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第７節 商務情報政策局 

情報政策 

１．主要産業・政策に関する主な動き 

１．１．情報サービス・ソフトウェア産業 

情報サービス・ソフトウェア産業は、情報システムやソフト

ウェアの開発、提供、運用保守、それらに附随するサービス

を提供する産業である。平成 30 年度特定サービス産業実態

調査によると、年間売上高約 24 兆円、従業員数約 110 万

人、事業所数約 3万 5千の非常に大きな産業である。 

また、特定サービス産業動態統計調査によると、情報サ

ービス・ソフトウェア産業を構成する情報サービス業とイ

ンターネット付随サービス業の 2018 年の売上高はそれぞ

れ前年比 1.5％、2.3％とプラス成長となった。 

情報サービス・ソフトウェア産業では、データとデジタ

ル技術を活用してビジネス環境の変化に対応することで

競争上の優位性を保つ、デジタルトランスフォーメーショ

ン（DX）の必要性が増している。2018年8月には『DXレポ

ート～ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展

開～』を発表し、最大12兆円／年の経済損失が生じる可能

性があるとする「2025年の崖」を提唱した。DX実現に向け、

ユーザ企業・ベンダー企業等産業界全体でこの課題を共有

し、政府における環境整備を含め、諸課題に対応しつつ、

DXシナリオを実現することが必要である。 

 

１．２．情報通信機器産業 

情報通信機器産業は、テレビ、携帯電話などの通信端末、

カメラ、プリンタなどの電機製品と、各種産業を支える半

導体やセンサーなどの電子部品まで、幅広い分野をカバー

する我が国を代表する産業である。古くは、テレビ、冷蔵

庫、洗濯機、エアコンなど家電産業が中心だったが、平成

に入り、IT 化や液晶などの新技術の高度化により、PC や

スマートフォン、薄型テレビ等の情報通信機器のウェイト

が大きくなっている。また、各種電子部品についても、依

然として日本企業のシェアが高い部品もあるが、最先端半

導体や大型液晶ディスプレイなど、一部電子部品について

は、競争力を失ってしまっている。 

この 30 年、世界では、製品のデジタル化やモジュール

化が進むにつれて、製品サイクルが早くなるとともに、部

品・部材から製品までの工程を、得意技術を有する企業が

分担する「水平分業型ビジネスモデル」が急激に台頭した。

そのため、従来日系企業の競争力の源泉であった、部品・

部材から製品までの工程を、企業がグループ内で連携する

ことで競争力を強める「垂直統合型ビジネスモデル」の優

位性が薄れている。また、世界の市場を巡って韓国・中国・

台湾企業等との国際競争がより一層激化しており、薄型テ

レビ、太陽光パネル、半導体など、コモディティ化が進む

製品を中心に単価が下落、収益性が悪化し、日本の情報通

信機器産業に影を落としていた。 

更に、ここ 10 年、リーマンショックによる世界的な景

気低迷や、東日本大震災、熊本地震などの災害を立て続け

に経験し、日本企業の事業環境は悪化した。 

足下を見ると、2018 年の情報通信機器産業の生産額総

計は 11 兆 6 千億であり、対前年度比 2.1％減と 2 年ぶり

マイナスとなった。個別の製品で見ると、法人向けの買い

換え需要によりサーバ・ストレージの売上は好調であり、

加えて、車の電装化率向上や、スマートフォンの高機能化

による電子部品搭載数の飛躍的増加により、コンデンサ等

の電子部品の生産が増加した。他方、10 月以降の半導体

メモリや液晶デバイスの生産縮小・価格低下が大きく影響

した結果、産業全体としてはマイナス成長を記録すること

となった。 

こうした厳しい市況環境を踏まえ、各社は事業構造改革

に着手し、組織再編や生産拠点の集約を行う等、体質強化

に向けた取り組みを推進している。 

 

