話サービス 22.08 固定全距離電話サービス

固定位置の顧客から発信され、料金が距離と関係しない
（域内エリアと長距離エリア間でも区別がない）場合に、
公衆交換電話網を通じた音声、データ及び動画の電送・
交換を行う。

77107010103 22.09 7013875000 通話附帯機能（固定電話サービス） 22.09 通話附帯機能（固定電話サービス）

基本固定市内通話地域の料金とは別料金で、固定位置
の顧客からの使用に際しての通話に関する管理サービ
スを提供する。
○コール・ウェイティング、自動転送、発信者番号通知、
三者通話、ナンバー・ディスプレイ、コール・リターン、着
信画面、コール・ブロッキング、自動コールバック、自動
応答、ボイスメールおよびボイスメニューのような機能。

77107010103 22.10 7013900000 インターネット電話サービス 22.10 インターネット電話サービス

音声又はデータを固定域内電話、携帯電話、及びコン
ピュータのＩＰアドレスのある場所に電送する、無線又は
有線のボイス・オーバー・インターネット・プロトコル
（VOIP）電話サービスを提供する。

77107010103
22.10.0
1

7013900003 住居用インターネット電話サービス
22.10.0
1

住居用インターネット電話サービス

音声又はデータを固定域内電話、携帯電話、及びコン
ピュータのＩＰアドレスのある場所に電送する、無線又は
有線の一般家庭向けボイス・オーバー・インターネット・プ
ロトコル（VOIP）電話サービスを提供する。

77107010103
22.10.0
2

7013900006 事業用インターネット電話サービス
22.10.0
2

事業用インターネット電話サービス

音声又はデータを固定域内電話、携帯電話、及びコン
ピュータのＩＰアドレスのある場所に電送する、無線又は
有線の事業者向けボイス・オーバー・インターネット・プロ
トコル（VOIP）電話サービスを提供する。

77107010103 22.11 7014025000 プライベートネットワークサービス 22.11 プライベートネットワークサービス
依頼人の専用使用のために、特定地点間での有線又は
無線の通信リンクを提供する。
○データ通信サービス

23 77107010307 動画・音声ストリーミングサービス 23 7014400000 動画・音声ストリーミングサービス 23 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およびビデオデータを
送信するか、又はインターネットを介したビデオ並びに
オーディオストリーミングのストレージ、制作（エンコード
を含む）、及びサポートに関連するサービスを提供する。

77107010307 23.01 7014400003 動画ストリーミングサービス 23.01 動画ストリーミングサービス

77107010307 23.02 7014400006 音声ストリーミングサービス 23.02 音声ストリーミングサービス
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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

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
家庭用視聴覚機器・コンポ・附属品の賃
貸（コンピュータ・周辺装置を除く）

家庭用娯楽電気・電子機器、部品及び付属品（コン
ピューター及び周辺装置を除く）のレンタル又はリース。

－
「他に分類されないその他の物品賃貸
サービス」に含まれる。

3800160300 テレビ放送サービス（広告収入）

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

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

3800160600
テレビ放送サービス（公共放送サービス
を除く，視聴料収入）

3800260603
テレビ放送サービス（公共放送サービス
を除く，視聴料収入）

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、視聴者からの入会費等を含む利用料を
対価としてテレビ番組を放送し、視聴させるサービス。ビ
デオオンデマンド方式による視聴サービスを除く。

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

3800160900 ラジオ放送サービス（広告収入）

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

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

3800161200
ラジオ放送サービス（公共放送サービス
を除く，聴取料収入）

3800161203
ラジオ放送サービス（公共放送サービス
を除く，聴取料収入）

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、入会費等を含む利用
料を対価としてラジオ番組を放送し、聴取させるサービ
ス。オーディオオンデマンド方式による聴取サービスを除
く。
○有線音楽放送　○衛星音楽放送

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

2 多チャンネル番組配信サービス －

一部は「テレビ放送サービス（公共放送
サービスを除く，視聴料収入）」又は「ラジ
オ放送サービス（公共放送サービスを除
く，視聴料収入）」に含まれる。

2.01
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジの基本配信サービス

－
「テレビ放送サービス（公共放送サービス
を除く，視聴料収入）」に含まれる。

2.02
ビデオ番組パッケージの基本配信サービ
ス（ストリーミングを除く）

2.03
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジのプレミアム配信サービス

2.04
ビデオ番組パッケージのプレミアム配信
サービス（ストリーミングを除く）

2.05
ストリーミングによるオーディオ番組パッ
ケージの配信サービス

－
「ラジオ放送サービス（公共放送サービス
を除く，視聴料収入）」に含まれる。

2.06
オーディオ番組パッケージの配信サービ
ス（ストリーミングを除く）

2.07
ペイパービュー及びビデオオンデマンド
配信サービス（ストリーミングを除く）

基本又は任意加入の番組パッケージの月額料金とは別
に料金を徴収することで、受信契約者が特定の番組（映
画、コンサート又はボクシング・イベントなど）を自宅で視
聴することを可能にするサービス。

－

「コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告収入）」又は「コンテンツ配信プラッ
トフォームサービス（広告以外の収入）」
に含まれる。

2.08
ストリーミングによるビデオオンデマンド
配信サービス

2.09
ストリーミングによるオーディオオンデマ
ンド配信サービス

2.10
オーディオオンデマンド配信サービス（ス
トリーミングを除く）

細分類

大分類

中分類

小分類 381　公共放送業（有線放送業を除く）、382　民間放送業（有線放送業を除く）、383　有線放送業

38　放送業

3811 公共放送業（有線放送業を除く）、3821 テレビジョン放送業（衛星放送業を除く）、3822 ラジオ放送業（衛星放送業を除く）、3823 衛星放送業、3829 その他の民間放送業、3831 有線テレビジョン放送業、3832 有
線ラジオ放送業

（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）

9：混在・不明

テレビ番組収入

CS放送・その他放送収入

ラジオ番組放送サービス ラジオ番組収入

映画制作収入

ビデオ制作収入

音声情報制作サービス ラジオ番組制作収入

デジタルコンテンツ制作・配信
サービス

デジタル事業収入

広告フリーペーパー収入

ラジオ番組収入（広告料収入）

テレビ番組ローカルタイム放
送収入

テレビ番組ネットタイム放送収
入

テレビ番組スポット放送収入

イベント・催事サービス イベント・催事収入

マーチャンダイジング事業収
入

コンテンツ販売

コンテンツ使用許諾

不動産賃貸サービス 不動産賃貸収入

その他 その他収入

テレビ番組放送サービス ケーブルテレビ収入

映像情報制作サービス テレビ番組制作収入

インターネット接続サービス
インターネット接続サービス収
入

電話事業収入

電気通信工事収入

固定電話事業収入

ＭＶＮＯ事業収入

テレビ番組放送サービス

映像情報制作サービス

広告場所提供サービス

知的財産及び関連サービス

電話サービス

（回答のあった事業所数：5以下）

民間放送業（有線放送業を除く）

有線放送業

（回答のあった事業所数：５以下）

＜平成23年産業連関表＞

細品目（10桁）名

公共放送

民間放送

有線放送

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

コモ法6桁分類名

公共放送

民間放送

有線放送

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 内容例示

テレビジョン放送（有線放送、
衛星放送を除く）

広告料収入、又は有料放送収
入により行う地上波テレビ放
送事業収入

ラジオ放送（ 有線放送、衛星
放送を除く）

広告料収入、又は有料放送収
入により行う地上波ラジオ放
送事業収入

衛星放送
放送衛星、通信衛星を利用し
て行う放送事業収入

有線放送

有線テレビジョン・ラジオ放
送、ＣＡＴＶ（ケーブルテレビ）、
共同視聴、有線音楽放送、街
頭放送、告知放送事業収入

その他の放送 なし

○収入を得た相手先別収入額（％）＜H24経済センサス＞

収入を得た相手先別なし

＜平成29年サービス産業動向調査＞

事業内容 内容例示

公共放送業（ 有線放送業を除く

　公共の目的のため，非営利
的に放送事業を行う事業。
【適合事例】○日本放送協会
本部・同地方放送局・同放送
局支局
【不適合事例】×日本放送協
会放送技術研究所，日本放送
協会放送文化研究所⇒「その
他」 ×日本放送協会営業セン
ター⇒「92‐04 その他の事業
者向けサービス業」

民間放送業（ 有線放送業を除く

　テレビジョン放送，ラジオ放
送，衛星を利用した放送を行
う事業（有線放送業を除く）。
【適合事例】○テレビジョン放
送業（本社・同放送局・同放送
センター） ○ラジオ放送業 ○
衛星放送業（本社・同放送局・
同放送センター） ○文字単営
放送業（本社・同放送局） ○
委託放送業（本社・同放送局・
同放送センター）　など

有線放送業

　有線の電気通信設備により
テレビジョン放送及びラジオ放
送を行う事業。
【適合事例】○有線テレビ・ラ
ジオ放送業 ○ケーブルテレビ
業 ○共同聴視業 ○広告宣伝
放送業 ○有線音楽放送業 ○
街頭放送業 ○告知放送業 ○
街頭広告放送業 など
【不適合事例】×有線放送電
話業⇒「37-01 固定電気通信
業」

＜平成30年情報通信業基本調査＞

事業内容 内容例示

381 公共放送業

［公共放送業］日本放送協会
本部・同地方放送局・同放送
局支局
　※ 381 はＮＨＫのみが使用
できる分類番号。ＮＨＫへ提供
するコンテンツ制作は418

 

［ テレビジョン放送業］テレビ
ジョン放送事業者（ラジオ放送
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3
番組配信ネットワーク接続の導入サービ
ス

番組配信網に接続するためのケーブル及び（又は）アウ
トレットボックスを顧客の建物内に設置する。

－

「テレビ放送サービス（公共放送サービス
を除く，視聴料収入）」又は「ラジオ放送
サービス（公共放送サービスを除く，聴取
料収入）」に含まれる。

4
公共・非商用番組作成サービス（テレビ、
ラジオ）

3800961500 公共放送サービス 混在型として設定

4.01 公共・非商用番組作成サービス（テレビ）
通常､広告メッセージをはさむことなく、広く一般国民の利
益のためにテレビ放送を提供する。これらの番組の放送
は、政府補助金と資金調達活動を主な財源とする。

3800961503 公共放送サービス 公共放送業に従事する事業所が提供する放送サービス JSIC及び他の参考情報を踏まえて設定

4.02 公共・非商用番組作成サービス（ラジオ）
通常､広告メッセージをはさむことなく、広く一般国民の利
益のためにラジオ放送を提供する。これらの番組の放送
は、政府補助金と資金調達活動を主な財源とする。

－ 「公共放送サービス」に含まれる。

5
インターネットアクセスサービス（ダイアル
アップ接続）

公衆交換電話網を通じた、通常、64Kbpsを超えない速度
でのインターネットへの有線及び無線ダイアルアップ接続
の提供。

－
「一般消費者向けデータ電気通信サービ
ス」に含まれる。

6
インターネットアクセスサービス（常時接
続、住居用)

一般家庭への64Kbpsを超える速度での有線及び無線イ
ンターネット常時接続の提供。ケーブルインターネット、
DSL、およびその他の常時接続サービスを含む。

7 通信・ナビゲーション機器の保守、修理
通信・ナビ機器の交換部品の取り付けを含む、保守・修
理サービスの提供。

－
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。

P 知的財産権の使用許諾 産業財産権、著作権等の知的財産権の使用許諾
「知的財産生産物」の議論を踏まえて検
討

P 産業財産権の使用許諾
産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）の
使用許諾

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

P 著作権の使用許諾
文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の著作物、二次的
著作物、編集著作物、データベースの著作物の著作権
の使用許諾

一次原案生産物リスト及び他の参考情
報等を踏まえて設定。

P その他の知的財産権の使用許諾
産業財産権、著作権以外の知的財産権（回路配置利用
権、育成者権、ノウハウ（技術情報）等）の使用許諾

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

P テレビ番組
「知的財産関連生産物」の議論を踏まえ
て検討

P テレビ番組 テレビ番組のオリジナル 他の参考情報等を踏まえて設定。

P ラジオ番組
「知的財産関連生産物」の議論を踏まえ
て検討

P ラジオ番組 ラジオ番組のオリジナル 他の参考情報等を踏まえて設定。

8
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
た知的財産を使用する許可を与える。著作権により明示
的または非明示的に保護される所有物（コンピューターソ
フトウェア、書籍、スクリーン、映画と舞台劇の原稿、振り
付けとミュージカルの構成、映像効果デザイン,舞台芸術
プロダクション、意匠図、および写真や美術品）の使用に
対する権利許諾を含む。
○個々のもしくはいくつかの権利を販売することによるそ
れらの権利の永久的な移転
×知的財産の売り切りによる全ての許可された権利の永
久的な移転 ×スポーツイベントの放送許諾

－ 「著作権の使用許諾」に含まれる。

8.01
著作権により保護された専門テレビ番組
を含むテレビ番組の上映、放送、賃貸許
諾

8.01.01
著作権により保護された長編映画の上
映許諾（商業劇場市場向け）

ライセンサーが所有又は管理する著作権によって明示的
あるいは非明示的に保護されている実写またはアニメの
長編映画を上映する許可を与える。長編映画は通常、ま
ず劇場で上映し、続いて様々なメディアを通じて再生およ
び配布されることを目的とする。

8.01.02
著作権により保護された長編映画のテレ
ビ放送許諾

ライセンサーが所有または管理する、著作権によって明
示的あるいは非明示的に保護された実写またはアニメの
長編映画を、テレビ放送する許可を与える。

8.01.03
著作権により保護された長編映画の放
送及び上映許諾（その他の市場向け）

8.01.04
著作権により保護された長編映画の賃
貸許諾（家庭用ビデオ市場向け）

ビデオレンタルチェーンなどに対して、ライセンサーが所
有または管理する、著作権によって明示的あるいは非明
示的に保護された長編映画の複製を家庭での視聴のた
めに貸与する許可を与える。

8.01.05
著作権により保護された短編映画の上
映、放送、賃貸許諾

ライセンサーが所有または管理する、著作権によって明
示的あるいは非明示的に保護された実写又はアニメ短
編映画を、上映、放送あるいは貸与する許可を与える。

8.01.06
著作権により保護された専門テレビ番組
を含むテレビ又はケーブルテレビ放送許
諾

8.01.07
著作権により保護されたテレビ又はケー
ブルテレビ番組の賃貸許諾（家庭用ビデ
オ市場向け）

8.01.08
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賃貸許諾（そ
の他の市場向け）

8.01.09
著作権により保護されたその他の視聴覚
作品の上映、放送、賃貸許諾

ライセンサーが所有または管理する、著作権によって明
示的あるいは非明示的に保護された映画又はテレビ番
組以外の視聴覚作品を、上映、放送あるいは賃貸する許
可を与える。
○エクササイズビデオ、旅行ビデオ、公共メッセージ、ト
レーニングビデオなど。

 

 

　

 
 

 

　

  

 
 

　

　

 
  

  
  

 

 

 
　   

382 民間放送業

 
ジョン放送事業者（ラジオ放送
事業を兼営するものを含む）
本社・同放送局・同放送セン
ター
［ ラジオ放送業］中波ラジオ放
送事業者本社・同放送局、超
短波（ＦＭ）放送事業者本社・
同放送局、コミュニティＦＭ放
送事業者本社・同放送局、短
波放送事業者本社・同放送局
［ 衛星放送業］衛星放送事業
者本社・同放送局・同放送セ
ンター、委託放送事業者本
社・同放送局・同放送セン
ター、受託放送事業者本社・
同放送局・同放送センター、顧
客管理代行事業者本社（放送
設備を有するもの）
［その他の民間放送業］文字
単営放送事業者本社・同放送
局

有線放送業

［ 有線テレビジョン放送業］有
線テレビジョン放送業、ケーブ
ルテレビ（ＣＡＴＶ）業、共同聴
視業
［ 有線ラジオ放送業］有線ラジ
オ放送業、有線音楽放送業、
街頭放送業、告知放送業

　地上放送（テレビジョン）

　地上放送（ラジオ）

　地上放送（文字・データ）

　衛星放送（BS）

　衛星放送（東経110CS）

　衛星放送（その他CS）

　その他の放送サービス

　ベーシックサービス

　ペイサービス

　ベーシックサービス又はペイ
サービスのうち、IPTVサービ
スによる収入

ビデオオンデマンド（VOD）、ダ
ウンロード、IPマルチキャスト
放送等のインターネットを用い
た映像を配信するサービス

　難視聴用再放送

　その他の有線テレビジョン放
送サービス

放送事業のサービス区分（売上高）

有線テレビジョン放送事業のサービス区分（売上高）
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8.02
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（視聴覚作品及び楽曲と録音を除く）

8.02.01
著作権により保護された知的財産物の
撮影許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音を
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
知的財産を撮影する許可を与える。
○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撮影の権利をライセンスする。例
えば、別の形式、言語または地域で撮影するために財産
を使用する権利など。○ライセンシングによる撮影権利
の一時的移転。○そのような権利の販売による撮影権利
の恒久的な移転。
×知的財産の売却によって付与されたすべての権利の
恒久的な移転。

8.02.02
著作権により保護された知的財産物の
記録許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音を
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。
○合意された期間、方法、場所（別の形式、言語または
地域で記録する権利など）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。○ライセンス交付によ
る記録権の一時的移転。○そのような権利の販売による
記録権の恒久的な移転。
×知的財産の売却によって付与されたすべての権利の
恒久的な移転。

8.02.03
著作権により保護された知的財産物の
実演許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音を
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
知的財産を実演する許可を与える。
○合意された期間、方法、場所（著作権のある知的財産
権を他の形式、媒体、言語または地域で実演する権利な
ど）で実行する権利をライセンスする。○ライセンス交付
による権利の一時的移転。○そのような権利の販売によ
る実演権利の恒久的な移転。
×知的財産の売却によって付与されたすべての権利の
恒久的な移転。

8.02.04

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

8.02.05
著作権により保護された知的財産物の
出版許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音を
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。
○合意された期間、方法、場所（著作権のある知的財産
を別の形式、媒体、言語または地域で出版する権利な
ど）で出版する権利をライセンスする。○ライセンス交付
による出版権の一時的な移転。○そのような権利の販売
による出版権の恒久的な移転。
×知的財産の売却によって付与されたすべての権利の
恒久的な移転。

8.02.06
著作権により保護された知的財産物の
複製許諾（視聴覚作品及び楽曲と録音を
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。
○合意された期間、方法、および場所（別の形式、媒体、
言語または地域で複製する権利など）について、著作権
で保護された知的財産を複製する権利をライセンスす
る。○ライセンス交付による複製権の一時的移転。○そ
のような権利の販売による複製権の恒久的な移転。
×知的財産の売却によって付与されたすべての権利の
恒久的な移転。

8.02.07
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（視聴覚作品及び楽曲と
録音を除く）

9
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

暗黙的又は明示的に法律によって保護される特許及び
営業秘密（実用特許、意匠特許、植物特許、ソフトウェア
特許など）の使用許諾。

－ 「産業財産権の使用許諾」に含まれる。

10
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）の商業的使用許諾。

11
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

ライセンサが所有または管理している産業知的財産の使
用を許可する。
○工業デザイン、集積回路、及び植物育種家の権利など
の使用許諾

－
「産業財産権の使用許諾」又は「その他
の知的財産権の使用許諾」に含まれる。

12
スポーツイベント放送及びその他のメディ
ア権

放送メディア（テレビ、ラジオ、インターネット、衛星、また
ケーブルを含む)から選ばれたメンバーに、チーム、リー
グ、又はその他の団体が所有するスポーツイベントの生
放送の制作及び利用する権利を与える。 及び、スポーツ
イベント、施設､又は活動についてのその他の音、画像、
又はそれ以外の情報を営利的に利用する目的で、ス
ポーツイベント、施設､又は活動にアクセスする権利を与
える。

－
「その他の知的財産権の使用許諾」に含
まれる。

13 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番組
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。

－
「テレビ放送サービス（広告収入）」に含ま
れる。

13.01 テレビネットワーク補償枠

13.02
テレビ全国及び地域CM枠（テレビネット
ワークを除く）

13.03
テレビローカルCM枠（テレビネットワーク
を除く）
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14 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
や番組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。

－
「ラジオ放送サービス（広告収入）」に含ま
れる。

14.01 ラジオネットワーク補償枠

14.02
ラジオ全国及び地域CM枠（ラジオネット
ワークを除く）

14.03
ラジオローカルCM枠（ラジオネットワーク
を除く）

15 インターネット広告 － 「広告スペース提供サービス」に含まれる

16 テレビ番組放送
生放送又は録画放送の番組コンテンツをテレビで放送す
る時間を提供する。
×インフォマーシャルおよび他の広告。

－
「テレビ放送サービス（広告収入）」に含ま
れる。

17 ラジオ番組放送
生放送又は録画放送の番組コンテンツをラジオで放送す
る時間を提供する。
×インフォマーシャルおよび他の広告。

－
「ラジオ放送サービス（広告収入）」に含ま
れる。

18
視聴覚作品の制作準備段階のサービス
（テレビ又はケーブルテレビ）

視聴覚作品の制作に対する準備サービスを提供するこ
と。この作業は、通常は、映画とテレビ番組のために、契
約又は下請け契約によって制作会社が契約又は手数料
ベースで行う。
○脚本編集、キャスティング、ロケハン、及び相談サービ
スなど。

－
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。

19
視聴覚作品の撮影後の編集サービス（テ
レビ又はケーブルテレビ）

視聴覚作品（フィルム、ビデオ、デジタルメディアなど）の
ために、電子化された又は電子の画像及び音響を処理
するサービスの提供。
○編集、転送、色補正、デジタル復元、視覚効果、アニ
メーション制作、フォーマット変換、データ圧縮とデジタル
符号化、キャプション、タイトル付け、字幕付けのサービ
ス。

20
キャリアサービス及びインターネット基幹
回線サービス

別の通信サービス・プロバイダーへの音声又はデータ通
信（海外への電気通信を含む）の発信、着信、又は中継
をする有線又は無線設備の提供。

－
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。

21
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）

事業者への64Kbpsを超える速度での有線及び無線イン
ターネット常時接続の提供。ケーブルインターネット、
DSL、およびその他の常時接続サービスを含む。

－
「事業者向けデータ電気通信サービス」
に含まれる。

22 電話及び関連サービス －

「事業者向け音声電気通信サービス」又
は「一般消費者向け音声電気通信サー
ビス」に含まれるが、一部は副業として想
定されない。

22.01 固定ローカル電話サービス（住居用）
域内通話エリア内部で音声、データ及び動画の電送・交
換ができるように、一般家庭向けに公衆交換電話網への
アクセスを提供する。

－
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。

22.02 固定ローカル電話サービス（公衆用）

22.03 固定ローカル電話サービス（事業用）
域内通話エリア内部で音声、データ及び動画の電送・交
換ができるように、事業者向けに公衆交換電話網へのア
クセスを提供する。

22.04
固定長距離電話サービス（発信者払い、
住居用）

固定位置の顧客から発信され、発信者が料金を支払う場
合、域内通話エリアの間で一般家庭の顧客向けに公衆
交換電話網を通じた音声、データ及び動画の電送・交換
を行う。

22.05
固定長距離電話サービス（発信者払い、
公衆用）

発信者が通話料金を支払う場合に、公共および半公共
の硬貨及びカード式の電話から域内通話エリアの間で、
公衆交換電話網を通じて音声、データ及び動画の電送・
交換を行う。

22.06
固定長距離電話サービス（発信者払い、
事業用）

固定位置の顧客から発信され、発信者が料金を支払う場
合、域内通話エリアの間で事業者の顧客向けに公衆交
換電話網を通じた音声、データ及び動画の電送・交換を
行う。

22.07 固定長距離電話サービス（受信者払い）
固定位置の顧客から発信され、受信者が料金を支払う場
合、域内通話エリアの間で公衆交換電話網を通じた音
声、データ及び動画の電送・交換を行う。

22.08 固定全距離電話サービス

固定位置の顧客から発信され、料金が距離と関係しない
（域内エリアと長距離エリア間でも区別がない）場合に、
公衆交換電話網を通じた音声、データ及び動画の電送・
交換を行う。

22.09 通話附帯機能（固定電話サービス）

基本固定市内通話地域の料金とは別料金で、固定位置
の顧客からの使用に際しての通話に関する管理サービ
スを提供する。
○コール・ウェイティング、自動転送、発信者番号通知、
三者通話、ナンバー・ディスプレイ、コール・リターン、着
信画面、コール・ブロッキング、自動コールバック、自動応
答、ボイスメールおよびボイスメニューのような機能。

－
一部は「事業者向け音声電気通信サー
ビス」又は「一般消費者向け音声電気通
信サービス」に含まれる。

22.10 インターネット電話サービス

音声又はデータを固定域内電話、携帯電話、及びコン
ピュータのＩＰアドレスのある場所に電送する、無線又は
有線のボイス・オーバー・インターネット・プロトコル
（VOIP）電話サービスを提供する。

22.10.0
1

住居用インターネット電話サービス

音声又はデータを固定域内電話、携帯電話、及びコン
ピュータのＩＰアドレスのある場所に電送する、無線又は
有線の一般家庭向けボイス・オーバー・インターネット・プ
ロトコル（VOIP）電話サービスを提供する。

22.10.0
2

事業用インターネット電話サービス

音声又はデータを固定域内電話、携帯電話、及びコン
ピュータのＩＰアドレスのある場所に電送する、無線又は
有線の事業者向けボイス・オーバー・インターネット・プロ
トコル（VOIP）電話サービスを提供する。
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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

22.11 プライベートネットワークサービス
依頼人の専用使用のために、特定地点間での有線又は
無線の通信リンクを提供する。
○データ通信サービス

－
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。

23 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およびビデオデータを送
信するか、又はインターネットを介したビデオ並びにオー
ディオストリーミングのストレージ、制作（エンコードを含
む）、及びサポートに関連するサービスを提供する。

－
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。

23.01 動画ストリーミングサービス

23.02 音声ストリーミングサービス

3800969900 放送に附帯するサービス

3800969999 放送に附帯するサービス

放送に附帯するサービスで他に分類されないもの。
○B-CASカード等による限定受信システム提供サービス
○マスター業務などの放送技術提供サービス　○放送衛
星などの基幹放送局提供サービス　○衛星事業者によ
る放送に対する電気通信設備提供サービス　○有料放
送管理業務（これに密接に関連する業務含む）提供サー
ビス

バスケット項目として設定

P
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告収入）

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。

P
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

〃

P
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告以外の収入）

P
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告以外の収入）

広告以外の収入（事業者からの手数料、一般消費者から
の利用料など）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
広告以外の収入によるもの

〃

P 広告スペース提供サービス
「広告スペース提供サービス」の議論を
踏まえて検討

P 広告スペース提供サービス
一次原案生産物リスト及び他の参考情
報等を踏まえて設定。

P 音声電気通信サービス

P 事業者向け音声電気通信サービス
公衆交換電話網や事業者閉域網などを利用した事業者
向けに提供される音声の伝送サービス。

一次原案生産物リスト及び他の参考情
報等を踏まえて設定

P 一般消費者向け音声電気通信サービス
公衆交換電話網や事業者閉域網などを利用した一般消
費者向けに提供される音声の伝送サービス。

〃

P データ電気通信サービス

P 事業者向けデータ電気通信サービス
事業者向けに提供されるインターネットや事業者閉域網
などを利用したデータ伝送サービス。ISP事業者によるイ
ンターネット接続サービスを含む。

一次原案生産物リスト及び他の参考情
報等を踏まえて設定

P
一般消費者向けデータ電気通信サービ
ス

一般消費者向けに提供されるインターネットや事業者閉
域網などデータ伝送サービス。ISP事業者によるインター
ネット接続サービスを含む。

〃

P 産業用機械器具のレンタル 産業、工作、土木・建設用機械などのレンタル。
K不動産業，物品賃貸業の議論を踏まえ
て検討

P 産業機械のレンタル

自動組立装置、産業用ロボット、製鉄機械、化学機械、
繊維機械、鉱山機械、食品加工機械、製紙機械、印刷機
械、樹脂加工機械、木工機械、工業窯炉、包装機械、鋳
造機械、金型などのレンタル。

P 工作機械のレンタル
旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、平削り盤、研削
盤、歯切盤、マシニングセンタ、鍛圧機械、放電加工機、
溶接機など（数値制御（NC）付きを含む。）のレンタル。

P 土木・建設機械のレンタル

掘削機械、基礎工事機械、整地機械、締め固機械、コン
クリート機械、舗装機械、建設用各種クレーン（自走式を
含む。）、建設工事用各種作業船、仮設用機材（工事用
エレベーターを含む。）、建設用足場資材、鋼矢板などの
レンタル。建設資材のリースも含む。

P 医療用機器のレンタル
診断施設用機器、診断用機器、手術用機器、処置用機
器、試験・検査用機器、歯科用機器、医療用各種電子応
用機器などのレンタル。

P 商業用機械・設備のレンタル
業務用調理装置、冷凍機、ショーケース、業務用冷凍
（蔵）庫、各種自動販売機、レストラン用設備、商業用什
器、備品などのレンタル。

P 通信機器・周辺機器のレンタル
有線通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装
置、ファクシミリ、テレビなどのレンタル。

他の参考情報等を踏まえて設定。
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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
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P サービス業用機械・設備のレンタル

業務用ランドリー・ドライクリーニング装置、ホテル用設
備、自動車用サービス機器、レジャー機器・設備（ボウリ
ング装置など）、娯楽機械（パチンコ台、ゲーム機器、遊
園地用娯楽機器など）、カラオケ機器（業務用）、娯楽機
器用両替機などのレンタル。

P その他の産業用機械・設備のレンタル

鉄道車両、産業用車両（フォークリフトなど）、荷役運搬機
器車両（コンテナ、パレット、などを含む。）、船舶、航空機
などの自動車以外の輸送用機器、音響機材（業務用）な
どのレンタル。

P その他の物品のレンタル
他に分類されない物品（映画・演劇用品、音楽・映像記録
物、貸衣装など）のレンタル

K不動産業，物品賃貸業の議論を踏まえ
て検討

P 映画・演劇用品のレンタル
テレビや映画・演劇の撮影、上映、上演に用いる道具、
機材（映画用・演劇用の衣しょうを含む。）のレンタル

P 音楽・映像記録物のレンタル
記録済のビデオソフト、カセット・テープ、ディスク、ビデオ
ゲームなどのレンタル

P 衣しょうのレンタル フォーマルウェア、衣装、アクセサリーのレンタル

P 福祉用具のレンタル
要介護者に対し、介護施設や在宅介護において使用さ
れる用具のレンタル

P
他に分類されないその他の物品のレンタ
ル

他に分類されないその他の物品のレンタル 一次生産物リストを踏まえて設定。

P 会議室・ホール等賃貸サービス
K不動産業，物品賃貸業の議論を踏まえ
て検討

P 会議室賃貸サービス
主に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。

調査研究及びその他の資料を踏まえて
設定。

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 多目的ホール賃貸サービス

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 小売サービス I 卸売・小売業の議論を踏まえて検討

P 小売サービス 〃
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G 情報通信業

39 情報サービス業

391 ソフトウェア業  

3911受託開発ソフトウェア業，3912組み込みソフトウェア業，3913パッケージソフトウェア業，3914ゲームソフトウェア業

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 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 7001100000
ナローバンド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 62.01.11
アプリケーションのためのIT設計及び開
発サービス

1 83131 ITコンサルティングサービス 1
ナローバンドインターネットアクセスサー
ビス（ダイアルアップ接続）

PSTN（電話網）を介して一般に64Kbpsを超えない速度
で、有線及び無線でインターネットへのダイアルアップ接
続を提供するサービス「（インターネットアクセスにとセット
になった電子メール、クライアントのWebスペース及び簡
単な設計なとを含む）

2 7001125000
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 62.01.12
ネットワーク及びシステムのためのIT設
計及び開発サービス

2 83132 IT支援サービス 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）

64Kbpsを超える速度で、有線およびワイヤレスの両方の
居住用クライアントのためのインターネットへの常時接続
を提供するサービス。 ケーブルインターネット、DSL、そ
の他常時接続サービスが含まれる。

3 7003950000
専門的職業のための技術的、専門的な
能力開発研修プログラム

3 7003950000
専門的職業のための技術的、専門的な
能力開発研修プログラム

3 62.01.21
コンピュータゲームソフトウェアのオリジ
ナル

3 83141
アプリケーションのIT設計及び開発サー
ビス

3
専門的職業のための技術的、専門的な
能力開発研修プログラム

クライアントに対する、ハードウェア、ソフトウェア、ネット
ワークの利用及びその他のIT関連の課題に対応するた
めの研修の提供

4 7008875000 コンピュータ・周辺機器の賃貸 4 7008875000 コンピュータ・周辺機器の賃貸 4 62.01.29 その他のソフトウェアオリジナル 4 83142
ネットワークとシステムのIT設計及び開
発サービス

4 コンピュータ・周辺機器の賃貸
コンピュータのハードウェア、ソフトウェアのリース又はレ
ンタル

5 7008925000
コンピュータハードウェア・周辺機器の保
守、修理サービス

5 7008925000
コンピュータハードウェア・周辺機器の保
守、修理サービス

5 62.02.10 ハードウェアコンサルティングサービス 5 83161 ネットワーク管理サービス 5
コンピュータハードウェア・周辺機器の保
守、修理サービス

コンピュータのハードウェア、周辺機器のメンテナンス及
び修理（その他のデータ務処理機器の交換部品のインス
トールを含む）

6 7008975000 市販用システムソフトウェア 6 7008975000 市販用システムソフトウェア 6 62.02.20
システム及びソフトウェアコンサルティン
グサービス

6 83162 コンピューターシステム管理サービス 6 市販用システムソフトウェア
コンピュータリソースを管理し、アプリケーションプログラ
ムの制作や実行をサポートする汎用的なソフトウェア

7008975003 7 7008975003
オペレーティングシステムソフトウェアの
提供

7 62.02.30 IT技術サポートサービス 7 87332
パーソナルコンピューター及び周辺機器
の設置サービス

6.01
オペレーティングシステムソフトウェアの
提供

周辺機器のハードウェアへのインタフェースをとり、タスク
をスケジューリングし、ストレージを割り当て、アプリケー
ションプログラムが実行されていないときにクライアントに
デフォルトのインタフェースを提示するように設計された
システムソフトウェア。

7008975006 8 7008975006 ネットワークソフトウェアの提供 8 62.03.11 ネットワーク管理サービス 9 73311
コンピューターソフトウェアを利用する権
利のためのライセンスサービス

6.02 ネットワークソフトウェアの提供

オペレーティングシステム、ネットワーク、ネットワーク
サービス、データベース、ストレージ、及びネットワークア
プリケーションをネットワークを介して一元的に統合され
た方法で制御、監視、管理、通信するために設計された
システムソフトウェア（すべてのネットワーク管理ソフト
ウェア、サーバーソフトウェア、セキュリティ及び暗号化ソ
フトウェア、ミドルウェアなど）

7008975009 9 7008975009 データベース管理ソフトウェアの提供 9 62.03.12 コンピュータシステム管理サービス 10 83143 ソフトウェアのオリジナル 6.03 データベース管理ソフトウェアの提供

データベースからの情報の保存、変更、及び抽出を可能
にするように設計されたシステムソフトウェア（パーソナル
コンピュータ上で動作する小さなシステムからメインフ
レーム上で動作する巨大なシステムに至るまでの
DBMS。 オラクル）

7008975012 10 7008975012
開発ツール及びプログラミング言語ソフト
ウェアの提供

10 62.09.10
コンピュータ及び周辺機器の設置サービ
ス

11 84341 システムソフトウェアのダウンロード 6.04
開発ツール及びプログラミング言語ソフト
ウェアの提供

コンピュータプログラムの開発及び/又はオーサリングを
支援するために設計されたシステムソフトウェア（様々な
ソフトウェアシステムとソリューションの設計、開発、実装
において、プロの開発者をサポートするソフトウェア製品
や•すべてのプログラム開発ツールとプログラミング言語
ソフトウェア）

7008975015 11 7008975015
他に分類されない市販用システムソフト
ウェア

11 62.09.20
その他の情報技術及びコンピューター
サービス

12 84342
アプリケーションソフトウェアのダウン
ロード

6.05
他に分類されない市販用システムソフト
ウェア

他で分類されていない用途向けに設計されたシステムソ
フトウェア

7 7009000000 市販用アプリケーションソフトウェア 12 7009000000 アプリケーションソフトウェア 12 58.21.10 パッケージ化されたコンピュータゲーム 13 84391 オンラインゲーム 7 アプリケーションソフトウェア
クライアント向けに特定の機能を直接実行するように設
計されたソフトウェア

7009000003 13 7009000003
一般的なビジネス生産性及び家庭用ア
プリケーションの提供

13 58.21.20 ダウンロードされたコンピュータゲーム 14 84392 オンラインソフトウェア 7.01
一般的なビジネス生産性及び家庭用ア
プリケーションの提供

家庭用、事務用のワープロ、表計算ソフト、簡単なデータ
ベースソフト、 グラフィックソフト、業務管理ソフト、PCによ
る研修ソフトなとの提供

7009000006 14 7009000006 ゲームソフトウェアの提供 14 58.21.30 オンラインゲーム 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 ゲームソフトウェアの提供
家計及び個人向に使用するために出版されたコンピュー
タゲーム

7009000009 15 7009000009
業種横断アプリケーションソフトウェアの
提供

15 58.21.40 コンピュータゲームの使用許諾サービス 7.03
業種横断アプリケーションソフトウェアの
提供

会計ソフト、人材開発ソフト、顧客関係管理（CRM）ソフ
ト、地理情報システムソフト（ＧＩＳ）及びウェブサイト設計
ソフトなどビジネスの実行、管理のためのソフトウェア

7009000012 16 7009000012
垂直市場アプリケーションソフトウェアの
提供

16 58.29.11
パッケージ化されたオペレーティングシス
テム

7.04
垂直市場アプリケーションソフトウェアの
提供

製造業、小売業、ヘルスケア産業、エンジニアリング業及
びレストラン等の特定な産業のビジネス機能の実行のた
めに設計されたソフトウェア

7009000015 17 7009000015 ユーティリティソフトウェアの公開 17 58.29.12
パッケージ化されたネットワークソフト
ウェア

7.05 ユーティリティソフトウェアの公開

極めて特殊な業務を実行するために設計された小型の
コンピュータープログラム、フォント, ファイル ビューア、音
声認識ソフトなどソフトウェア（・圧縮プログラム、アンチ-
ウィルス、サーチエンジンを含む）

7009000018 18 7009000018
その他のアプリケーションソフトウェアの
提供

18 58.29.13
パッケージ化されたデータベース管理ソ
フトウェア

7.06
その他のアプリケーションソフトウェアの
提供

他に分類されない用途向けに設計されたアプリケーショ
ンソフトウェア

8 7009581000 19 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）

19 58.29.14
パッケージ化された開発ツール及びプロ
グラミング言語ソフトウェア

8
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）

著作権により保護されていた知的財産物を使用する権
利の許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）

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

39 情報サービス業

391 ソフトウェア業  

3911受託開発ソフトウェア業，3912組み込みソフトウェア業，3913パッケージソフトウェア業，3914ゲームソフトウェア業

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
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細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

9 7010350000 臨時的人材派遣サービス 20 7010350000 臨時的人材派遣サービス 20 58.29.21
パッケージ化された一般業務向け及び
家庭用アプリケーション

9 臨時的人材派遣サービス

コンピュータプログラマー、コンピュータシステムアナリス
ト、データベース開発者、ネットワーク管理者、オペレー
ティングシステム専門家、プラットフォームスペシャリス
ト、プログラマーアナリスト、ソフトウェア設計者、ソフト
ウェア開発者、ソフトウェアエンジニア、Webサイト開発
者、その他の情報技術担当者の一時的に派遣

10 74101010101 情報技術（ＩＴ）設計・開発サービス 21 7012028000 ウェブサイト設計及び開発サービス 21 58.29.29
パッケージ化された他のアプリケーション
ソフトウェア

10 ウェブサイト設計及び開発サービス
ウェブページの構造と内容の設計、ウェブページを作成、
実装するために必要なコンピュータコードを書くこと（ホス
ティングしているWebページの設計及び開発は除く）