１．３．サイバーセキュリティ政策 

現在、我が国の社会経済活動はＩＴに大きく依存してお

り、産業競争力向上の観点からも、今後ＩＴの利活用が重

要な役割を果たしていくものと考えられる。あらゆるもの

がインターネットにつながるＩｏＴ（Internet of things）

の時代を迎える中、政府や企業等を狙ったサイバー攻撃は

複雑・巧妙化し、我が国の安全及び経済活動が脅かされて

いる。このような状況の中、2018 年７月に閣議決定され

たサイバーセキュリティ戦略やサイバーセキュリティ戦

略本部決定であるサイバーセキュリティ 2018 に基づき、

内閣サイバーセキュリティセンター及び関係府省庁と連

携しつつ、対応を行った。 

また、産業全体でサイバーセキュリティの取組を加速さ

せるために、2017年 12月に設置した「産業サイバーセキ

ュリティ研究会」（座長：村井純 慶應義塾大学教授）に
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おいてサイバーセキュリティ強化をさらに加速化してい

くための方針について議論を行った。 

 

（１）標的型サイバー攻撃への対策 

従来のサイバー攻撃は、不特定多数のユーザにマルウェ

アを大量配布する方法が多かったが、近年は、特定の企業・

組織等を狙ってマルウェアに感染させる標的型サイバー

攻撃が増加している。そこで、標的型サイバー攻撃を受け

た際、同様の攻撃による被害の拡大防止及び未然防止を図

るため、独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）におい

て、2011 年から、重要インフラ等で利用される機器の製

造業者を中心に標的型サイバー攻撃に関する情報共有を

行う「サイバー情報共有イニシアティブ(Ｊ-ＣＳＩＰ=ジ

ェイシップ)」の取組を進めている。2018 年度は、電力、

ガス、石油、化学、重工、資源開発、自動車、クレジット、

航空、物流、鉄道、空港、鉄鋼分野の 13 分野と、医療業

界、水道業界の２つの情報連絡体制で、標的型サイバー攻

撃に関する情報共有を実施した。 

また、2014 年７月にＩＰＡに立ち上げた「サイバーレ

スキュー隊」では、大規模なサイバー攻撃を受けた民間事

業者や業界団体等における早期普及・再発防止等の緊急時

の初動対応を支援した。 

 

（２）サイバーセキュリティに関する攻撃・事故等への対応 

サイバーセキュリティに係る被害を未然に防止すると

ともに被害が発生した場合にその被害の拡大を抑制する

ため、ＩＰＡ及び一般社団法人ＪＰＣＥＲＴコーディネー

ションセンターを中心に、コンピュータウイルス、不正ア

クセス、脆弱性等の届出制度の運用、コンピュータウイル

スに関する調査分析、不正アクセス行為等への対策、ネッ

トワーク・トラフィック状況のリアルタイムでの観測・監

視（インターネット定点観測）を引き続き実施した。 

また、サイバーセキュリティ問題は国境を越えて発生す

るものであることから、海外の関係諸機関（米国ＣＥＲＴ

/ＣＣ等のコンピュータセキュリティインシデント対応機

関）との連携強化のための取組も行った。 

 

（３）産業サイバーセキュリティセンター（ＩＣＳＣｏＥ）

における取組 

 世界では、サイバー攻撃による重要インフラ事業者等の

制御システムに対する被害が発生しており、我が国におい

ても重要インフラや産業基盤のサイバーセキュリティを

抜本的に強化することが急務である。そこで、社会インフ

ラ・産業基盤へのサイバーセキュリティリスクに対応する

人材・組織・システム・技術を集結する中核拠点として、

2017年４月、ＩＰＡにＩＣＳＣｏＥを設立した。 

 ＩＣＳＣｏＥには、各業界を想定した模擬プラントを実

際に攻撃して脆弱性を洗い出すなどの実践的なプログラ

ムを提供できる施設を整備し、2017 年７月から第１期の

中核人材育成プログラム（１年コース）を開講。第１期は、

電力・ベンダー・自動車等の各業界から 60社以上約 80名

の受講生が参加し、情報システムだけでなく、制御システ

ムにも精通した講師陣によるテクノロジーの講義に加え、

マネジメントやビジネス分野についても総合的に学ぶト

レーニングを実施した。2018 年７月からは第２期が開講

し、第１期と同様、電力・ベンダー・自動車等の各業界か

ら 60社以上約 80名が参加した。その他、戦略マネジメン

ト層向けに 2018 年 11 月及び 12 月に戦略マネジメント系

セミナー（全７回）を実施した。 

また、多くの日本企業がサプライチェーンを共有するＡ

ＳＥＡＮ各国等のサイバーセキュリティ対応能力向上の

ため、2018年９月に米国の国土安全保障省（ＤＨＳ）と連

携し、ＡＳＥＡＮ等向け日米共同演習を初めて実施した。 

 

（４）サイバーセキュリティ人材の育成・普及啓発 

 昨今の高度化・多様化しているサイバーセキュリティ上

の脅威に対応するには、サイバーセキュリティに精通した

優秀な人材がより多く輩出される必要がある。そこで、学

生などの若手人材の発掘・育成の観点から、セキュリティ・

キャンプを開催し、倫理面も含めた正しいサイバーセキュ

リティ技術と最新のノウハウを第一線の技術者から学べ

るようなカリキュラムを組み、若手層の育成を実施した。

2012 年２月からは民間企業等から構成される「セキュリ

ティ・キャンプ実施協議会」（2018年３月から「一般社団

法人セキュリティ・キャンプ協議会」）が設立され、経済

産業省としても本協議会と引き続き連携し、セキュリテ

ィ・キャンプを産学官オールジャパンによる若年層のサイ

バーセキュリティ人材の発掘・育成の場として推進してい

く。 

他方、利用者におけるコンピュータウイルス、不正アク
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セス行為、フィッシング等の被害を防止するため、インタ

ーネット利用者に対して、サイバーセキュリティに関する

正しい知識を醸成し、適切な対応を促すための普及広報活

動として、インターネット安全教室を全国 91 か所で実施

し、7,100人が参加した。 

また、情報セキュリティの専門人材を確保できるよう、

人材の識別を容易にするとともに、専門人材へのアクセス

を確保するために施行（2016年）した国家資格「情報処理

安全確保支援士」（通称：登録セキスペ）制度に基づき 2017

年 4月より試験を開始し、2018年 10月１日時点で登録者

数は 17,360人となった。 

 

（５）サイバーセキュリティ経営の強化 

サイバー空間と実空間の一体化が進展する中、サイバー

セキュリティ対策はやむを得ない「費用」ではなく、事業

継続や新たな価値創造に不可欠な「投資」と捉える経営層

の意識改革が必要である。このため、サイバーセキュリテ

ィ経営の強化を推進する取組を行った。 

具体的には、経営者のリーダーシップの下で企業等のセ

キュリティ対策が進められるよう、経済産業省とＩＰＡに

おいて、2017年 11月に「サイバーセキュリティ経営ガイ

ドライン」を改訂した。また、企業の現場での対策導入を

促すべく、具体的な対策の参考となる対策事例集として、

ＩＰＡにおいて、2019 年 3 月に「サイバーセキュリティ

経営ガイドライン Ver2.0 実践のためのプラクティス集」

を公開した。 

また、中小企業向けには「中小企業の情報セキュリティ

対策ガイドライン」第３を 2019 年３月に公開するととも

に、中小企業自らが本ガイドラインに基づきサイバーセキ

ュリティ対策に取り組むことを自己宣言する「SECURITY 

ACTION」の普及・啓発を図った。 

 また、「産業サイバーセキュリティ研究会」の下に設置

したＷＧ１（制度・技術・標準化）にて、産業に求められ

るセキュリティ対策の全体像を整理した「サイバー・フィ

ジカル・セキュリティ対策フレームワーク」の策定を進め、

2018 年３月に取りまとめた原案について、同年４月およ

び 2019 年１月の２回にわたってパブリックコメントを実

施し、国内外から幅広く意見募集を行った。 

 

 

（６）サイバーセキュリティ対策の基盤強化 

我が国の経済社会活動・安全保障に密接に関連するサイ

バーセキュリティを適切に確保するためには、暗号技術を

始めとした技術的な対策も不可欠である。このため、サイ

バーセキュリティ対策の基盤強化をとして、ＩＰＡを通じ

て、ＩＴ製品の安全性について国際標準（ISO/IEC15408）

に従って評価するＩＴセキュリティ評価及び認証制度を

運営し、42件の製品の認証を行った。また、暗号技術検討

会及びその関連委員会（ＣＲＹＰＴＲＥＣ）においては、

暗号技術の安全性及び実装に係る監視及び評価、耐量子計

算機暗号の技術動向調査結果をまとめた技術報告書の作

成、鍵管理に関する運用ガイドライン作成に向けた事前調

査を踏まえた鍵管理ガイドラインのドラフト版の作成等

を行った。 

また、情報セキュリティサービスについて、一定の品質

を維持・向上するために必要な技術要件・品質管理要件を

定めた「情報セキュリティサービス基準」を 2018 年２月

に策定した。 

 