11 7012030000 22 7012030000 データベース設計及び開発サービス 22 58.29.31
システムソフトウェアをダウンロードした
もの

11 データベース設計及び開発サービス
データベースの構造と内容の設計、及びデータベース
（データウェアハウス）の作成と実装に必要なコンピュー
タコードの作成

12 7012033000 23 7012033000
カスタムソフトウェアアプリケーション設
計・開発サービス

23 58.29.32
アプリケーションソフトウェアをダウンロー
ドしたもの

12
カスタムソフトウェアアプリケーション設
計・開発サービス

ソフトウェアアプリケーションの作成及び実装に必要な構
造の設計、コンピュータコードによるコーディング

13 7012035000 24 7012035000
パッケージソフトウェアのカスタマイズと
統合

24 58.29.40 オンラインソフトウェア 13
パッケージソフトウェアのカスタマイズと
統合

クライアントの情報システム環境において機能するよう
に、既存のアプリケーションソフトウェアのインストール

7012035003 25 7012035003
業種横断アプリケーションパッケージソフ
トウェアのカスタマイズと統合

25 58.29.50
コンピュータソフトウェア及びデータベー
スの使用権の許諾サービス

13.01
業種横断アプリケーションパッケージソフ
トウェアのカスタマイズと統合

クライアントの情報システム環境内で機能するように、既
存のクロスインダストリーアプリケーションを適合させてイ
ンストールすること

7012035006 26 7012035006
垂直市場アプリケーションパッケージソフ
トウェアのカスタマイズと統合

13.02
垂直市場アプリケーションパッケージソフ
トウェアのカスタマイズと統合

クライアントの情報システム環境内で機能するように、既
存の垂直マーケットアプリケーションを修正（変更、構成
など）し、インストールすること

7012035009 27 7012035009
その他のパッケージソフトウェアのカスタ
マイズと統合

13.03
その他のパッケージソフトウェアのカスタ
マイズと統合

クライアントの情報システム環境内で機能するように、既
存のアプリケーション（垂直市場又は業種横断アプリ
ケーションを除く）を適用し、インストールすること

14 7012038000 28 7012038000
ネットワークセキュリティ設計及び開発
サービス

14
ネットワークセキュリティ設計及び開発
サービス

データとプログラムのへのアクセスを制御しネットワーク
上で安全な情報交換を可能とするソフトウェア、ハード
ウェア及び設計、開発、実装

15 7012040000 29 7012040000
ネットワーク設計及び開発サービス（セ
キュリティを除く）

15
ネットワーク設計及び開発サービス（セ
キュリティを除く）

イントラネット、エクストラネット（インターネット技術を利用
した企業間ネットワーク）、仮想プライベートネットワーク
などの顧客のネットワークの設計、開発、実装

16 7012043000 30 7012043000 コンピュータシステム設計サービス 16 コンピュータシステム設計サービス
組織のコンピュータ要件の評価、ハードウェア及びソフト
ウェアの取得に関すアドバイス、及びクライアントのシス
テム設置するために必要な仕様の提供

17 7012045000 31 7012045000
コンピュータシステム設計及び開発サー
ビス

17
コンピュータシステム設計及び開発サー
ビス

組織のコンピュータ要件の評価、ハードウェア及びソフト
ウェアの取得に関すアドバイス、システム仕様の開発、
新しいシステムの導入

18 7012048000 32 7012048000 コンピュータシステム統合サービス 18 コンピュータシステム統合サービス
クライアントの現在のコンピュータシステムと現在及び将
来のコンピューティング要件の分析、ソフトウェアの開発
または変更等

19 7013750000 インターネット常時接続事業 33 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）

19
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）

64Kbpsを超える速度で、有線およびワイヤレスの両方の
居住用クライアントのためのインターネットへの常時接続
を提供するサービス。 ケーブルインターネット、DSL、そ
の他常時接続サービスが含まれる。

20 7014225000
情報技術（ＩＴ）技術コンサルティングサー
ビス

34 7014225000
情報技術（IT）技術コンサルティングサー
ビス

20
情報技術（IT）技術コンサルティングサー
ビス

情報技術の利用に関する技術的問題に関するアドバイ
ス（ハードウェアとソフトウェアの要件、調達、システムイ
ンテグレーション、システムセキュリティなど）

21 7014250000 ウェブサイトホスティングサービス 35 7014250000 ウェブサイトホスティングサービス 21 ウェブサイトホスティングサービス
クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供

22 7014275000 アプリケーション・サービス提供 36 7014275000 アプリケーション・サービス提供 22 アプリケーション・サービス提供
集中型、ホスト型で管理されたコンピューター環境から
リースのアプリケーションソフトウェアの提供

23 7014300000 ビジネスプロセス管理サービス 37 7014300000 ビジネスプロセス管理サービス 23 ビジネスプロセス管理サービス
情報テクノロジー集約型サービスと労働力を組合わせた
サービスサービスパッケージを提起し　クライアントのビ
ジネスプロセスのサポート

24 7014325000 コロケーションサービス 38 7014325000 コロケーションサービス 24 コロケーションサービス

サーバー及び企業のプラットフォームの設置、及びセ
キュリティ確保のための施設のスペースの提供（クライア
ントのハード及びソフト、インタ-ネット及びその他通信
ネットワークのための場所の提供やサーバーの常時監
視を含む。設置されたシステム、ハード及びソフトの動作
の管理は、クライアントの責任）

25 7014350000 データ保管サービス 39 7014350000 データ保管サービス 25 データ保管サービス

遠隔バックアップサービスや保管、階層的保管管理など
により、記憶装置を運営・管理し、データのバックアップを
管理するサービス（リモートバックアップ、コンピュータ
データの保管、クラウドサービスを含む）
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G 情報通信業

39 情報サービス業

391 ソフトウェア業  

3911受託開発ソフトウェア業，3912組み込みソフトウェア業，3913パッケージソフトウェア業，3914ゲームソフトウェア業

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
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細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

26 7014400000 動画ストリーミングサービス 40 7014400000 動画・音声ストリーミングサービス 26 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。

27 7014425000
その他のデータ処理、ＩＴ基盤提供サービ
ス

41 7014425000
その他のデータ処理、ＩＴ基盤提供サービ
ス

27
その他のデータ処理、ＩＴ基盤提供サービ
ス

クライアントのアプリケーションソフトウェアのホスティン
グ、データの加工処理及びコンピューター・タイムシェア
（コンピューターの処理時間を分割し、複数の利用者やプ
ログラムに順番に割当）などにより、ITのホスティングや
インフラサービスの提供

28 7014450000 ＩＴ基盤・ネットワーク管理サービス 42 7014450000 ＩＴ基盤・ネットワーク管理サービス 28 ＩＴ基盤・ネットワーク管理サービス
ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークを含むクライ
アントのＩＴインフラストラクチャの管理と監視

7014450003 43 7014450003 ネットワーク管理サービス 28.01 ネットワーク管理サービス
ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークなど、クライア
ントのITインフラの管理・監視

7014450006 44 7014450006 コンピュータシステム管理サービス 28.02 コンピュータシステム管理サービス クライアントのコンピュータシステムの管理と運用

29 7014475000 ＩＴ技術サポートサービス 45 7014475000 ＩＴ技術サポートサービス 29 ＩＴ技術サポートサービス
ソフトウェア、ハードウェア、またはコンピュータシステム
全体を利用する際のクライアントの問題を解決するため
の技術的専門知識の提供

7014475003 46 7014475003 ソフトウェア関連技術サポートサービス 29.01 ソフトウェア関連技術サポートサービス
ソフトウェアの利用又はトラブルシューティングに関する
クライアントの技術サポート（•アップグレードサービスと
パッチとアップデートの提供を含む）

7014475006 47 7014475006 ハードウェア関連技術サポートサービス 29.02 ハードウェア関連技術サポートサービス
コンピュータハードウェアの使用またはトラブルシューティ
ングにおけるテクニカルサポート（•IT機器の定期的なテ
ストとクリーニングを含む）

7014475009 48 7014475009
ハードウェア及びソフトウェア統合技術サ
ポートサービス

29.03
ハードウェア及びソフトウェア統合技術サ
ポートサービス

クライアントのコンピュータのハードウェアとソフトウェア
の利用又はトラブルシューティングに関するテクニカルサ
ポート

7014475012 49 7014475012 コンピュータ操作の監査及び評価 29.04 コンピュータ操作の監査及び評価

助言やその他の支援を受けることなく、コンピューターの
動作を監査及び評価すること（サーバー、ネットワーク、
コンポーネント（ある機能を実現するために部品化された
ソフトウェア）の性能、実績や、セキュリティに関する、監
査、評価及びその文書化を含む）

7014475015 50 7014475015 データリカバリサービス 29.05 データリカバリサービス
破損したり不安定であるハードドライブや他のストレージ
メディアから、クライアントのデータを回収するサービス

7014475018 51 7014475018
ディザスタリカバリサービス（ビジネス継
続性サービス）

29.06
ディザスタリカバリサービス（ビジネス継
続性サービス）

災害時に通常のコンピューターシステムの動作の回復、
及び維持するための、正規職員の再配置をクライアント
が可能とするための、代替コンピューター設備及び予備
のソフトウェアの提供

7014475021 52 7014475021 コンピュータフォレンジック 29.07 コンピュータフォレンジック

情報漏洩や不正アクセスなど、コンピュータが関わる犯
罪が起きた際に、コンピュータ本体に記録された電子
データを収集・分析して、証拠とするための技術を活用し
たサービス

7014475024 53 7014475024 ドメイン名登録サービス 29.08 ドメイン名登録サービス
 ドメイン名を使用するため、ドメイン名登録機関に対し登
録申請するサービス

7014475027 55 7014475027 その他のＩＴ技術サポートサービス 29.10 その他のＩＴ技術サポートサービス

コンピュータシステムを利用する際にクライアントの専門
的な問題を解決するための技術的専門知識の提供（•コ
ンピュータの監査と評価、データ復旧サービス、災害復
旧サービスを含む。）
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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

39 情報サービス業

391 ソフトウェア業 

3911受託開発ソフトウェア業，3912組み込みソフトウェア業，3913パッケージソフトウェア業，3914ゲームソフトウェア業

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
ナローバンドインターネットアクセスサー
ビス（ダイアルアップ接続）

PSTN（電話網）を介して一般に64Kbpsを超えない速度
で、有線及び無線でインターネットへのダイアルアップ接
続を提供するサービス「（インターネットアクセスにとセット
になった電子メール、クライアントのWebスペース及び簡
単な設計なとを含む）

－ －

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）

64Kbpsを超える速度で、有線およびワイヤレスの両方の
居住用クライアントのためのインターネットへの常時接続
を提供するサービス。 ケーブルインターネット、DSL、そ
の他常時接続サービスが含まれる。

－ －

3
専門的職業のための技術的、専門的な
能力開発研修プログラム

クライアントに対する、ハードウェア、ソフトウェア、ネット
ワークの利用及びその他のIT関連の課題に対応するた
めの研修の提供

－ －
後出の「ソフトウェアに係る保守・運用
サービス」に含まれる。

4 コンピュータ・周辺機器の賃貸
コンピュータのハードウェア、ソフトウェアのリース又はレ
ンタル

－ －
小分類「703 事務用機械器具賃貸業」の
生産物に該当、調査研究結果から確認
できないため設定しない。

5
コンピュータハードウェア・周辺機器の保
守、修理サービス

コンピュータのハードウェア、周辺機器のメンテナンス及
び修理（その他のデータ務処理機器の交換部品のインス
トールを含む）

－ －
後出の「ソフトウェアに係る保守・運用
サービス」に含まれる。

3910160300 ソフトウェアの受注制作サービス
特定のユーザーからの受注により、新たにオーダーメー
ドのソフトウェアを設計・開発するサービス。

「研究開発等費等に係る会計基準」（企
業会計審議会）、特定サービス産業実態
調査及び情報通信業基本調査に基づき
設定。

3910160303
ソフトウェアの受注制作サービス（組込み
ソフトウェアを除く）。

特定のユーザーからの受注により、新たにオーダーメー
ドのソフトウェアを制作するサービス（システムインテグ
レーションサービスを含み、組込みソフトウェアを除く）。

〃

3910160306 組込みソフトウェアの受注制作サービス
情報通信機械器具、輸送用機械器具、家庭用電気製品
等に組込まれ、機器の機能を実現するためのソフトウェ
アを制作するサービス。

一次原案生産物リスト及び情報通信業
基本調査を踏まえ設定。

3910920600 パッケージソフトウェア
不特定多数のユーザーを対象とした各種ソフトウェアを
制作するサービス。

「研究開発等費等に係る会計基準」（企
業会計審議会）、特定サービス産業実態
調査及び情報通信業基本調査に基づき
設定。

3910120603 業務用パッケージソフトウェア
データベースソフト、 グラフィックソフト、給与計算ソフト、
財務計算ソフトなど業務用として利用されるパッケージソ
フトウェア。

一次原案生産物リスト、特定サービス産
業実態調査及び情報通信業基本調査を
踏まえ設定。

3910920606 コンピュータ等基本ソフト
コンピュータシステムを管理し、基本的なユーザー操作環
境を提供するソフトウェア。

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。

3910220609 ゲームソフトウェア

家庭用テレビゲーム、パソコン用ゲーム、携帯用ゲーム
（単体で内蔵チップのみで起動するものは除き、オンライ
ンゲームにおける有料サービス（アイテム課金型）を含
む。）。業務用ゲームソフトは、前出の「組込みソフトウェ
ア」に含まれる。

一次原案生産物リスト、特定サービス産
業実態調査及び情報通信業基本調査を
踏まえ設定。

6 市販用システムソフトウェア
コンピュータリソースを管理し、アプリケーションプログラ
ムの制作や実行をサポートする汎用的なソフトウェア

－ －
前出の「パッケージソフトウェア」含まれ
る。

6.01
オペレーティングシステムソフトウェアの
提供

周辺機器のハードウェアへのインタフェースをとり、タスク
をスケジューリングし、ストレージを割り当て、アプリケー
ションプログラムが実行されていないときにクライアントに
デフォルトのインタフェースを提示するように設計された
システムソフトウェア。

－ －

6.02 ネットワークソフトウェアの提供

オペレーティングシステム、ネットワーク、ネットワーク
サービス、データベース、ストレージ、及びネットワークア
プリケーションをネットワークを介して一元的に統合され
た方法で制御、監視、管理、通信するために設計された
システムソフトウェア（すべてのネットワーク管理ソフト
ウェア、サーバーソフトウェア、セキュリティ及び暗号化ソ
フトウェア、ミドルウェアなど）

－ －

大分類

中分類

小分類

細分類

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。

＜ ソフトウェア業＞

インターネットコンテンツ配信
サービス

ウェブサイト運営収入

受託開発ソフトウェア収入

自社パッケージソフト開発・販売
収入

モバイルゲーム収入

パッケージソフト開発収入

パッケージゲーム開発収入

ソフトウェア開発収入

クラウド型システム収入

オンラインゲーム収入

アプリケーションソフトウェア収
入

セキュリティソリューションサービ
ス

システムサービス収入

システムインテグレーションサー
ビス収入

システム・ソフトウェア開発収入

システム保守管理サービス

サポートサービス

情報処理・提供サービス 情報処理・提供収入

出版サービス 出版収入

コンサルティング収入

M&Aコンサルティングサービス

小売・卸売サービス 商品販売収入

研修・講習サービス 各種研修・セミナー収入

統合ITソリューション

アウトソーシング収入

アミューズメントサービス ゲームセンター運営収入

職業紹介・労働者等派遣サービ
ス

労働者派遣業収入

その他収入

インターネット附随サービス収入

その他

ソフトウェア開発サービス

システム開発サービス

IT運用保守サービス

コンサルティングサービス

ITアウトソーシングサービス

（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

受託開発ソフトウェア
特定のユーザーからの受注に
より、新たに開発・作成するオー
ダーメイドのソフトウェア

組込みソフトウェア

情報通信機械器具、輸送用機
械器具、家庭用電気機械器具
等の機能を実現するために組
み込まれるソフトウェア

ソフトウェアプダクツ

不特定多数のユーザーを対象
としたイージーオーダー又はレ
ディメイドによるソフトウェアの開
発・作成

業務用パッケージソフトウェア
業務用に使用されるソフトウェ
ア・プロダクツ

基本ソフトウェア
コンピュータシステムを管理し、
基本的なユーザー操作環境を
提供するソフトウェア

ゲームソフトウェア

家庭用テレビゲーム機，携帯用
電子ゲーム機，パーソナルコン
ピュータ等で用いるゲームソフト
ウェア（ゲームソフトウェアの一
部を構成するプログラムを含
む。）の作成及びその作成に関
して，調査，分析，助言などを行
う。

業務種類名

ソフトウェア業務

　受注ソフトウェア開発

ソフトウェア・プロダクツ

　業務用パッケージ

　　　ゲームソフト

コンピュータ等基本ソフト

＜平成23年産業連関表＞

細品目（10桁）名

受注開発ソフトウェア

業務用パッケージソフトウェア

ゲームソフトウェア

基本ソフトウェア

組込みソフトウェア

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞

コモ６桁分類名

ソフトウェア業

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

＜特定サービス産業実態調査＞

【検討事項】

○「ゲームソフトウェア」の最下層分類として、映像

コンテンツや音楽コンテンツと同様に物理的媒体

によるものとインターネット配信によるものの区分

を設定することについて。
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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

39 情報サービス業

391 ソフトウェア業 

3911受託開発ソフトウェア業，3912組み込みソフトウェア業，3913パッケージソフトウェア業，3914ゲームソフトウェア業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

6.03 データベース管理ソフトウェアの提供

データベースからの情報の保存、変更、及び抽出を可能
にするように設計されたシステムソフトウェア（パーソナル
コンピュータ上で動作する小さなシステムからメインフ
レーム上で動作する巨大なシステムに至るまでの
DBMS。 オラクル）

－ －

6.04
開発ツール及びプログラミング言語ソフト
ウェアの提供

コンピュータプログラムの開発及び/又はオーサリングを
支援するために設計されたシステムソフトウェア（様々な
ソフトウェアシステムとソリューションの設計、開発、実装
において、プロの開発者をサポートするソフトウェア製品
や•すべてのプログラム開発ツールとプログラミング言語
ソフトウェア）

－ －

6.05
他に分類されない市販用システムソフト
ウェア

他で分類されていない用途向けに設計されたシステムソ
フトウェア

－ －

7 アプリケーションソフトウェア
クライアント向けに特定の機能を直接実行するように設
計されたソフトウェア

－ －

7.01
一般的なビジネス生産性及び家庭用アプ
リケーションの提供

家庭用、事務用のワープロ、表計算ソフト、簡単なデータ
ベースソフト、 グラフィックソフト、業務管理ソフト、PCによ
る研修ソフトなとの提供

－ －

7.02 ゲームソフトウェアの提供
家計及び個人向に使用するために出版されたコンピュー
タゲーム

－ －

7.03
業種横断アプリケーションソフトウェアの
提供

会計ソフト、人材開発ソフト、顧客関係管理（CRM）ソフト、
地理情報システムソフト（ＧＩＳ）及びウェブサイト設計ソフ
トなどビジネスの実行、管理のためのソフトウェア

－ －

7.04
垂直市場アプリケーションソフトウェアの
提供

製造業、小売業、ヘルスケア産業、エンジニアリング業及
びレストラン等の特定な産業のビジネス機能の実行のた
めに設計されたソフトウェア

－ －

7.05 ユーティリティソフトウェアの公開

極めて特殊な業務を実行するために設計された小型のコ
ンピュータープログラム、フォント, ファイル ビューア、音
声認識ソフトなどソフトウェア（・圧縮プログラム、アンチ-
ウィルス、サーチエンジンを含む）

－ －

7.06
その他のアプリケーションソフトウェアの
提供

他に分類されない用途向けに設計されたアプリケーショ
ンソフトウェア

－ －

3910120900 ソフトウェアのオリジナル
「知的財産関連生産物の設定方針（案）」
を踏まえて設定。

3910120903 ソフトウェアのオリジナル

自社が第三者に対してサービス提供を行うことでその対
価を得るため又は業務効率化等を図るために自社での
利用を目的に制作するソフトウエア（自社開発ソフトウェ
ア）。

「研究開発等費等に係る会計基準」（企
業会計審議会）を踏まえ設定。

3910161200 ソフトウェア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。

8
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）

著作権により保護されていた知的財産物を使用する権利
の許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）

3910161203
ソフトウェアの使用許諾サービス
（エンドユーザー向けを除く）

著作権法により保護されるソフトウェア（プログラム）の複
製、配信、改良、再販、貸与等を事業者及び販売者に対
して許諾するサービス。
○リース事業に供されるソフトウェアの使用許諾、パソコ
ンにプリインストールされるソフトウェアの使用許諾

「ソフトウェア取引の収益の会計処理に
関する実務上の取扱い」（企業会計基準
委員会）及び実例を踏まえ設定。

P 情報処理に関する人材派遣サービス

9 臨時的人材派遣サービス

コンピュータプログラマー、コンピュータシステムアナリス
ト、データベース開発者、ネットワーク管理者、オペレー
ティングシステム専門家、プラットフォームスペシャリスト、
プログラマーアナリスト、ソフトウェア設計者、ソフトウェア
開発者、ソフトウェアエンジニア、Webサイト開発者、その
他の情報技術担当者の一時的に派遣

P 情報処理に関する人材派遣サービス

システムオペレーター、コンピュータプログラマー、データ
ベース開発者、ネットワーク管理者、データのキーパン
チャーなどを契約先に派遣して、情報処理システム、電
子計算機室などの運営・管理を行うサービス（労働派遣
法上の労働派遣に該当するものを除く。）。

調査研究結果及び特定サービス産業実
態調査を踏まえて副業としての検討を行
う。
定義・内容例示については、中分類「中
分類91　職業紹介・労働者派遣業」の検
討を踏まえ設定する。

10 ウェブサイト設計及び開発サービス
ウェブページの構造と内容の設計、ウェブページを作成、
実装するために必要なコンピュータコードを書くこと（ホス
ティングしているWebページの設計及び開発は除く）

－ －
前出の「ソフトウェアの受注制作サービ
ス」含まれる。

11 データベース設計及び開発サービス
データベースの構造と内容の設計、及びデータベース
（データウェアハウス）の作成と実装に必要なコンピュータ
コードの作成

－ －

12
カスタムソフトウェアアプリケーション設
計・開発サービス

ソフトウェアアプリケーションの作成及び実装に必要な構
造の設計、コンピュータコードによるコーディング

－ －

13
パッケージソフトウェアのカスタマイズと
統合

クライアントの情報システム環境において機能するよう
に、既存のアプリケーションソフトウェアのインストール

－ －

（回答のあった事業所数：19）

調査品目名

受注開発ソフトウェア

組込みソフトウェア

パッケージソフトウェア

ゲームソフトウェア

＜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

39 情報サービス業

391 ソフトウェア業 

3911受託開発ソフトウェア業，3912組み込みソフトウェア業，3913パッケージソフトウェア業，3914ゲームソフトウェア業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

13.01
業種横断アプリケーションパッケージソフ
トウェアのカスタマイズと統合

クライアントの情報システム環境内で機能するように、既
存のクロスインダストリーアプリケーションを適合させてイ
ンストールすること

－ －

13.02
垂直市場アプリケーションパッケージソフ
トウェアのカスタマイズと統合

クライアントの情報システム環境内で機能するように、既
存の垂直マーケットアプリケーションを修正（変更、構成
など）し、インストールすること

－ －

13.03
その他のパッケージソフトウェアのカスタ
マイズと統合

クライアントの情報システム環境内で機能するように、既
存のアプリケーション（垂直市場又は業種横断アプリケー
ションを除く）を適用し、インストールすること

－ －

14
ネットワークセキュリティ設計及び開発
サービス

データとプログラムのへのアクセスを制御しネットワーク
上で安全な情報交換を可能とするソフトウェア、ハード
ウェア及び設計、開発、実装

－ －

15
ネットワーク設計及び開発サービス（セ
キュリティを除く）

イントラネット、エクストラネット（インターネット技術を利用
した企業間ネットワーク）、仮想プライベートネットワーク
などの顧客のネットワークの設計、開発、実装

－ －

16 コンピュータシステム設計サービス
組織のコンピュータ要件の評価、ハードウェア及びソフト
ウェアの取得に関すアドバイス、及びクライアントのシス
テム設置するために必要な仕様の提供

－ －

17
コンピュータシステム設計及び開発サー
ビス

組織のコンピュータ要件の評価、ハードウェア及びソフト
ウェアの取得に関すアドバイス、システム仕様の開発、新
しいシステムの導入

－ －

18 コンピュータシステム統合サービス
クライアントの現在のコンピュータシステムと現在及び将
来のコンピューティング要件の分析、ソフトウェアの開発
または変更等

－ －

3910161500
受注ソフトウェアに係る保守・運用サービ
ス

3910161503
受注ソフトウェアに係る保守・運用サービ
ス

受注制作によるソフトウェアに係る保守サービス、技術サ
ポートやユーザートレーニングなどのアフターサービス、
ソフトウェアのラアップグレードサービスなどの提供。

調査研究結果及び「ソフトウェア取引の
収益の会計処理に関する実務上の取扱
い」（企業会計基準委員会）を踏まえて設
定。

19
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）

64Kbpsを超える速度で、有線およびワイヤレスの両方の
居住用クライアントのためのインターネットへの常時接続
を提供するサービス。 ケーブルインターネット、DSL、そ
の他常時接続サービスが含まれる。

－ －
小分類「371 固定電気通信業」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 情報技術コンサルティングサービス

20
情報技術（IT）技術コンサルティングサー
ビス

情報技術の利用に関する技術的問題に関するアドバイ
ス（ハードウェアとソフトウェアの要件、調達、システムイ
ンテグレーション、システムセキュリティなど）

P 情報技術コンサルティングサービス

調査研究結果から副業としての設定につ
いて、「経営コンサルティング」を含むコン
サルティングサービス全体の整理を踏ま
えて検討。

P クラウドコンピューティングサービス

P クラウドコンピューティングサービス

ＤＣ（データセンター）等を基盤として、ネットワーク、サー
バー、ストレージ、アプリケーションソフトなどのコンピュー
ティングリソースに、ネットワーク経由でアクセスさせ、オ
ンデマンドで利用させるサービス。
○ＩaaS、PaaS、ＡＳＰ・SaaS

一次原案精査物リスト、調査研究結果及
びその他の参考資料を踏まえ、本産業の
副業として設定。

21 ウェブサイトホスティングサービス
クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供

－ －
前出の「クラウドコンピューティングサー
ビス」に含まれる。

22 アプリケーション・サービス提供
集中型、ホスト型で管理されたコンピューター環境から
リースのアプリケーションソフトウェアの提供

－ －

23 ビジネスプロセス管理サービス
情報テクノロジー集約型サービスと労働力を組合わせた
サービスサービスパッケージを提起し　クライアントのビ
ジネスプロセスのサポート

－ －
調査研究結果から確認できないため設
定しない。

24 コロケーションサービス

サーバー及び企業のプラットフォームの設置、及びセキュ
リティ確保のための施設のスペースの提供（クライアント
のハード及びソフト、インタ-ネット及びその他通信ネット
ワークのための場所の提供やサーバーの常時監視を含
む。設置されたシステム、ハード及びソフトの動作の管理
は、クライアントの責任）

－ －
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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

39 情報サービス業

391 ソフトウェア業 

3911受託開発ソフトウェア業，3912組み込みソフトウェア業，3913パッケージソフトウェア業，3914ゲームソフトウェア業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

25 データ保管サービス

遠隔バックアップサービスや保管、階層的保管管理など
により、記憶装置を運営・管理し、データのバックアップを
管理するサービス（リモートバックアップ、コンピュータ
データの保管、クラウドサービスを含む）

－ －

26 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。

－ －

27
その他のデータ処理、ＩＴ基盤提供サービ
ス

クライアントのアプリケーションソフトウェアのホスティン
グ、データの加工処理及びコンピューター・タイムシェア
（コンピューターの処理時間を分割し、複数の利用者やプ
ログラムに順番に割当）などにより、ITのホスティングやイ
ンフラサービスの提供

－ －

P システム等管理運営受託サービス

28 ＩＴ基盤・ネットワーク管理サービス
ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークを含むクライ
アントのＩＴインフラストラクチャの管理と監視

P システム等管理運営受託サービス

システムオペレーター、コンピュータプログラマー、データ
ベース開発者、ネットワーク管理者、データのキーパン
チャーなどを契約先に派遣して、情報処理システム、電
子計算機室などの運営・管理を行うサービス（労働派遣
法上の労働派遣に該当するものを除く。）。

調査研究結果及び特定サービス産業実
態調査を踏まえて副業としての設定を検
討する。定義・内容については、小分類
「392 情報処理・提供サービス業」におい
て検討する。

28.01 ネットワーク管理サービス
ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークなど、クライア
ントのITインフラの管理・監視

－ －
前出の「システム等管理運営受託サービ
ス」に含まれる。

28.02 コンピュータシステム管理サービス クライアントのコンピュータシステムの管理と運用 － －

29 ＩＴ技術サポートサービス
ソフトウェア、ハードウェア、またはコンピュータシステム
全体を利用する際のクライアントの問題を解決するため
の技術的専門知識の提供

－ －

29.01 ソフトウェア関連技術サポートサービス
ソフトウェアの利用又はトラブルシューティングに関するク
ライアントの技術サポート（•アップグレードサービスとパッ
チとアップデートの提供を含む）

－ －

29.02 ハードウェア関連技術サポートサービス
コンピュータハードウェアの使用またはトラブルシューティ
ングにおけるテクニカルサポート（•IT機器の定期的なテス
トとクリーニングを含む）

－ －

29.03
ハードウェア及びソフトウェア統合技術サ
ポートサービス

クライアントのコンピュータのハードウェアとソフトウェアの
利用又はトラブルシューティングに関するテクニカルサ
ポート

－ －

29.04 コンピュータ操作の監査及び評価

助言やその他の支援を受けることなく、コンピューターの
動作を監査及び評価すること（サーバー、ネットワーク、コ
ンポーネント（ある機能を実現するために部品化されたソ
フトウェア）の性能、実績や、セキュリティに関する、監
査、評価及びその文書化を含む）

－ －
前出の「情報技術コンサルティングサー
ビス」に含まれる。

29.05 データリカバリサービス
破損したり不安定であるハードドライブや他のストレージ
メディアから、クライアントのデータを回収するサービス

－ －
小分類「401 インターネット付随サービス
業」の生産物であるが、調査研究結果か
ら確認できないため設定しない。

29.06
ディザスタリカバリサービス（ビジネス継
続性サービス）

災害時に通常のコンピューターシステムの動作の回復、
及び維持するための、正規職員の再配置をクライアント
が可能とするための、代替コンピューター設備及び予備
のソフトウェアの提供

－ －

29.07 コンピュータフォレンジック

情報漏洩や不正アクセスなど、コンピュータが関わる犯
罪が起きた際に、コンピュータ本体に記録された電子
データを収集・分析して、証拠とするための技術を活用し
たサービス

－ －

29.08 ドメイン名登録サービス
 ドメイン名を使用するため、ドメイン名登録機関に対し登
録申請するサービス

－ －

29.10 その他のＩＴ技術サポートサービス

コンピュータシステムを利用する際にクライアントの専門
的な問題を解決するための技術的専門知識の提供（•コ
ンピュータの監査と評価、データ復旧サービス、災害復旧
サービスを含む。）

－ －
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ワークシート①【別紙様式2】

G 情報通信業

39 情報サービス業

392情報処理・提供サービス業

3921情報処理サービス業，3922情報提供サービス業，3923市場調査・世論調査・社会調査業,3929その他の情報処理・提供サービス業

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 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 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 63.11.11 データ処理サービス 1 83151 ウェブサイトのホスティングサービス 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）

PSTN（電話網）を介して一般に64Kbpsを超えない速度
で、有線及び無線でインターネットへのダイアルアップ接
続を提供するサービス「（インターネットアクセスにとセット
になった電子メール、クライアントのWebスペース及び簡
単な設計などを含む）

2 7001125000
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 63.11.12 ウェブホスティングサービス 2 83152
アプリケーションサービスのプロビジョニ
ング

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）

64Kbpsを超える速度で、有線およびワイヤレスの両方の
居住用クライアントのためのインターネットへの常時接続
を提供するサービス。 ケーブルインターネット、DSL、そ
の他常時接続サービスが含まれる。

3 7008875000 コンピュータ・周辺機器の賃貸 3 7008875000 コンピュータ・周辺機器の賃貸 3 63.11.13 アプリケーションサービスの提供 3 83159
その他のホスティング及びITインフラのプ
ロビジョニングサービス

3 コンピュータ・周辺機器の賃貸
コンピュータのハードウェア、ソフトウェアのリース又はレ
ンタル

4 7008925000
コンピュータハードウェア・周辺機器の保
守、修理サービス

4 7008925000
コンピュータハードウェア・周辺機器の保
守、修理サービス

4 63.11.19
その他のホスティング及びITインフラスト
ラクチャ提供サービス

4 83633
インターネット広告スペースの販売（委託
は除く）

4
コンピュータハードウェア・周辺機器の保
守、修理サービス

コンピュータのハードウェア、周辺機器のメンテナンス及
び修理（その他のデータ務処理機器の交換部品のインス
トールを含む）

5 7008975000 市販用システムソフトウェア 5 7008975000 市販用システムソフトウェア 5 63.11.20
インターネットにおける広告スペース又
は時間

5 85991 その他の情報サービス 5 市販用システムソフトウェア
コンピュータリソースを管理し、アプリケーションプログラ
ムの制作や実行をサポートする汎用的なソフトウェア

6 7009000000 市販用アプリケーションソフトウェア 6 7009000000 市販用アプリケーションソフトウェア 6 63.99.10 他に分類されない情報サービス 6 83700 市場調査及び世論調査サービス 6 アプリケーションソフトウェア
クライアント向けに特定の機能を直接実行するように設
計されたソフトウェア

7 7009581000 7 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）

7 63.99.20 事実／情報の原本編纂 7
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）

著作権により保護されていた知的財産物を使用する権
利の許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）

8 7010350000 臨時的人材派遣サービス 8 7010350000 臨時的人材派遣サービス 8 73.20.11 市場調査サービス：定性的調査 8 臨時的人材派遣サービス

コンピュータプログラマー、コンピュータシステムアナリス
ト、データベース開発者、ネットワーク管理者、オペレー
ティングシステム専門家、プラットフォーム専門家、プログ
ラマーアナリスト、ソフトウェア設計者、ソフトウェア開発
者、ソフトウェアエンジニア、Webサイト開発者、その他の
情報技術担当者の一時的な派遣

9 7012028000 9 7012028000 ウェブサイト設計及び開発サービス 9 73.20.12
市場調査サービス：定量的なアドホック
調査

9 ウェブサイト設計及び開発サービス
ウェブページの構造と内容の設計、ウェブページを作成、
実装するために必要なコンピュータコードを書くこと（ホス
ティングしているWebページの設計及び開発は除く）

10 7012030000 10 7012030000 データベース設計及び開発サービス 10 73.20.13
市場調査サービス：定量的継続調査及
び定期調査

10 データベース設計及び開発サービス
データベースの構造と内容の設計、及びデータベース
（データウェアハウス）の作成と実装に必要なコンピュー
タコードの作成

11 7012033000 11 7012033000
GIS（地理情報システム）カスタムソフト
ウェアアプリケーション設計・開発サービ
ス

11 73.20.14 調査以外の市場調査サービス 11
カスタムソフトウェアアプリケーション設
計・開発サービス

ソフトウェアアプリケーションの作成及び実装に必要な構
造の設計、コンピュータコードによるコーディング

12 7012035000 12 7012035000
パッケージソフトウェアのカスタマイズと
統合

12 73.20.19 その他の市場調査サービス 12
パッケージソフトウェアのカスタマイズと
統合

クライアントの情報システム環境において機能するよう
に、既存のアプリケーションソフトウェアのインストール

7012035003 13 7012035003
業種横断アプリケーションパッケージソフ
トウェアのカスタマイズと統合

13 73.20.20 世論調査サービス 12.01
業種横断アプリケーションパッケージソフ
トウェアのカスタマイズと統合

クライアントの情報システム環境内で機能するように、既
存の業種横断アプリケーションを適合させてインストール
すること

7012035006 14 7012035006
垂直市場アプリケーションパッケージソフ
トウェアのカスタマイズと統合

12.02
垂直市場アプリケーションパッケージソフ
トウェアのカスタマイズと統合

クライアントの情報システム環境内で機能するように、既
存の垂直市場トアプリケーションを修正（変更、構成な
ど）し、インストールすること

7012035009 15 7012035009
その他のパッケージソフトウェアのカスタ
マイズと統合

12.03
その他のパッケージソフトウェアのカスタ
マイズと統合

クライアントの情報システム環境内で機能するように、既
存のアプリケーション（垂直市場又は業種横断アプリ
ケーションを除く）を適用し、インストールすること

13 7012038000 16 7012038000
ネットワークセキュリティ設計及び開発
サービス

13
ネットワークセキュリティ設計及び開発
サービス

データとプログラムのへのアクセスを制御しネットワーク
上で安全な情報交換を可能とするソフトウェア、ハード
ウェア及び設計、開発、実装

14 7012040000 17 7012040000
ネットワーク設計及び開発サービス（セ
キュリティを除く）

14
ネットワーク設計及び開発サービス（セ
キュリティを除く）

イントラネット、エクストラネット（インターネット技術を利用
した企業間ネットワーク）、仮想プライベートネットワーク
などの顧客のネットワークの設計、開発、実装

15 7012043000 18 7012043000 コンピュータシステム設計サービス 15 コンピュータシステム設計サービス
組織のコンピュータ要件の評価、ハードウェア及びソフト
ウェアの取得に関すアドバイス、システム仕様の開発、
新しいシステムの導入

16 7012045000 19 7012045000
コンピュータシステム設計及び開発サー
ビス

16
コンピュータシステム設計及び開発サー
ビス

組織のコンピュータ要件の評価、ハードウェア及びソフト
ウェアの取得に関すアドバイス、システム仕様の開発、
新しいシステムの導入

17 7012048000 20 7012048000 コンピュータシステム統合サービス 17 コンピュータシステム統合サービス
クライアントの現在のコンピュータシステムの状況及び将
来のコンピューターシステムへの要求事項の分析

18 7012263000 天気予報サービス 21 7012263000 天気予報サービス 18 天気予報サービス
大気の気象学的分析を提供し、気象プロセスと気象条件
を予測するサービス

19 7012850000 市場調査サービス 22 7012850000 市場調査サービス 19 市場調査サービス
消費者、特定の市場、商品やサービスのマーケティング
プログラムの有効性に関するデータを収集し、その結果
の分析及び解説を行うサービス

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類
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ワークシート①【別紙様式2】

G 情報通信業

39 情報サービス業

392情報処理・提供サービス業

3921情報処理サービス業，3922情報提供サービス業，3923市場調査・世論調査・社会調査業,3929その他の情報処理・提供サービス業

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

7012850003 23 7012850003 市場調査サービス（電話） 19.01 市場調査サービス（電話）
電話を使用して消費者、特定の市場、商品やサービスの
マーケティングプログラムの有効性に関するデータを収
集し、その結果の分析、解説を行うサービス

7012850006 24 7012850006 市場調査サービス（インターネット） 19.02 市場調査サービス（インターネット）
インターネットを使用して消費者、特定の市場、商品や
サービスのマーケティングプログラムの有効性に関する
データを収集し、その結果の分析、解説を行うサービス

7012850009 25 7012850009 市場調査サービス（郵便） 19.03 市場調査サービス（郵便）
郵便使用して、消費者、特定の市場、商品やサービスの
マーケティングプログラムの有効性に関するデータを収
集し、その結果の分析、解説を行うサービス

7012850012 26 7012850012 市場調査サービス（フォーカスグループ） 19.04 市場調査サービス（フォーカスグループ）

フォーカスグループ（グループ対話形式）により、特定の
市場、消費者、商品やサービスのマーケティングプログラ
ムの有効性に関するデータを収集し、その結果の分析、
解説を行うサービス（フォーカスグループは限られた数の

7012850015 27 7012850015
市場調査サービス（フォーカスグループ
以外の対面）

19.05
市場調査サービス（フォーカスグループ
以外の対面）

フォーカスグループ以外の対面方法を使用して、消費
者、特定の市場、商品やサービスのマーケティングプロ
グラムの有効性に関するデータを収集し、その結果の分
析、解説を行うサービス