（７）独立行政法人等における対策の強化 

サイバーセキュリティに対する脅威の一層の深刻化に

鑑み、国の行政機関、独立行政法人及び特殊法人における

抜本的な対策の強化を図るため、サイバーセキュリティ基

本法に基づき、2017 年４月から内閣官房とともに、ＩＰ

Ａが独立行政法人及びサイバーセキュリティ戦略本部が

指定する特殊法人等に対し、監視業務及び監査業務等を実

施している。 

さらに、重要インフラ事業者のサイバーセキュリティ対

策を強化する観点から、2017 年にＩＰＡにおいて、制御

システムのセキュリティを抜本的に向上させる上で重要

な事業者自身によるセキュリティリスク分析のガイドと

して、「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド」

を作成・公開した。ＩＰＡは、これを基に制御システムの

リスク分析を実施する重要インフラ事業者を支援し、そこ

で得られたフィードバックや寄せられた意見・改善点を反

映させ、2018年 10月に「制御システムのセキュリティリ

スク分析ガイド 第２版」を公開した。 

 

（８）産業サイバーセキュリティ研究会の設置 

 サイバー攻撃の起点は急激に拡大し、攻撃の手法も高度
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化している中、サイバー攻撃の脅威は、あらゆる産業活動

に潜むようになっている。そのため、サプライチェーン全

体、産業界全体の取組としてサイバーセキュリティ対策を

強化する必要がある。また、サイバー攻撃は、国境を越え

て行われるものであり、国内だけの取組だけでは十分では

なく、米欧各国等との連携を強化し、我が国の取組を積極

的に国際標準に提案するなど、国際ハーモナイゼーション

の確保を常に視野に入れた取組が必要である。 

 このようにサイバーセキュリティに関する課題が多岐

に及ぶ中、経済産業省では、2017 年 12月に、我が国の産

業界が直面するサイバーセキュリティの課題を洗い出し、

関連政策を推進するために、産業界を代表する経営者、イ

ンターネット時代を切り開いてきた学識者等から構成さ

れる「産業サイバーセキュリティ研究会」を設置した。ま

た、研究会の下にワーキンググループを設置し、制度・技

術・標準化、経営・人材・国際等のテーマ毎に議論・検討

を実施した。 

 

２．個別政策に関する主な動き 

ＩｏＴ（Internet of Things）の概念が我々の生活のあ

らゆる分野に浸透し、様々なデータが収集・蓄積されるよ

うになった。加えて、ＡＩやビッグデータにおける分析技

術の進化により、データの高度な解析・組合せを行うこと

で、これまでの産業分野を超えた新たなビジネスが創出さ

れている。 

 

２．１．新しいビジネスの創出 

（１）ＩｏＴ推進コンソーシアム 

経済産業省と総務省の協力の下、ＩｏＴ、ビッグデータ、

人工知能がもたらす第四次産業革命に対応し、企業・業種

の枠を超えて産学官で利活用を推進する民主導の枠組み

として「ＩｏＴ推進コンソーシアム（会長：村井純・慶應

義塾大学大学院 政策・メディア研究科委員長、環境情報

学部 教授）」が 2015 年に設立された。2018 年度も引き

続き、５つのＷＧ（①技術開発ＷＧ（通称・スマートＩｏ

Ｔ推進フォーラム）、②先進的モデル事業推進ＷＧ（通称・

ＩｏＴ推進ラボ）、③ＩｏＴセキュリティＷＧ、④データ

流通促進ＷＧ、⑤国際連携ＷＧ）での活動が進められた。

またコンソーシアムでは、日本企業によるグローバルな

IoT ビジネスの創出・普及を目指し、海外の IoT関連団体

との協力関係を構築。2018 年９月にはロシアのスコルコ

ヴォ財団と MoUを締結している。 

 