7012850018 28 7012850018 メディア調査、分析、検証サービス 19.06 メディア調査、分析、検証サービス

すべてのタイプのメディアについて、メディアのカバレッ
ジ、視聴者、有効性、信頼性などの重要な情報をクライ
アントに提供するための調査、分析、検証/評価活動の
実施

7012850021 29 7012850021
他に分類されないその他の市場調査
サービス

19.07
他に分類されないその他の市場調査
サービス

上記以外のその他の市場調査サービス

20 7012875000 世論調査サービス 30 7012875000 世論調査サービス 20 世論調査サービス
政府や政治、環境、医療、ポップカルチャーなど、さまざ
まな問題やトピックに関する一般市民の意見を把握、分
析、解説するための調査の実施

21 7012900000 統計的標本抽出・調査設計サービス 31 7012900000 統計的標本抽出・調査設計サービス 21 統計的標本抽出・調査設計サービス
データの分析または解説とは別に販売される、統計の標
本、調査票、または調査手法の設計などのサービスの提
供

22 7013750000 インターネット常時接続事業 32 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）

22
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）

64Kbpsを超える速度で、有線およびワイヤレスの両方の
居住用クライアントのためのインターネットへの常時接続
を提供するサービス。 ケーブルインターネット、DSL、そ
の他常時接続サービスが含まれる。

23 7014225000
情報技術（ＩＴ）技術コンサルティングサー
ビス

33 7014225000
情報技術（IT）技術コンサルティングサー
ビス

23
情報技術（IT）技術コンサルティングサー
ビス

情報技術の利用に関する技術的問題に関するアドバイ
ス（ハードウェアとソフトウェアの要件、調達、システムイ
ンテグレーション、システムセキュリティなど）

24 7014250000 ウェブサイトホスティングサービス 34 7014250000 ウェブサイトホスティングサービス 24 ウェブサイトホスティングサービス
クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供

7014250003 35 7014250003
ウェブサイトホスティングサービス（関連
アプリケーションの統合なし）

24.01
ウェブサイトホスティングサービス（関連
アプリケーションの統合なし）

クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供（関連ア
プリケーションの統合なし）

7014250006 36 7014250006
ウェブサイトホスティングサービス（関連
アプリケーションの統合あり）

24.02
ウェブサイトホスティングサービス（関連
アプリケーションの統合あり）

クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供（関連ア
プリケーションの統合あり）

25 7014275000 アプリケーション・サービス提供 37 7014275000
アプリケーション・サービス提供（クラウド
サービスを含む） 25

アプリケーション・サービス提供（クラウド
サービスを含む）

集中型、ホスト型で管理されたコンピューター環境から
リースのアプリケーションソフトウェアの提供（クラウドを
含む）

7014275003 38 7014275003
コンピュータ化された予約システムアプリ
ケーション提供

25.01
コンピュータ化された予約システムアプリ
ケーション提供

旅程を調査、比較、計画し、関連する移動手段、宿泊の
予約や、その他の予約を行うための、コンピューター化さ
れたデータベース及び予約システムへ、アクセスを提供
するサービス。

7014275006 39 7014275006
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスあり）

25.02
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスあり）

集中型、ホスト型で管理されたコンピューター環境から
の、リースのアプリケーションソフトウェアの提供（クラウド
を含む）（統合サービスあり）

7014275009 40 7014275009
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスなし）

25.03
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスなし）

集中型、ホスト型で管理されたコンピューター環境から
の、リースのアプリケーションソフトウェアの提供（クラウド
を含む）（統合サービスなし）

26 7014325000 コロケーションサービス 41 7014325000 コロケーションサービス 26 コロケーションサービス

サーバー及び企業のプラットフォームの設置、及びセ
キュリティ確保のための施設のスペースの提供（クライア
ントのハード及びソフト、インタネット及びその他通信ネッ
トワークのための場所の提供やサーバーの常時監視を
含む。設置されたシステム、ハード及びソフトの動作の管
理は クライアントの責任）

27 7014350000 データ保管サービス 42 7014350000
データ保管サービス（リモートバックアッ
プ、コンピュータデータの保管、クラウド
サービスを含む）

27
データ保管サービス（リモートバックアッ
プ、コンピュータデータの保管、クラウド
サービスを含む）

遠隔バックアップサービスや保管、階層的保管管理など
により、記憶装置を運営・管理し、データのバックアップを
管理するサービス（リモートバックアップ、コンピュータ
データの保管、クラウドサービスを含む）

28 7014375000 データ管理サービス 43 7014375000 データ管理サービス 28 データ管理サービス

組織リソースとしてのデータの継続的な管理を提供。
データモデリング、データ動員、データマッピング/合理
化、データマイニング、システムアーキテクチャの実行な
どが含まれる。
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G 情報通信業

39 情報サービス業

392情報処理・提供サービス業

3921情報処理サービス業，3922情報提供サービス業，3923市場調査・世論調査・社会調査業,3929その他の情報処理・提供サービス業
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細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

29 7014400000 動画ストリーミングサービス 44 7014400000 動画・音声ストリーミングサービス 29 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。

7014400003 45 7014400003 動画ストリーミングサービス 29.01 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。

7014400006 46 7014400006 音声ストリーミングサービス 29.02 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。

30 7014425000
その他のデータ処理、ＩＴ基盤提供サービ
ス

47 7014425000
その他のデータ処理、ＩＴ基盤提供サービ
ス

30
その他のデータ処理、ＩＴ基盤提供サービ
ス

クライアントのアプリケーションソフトウェアのホスティン
グ、データの加工処理及びコンピューター・タイムシェア
（コンピューターの処理時間を分割し、複数の利用者やプ
ログラムに順番に割当ること）などにより、ITのホスティン
グやインフラサービスを提供すること

31 7014450000 ＩＴ基盤・ネットワーク管理サービス 48 7014450000 ＩＴ基盤・ネットワーク管理サービス 31 ＩＴ基盤・ネットワーク管理サービス
ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークを含むクライ
アントのＩＴインフラストラクチャの管理と監視

7014450003 49 7014450003 ネットワーク管理サービス 31.01 ネットワーク管理サービス
ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークなど、クライア
ントのITインフラの管理・監視

7014450006 50 7014450006 コンピュータシステム管理サービス 31.02 コンピュータシステム管理サービス クライアントのコンピュータシステムの管理と運用

32 7014475000 ＩＴ技術サポートサービス 51 7014475000 ＩＴ技術サポートサービス 32 ＩＴ技術サポートサービス
ソフトウェア、ハードウェア、またはコンピュータシステム
全体を利用する際のクライアントの問題を解決するため
の技術的専門知識の提供

7014475003 52 7014475003 ソフトウェア関連技術サポートサービス 32.01 ソフトウェア関連技術サポートサービス
ソフトウェアの利用又はトラブルシューティングに関する
クライアントの技術サポート（•アップグレードサービスと
パッチとアップデートの提供を含む）

7014475006 53 7014475006 ハードウェア関連技術サポートサービス 32.02 ハードウェア関連技術サポートサービス
コンピュータハードウェアの使用またはトラブルシューティ
ングにおけるテクニカルサポート（•IT機器の定期的なテ
ストとクリーニングを含む）

7014475009 54 7014475009
ハードウェア及びソフトウェア統合技術サ
ポートサービス

32.03
ハードウェア及びソフトウェア統合技術サ
ポートサービス

クライアントのコンピュータのハードウェアとソフトウェア
の利用又はトラブルシューティングに関するテクニカルサ
ポート

7014475012 55 7014475012 コンピュータ操作の監査及び評価 32.04 コンピュータ操作の監査及び評価

助言やその他の支援を受けることなく、コンピューターの
動作を監査及び評価すること（サーバー、ネットワーク、
コンポーネント（ある機能を実現するために部品化された
ソフトウェア）の性能、実績や、セキュリティに関する、監
査、評価及びその文書化を含む）

7014475015 56 7014475015 データリカバリサービス 32.05 データリカバリサービス
破損したり不安定であるハードドライブや他のストレージ
メディアから、クライアントのデータを回収するサービス

7014475018 57 7014475018
ディザスタリカバリサービス（ビジネス継
続性サービス）

32.06
ディザスタリカバリサービス（ビジネス継
続性サービス）

災害時に通常のコンピューターシステムの動作の回復、
及び維持するための、正規職員の再配置をクライアント
が可能とするための、standbyなコンピューター設備及び
予備のソフトウェアの提供

7014475021 58 7014475021 コンピュータフォレンジック 32.07 コンピュータフォレンジック

情報漏洩や不正アクセスなど、コンピュータが関わる犯
罪が起きた際に、コンピュータ本体に記録された電子
データを収集・分析して、証拠とするための技術を活用し
たサービス

7014475024 59 7014475024 ドメイン名登録サービス 32.08 ドメイン名登録サービス
 ドメイン名を使用するため、ドメイン名登録機関に対し登
録申請するサービス

7014475027 60 7014475027 その他のＩＴ技術サポートサービス 32.09 その他のＩＴ技術サポートサービス

コンピュータシステムを利用する際にクライアントの専門
的な問題を解決するための技術的専門知識の提供（•コ
ンピュータの監査と評価、データ復旧サービス、災害復
旧サービスを含む。）

33 7014500000 情報・文書変換サービス 61 7014500000 情報・文書変換サービス 33 情報・文書変換サービス
あるフォーマットまたはメディアから別のフォーマットまた
はメディアに情報およびドキュメントを変換するための技
術的専門知識および機器の提供

7014500003 62 7014500003
イメージング及びその他のデータキャプ
チャサービス

33.01
イメージング及びその他のデータキャプ
チャサービス

紙文書をデジタル形式または他の機械可読形式に変換
する。
 サービスには、（1）文書の準備、 （2）走査、光学的文字
認識、および他のデータ捕捉活動、（3）データベースまた
は物理媒体に取り込まれた情報の配信または出力が含
まれる

7014500006 63 7014500006
データプロット、印刷、変換、移行サービ
ス

33.02
データプロット、印刷、変換、移行サービ
ス

プリンターや描画装置を使用して、機械判読可能な
フォーマットに保存された製図から、設計図を作成する
サービス。また、そのデータを別の記憶装置や別のファイ
ルへ移送するサービス。

33
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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

39 情報サービス業

392 情報処理・提供サービス業

3921情報処理サービス業，3922情報提供サービス業，3923市場調査・世論調査・社会調査業,3929その他の情報処理・提供サービス業

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

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）

PSTN（電話網）を介して一般に64Kbpsを超えない速度
で、有線及び無線でインターネットへのダイアルアップ接
続を提供するサービス「（インターネットアクセスにとセット
になった電子メール、クライアントのWebスペース及び簡
単な設計などを含む）

－ －

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）

64Kbpsを超える速度で、有線およびワイヤレスの両方の
居住用クライアントのためのインターネットへの常時接続
を提供するサービス。 ケーブルインターネット、DSL、そ
の他常時接続サービスが含まれる。

－ －

3 コンピュータ・周辺機器の賃貸
コンピュータのハードウェア、ソフトウェアのリース又はレ
ンタル

－ －
小分類「703 事務用機械器具賃貸業」の
生産物であり、調査研究結果から確認で
きないため設定しない。

P
受注ソフトウェアに係る保守・運用サービ
ス

4
コンピュータハードウェア・周辺機器の保
守、修理サービス

コンピュータのハードウェア、周辺機器のメンテナンス及
び修理（その他のデータ務処理機器の交換部品のインス
トールを含む）

P
受注ソフトウェアに係る保守・運用サービ
ス

受注制作によるソフトウェアに係る保守サービス、技術サ
ポートやユーザートレーニングなどのアフターサービス、
ソフトウェアのラアップグレードサービスなどの提供。

小分類「391 ソフトウェア業」の生産物で
あり、調査研究結果から副業としての設
定を検討する。

5 市販用システムソフトウェア
コンピュータリソースを管理し、アプリケーションプログラ
ムの制作や実行をサポートする汎用的なソフトウェア

－ －
小分類「391 ソフトウェア業」の生産物で
あり、副業として想定されないため設定し
ない。

6 アプリケーションソフトウェア
クライアント向けに特定の機能を直接実行するように設
計されたソフトウェア

－ － 〃

7
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）

著作権により保護されていた知的財産物を使用する権利
の許諾（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

P 情報処理に関する人材派遣サービス

8 臨時的人材派遣サービス

コンピュータプログラマー、コンピュータシステムアナリス
ト、データベース開発者、ネットワーク管理者、オペレー
ティングシステム専門家、プラットフォーム専門家、プログ
ラマーアナリスト、ソフトウェア設計者、ソフトウェア開発
者、ソフトウェアエンジニア、Webサイト開発者、その他の
情報技術担当者の一時的な派遣

P 情報処理に関する人材派遣サービス

システムオペレーター、コンピュータプログラマー、データ
ベース開発者、ネットワーク管理者、データのキーパン
チャーなどを契約先に派遣して、情報処理システム、電
子計算機室などの運営・管理を行うサービス（労働派遣
法上の労働派遣に該当するものを除く。）。

調査研究結果及び特定サービス産業実
態調査を踏まえて副業としての検討を行
う。
定義・内容例示については、中分類「中
分類91　職業紹介・労働者派遣業」の検
討を踏まえ設定する。

9 ウェブサイト設計及び開発サービス
ウェブページの構造と内容の設計、ウェブページを作成、
実装するために必要なコンピュータコードを書くこと（ホス
ティングしているWebページの設計及び開発は除く）

－ －
小分類「391 ソフトウェア業」の生産物で
あり、副業として想定されないため設定し
ない。

10 データベース設計及び開発サービス
データベースの構造と内容の設計、及びデータベース
（データウェアハウス）の作成と実装に必要なコンピュータ
コードの作成

－ －

11
カスタムソフトウェアアプリケーション設
計・開発サービス

ソフトウェアアプリケーションの作成及び実装に必要な構
造の設計、コンピュータコードによるコーディング

－ －

12.01
業種横断アプリケーションパッケージソフ
トウェアのカスタマイズと統合

クライアントの情報システム環境内で機能するように、既
存の業種横断アプリケーションを適合させてインストール
すること

－ －

12.02
垂直市場アプリケーションパッケージソフ
トウェアのカスタマイズと統合

クライアントの情報システム環境内で機能するように、既
存の垂直市場トアプリケーションを修正（変更、構成など）
し、インストールすること

－ －

12.03
その他のパッケージソフトウェアのカスタ
マイズと統合

クライアントの情報システム環境内で機能するように、既
存のアプリケーション（垂直市場又は業種横断アプリケー
ションを除く）を適用し、インストールすること

－ －

13
ネットワークセキュリティ設計及び開発
サービス

データとプログラムのへのアクセスを制御しネットワーク
上で安全な情報交換を可能とするソフトウェア、ハード
ウェア及び設計、開発、実装

－ －

14
ネットワーク設計及び開発サービス（セ
キュリティを除く）

イントラネット、エクストラネット（インターネット技術を利用
した企業間ネットワーク）、仮想プライベートネットワーク
などの顧客のネットワークの設計、開発、実装

－ －

15 コンピュータシステム設計サービス
組織のコンピュータ要件の評価、ハードウェア及びソフト
ウェアの取得に関すアドバイス、システム仕様の開発、新
しいシステムの導入

－ －

16
コンピュータシステム設計及び開発サー
ビス

組織のコンピュータ要件の評価、ハードウェア及びソフト
ウェアの取得に関すアドバイス、システム仕様の開発、新
しいシステムの導入

－ －

17 コンピュータシステム統合サービス
クライアントの現在のコンピュータシステムの状況及び将
来のコンピューターシステムへの要求事項の分析

－ －

大分類

中分類

小分類

細分類

小分類「371 固定電気通信業」の生産物
であり、調査研究結果から確認できない
ため設定しない。

＜情報処理・提供サービス業＞

デジタルコンテンツ制作・配信
サービス

デジタル事業収入

パッケージソフトウェア開発収入

ソフトウェア受託開発収入

ソフトウェア開発収入

情報サービス（開発、導入・建
築、運用、保守）

受託システム開発収入

拡張運用サービス収入

システム開発収入（SES契約）

IT運用保守サービス システム保守管理サービス

ハウジング

コロケーション

ケージングコロケーション

情報提供サービス収入

情報処理サービス収入

ペーパースキャニング

データ処理サービス収入

インターネット接続サービス インターネット接続サービス収入

インターネット仲介サービス
会社検索・比較サイトの運営仲
介サービス

広告場所提供サービス バナー広告収入

コンサルティングサービス
ソフトウェア及びコンサルティン
グサービス

機器、サービス販売収入

マイクロフィルム機器販売収入

IT機器、ソフトウェア販売収入

特許調査サービス収入

調査受託収入

渋滞統計事業

市場調査・世論調査サービス収
入

技術・市場調査サービス収入

写真撮影サービス マイクロ撮影収入

役務・サービス提供型

附帯サービス収入

帯封紙

成果物納品収入

情報サービス

業務受託収入

開発品の信頼性を評価する技
術サービス及び自動車産業部
品の製造加工

ドキュメント開発収入

その他情報サービス

その他サービス

その他支援サービス収入

IT事業収入

（回答のあった事業所数：24）

その他

ソフトウェア開発サービス

システム開発サービス

サーバホスティングサービス

情報処理・提供サービス

小売・卸売サービス

調査サービス

（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）

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名

情報処理サービス業

　受託計算サービス

システム等管理運営委託

　その他の情報処理サービス

情報提供サービス事業

　データベースサービス（イン
ターネットによるもの）

　データベースサービス（その他）

　市場調査・世論調査・社会調査事業

　　その他の情報処理・情報提
供サービス業

＜特定サービス産業実態調査＞

業務種類名

情報処理・提供サービス業務

　情報処理サービス

システム等管理運営受託

　データベースサービス

インターネットによるもの

　　　　その他

　各種調査

　　その他

＜平成23年産業連関表＞

細品目（10桁）名

受託計算サービス

システム等管理運営受託

その他の情報処理サービス

データベースサービス（インター
ネットによるもの）

データベースサービス（その他）

各種調査事業

その他の情報処理・情報提供サービス事業

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞

コモ６桁分類名

情報処理・提供サービス
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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

39 情報サービス業

392 情報処理・提供サービス業

3921情報処理サービス業，3922情報提供サービス業，3923市場調査・世論調査・社会調査業,3929その他の情報処理・提供サービス業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　　　

　　　　

　　

　　

　

3920160300
情報処理サービス（他に分類されるもの
を除く）

3920160303
情報処理サービス（他に分類されるもの
を除く）

外部からの委託により行う情報処理業務（データエント
リー、データパンチなど）や学術研究における分析代行処
理業務などのサービス（「市場調査・世論調査・社会調査
サービス」、「情報提供サービス」、「クラウドサービス」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、情報通信
業基本調査及びその他の参考資料に基
づき設定。

3920160600
ウェブ情報検索・提供サービス（広告収
入）

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。

3920160603
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
ンのサービス、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

〃

3920960900
ウェブ情報検索・提供サービス（広告以
外の収入）

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。

3920960903
ウェブ情報検索・提供サービス（広告以
外の収入）

広告以外の収入（事業者からの手数料、一般消費者から
の利用料など）により、ウェブ情報の検索エンジンのサー
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以外の収入によるもの

〃

37 データベース及びその他の情報収集 データベース等のサービス 3920961200
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）

＜特定サービス産業実態調査＞
＜情報通信業基本調査＞

3920961203
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）

各種のデータを収集、加工、蓄積し、情報としてインター
ネット以外の方法により提供するサービスをいう。
○（「市場調査・世論調査・社会調査サービス」、「新聞
業」及び「ニュース配信業」に該当するものを除く）。

調査研究結果及びその他の参考資料に
基づき設定。

37.01
データベース及びその他の情報収集（オ
ンライン）

インターネットによるデータベース等のサービス。 － － 前出の「情報提供サービス」に含まれる。

37.02
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。 － －

38 その他の情報サービス

ニュース、ストックフォト（写真やイラスト等の画像素材を
あらかじめ用意し、利用者に提供するサービス）、株価情
報サービス、電話ベースの情報記録など、その他の分類
されていない他のすべてのサービスの提供。

－ －

18 天気予報サービス
大気の気象学的分析を提供し、気象プロセスと気象条件
を予測するサービス

－ －

3920161500 市場調査・世論調査・社会調査サービス

3920161503 市場調査・世論調査・社会調査サービス

企業や官公庁からの委託による統計調査業務の実施、
経済・世論・社会一般に関するシンクタンク業務などを行
うサービス（経営コンサルティングに含まれるものを除
く）。

調査研究結果、特定サービス産業実態
調査及び情報通信業基本調査を踏まえ
設定。

19 市場調査サービス
消費者、特定の市場、商品やサービスのマーケティング
プログラムの有効性に関するデータを収集し、その結果
の分析及び解説を行うサービス

前出の「市場・世論・社会調査サービス」
に含まれる。

19.01 市場調査サービス（電話）
電話を使用して消費者、特定の市場、商品やサービスの
マーケティングプログラムの有効性に関するデータを収
集し、その結果の分析、解説を行うサービス

－ －

19.02 市場調査サービス（インターネット）
インターネットを使用して消費者、特定の市場、商品や
サービスのマーケティングプログラムの有効性に関する
データを収集し、その結果の分析、解説を行うサービス

－ －

　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　　　

　　　　

　　

　　

調査品目名 　

情報処理サービス

情報提供サービス

市場調査・世論調査・社会調査

その他の情報サービス

＜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

39 情報サービス業

392 情報処理・提供サービス業

3921情報処理サービス業，3922情報提供サービス業，3923市場調査・世論調査・社会調査業,3929その他の情報処理・提供サービス業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

19.03 市場調査サービス（郵便）
郵便使用して、消費者、特定の市場、商品やサービスの
マーケティングプログラムの有効性に関するデータを収
集し、その結果の分析、解説を行うサービス

－ －

19.04 市場調査サービス（フォーカスグループ）

フォーカスグループ（グループ対話形式）により、特定の
市場、消費者、商品やサービスのマーケティングプログラ
ムの有効性に関するデータを収集し、その結果の分析、
解説を行うサービス（フォーカスグループは限られた数の
参加者で構成）。

－ －

19.05
市場調査サービス（フォーカスグループ
以外の対面）

フォーカスグループ以外の対面方法を使用して、消費
者、特定の市場、商品やサービスのマーケティングプロ
グラムの有効性に関するデータを収集し、その結果の分
析、解説を行うサービス

－ －

19.06 メディア調査、分析、検証サービス

すべてのタイプのメディアについて、メディアのカバレッ
ジ、視聴者、有効性、信頼性などの重要な情報をクライア
ントに提供するための調査、分析、検証/評価活動の実
施

－ －

19.07
他に分類されないその他の市場調査
サービス

上記以外のその他の市場調査サービス － －

20 世論調査サービス
政府や政治、環境、医療、ポップカルチャーなど、さまざ
まな問題やトピックに関する一般市民の意見を把握、分
析、解説するための調査の実施

－ －

21 統計的標本抽出・調査設計サービス
データの分析または解説とは別に販売される、統計の標
本、調査票、または調査手法の設計などのサービスの提
供

－ －

22
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）

64Kbpsを超える速度で、有線およびワイヤレスの両方の
居住用クライアントのためのインターネットへの常時接続
を提供するサービス。 ケーブルインターネット、DSL、そ
の他常時接続サービスが含まれる。

－ －
小分類「371 固定電気通信業」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 情報技術コンサルティングサービス

23
情報技術（IT）技術コンサルティングサー
ビス

情報技術の利用に関する技術的問題に関するアドバイ
ス（ハードウェアとソフトウェアの要件、調達、システムイ
ンテグレーション、システムセキュリティなど）

P 情報技術コンサルティングサービス

調査研究結果から副業としての設定につ
いて、「経営コンサルティング」を含むコン
サルティングサービス全体の整理を踏ま
えて検討。

24 ウェブサイトホスティングサービス
クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供

－ －
前出の「ポータルサイトサーバー運営
サービス」に含まれる。

24.01
ウェブサイトホスティングサービス（関連
アプリケーションの統合なし）

クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供（関連ア
プリケーションの統合なし）

－ －

24.02
ウェブサイトホスティングサービス（関連
アプリケーションの統合あり）

クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供（関連ア
プリケーションの統合あり）

－ －

3920161800 クラウドコンピューティングサービス

25
アプリケーション・サービス提供（クラウド
サービスを含む）

集中型、ホスト型で管理されたコンピューター環境から
リースのアプリケーションソフトウェアの提供（クラウドを
含む）

3920161803 クラウドコンピューティングサービス

ＤＣ（データセンター）等を基盤として、ネットワーク、サー
バー、ストレージ、アプリケーションソフトなどのコンピュー
ティングリソースに、ネットワーク経由でアクセスさせ、オ
ンデマンドで利用させるサービス。
○ＩaaS、PaaS、ＡＳＰ・SaaS

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に基
づき設定。

25.01
コンピュータ化された予約システムアプリ
ケーション提供

旅程を調査、比較、計画し、関連する移動手段、宿泊の
予約や、その他の予約を行うための、コンピューター化さ
れたデータベース及び予約システムへ、アクセスを提供
するサービス。

－ －
前出の「クラウドサービス（一定のものに
限る）」に含まれる。

25.02
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスあり）

集中型、ホスト型で管理されたコンピューター環境から
の、リースのアプリケーションソフトウェアの提供（クラウド
を含む）（統合サービスあり）

－ －

25.03
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスなし）

集中型、ホスト型で管理されたコンピューター環境から
の、リースのアプリケーションソフトウェアの提供（クラウド
を含む）（統合サービスなし）

－ －

37



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

39 情報サービス業

392 情報処理・提供サービス業

3921情報処理サービス業，3922情報提供サービス業，3923市場調査・世論調査・社会調査業,3929その他の情報処理・提供サービス業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

（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
サーバーハウジング・ホスティングサービ
ス

中分類「37 通信業」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
サーバーハウジング・ホスティングサービ
ス

ＤＣ（データセンター）において、顧客のサーバーを預り又
は所有するサーバーを顧客へ貸し出し、当該サーバーの
インターネットへの接続、運用、監視環境等を提供する
サービス（サーバーのリースを除く）。

＜特定サービス産業実態調査＞
＜情報通信業基本調査＞

26 コロケーションサービス

サーバー及び企業のプラットフォームの設置、及びセキュ
リティ確保のための施設のスペースの提供（クライアント
のハード及びソフト、インタネット及びその他通信ネット
ワークのための場所の提供やサーバーの常時監視を含
む。設置されたシステム、ハード及びソフトの動作の管理
は、クライアントの責任）

－ －
前出の「サーバーハウジング・ホスティン
グサービス」に含まれる、

27
データ保管サービス（リモートバックアッ
プ、コンピュータデータの保管、クラウド
サービスを含む）

遠隔バックアップサービスや保管、階層的保管管理など
により、記憶装置を運営・管理し、データのバックアップを
管理するサービス（リモートバックアップ、コンピュータ
データの保管、クラウドサービスを含む）

－ －

28 データ管理サービス

組織リソースとしてのデータの継続的な管理を提供。
データモデリング、データ動員、データマッピング/合理
化、データマイニング、システムアーキテクチャの実行な
どが含まれる。

－ －

29 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。

－ －

29.01 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。

－ －

29.02 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。

－ －

30
その他のデータ処理、ＩＴ基盤提供サービ
ス

クライアントのアプリケーションソフトウェアのホスティン
グ、データの加工処理及びコンピューター・タイムシェア
（コンピューターの処理時間を分割し、複数の利用者やプ
ログラムに順番に割当ること）などにより、ITのホスティン
グやインフラサービスを提供すること

－ －
調査研究結果から確認できないため設
定しない。

31 ＩＴ基盤・ネットワーク管理サービス
ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークを含むクライ
アントのＩＴインフラストラクチャの管理と監視

3920962100 システム等管理運営サービス

3920962103 システム等管理運営サービス
ユーザーの情報処理システム、ネットワーク、電子計算
機室などの管理運営を受託するサービス。

調査研究結果及び特定サービス産業実
態調査を踏まえ設定。

31.01 ネットワーク管理サービス
ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークなど、クライア
ントのITインフラの管理・監視

－ －
前出の「システム等管理運営サービス」
に含まれる。

31.02 コンピュータシステム管理サービス クライアントのコンピュータシステムの管理と運用 － －

32 ＩＴ技術サポートサービス
ソフトウェア、ハードウェア、またはコンピュータシステム
全体を利用する際のクライアントの問題を解決するため
の技術的専門知識の提供

－ －
前出の「情報技術コンサルティングサー
ビス」に含まれる。

32.01 ソフトウェア関連技術サポートサービス
ソフトウェアの利用又はトラブルシューティングに関するク
ライアントの技術サポート（•アップグレードサービスとパッ
チとアップデートの提供を含む）

－ －

32.02 ハードウェア関連技術サポートサービス
コンピュータハードウェアの使用またはトラブルシューティ
ングにおけるテクニカルサポート（•IT機器の定期的なテス
トとクリーニングを含む）

－ －

32.03
ハードウェア及びソフトウェア統合技術サ
ポートサービス

クライアントのコンピュータのハードウェアとソフトウェアの
利用又はトラブルシューティングに関するテクニカルサ
ポート

－ －

小分類「401 インターネット付随サービス
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。
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日本標準産業分類（2013年改定）

G 情報通信業

39 情報サービス業

392 情報処理・提供サービス業

3921情報処理サービス業，3922情報提供サービス業，3923市場調査・世論調査・社会調査業,3929その他の情報処理・提供サービス業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　　　

　　　　

　　

　　

　

32.04 コンピュータ操作の監査及び評価

助言やその他の支援を受けることなく、コンピューターの
動作を監査及び評価すること（サーバー、ネットワーク、コ
ンポーネント（ある機能を実現するために部品化されたソ
フトウェア）の性能、実績や、セキュリティに関する、監
査、評価及びその文書化を含む）

－ －

32.05 データリカバリサービス
破損したり不安定であるハードドライブや他のストレージ
メディアから、クライアントのデータを回収するサービス

－ －
小分類「401 インターネット付随サービス
業」の生産物であるが、調査研究結果か
ら確認できないため設定しない。

32.06
ディザスタリカバリサービス（ビジネス継
続性サービス）

災害時に通常のコンピューターシステムの動作の回復、
及び維持するための、正規職員の再配置をクライアント
が可能とするための、standbyなコンピューター設備及び
予備のソフトウェアの提供

－ －

32.07 コンピュータフォレンジック

情報漏洩や不正アクセスなど、コンピュータが関わる犯
罪が起きた際に、コンピュータ本体に記録された電子
データを収集・分析して、証拠とするための技術を活用し
たサービス

－ －

32.08 ドメイン名登録サービス
 ドメイン名を使用するため、ドメイン名登録機関に対し登
録申請するサービス

－ －

32.09 その他のＩＴ技術サポートサービス

コンピュータシステムを利用する際にクライアントの専門
的な問題を解決するための技術的専門知識の提供（•コ
ンピュータの監査と評価、データ復旧サービス、災害復旧
サービスを含む。）

－ －

33 情報・文書変換サービス
あるフォーマットまたはメディアから別のフォーマットまた
はメディアに情報およびドキュメントを変換するための技
術的専門知識および機器の提供

－ － 前出の「情報処理サービス」に含まれる。

33.01
イメージング及びその他のデータキャプ
チャサービス

紙文書をデジタル形式または他の機械可読形式に変換
する。
 サービスには、（1）文書の準備、 （2）走査、光学的文字
認識、および他のデータ捕捉活動、（3）データベースまた
は物理媒体に取り込まれた情報の配信または出力が含
まれる。

－ －

33.02
データプロット、印刷、変換、移行サービ
ス

プリンターや描画装置を使用して、機械判読可能な
フォーマットに保存された製図から、設計図を作成する
サービス。また、そのデータを別の記憶装置や別のファイ
ルへ移送するサービス。

－ －
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G 情報通信業

40 インターネット付随サービス業

401 インターネット付随サービス業

4011 ポータルサイト・サーバー運営業，4012アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ，4013インターネット利用サポート業

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 7000925000
家庭用視聴覚機器・コンポ・附属品の賃
貸（コンピュータ・周辺装置を除く）

1 7000925000
家庭用視聴覚機器（ケーブルテレビ番組
配信機器を含む）・コンポ・附属品の賃貸
（コンピュータ・周辺装置を除く）

1 63.12.10 Webポータルのコンテンツ 1 83633
インターネット広告スペースの販売（委託
は除く）

1
家庭用視聴覚機器（ケーブルテレビ番組
配信機器を含む）・コンポ・附属品の賃貸
（コンピュータ・周辺装置を除く）

家庭用視聴覚機器（ケーブルテレビ番組配信機器を含
む）・コンポ・附属品のリース、レンタル（コンピュータ・周
辺装置を除く）

2 7001025000 マルチチャンネル番組配信サービス 2 7001025000 マルチチャンネル番組配信サービス 2 63.12.20
ウェブポータルのインターネット広告ス
ペース

2 84394 Web検索ポータルのコンテンツ 2 マルチチャンネル番組配信サービス

ケーブル、衛星または無線地上ネットワークを使用して、
アナログまたはデジタルモードでサブスクリプションベー
スでオーディオおよび/またはビデオプログラミングを提
供する。プログラムは、所定のチャネルまたは1回の視聴
パッケージのセットからなるパッケージで提供される。

7001025003 3 7001025003
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジの基本配信サービス

3 63.11.11 データ処理サービス 3 83151 ウェブサイトのホスティングサービス 2.01
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジの基本配信サービス

基本料金によるインターネットを介したビデオデータの配
信、またはデータの保存、作成（エンコーディング（コード
化）を含む）及びインターネットを介したビデオストリーミン
グ（動画や音声などを順次ダウンロードしながら配信する
方式）配信のサポート

7001025006 4 7001025006
ビデオ番組パッケージの基本配信サー
ビス（ストリーミングを除く）

4 63.11.12 ウェブホスティングサービス 4 83152
アプリケーションサービスのプロビジョニ
ング

2.02
ビデオ番組パッケージの基本配信サー
ビス（ストリーミングを除く）

ストリーミング配信以外の、基本料金によるインターネッ
トを介したビデオデータの配信、またはデータの保存、作
成（エンコーディング（コード化）を含む）及びビデオ配信
のサポート

7001025009 5 7001025009
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジのプレミアム配信サービス

5 63.11.13 アプリケーションサービスの提供 5 83159
その他のホスティング及びITインフラのプ
ロビジョニングサービス

2.03
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジのプレミアム配信サービス

「プレミアム配信」の定義がUS producrt list及びその他
信頼性の高いHPで見つけられなかったため、定義を作
成できず。

7001025012 6 7001025012
ビデオ番組パッケージのプレミアム配信
サービス（ストリーミングを除く）

6 63.11.19
その他のホスティング及びITインフラスト
ラクチャ提供サービス

6 85991 その他の情報サービス 2.04
ビデオ番組パッケージのプレミアム配信
サービス（ストリーミングを除く）

「プレミアム配信」の定義がUS producrt list及びその他
信頼性の高いHPで見つけられなかったため、定義を作
成できず。

7001025015 7 7001025015
ストリーミングによるオーディオ番組パッ
ケージの配信サービス

7 63.11.20
インターネットにおける広告スペース又
は時間

2.05
ストリーミングによるオーディオ番組パッ
ケージの配信サービス

ストリーミング配信による、インターネットを介した音声番
組の配信、またはデータの保存、作成（エンコーディング
（コード化）を含む）及びインターネットを介した音声スト
リーミング配信のサポート

7001025018 8 7001025018
オーディオ番組パッケージの配信サービ
ス（ストリーミングを除く）

8 63.99.10 他に分類されない情報サービス 2.06
オーディオ番組パッケージの配信サービ
ス（ストリーミングを除く）

ストリーミング配信以外の、インターネットを介した音声番
組の配信、またはデータの保存、作成（エンコーディング
（コード化）を含む）及びインターネットを介した音声配信
のサポート

7001025021 9 7001025021
ペイパービュー及びビデオオンデマンド
配信サービス（ストリーミングを除く）

9 63.99.20 事実／情報の原本編纂 2.07
ペイパービュー及びビデオオンデマンド
配信サービス（ストリーミングを除く）

固定または裁量による月額料金とは別の料金を払い、家
庭から特定の番組（映画、コンサートまたはボクシングな
どのイベント）を視聴することを可能とする、ストリーミン
グ配信以外の受信契約の提供

7001025024 10 7001025024
ストリーミングによるビデオオンデマンド
配信サービス

2.08
ストリーミングによるビデオオンデマンド
配信サービス

オンデマンド(あらかじめ動画や音声のファイルを作成し
てサーバにアップロードしておき、視聴者がいつでも好き
なときに、好きな動画ファイルにアクセスして試聴するこ
とができる配信方式)による、ビデオデータのストリーミン
グ配信。

7001025027 11 7001025027
ストリーミングによるオーディオオンデマ
ンド配信サービス

2.09
ストリーミングによるオーディオオンデマ
ンド配信サービス

オンデマンドによる、音声データのストリーミング配信。

7001025031 12 7001025031
オーディオオンデマンド配信サービス（ス
トリーミングを除く）

2.10
オーディオオンデマンド配信サービス（ス
トリーミングを除く）

ストリーミングによらないオンデマンドの音声データの配
信。

3 7001050000
番組配信ネットワーク接続のインストー
ルサービス

13 7001050000
番組配信ネットワーク接続のインストー
ルサービス

３
番組配信ネットワーク接続のインストー
ルサービス

プログラム配信ネットワークに接続するための、顧客構
内へのケーブルの敷設および/またはモデム等の設置。

4 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）

14 7001100000
ナローバンドインターネットアクセスサー
ビス（ダイアルアップ接続）

4
インターネットアクセスサービス（ダイア
ルアップ接続）

PSTN（電話網）を介して一般に64Kbpsを超えない速度
で、有線及び無線でインターネットへのダイアルアップ接
続を提供するサービス「（インターネットアクセスにとセット
になった電子メール、クライアントのWebスペース及び簡
単な設計なとを含む）

5 7001125000
インターネットアクセスサービス（常時接
続、住居用)

15 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）

5
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）

64Kbpsを超える速度で、有線およびワイヤレスの両方の
居住用クライアントのためのインターネットへの常時接続
を提供するサービス。 ケーブルインターネット、DSL、そ
の他常時接続サービスが含まれる。

6 7008975000 市販用システムソフトウェア 16 7008975000 市販用システムソフトウェア 6 市販用システムソフトウェア
コンピュータリソースを管理し、アプリケーションプログラ
ムの制作や実行をサポートする汎用的なソフトウェア

7 7009000000 市販用アプリケーションソフトウェア 17 7009000000 アプリケーションソフトウェア 7 アプリケーションソフトウェア
クライアント向けに特定の機能を直接実行するように設
計されたソフトウェア

8 7009581000 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）

8
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）

著作権により保護された知的財産物の使用する権利の
許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）

9 7009600000
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

19 7009600000
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

9
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

特許により保護された知的財産物の使用する権利の許
諾

10 7009625000
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

20 7009625000
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

10
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

商標により保護された知的財産物の使用する権利の許
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

21 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

11
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保護された知的財産
物の使用いる権利の許諾

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

40 インターネット付随サービス業

401 インターネット付随サービス業

4011 ポータルサイト・サーバー運営業，4012アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ，4013インターネット利用サポート業

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

12 7012028000 22 7012028000 ウェブサイト設計及び開発サービス 12 ウェブサイト設計及び開発サービス
ウェブページの構造と内容の設計、ウェブページを作成、
実装するために必要なコンピュータコードを書くこと（ホス
ティングしているWebページの設計及び開発は除く）

13 7012035000 23 7012035000
パッケージソフトウェアのカスタマイズと
統合

13
パッケージソフトウェアのカスタマイズと
統合

クライアントの情報システム環境において機能するよう
に、既存のアプリケーションソフトウェアのインストール

14 7012038000 24 7012038000
ネットワークセキュリティ設計及び開発
サービス

14
ネットワークセキュリティ設計及び開発
サービス

データとプログラムのへのアクセスを制御しネットワーク
上で安全な情報交換を可能とするソフトウェア、ハード
ウェア及び設計、開発、実装

15 7012040000 25 7012040000
ネットワーク設計及び開発サービス（セ
キュリティを除く）

15
ネットワーク設計及び開発サービス（セ
キュリティを除く）

イントラネット、エクストラネット（インターネット技術を利用
した企業間ネットワーク）、仮想プライベートネットワーク
などの顧客のネットワークの設計、開発、実装

16 7012043000 26 7012043000 コンピュータシステム設計サービス 16 コンピュータシステム設計サービス
組織のコンピュータ要件の評価、ハードウェア及びソフト
ウェアの取得に関すアドバイス、及びクライアントのシス
テム設置するために必要な仕様の提供