（２）ＩｏＴ推進ラボ（座長：冨山和彦 株式会社経営共

創基盤代表取締役ＣＥＯ） 

ＩｏＴ推進コンソーシアムのＷＧの１つであるＩｏＴ

推進ラボについても、引き続き、以下の活動が進められた。 

①個別企業による短期の尖ったプロジェクトの支援を行

う「IoT Lab Selection」 

②複数企業による中長期のテーマ別プロジェクトの支援

を行う「IoT Lab Demonstration」 

③これらのプロジェクト組成のために企業連携の促進を

目指す「IoT Lab Connection」 

④更に、海外企業との連携を促進する「Global Connection」 

⑤地域の取組を選定し支援する「地方版 IoT推進ラボ」 

 

（ア）IoT Lab Selection 

個別企業による短期の尖ったプロジェクトを選定し、資

金支援、メンター派遣支援、規制課題解決に向けた手続支

援の３点から支援を実施する枠組み。2018 年度は、第６

回先進的ＩｏＴプロジェクト選考会議（2019 年 3 月）を

実施し、株式会社ヒナタデザインがグランプリとして選ば

れた。今後、同社を含め最終選考に進出した５プロジェク

トに対して、支援を行う。 

 

（イ）IoT Lab Demonstration 

中長期の社会実証を見据えた複数企業によるプロジェ

クト支援を、テストベッド実証を通じて行おうとする枠組

み。2018年度は、①インフラ、②産業保安、③航空機、④

スマートホーム、⑤観光、⑥モビリティ、⑦流通の 7テー

マで実施した。 

 

（ウ）IoT Lab Connection（ソリューション・マッチング） 

第７回 IoT Lab Connection（2018年９月）において、

スマートライフをテーマとして、企業連携を促進するため

の企業間、企業と自治体などのマッチングイベントを開催。

更に第８回 IoT Lab Connection（2019年２月）において

は、2030 年の街づくりをテーマとして、2018 年度は２回

のマッチングイベントで計 228 の企業・団体が参加の下、

793件のマッチングが成立した。 



323 

また、企業等から提供されたビッグデータを活用したデ

ータ分析の精度を競う「第４回ビッグデータ分析コンテス

ト」を 2018 年 10 月１日～2019 年 1 月 10 日にかけて実

施。インフラメンテナンス・鉄道をテーマとして、東日本

旅客鉄道株式会社から提供された路線設備モニタリング

装置による軌道変位計測データを基に、将来の変形量の予

測を実施した。2部門で優秀な成績を残したデータサイエ

ンティスト 6組が表彰された。 

 

（エ）Global Connection       

Global Connection では、日本企業と海外企業の連携を

促し、グローバル展開を推進している。2018年度は、イン

ド・イスラエル・ASEAN・EU・ロシアの海外企業（スター

トアップ）40 社を日本に招聘し、日本企業とのビジネス

マッチング、ピッチイベント、ブース展示を実施した。 

 

（オ）地方版ＩｏＴ推進ラボ 

地域におけるＩｏＴプロジェクトの創出のための取組

を「地方版ＩｏＴ推進ラボ」として選定し、地域での取組

を通じたＩｏＴビジネス創出を支援している。2018 年度

には第四弾選定地域として 19 地域を選定し（創設年度で

ある 2016 年度から通算で 93 地域を選定）、ロゴマークの

使用権付与、メルマガ等によるＩｏＴ推進ラボ会員への広

報、地域のプロジェクト・企業等の実現・発展に資するメ

ンターの派遣の他、大型イベントや担当者会議の場での各

地域における取組紹介による他地域への情報展開を実施

した。 

 

（３）ＩｏＴセキュリティＷＧ 

 ＩｏＴ機器を狙ったサイバー攻撃が急増する中で、Ｉｏ

Ｔ機器のセキュリティ確保策等を検討するために、2018

年 6月にＩｏＴセキュリティＷＧ（座長：佐々木良一 東

京電機大学教授）を開催し、ＩｏＴセキュリティに係る諸

外国の動向や我が国の産業界の動向を踏まえた対策の方

向性について検討を行った。 

 

（４）データ流通促進ワーキンググループ（後掲） 

 