17 7012045000 27 7012045000
コンピュータシステム設計及び開発サー
ビス

17
コンピュータシステム設計及び開発サー
ビス

組織のコンピュータ要件の評価、ハードウェア及びソフト
ウェアの取得に関すアドバイス、システム仕様の開発、
新しいシステムの導入

18 7012048000 28 7012048000 コンピュータシステム統合サービス 18 コンピュータシステム統合サービス
クライアントの現在のコンピュータシステムと現在及び将
来ののコンピューティング要件の分析、ソフトウェアの開
発または変更等

19 7012275000 出版物の広告スペース 29 7012275000 出版物の広告スペース 19 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、名鑑などの出
版物に広告を掲載するためのスペースを提供する。印刷
物、オンライン、電子媒体などの出版物のスペースの提
供や、広告スペースの提供を伴う出版物に掲載する広告
の作成とデザインを含む。

20 7012275000 出版物の広告スペース 30 7012275000 出版物の広告スペース（電話帳を含む） 20 出版物の広告スペース（電話帳を含む）

新聞、定期刊行物、書籍、データベース、名鑑などの出
版物に広告を掲載するためのスペースを提供する。•印
刷物、オンライン、電子媒体などの出版物のスペースの
提供や、広告スペースの提供を伴う出版物に掲載する広
告の作成とデザインを含む。

21 7012300000 テレビCM枠 31 7012300000 テレビCM枠 21 テレビCM枠
製品やサービスの消費を促進する商用メッセージやプロ
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
提供するサービス。

22 7012350000 インターネット広告 32 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する。バナー広告、テキストリンク
広告、すきま広告（ページが遷移する間に差し込まれる
広告）、リッチメディア広告（インターネット上の広告に音
声や動画を用いたユーザーからの応答を受け付けられ
る仕組みを付加したもの）、ストリーミング音声広告、スト
リーミングビデオ広告の提供や、広告スペースの提供を
伴うインターネット広告の作成とデザインを含む。

23 7012400000 33 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）

定義がUS producrt listに掲載されていなかったため、作
成できず。

24 7012600000 メーリングリスト 34 7012600000 メーリングリスト 24 メーリングリスト

共通の興味、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
報のリスト

25 7013750000 インターネット常時接続事業 35 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）

64Kbpsを超える速度で、有線およびワイヤレスの両方の
居住用クライアントのためのインターネットへの常時接続
を提供するサービス。 ケーブルインターネット、DSL、そ
の他常時接続サービスが含まれる。

26 7014225000
情報技術（ＩＴ）技術コンサルティングサー
ビス

36 7014225000
情報技術（IT）技術コンサルティングサー
ビス

26
情報技術（IT）技術コンサルティングサー
ビス

情報技術の利用に関する技術的問題に関するアドバイ
ス（ハードウェアとソフトウェアの要件、調達、システムイ
ンテグレーション、システムセキュリティなど）

27 7014250000 ウェブサイトホスティングサービス 37 7014250000 ウェブサイトホスティングサービス 27 ウェブサイトホスティングサービス
クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供

7014250003 38 7014250003
ウェブサイトホスティングサービス（関連
アプリケーションの統合なし）

27.01
ウェブサイトホスティングサービス（関連
アプリケーションの統合なし）

クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供（関連ア
プリケーションの統合なし）

7014250006 39 7014250006
ウェブサイトホスティングサービス（関連
アプリケーションの統合あり）

27.02
ウェブサイトホスティングサービス（関連
アプリケーションの統合あり）

クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供（関連ア
プリケーションの統合あり）
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G 情報通信業

40 インターネット付随サービス業

401 インターネット付随サービス業

4011 ポータルサイト・サーバー運営業，4012アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ，4013インターネット利用サポート業

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

28 7014275000 アプリケーション・サービス提供 40 7014275000
アプリケーション・サービス提供（クラウド
サービスを含む）

28
アプリケーション・サービス提供（クラウド
サービスを含む）

集中型、ホスト型で管理されたコンピューター環境から
リースのアプリケーションソフトウェアの提供（クラウドを
含む）

7014275003 41 7014275003
コンピュータ化された予約システムアプリ
ケーション提供

28.01
コンピュータ化された予約システムアプリ
ケーション提供

旅程を調査、比較、計画し、関連する移動手段、宿泊の
予約や、その他の予約を行うための、コンピューター化さ
れたデータベース及び予約システムへ、アクセスを提供
するサービス。

7014275006 42 7014275006
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスあり）

28.02
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスあり）

クライアントのシステムおよびインフラストラクチャに統合
された、集中型でホスト型で管理されたコンピューター環
境からの、リースによるソフトウェアアプリケーションの提
供。

7014275009 43 7014275009
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスなし）

28.03
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスなし）

カスタマイズされておらず、クライアントの他のアプリケー
ションと統合されていないソフトウェアの、集中型でホスト
型で管理されたコンピューター環境からの、リースによる
提供。アプリケーションは、通常、ウェブサイトでアクセス
できる。一般的な例としては、オフィススイートソフトウェア
アプリケーション（オフィス業務に必要なソフトウェアの
セット）がある。

29 7014300000 ビジネスプロセス管理サービス 44 7014300000 ビジネスプロセス管理サービス 29 ビジネスプロセス管理サービス
情報テクノロジー集約型サービスと労働力を組合わせた
サービスサービスパッケージを提起し　クライアントのビ
ジネスプロセスのサポート

7014300003 45 7014300003 金融ビジネスプロセス管理サービス 29.01 金融ビジネスプロセス管理サービス

クライアントに情報テクノロジー集約型サービスと労働力
を組合わせたサービスパッケージを提供し、クライアント
の'金融取引処理、クレジットカード決済処理、支払い
サービス、貸付けサービスなど、金融ビジネスプロセスを
サポート、管理するサービス。

7014300006 46 7014300006 人事ビジネスプロセス管理サービス 29.02 人事ビジネスプロセス管理サービス

クライアントに情報テクノロジー集約型サービスと労働力
を組合わせたサービスパッケージを提供し　クライアント
の福利厚生運営、給与処理、人事管理などの、人事管
理プロセスをサポート、管理するサービス。

7014300009 47 7014300009
サプライチェーンビジネスプロセス管理
サービス

29.03
サプライチェーンビジネスプロセス管理
サービス

クライアントに情報テクノロジー集約型サービスと労働力
を組合わせたサービスパッケージを提供し　クライアント
の商品管理、調達サービス、物流サービス、生産スケ
ジュールの作成または発注処理などのサプライチェーン
管理をサポート、管理するサービス。

7014300012 48 7014300012 顧客関係ビジネスプロセス管理サービス 29.04 顧客関係ビジネスプロセス管理サービス

クライアントに情報テクノロジー集約型サービスと労働力
を組合わせたサービスパッケージを提供し　クライアント
のヘルプデスク、コールセンター、カスタマーサービスな
どのカスタマーリレーションシップマネジメント（顧客と接
する機会のあるすべての部門で顧客情報とコンタクト履
歴を共有・管理し、企業が顧客との間に長期的な関係を
築くことで、自社の競争力を高めていく経営手法）プロセ
スをサポート、管理するサービス。

7014300015 49 7014300015 垂直市場ビジネスプロセス管理サービス 29.05 垂直市場ビジネスプロセス管理サービス

クライアントに情報テクノロジー集約型サービスと労働力
を組合わせたサービスパッケージを提供し　クライアント
のための垂直市場（電力、化学、石油などの特定の業
種）ビジネスプロセスをサポート、管理するサービス。

7014300018 50 7014300018 その他のビジネスプロセス管理サービス 29.06 その他のビジネスプロセス管理サービス

クライアントに情報テクノロジー集約型サービスと労働力
を組合わせたサービスパッケージを提供し、他に分類さ
れないクライアントのためのビジネスプロセス管理をサ
ポート、管理するサービス。

30 7014325000 コロケーションサービス 51 7014325000 コロケーションサービス 30 コロケーションサービス

サーバー及び企業のプラットフォームの設置、及びセ
キュリティ確保のための施設のスペースの提供（クライア
ントのハード及びソフト、インタ-ネット及びその他通信
ネットワークのための場所の提供やサーバーの常時監
視を含む。設置されたシステム、ハード及びソフトの動作
の管理は、クライアントの責任）

31 7014350000 データ保管サービス 52 7014350000
データ保管サービス（リモートバックアッ
プ、コンピュータデータの保管、クラウド
サービスを含む）

31
データ保管サービス（リモートバックアッ
プ、コンピュータデータの保管、クラウド
サービスを含む）

遠隔バックアップサービスや保管、階層的保管管理など
により、記憶装置を運営・管理し、データのバックアップを
管理するサービス（リモートバックアップ、コンピュータ
データの保管、クラウドサービスを含む）

32 7014375000 データ管理サービス 53 7014375000 データ管理サービス 32 データ管理サービス

組織リソースとしてのデータの継続的な管理を提供。
データモデリング、データ動員、データマッピング/合理
化、データマイニング、システムアーキテクチャの実行な
どが含まれる。
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G 情報通信業

40 インターネット付随サービス業

401 インターネット付随サービス業

4011 ポータルサイト・サーバー運営業，4012アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ，4013インターネット利用サポート業

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

33 7014400000 動画ストリーミングサービス 54 7014400000 動画・音声ストリーミングサービス 33 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。

7014400003 55 7014400003 動画ストリーミングサービス 33.01 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。

7014400006 56 7014400006 音声ストリーミングサービス 33.02 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。

34 7014425000
その他のデータ処理、ＩＴ基盤提供サービ
ス

57 7014425000
その他のデータ処理、ＩＴ基盤提供サービ
ス

34
その他のデータ処理、ＩＴ基盤提供サービ
ス

クライアントのアプリケーションソフトウェアのホスティン
グ、データの加工処理及びコンピューター・タイムシェア
（コンピューターの処理時間を分割し、複数の利用者やプ
ログラムに順番に割当ること）などにより、ITのホスティン
グやインフラサービスを提供すること

35 7014450000 ＩＴ基盤・ネットワーク管理サービス 58 7014450000 ＩＴ基盤・ネットワーク管理サービス 35 ＩＴ基盤・ネットワーク管理サービス
ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークを含むクライ
アントのＩＴインフラストラクチャの管理と監視

7014450003 59 7014450003 ネットワーク管理サービス 35.01 ネットワーク管理サービス
ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークなど、クライア
ントのITインフラの管理・監視

7014450006 60 7014450006 コンピュータシステム管理サービス 35.02 コンピュータシステム管理サービス クライアントのコンピュータシステムの日々の管理と運用

36 7014475000 ＩＴ技術サポートサービス 61 7014475000 ＩＴ技術サポートサービス 36 ＩＴ技術サポートサービス
ソフトウェア、ハードウェア、またはコンピュータシステム
全体を利用する際のクライアントの問題を解決するため
の技術的専門知識の提供

7014475003 62 7014475003 ソフトウェア関連技術サポートサービス 36.01 ソフトウェア関連技術サポートサービス
ソフトウェアの利用又はトラブルシューティングに関する
クライアントの技術サポート（•アップグレードサービスと
パッチとアップデートの提供を含む）

7014475006 63 7014475006 ハードウェア関連技術サポートサービス 36.02 ハードウェア関連技術サポートサービス
コンピュータハードウェアの使用またはトラブルシューティ
ングにおけるテクニカルサポート（•IT機器の定期的なテ
ストとクリーニングを含む）

7014475009 64 7014475009
ハードウェア及びソフトウェア統合技術サ
ポートサービス

36.03
ハードウェア及びソフトウェア統合技術サ
ポートサービス

クライアントのコンピュータのハードウェアとソフトウェア
の利用又はトラブルシューティングに関するテクニカルサ
ポート

7014475012 65 7014475012 コンピュータ操作の監査及び評価 36.04 コンピュータ操作の監査及び評価

助言やその他の支援を受けることなく、コンピューターの
動作を監査及び評価すること（サーバー、ネットワーク、
コンポーネント（ある機能を実現するために部品化された
ソフトウェア）の性能、実績や、セキュリティに関する、監
査、評価及びその文書化を含む）

7014475015 66 7014475015 データリカバリサービス 36.05 データリカバリサービス
破損したり不安定であるハードドライブや他のストレージ
メディアから、クライアントのデータを回収するサービス

7014475018 67 7014475018
ディザスタリカバリサービス（ビジネス継
続性サービス）

36.06
ディザスタリカバリサービス（ビジネス継
続性サービス）

災害時に通常のコンピューターシステムの動作の回復、
及び維持するための、正規職員の再配置をクライアント
が可能とするための、代替コンピューター設備及び予備
のソフトウェアの提供

7014475021 68 7014475021 コンピュータフォレンジック 36.07 コンピュータフォレンジック

情報漏洩や不正アクセスなど、コンピュータが関わる犯
罪が起きた際に、コンピュータ本体に記録された電子
データを収集・分析して、証拠とするための技術を活用し
たサービス

7014475024 69 7014475024 ドメイン名登録サービス 36.08 ドメイン名登録サービス
 ドメイン名を使用するため、ドメイン名登録機関に対し登
録申請するサービス

7014475027 70 7014475027 その他のＩＴ技術サポートサービス 36.09 その他のＩＴ技術サポートサービス

コンピュータシステムを利用する際にクライアントの専門
的な問題を解決するための技術的専門知識の提供（•コ
ンピュータの監査と評価、データ復旧サービス、災害復
旧サービスを含む。）

37 7014515000 データベース及びその他の情報収集 71 7014515000 データベース及びその他の情報収集 37 データベース及びその他の情報収集 データベース等のサービス

7014515003 72 7014515003
データベース及びその他の情報収集（オ
ンライン）

37.01
データベース及びその他の情報収集（オ
ンライン）

インターネットによるデータベース等のサービス。

7014515006 73 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）

37.02
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。

7014525000 その他の情報サービス 74 7014525000 その他の情報サービス 38 その他の情報サービス

ニュース、ストックフォト（写真やイラスト等の画像素材を
あらかじめ用意し、利用者に提供するサービス）、株価情
報サービス、電話ベースの情報記録など、その他の分類
されていない他のすべてのサービスの提供。
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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

40 インターネット付随サービス業

401 インターネット付随サービス業

4011 ポータルサイト・サーバー運営業，4012アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ，4013インターネット利用サポート業

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
家庭用視聴覚機器（ケーブルテレビ番組
配信機器を含む）・コンポ・附属品の賃貸
（コンピュータ・周辺装置を除く）

家庭用視聴覚機器（ケーブルテレビ番組配信機器を含
む）・コンポ・附属品のリース、レンタル（コンピュータ・周
辺装置を除く）

－ －
小分類「703 事務用機械器具賃貸業」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。

4010160300
ウェブ情報検索・提供サービス（広告収
入）

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。

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

〃

4010960600
ウェブ情報検索・提供サービス（広告以
外の収入）

4010960603
ウェブ情報検索・提供サービス（広告以
外の収入）

広告以外の収入（事業者からの手数料、一般消費者から
の利用料など）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以外の収入によるもの

〃

4010160900
マーケットプレイス提供サービス（広告収
入）

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。

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

〃

4010961200
マーケットプレイス提供サービス（広告以
外の収入）

4010961203
マーケットプレイス提供サービス（広告以
外の収入）

広告以外の収入（事業者からの手数料、一般消費者から
の利用料など）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以外の収入によるもの

〃

4010161500
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告収入）

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。

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

〃

4010961800
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告以外の収入）

4010961803
コンテンツ配信プラットフォームサービス
（広告以外の収入）

広告以外の収入（事業者からの手数料、一般消費者から
の利用料など）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
広告以外の収入によるもの

〃

2 マルチチャンネル番組配信サービス

ケーブル、衛星または無線地上ネットワークを使用して、
アナログまたはデジタルモードでサブスクリプションベー
スでオーディオおよび/またはビデオプログラミングを提
供する。プログラムは、所定のチャネルまたは1回の視聴
パッケージのセットからなるパッケージで提供される。

－ －
前出の「コンテンツ配信プラットフォーム
サービス」に含まれる。

大分類

中分類

小分類

細分類

＜ インターネット附随サービス業＞

インターネットコンテンツ配信
サービス

WEBサイト制作収入

文字情報製作・提供サービス DTP制作収入

撮影・映像関係システム開発・
販売

ビルの設備監視画面の作成

システム開発収入

ASPサービス開発・運営収入

受託運用料

ネットワーク・セキュリティの保
守、管理

アプリケーションソフトウェア運
用サービス

飲食店販促サービス収入（ス
ポット型）

飲食店販促サービス収入（ス
トック型）

プロモーション収入

コンサルティングサービス コンサルティング収入

商品販売収入

システム機器収入

PC製造・販売収入

機器保守・修理サービス PC修理収入

旅行サービス 旅行業収入

周辺サービス事業

関連事業収入

その他事業者向けサービス収
入

インターネット附随サービス収入

（回答のあった事業所数：11）

システム開発サービス

IT運用保守サービス

広告制作サービス

小売・卸売サービス

その他

（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）

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 　

ポータルサイト・サーバ運営
サービス業

インターネットを通じて情報の提
供やサーバ等の機能を利用さ
せるサービスを提供する事業

ウェブ情報検察サービス
ウェブ上で公開されている情報
を検索するサイトの運営事業

インターネット・ショッピング・サイ
等運営

インターネット・ショッピング・サイ
ト及びインターネット・オークショ
ン・サイトを運営する事業

その他のサイト運営 その他のサイト運営事業

アプリケーション・サービス・コン
テンツ・プロバイダー事業

アプリケーションソフトをインター
ネット経由で利用者向けに貸
与・提供する事業

アプリケーション・サービス・コン
テンツ。プロバイダー（ＡＳＰ）

業務用ソフトウェアを複数の利
用者にインターネット経由で提
供するサービス事業

ウェブコンテンツ配信
映像、音楽、オンラインゲーム
等をインターネット経由で配信す
る事業

インターネット利用サポート事業
インターネットを通じて、インター
ネットを利用する上で必要なサ
ポートサービスを提供する事業

電子認証
ネットワーク上の個人・法人の
本人確認等を行う電子認証事
業

セキュリティーサービス

セキュリティ設計やアクセス制
御、ネットワーク監視等を行い、
ウィルスや不正アクセスから顧
客ネットワークを守るサービスを
提供する事業

課金・決済代行
ネット決済、電子マネー等、イン
ターネット上での決済に関し、利
用者と販売店の仲介を行う事業

その他のインターネット利用サ
ポート

インターネットを通じてサービス
提供を行う事業のうち上記以外
の事業

＜特定サービス産業実態調査＞

業務種類名

インターネット付随サービス業務

　サイト運営業務

　コンテンツ配信業務

　ＡＳＰ業務（ソフトウェア開発を
除く）

　セキュリティサービス業務

　サーバーハウジング業務

　サーバーホスティング業務

　電子認証業務

　課金・決済代行業務

　その他

　

　

【検討事項】

○「ウェブ情報検索サービス」の統合分類にＳＮＳ（ソーシャ

ルネットワークサービス）を含めることについて。

【検討事項】

○シェアリング・エコノミーを仲介するサービスは、現状、

「マーケットプレイス提供サービス」に含まれることになるが、

統合分類又は最下層で区分することを検討すべきか。
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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

40 インターネット付随サービス業

401 インターネット付随サービス業

4011 ポータルサイト・サーバー運営業，4012アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ，4013インターネット利用サポート業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

2.01
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジの基本配信サービス

基本料金によるインターネットを介したビデオデータの配
信、またはデータの保存、作成（エンコーディング（コード
化）を含む）及びインターネットを介したビデオストリーミン
グ（動画や音声などを順次ダウンロードしながら配信する
方式）配信のサポート

－ －

2.02
ビデオ番組パッケージの基本配信サービ
ス（ストリーミングを除く）

ストリーミング配信以外の、基本料金によるインターネット
を介したビデオデータの配信、またはデータの保存、作
成（エンコーディング（コード化）を含む）及びビデオ配信
のサポート

－ －

2.03
ストリーミングによるビデオ番組パッケー
ジのプレミアム配信サービス

基本料金によるインターネットを介したビデオデータの配
信、またはデータの保存、作成（エンコーディング（コード
化）を含む）及びインターネットを介したビデオストリーミン
グ（動画や音声などを順次ダウンロードしながら配信する
方式）配信のサポート