（５）国際連携ワーキンググループ 

我が国の優れた技術や ICT インフラの海外展開につい

て、産官学を挙げた重点的な支援を検討するため、国際連

携ワーキンググループを設立した。 

国際連携 WG のもとには、産業の国際展開の強化を通じ

た競争力強化のため、政府間対話等で把握した相手国ニー

ズを直ちに民間企業による取組につなげるとともに、特に

ニーズの多い分野や我が国が優位性を持つ分野について

産学官を挙げた重点的な支援を検討することを目的とし、

セキュリティ・セーフティ・システムサブワーキンググル

ープ、及び分散型エネルギー・マネジメント・システムサ

ブワーキンググループを設置した。 

これらの SWGでは、日本から能動的に国際的に売り込む技

術、製品、システム等について、重点的な支援策の具体化

や適切な技術的専門組織の必要性も含めて、検討を行う。 

 

２．２．データ流通の環境整備 

（１）データ流通促進ワーキンググループ 

 2016 年 1 月に、データ流通の活性化を目的として IoT

推進コンソーシアムの下に設置された「データ流通促進ワ

ーキンググループ」では、2018 年 8 月に新たな事例を追

加した「新たなデータ流通取引に関する検討事例集

Ver2.0」を公表した。 

事業者の利活用ニーズの高かったカメラ画像データに

ついては、2018 年 3 月に改定版として「カメラ画像利活

用ガイドブック ver2.0」を公開し、事業者がカメラ画像

を利活用する際に、生活者のプライバシーを保護し、生活

者の理解を得る為に配慮すべき事項を整理した。 

中でも、カメラ画像の取得を始める前や、実際に取得を

実施する際に、生活者が容易に当該カメラ画像の利用目的

や利用方法を理解でき、必要に応じて運営主体へ問い合わ

せなどができるよう、必要な情報を「事前告知」、「通知」

することが重要と考えられることを鑑み、「カメラ画像利

活用ガイドブック～事前告知・通知に関する参考事例集～」

を 2018年 5月に公表した。 

 

（２）AI・データの利用に関する契約ガイドライン 

民間事業者等が、データの利用等に関する契約や AI 技

術を利用するソフトウェアの開発・利用に関する契約を締

結する際の参考として、契約上の主な課題や論点、契約条

項例、条項作成時の考慮要素等を整理した「AI・データの

利用に関する契約ガイドライン」を作成し、2018 年 6 月
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に公表した。その後、講演等による積極的な周知を図って

おり、特にデータビジネスの業界団体や関連会社において

は広く認知されるようになってきている。また、個別の業

界における特殊性や課題を反映させた分野別の契約ガイ

ドラインの策定が、産業保安分野や農業分野において進め

られている。 

 

（３）データ流通推進協議会 

内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室、総務省、経済

産業省におけるワーキンググループの検討を踏まえ、2017

年 10月に設立された「一般社団法人 データ流通推進協議

会」の下で、2018年 2月に、業界内外でのデータ提供・利

用を円滑化することを目指し、データカタログ項目を策定

する業界団体やグループ企業等の参照となる「データカタ

ログ作成ガイドライン V1.1（中間とりまとめ)」を策定し、

公開した。 

 

（４）情報銀行 

 個人情報について、本人のコントローラビリティを高め、

適切な流通と活用を促進するため、本人が同意した範囲に

おいて、個人情報の第三者提供等を信頼できる主体（情報

銀行）に委任する仕組みが有効だと考えられる。認定の仕

組みを機能させるため、2017年 11月に総務省・経産省で

は合同の検討会を立ち上げ、2018 年 6 月には「情報信託

機能の認定に係る指針 ver1.0」の最終版を公表した。2018

年 12月、本指針を活用し、一般社団法人日本 IT団体連盟

が認定の受付を開始した。 

 

２．３．「Connected Industries」の実現に向けた取組、

新しい事業領域への検討 

 2017 年 3 月に開催されたドイツ情報通信見本市におい

て、安倍総理、世耕経済産業大臣他は、目指すべき産業の

在り方として「Connected Industries」の概念を提唱した。

2017 年 10月 2日に開催した「Connected Industries」カ

ンファレンスでは、世耕経済産業大臣より、日本の産業の

未来像である「Connected Industries」東京イニシアティ

ブ 2017 が発表された。この中では、重点分野を定めつつ

政策資源を集中投入し、横断的な政策も推進することで、

リアルデータを巡るグローバルな競争の中での我が国の

勝ち筋を実現していくことが掲げられた。日本が強みを有

する「現場」に蓄積されている「リアルデータ」の活用の

観点から、「自動走行・モビリティ」「ものづくり・ロボテ

ィクス」「プラント・インフラ保安」「バイオ・素材」「ス

マートライフ」の重点５分野を設定。官民の議論を通じ、

２０１８年６月に分野毎のアクションプランを策定し、具

体的な取組を開始した。 

 