－ －

2.04
ビデオ番組パッケージのプレミアム配信
サービス（ストリーミングを除く）

ストリーミング配信以外の、基本料金によるインターネット
を介したビデオデータの配信、またはデータの保存、作
成（エンコーディング（コード化）を含む）及びビデオ配信
のサポート

－ －

2.05
ストリーミングによるオーディオ番組パッ
ケージの配信サービス

ストリーミング配信による、インターネットを介した音声番
組の配信、またはデータの保存、作成（エンコーディング
（コード化）を含む）及びインターネットを介した音声スト
リーミング配信のサポート

－ －

2.06
オーディオ番組パッケージの配信サービ
ス（ストリーミングを除く）

ストリーミング配信以外の、インターネットを介した音声番
組の配信、またはデータの保存、作成（エンコーディング
（コード化）を含む）及びインターネットを介した音声配信
のサポート

－ －

2.07
ペイパービュー及びビデオオンデマンド
配信サービス（ストリーミングを除く）

固定または裁量による月額料金とは別の料金を払い、家
庭から特定の番組（映画、コンサートまたはボクシングな
どのイベント）を視聴することを可能とする、ストリーミング
配信以外の受信契約の提供

－ －

2.08
ストリーミングによるビデオオンデマンド
配信サービス

オンデマンド(あらかじめ動画や音声のファイルを作成し
てサーバにアップロードしておき、視聴者がいつでも好き
なときに、好きな動画ファイルにアクセスして試聴すること
ができる配信方式)による、ビデオデータのストリーミング
配信。

－ －

2.09
ストリーミングによるオーディオオンデマ
ンド配信サービス

オンデマンドによる、音声データのストリーミング配信。 － －

2.10
オーディオオンデマンド配信サービス（ス
トリーミングを除く）

ストリーミングによらないオンデマンドの音声データの配
信。

－ －

３
番組配信ネットワーク接続のインストー
ルサービス

プログラム配信ネットワークに接続するための、顧客構
内へのケーブルの敷設および/またはモデム等の設置。

－ －
調査研究結果から確認できないため設
定しない。

4
インターネットアクセスサービス（ダイアル
アップ接続）

PSTN（電話網）を介して一般に64Kbpsを超えない速度
で、有線及び無線でインターネットへのダイアルアップ接
続を提供するサービス「（インターネットアクセスにとセット
になった電子メール、クライアントのWebスペース及び簡
単な設計なとを含む）

－ －

5
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）

64Kbpsを超える速度で、有線およびワイヤレスの両方の
居住用クライアントのためのインターネットへの常時接続
を提供するサービス。 ケーブルインターネット、DSL、そ
の他常時接続サービスが含まれる。

－ －

6 市販用システムソフトウェア
コンピュータリソースを管理し、アプリケーションプログラ
ムの制作や実行をサポートする汎用的なソフトウェア

－ －

7 アプリケーションソフトウェア
クライアント向けに特定の機能を直接実行するように設
計されたソフトウェア

－ －

P 産業財産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 産業財産権の使用許諾サービス
産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）の
使用許諾サービス。

一次原案生産物リストを踏まえ設定。

小分類「371 固定電気通信業」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。

小分類「391 ソフトウェア業 」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。

＜平成23年産業連関表＞

細品目（10桁）名

インターネット付随サービス

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞

コモ６桁分類名

インターネット附随サービス

調査品目名

ウェブ情報検索サービス

インターネット・ショッピング・サイ
ト運営

インターネット・オークション・サ
イト運営

電子掲示板・ブログサービス・Ｓ
ＮＳ運営

ウェブコンテンツ配信

　うち、ＩＰＴＶサービスによるもの

クラウドコンピューティングサー
ビス（ソフトウェア開発を除く）

電子認証

情報ネットワーク・セキュリティ・
サービス

課金・決済代行

サーバ管理受託

その他のインターネット附随
サービス

＜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

40 インターネット付随サービス業

401 インターネット付随サービス業

4011 ポータルサイト・サーバー運営業，4012アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ，4013インターネット利用サポート業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

 

（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
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）

著作権により保護された知的財産物の使用する権利の
許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）

－ －
前出の「産業財産権の利用許諾」に含ま
れる。

9
特許により保護された知的財産物の使
用許諾

特許により保護された知的財産物の使用する権利の許
諾

－ －

10
商標により保護された知的財産物の使
用許諾

商標により保護された知的財産物の使用する権利の許
諾

－ －

11
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保護された知的財産
物の使用いる権利の許諾

－ －

12 ウェブサイト設計及び開発サービス
ウェブページの構造と内容の設計、ウェブページを作成、
実装するために必要なコンピュータコードを書くこと（ホス
ティングしているWebページの設計及び開発は除く）

－ －
小分類「391 ソフトウェア業」の生産物で
あり、副業として想定されないため設定し
ない。

13
パッケージソフトウェアのカスタマイズと
統合

クライアントの情報システム環境において機能するよう
に、既存のアプリケーションソフトウェアのインストール

－ －

14
ネットワークセキュリティ設計及び開発
サービス

データとプログラムのへのアクセスを制御しネットワーク
上で安全な情報交換を可能とするソフトウェア、ハード
ウェア及び設計、開発、実装

－ －

15
ネットワーク設計及び開発サービス（セ
キュリティを除く）

イントラネット、エクストラネット（インターネット技術を利用
した企業間ネットワーク）、仮想プライベートネットワーク
などの顧客のネットワークの設計、開発、実装

－ －

16 コンピュータシステム設計サービス
組織のコンピュータ要件の評価、ハードウェア及びソフト
ウェアの取得に関すアドバイス、及びクライアントのシス
テム設置するために必要な仕様の提供

－ －

17
コンピュータシステム設計及び開発サー
ビス

組織のコンピュータ要件の評価、ハードウェア及びソフト
ウェアの取得に関すアドバイス、システム仕様の開発、新
しいシステムの導入

－ －

18 コンピュータシステム統合サービス
クライアントの現在のコンピュータシステムと現在及び将
来ののコンピューティング要件の分析、ソフトウェアの開
発または変更等

－ －

19 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、名鑑などの出
版物に広告を掲載するためのスペースを提供する。印刷
物、オンライン、電子媒体などの出版物のスペースの提
供や、広告スペースの提供を伴う出版物に掲載する広告
の作成とデザインを含む。

－ －
小分類「414 出版業」の生産物であり、調
査研究結果から確認できないため設定し
ない。

20 出版物の広告スペース（電話帳を含む）

新聞、定期刊行物、書籍、データベース、名鑑などの出
版物に広告を掲載するためのスペースを提供する。•印刷
物、オンライン、電子媒体などの出版物のスペースの提
供や、広告スペースの提供を伴う出版物に掲載する広告
の作成とデザインを含む。

－ －

21 テレビCM枠
製品やサービスの消費を促進する商用メッセージやプロ
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
提供するサービス。

－ －
小分類「731 広告業」の生産物であり、調
査研究結果から確認できないため設定し
ない。

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する。バナー広告、テキストリンク
広告、すきま広告（ページが遷移する間に差し込まれる
広告）、リッチメディア広告（インターネット上の広告に音
声や動画を用いたユーザーからの応答を受け付けられ
る仕組みを付加したもの）、ストリーミング音声広告、スト
リーミングビデオ広告の提供や、広告スペースの提供を
伴うインターネット広告の作成とデザインを含む。

－ －

前出の「ウェブ情報検索・提供サービス
（広告収入）」、「マーケットプレイス提供
サービス（広告収入」及び「コンテンツ配
信プラットフォームサービス（広告収入」
に含まれる。

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）

インターネットを介さない電子及びその他の媒体の出版
物の広告スペースを提供するサービス。

－ －
本産業における「広告スペース提供サー
ビス」として想定されないため設定しな
い。

24 メーリングリスト

共通の興味、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
報のリスト

－ －
後出の「他に分類されないインターネット
関連サービス」に含まれる。

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）

64Kbpsを超える速度で、有線およびワイヤレスの両方の
居住用クライアントのためのインターネットへの常時接続
を提供するサービス。 ケーブルインターネット、DSL、そ
の他常時接続サービスが含まれる。

－ －
小分類「371 固定電気通信業」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。
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G 情報通信業

40 インターネット付随サービス業

401 インターネット付随サービス業

4011 ポータルサイト・サーバー運営業，4012アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ，4013インターネット利用サポート業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

 

（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 情報処理に関する人材派遣サービス

26
情報技術（IT）技術コンサルティングサー
ビス

情報技術の利用に関する技術的問題に関するアドバイ
ス（ハードウェアとソフトウェアの要件、調達、システムイ
ンテグレーション、システムセキュリティなど）

P 情報処理に関する人材派遣サービス

システムオペレーター、コンピュータプログラマー、データ
ベース開発者、ネットワーク管理者、データのキーパン
チャーなどを契約先に派遣して、情報処理システム、電
子計算機室などの運営・管理を行うサービス（労働派遣
法上の労働派遣に該当するものを除く。）。

調査研究結果及び特定サービス産業実
態調査を踏まえて副業としての検討を行
う。
定義・内容例示については、中分類「中
分類91　職業紹介・労働者派遣業」の検
討を踏まえ設定する。

27 ウェブサイトホスティングサービス
クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供

－ －
前出の「ウェブ情報検索・提供サービス」
に含まれる。

27.01
ウェブサイトホスティングサービス（関連
アプリケーションの統合なし）

クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供（関連ア
プリケーションの統合なし）

－ －

27.02
ウェブサイトホスティングサービス（関連
アプリケーションの統合あり）

クライアントのWebサイト及び関連するファイルを、イン
ターネットへの高速かつ信頼性の高い接続を提供する場
所にホストするためのインフラストラクチャの提供（関連ア
プリケーションの統合あり）

－ －

28
アプリケーション・サービス提供（クラウド
サービスを含む）

集中型、ホスト型で管理されたコンピューター環境から
リースのアプリケーションソフトウェアの提供（クラウドを
含む）

4010162100 クラウドコンピューティングサービス

4010162103 クラウドコンピューティングサービス

ＤＣ（データセンター）等を基盤として、ネットワーク、サー
バー、ストレージ、アプリケーションソフトなどのコンピュー
ティングリソースに、ネットワーク経由でアクセスさせ、オ
ンデマンドで利用させるサービス。
○ＩaaS、PaaS、ＡＳＰ・SaaS

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に基
づき設定。

28.01
コンピュータ化された予約システムアプリ
ケーション提供

旅程を調査、比較、計画し、関連する移動手段、宿泊の
予約や、その他の予約を行うための、コンピューター化さ
れたデータベース及び予約システムへ、アクセスを提供
するサービス。

－ －
前出の「クラウドコンピューティングサー
ビス」に含まれる。

28.02
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスあり）

クライアントのシステムおよびインフラストラクチャに統合
された、集中型でホスト型で管理されたコンピューター環
境からの、リースによるソフトウェアアプリケーションの提
供。

－ －

28.03
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスなし）

カスタマイズされておらず、クライアントの他のアプリケー
ションと統合されていないソフトウェアの、集中型でホスト
型で管理されたコンピューター環境からの、リースによる
提供。アプリケーションは、通常、ウェブサイトでアクセス
できる。一般的な例としては、オフィススイートソフトウェア
アプリケーション（オフィス業務に必要なソフトウェアの
セット）がある。

－ －

29 ビジネスプロセス管理サービス
情報テクノロジー集約型サービスと労働力を組合わせた
サービスサービスパッケージを提起し　クライアントのビ
ジネスプロセスのサポート

－ －
細分類「7281　経営コンサルタント業」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。

29.01 金融ビジネスプロセス管理サービス

クライアントに情報テクノロジー集約型サービスと労働力
を組合わせたサービスパッケージを提供し、クライアント
の'金融取引処理、クレジットカード決済処理、支払い
サービス、貸付けサービスなど、金融ビジネスプロセスを
サポート、管理するサービス。

－ －

29.02 人事ビジネスプロセス管理サービス

クライアントに情報テクノロジー集約型サービスと労働力
を組合わせたサービスパッケージを提供し　クライアント
の福利厚生運営、給与処理、人事管理などの、人事管理
プロセスをサポート、管理するサービス。

－ －

29.03
サプライチェーンビジネスプロセス管理
サービス

クライアントに情報テクノロジー集約型サービスと労働力
を組合わせたサービスパッケージを提供し　クライアント
の商品管理、調達サービス、物流サービス、生産スケ
ジュールの作成または発注処理などのサプライチェーン
管理をサポート、管理するサービス。

－ －

29.04 顧客関係ビジネスプロセス管理サービス

クライアントに情報テクノロジー集約型サービスと労働力
を組合わせたサービスパッケージを提供し　クライアント
のヘルプデスク、コールセンター、カスタマーサービスな
どのカスタマーリレーションシップマネジメント（顧客と接
する機会のあるすべての部門で顧客情報とコンタクト履
歴を共有・管理し、企業が顧客との間に長期的な関係を
築くことで、自社の競争力を高めていく経営手法）プロセ
スをサポート、管理するサービス。

－ －
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G 情報通信業

40 インターネット付随サービス業

401 インターネット付随サービス業

4011 ポータルサイト・サーバー運営業，4012アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ，4013インターネット利用サポート業

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
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大分類

中分類

小分類

細分類

 

（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）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

29.05 垂直市場ビジネスプロセス管理サービス

クライアントに情報テクノロジー集約型サービスと労働力
を組合わせたサービスパッケージを提供し　クライアント
のための垂直市場（電力、化学、石油などの特定の業
種）ビジネスプロセスをサポート、管理するサービス。

－ －

29.06 その他のビジネスプロセス管理サービス

クライアントに情報テクノロジー集約型サービスと労働力
を組合わせたサービスパッケージを提供し、他に分類さ
れないクライアントのためのビジネスプロセス管理をサ
ポート、管理するサービス。

－ －

4010162400
サーバーハウジング・ホスティングサービ
ス

4010162403
サーバーハウジング・ホスティングサービ
ス

ＤＣ（データセンター）において、顧客のサーバーを預り又
は所有するサーバーを顧客へ貸し出し、当該サーバーの
インターネットへの接続、運用、監視環境等を提供する
サービス（サーバーのリースを除く）。

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に基
づき設定。

30 コロケーションサービス

サーバー及び企業のプラットフォームの設置、及びセキュ
リティ確保のための施設のスペースの提供（クライアント
のハード及びソフト、インタ-ネット及びその他通信ネット
ワークのための場所の提供やサーバーの常時監視を含
む。設置されたシステム、ハード及びソフトの動作の管理
は、クライアントの責任）

－ －
前出の「サーバーハウジング・ホスティン
グサービス」に含まれる。

31
データ保管サービス（リモートバックアッ
プ、コンピュータデータの保管、クラウド
サービスを含む）

遠隔バックアップサービスや保管、階層的保管管理など
により、記憶装置を運営・管理し、データのバックアップを
管理するサービス（リモートバックアップ、コンピュータ
データの保管、クラウドサービスを含む）

－ －
後出の「他に分類されないインターネット
関連サービス」に含まれる。

32 データ管理サービス

組織リソースとしてのデータの継続的な管理を提供。
データモデリング、データ動員、データマッピング/合理
化、データマイニング、システムアーキテクチャの実行な
どが含まれる。

－ －

33 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「コンテンツ配信プラットフォーム
サービス」に含まれる。

33.01 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。

－ －

33.02 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。

－ －

P 情報技術コンサルティングサービス

P 情報技術コンサルティングサービス

調査研究結果を踏まえて本業種の生産
物としての設定について、「経営コンサル
ティング」を含むコンサルティングサービ
ス全体の整理を踏まえて検討。

P 課金・決済代行サービス

P 課金・決済代行サービス
ネット決済、電子マネー等、インターネット上での決済に
関し、利用者と販売店との仲介を行うサービス。

＜特定サービス産業実態調査＞
＜情報通信業基本調査＞
当該生産物については大分類「J 金融
業，保険業」での検討を踏まえて設定を
検討する。

4010969900 その他のインターネット関連サービス

4010969903 電子認証サービス
ネットワーク上の個人・法人の本人確認を行う電子認証
業務に係るサービス。

＜特定サービス産業実態調査＞
＜情報通信業基本調査＞

4011969906 情報ネットワーク・セキュリティ・サービス
セキュリティ設計やアクセス制御、ネットワーク監視等を
行い、ウィルスや不正アクセスから顧客ネットワークを守
るサービス。

＜特定サービス産業実態調査＞
＜情報通信業基本調査＞

4010169909 ドメイン名登録サービス
一般ユーザーがインターネットにおけるドメイン名を利用
するために登録管理機関に対して登録申請を行うサービ
ス。権威DNSサーバーが提供するサービスを除く。

一次原案生産物リスト及びその他参考情
報を踏まえて設定。

4010969999
他に分類されないその他のインターネッ
ト関連サービス

バスケット項目として設定
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分類
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（注）分類コード（5、6桁目）
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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）

34
その他のデータ処理、ＩＴ基盤提供サービ
ス

クライアントのアプリケーションソフトウェアのホスティン
グ、データの加工処理及びコンピューター・タイムシェア
（コンピューターの処理時間を分割し、複数の利用者やプ
ログラムに順番に割当ること）などにより、ITのホスティン
グやインフラサービスを提供すること

－ －
前出の「他に分類されないインターネット
関連サービス」に含まれる。

35.01 ネットワーク管理サービス
ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークなど、クライア
ントのITインフラの管理・監視

－ －

35.02 コンピュータシステム管理サービス クライアントのコンピュータシステムの日々の管理と運用 － －

36.01 ソフトウェア関連技術サポートサービス
ソフトウェアの利用又はトラブルシューティングに関するク
ライアントの技術サポート（•アップグレードサービスとパッ
チとアップデートの提供を含む）

－ －
前出の「情報技術コンサルティングサー
ビス」に含まれる。

36.02 ハードウェア関連技術サポートサービス
コンピュータハードウェアの使用またはトラブルシューティ
ングにおけるテクニカルサポート（•IT機器の定期的なテス
トとクリーニングを含む）

－ －

36.03
ハードウェア及びソフトウェア統合技術サ
ポートサービス

クライアントのコンピュータのハードウェアとソフトウェアの
利用又はトラブルシューティングに関するテクニカルサ
ポート

－ －

36.04 コンピュータ操作の監査及び評価

助言やその他の支援を受けることなく、コンピューターの
動作を監査及び評価すること（サーバー、ネットワーク、コ
ンポーネント（ある機能を実現するために部品化されたソ
フトウェア）の性能、実績や、セキュリティに関する、監
査、評価及びその文書化を含む）

－ －

36.05 データリカバリサービス
破損したり不安定であるハードドライブや他のストレージ
メディアから、クライアントのデータを回収するサービス

－ －
前出の「他に分類されないインターネット
関連サービス」に含まれる。

36.06
ディザスタリカバリサービス（ビジネス継
続性サービス）

災害時に通常のコンピューターシステムの動作の回復、
及び維持するための、正規職員の再配置をクライアント
が可能とするための、代替コンピューター設備及び予備
のソフトウェアの提供

－ －

36.07 コンピュータフォレンジック

情報漏洩や不正アクセスなど、コンピュータが関わる犯
罪が起きた際に、コンピュータ本体に記録された電子
データを収集・分析して、証拠とするための技術を活用し
たサービス

－ －

36.08 ドメイン名登録サービス
 ドメイン名を使用するため、ドメイン名登録機関に対し登
録申請するサービス

－ －

36.09 その他のＩＴ技術サポートサービス

コンピュータシステムを利用する際にクライアントの専門
的な問題を解決するための技術的専門知識の提供（•コ
ンピュータの監査と評価、データ復旧サービス、災害復旧
サービスを含む。）

－ －

37 データベース及びその他の情報収集 データベース等のサービス － －
小分類「392 情報処理・提供サービス業」
の生産物であり、調査研究結果から確認
できないことから設定しない。

37.01
データベース及びその他の情報収集（オ
ンライン）

インターネットによるデータベース等のサービス。 － －

37.02
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。 － －

38 その他の情報サービス

ニュース、ストックフォト（写真やイラスト等の画像素材を
あらかじめ用意し、利用者に提供するサービス）、株価情
報サービス、電話ベースの情報記録など、その他の分類
されていない他のすべてのサービスの提供。

－ －
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