（１）平成 29年度補正予算による取組 

（ア）産業データ共有促進事業 

「Connected Industries」重点分野の協調領域における

複数企業者間でのデータ収集・活用（共有・共用）を促進

するため、「産業データ共有促進事業」を実施した。協調

領域のデータ共有を行う計 25 件の取組に対し、そのデー

タベースの構築及び利活用の基盤作りを支援した。 

 

（イ）AIシステム共同開発支援事業 

第四次産業革命下のグローバルビジネスにおいて重要

となる、先端的ソリューションを有する AI ベンチャーと

「Connected Industries」重点取組分野における大手・中

堅企業とのデータ連携・共同事業を促進するため、「AIシ

ステム共同開発支援事業」を実施した。AI ベンチャーの

潜在力が十分に発揮できる形で、グローバル展開を見据え

たデータ連携・共同事業を加速するため、コンセプト検証

から本格導入までの共同事業を計 25件支援した。 

 

（ウ）スタートアップファクトリー構築支援事業 

ソフトとハードの融合が進み、新製品を素早く開発、市

場投入してデータ収集するニーズが高まる中、スタートア

ップによる企画から量産までのハードウェア製造プロセ

ス全体を、支援する者を補助するため、「スタートアップ

ファクトリー構築支援事業」を実施した。主にスタートア

ップ等のプレイヤーに対して、量産化設計・試作等に必要

な設備、ノウハウ、環境または量産に向けた工程のマネジ

メント機能等の提供をしようとする 36 事業（50 事業者）

に対して、ハード面の整備（スタートアップ等が集まる場

の新設、設計・試作・試験設備導入、小ロット生産に対応

した体制の整備等）およびソフト面の整備（教育プログラ

ム開発、支援プログラム開発、工場・人材ネットワーク活

用等に必要なシステム開発等）の立ち上げにかかる費用の

補助を行った。 
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（２）コネクテッド・インダストリーズ税制の創設 

人口減少による人手不足等の社会課題を乗り越え、国内

産業の国際競争力を強化していくためには、様々な業種、

企業、人、機械等が、データを介してつながり、新たな付

加価値や製品・サービスを創出することで生産性を短期間

で劇的に向上させることが喫緊の課題となっている。この

ような背景の中、2018 年度税制改正において、生産性向

上特別措置法に基づく情報連携投資に対する減税措置、い

わゆる「コネクテッド・インダストリーズ税制」が創設さ

れることとなった。 

本税制は、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられ

たデータ連携・利活用によって生産性を向上させる取組に

関する計画を、生産性向上特別措置法に基づいて国が認定

し、その認定計画上で必要となる設備投資に対して、課税

の特例（特別償却 30%または税額控除 3%、賃上げに関する

要件も満たす場合には税額控除 5%）を措置するものであ

る。本税制により、諸外国に比べて遅れをとっている我が

国企業のデータの利活用を促進し、企業の生産性向上を支

援する。 

 公的データ提供要請制度においては、協調領域における

データを共有する事業について、一定のデータの安全管理

の確認を受けた上で、国の機関、独立行政法人等の保有す

るデータの提供を要請できる制度である。「未だ提供され

ていない公的データ」を提供することで、産業競争力強化

や社会課題解決に向けたデータ利活用を促進することを

目指すものである。2019 年 2 月には最初の案件の計画を

認定した。 

 

２．４．デジタル経済の進展に関する環境整備 

（１）デジタル市場のルール整備 

 2018 年 7 月から、経済産業省・公正取引委員会・総務

省で有識者検討会である「デジタル・プラットフォーマ―

を巡る取引環境整備に関する検討会」を立ち上げ。12 月

には有識者による提言として「中間論点整理」を公表。同

月中には、中間論定整理を踏まえて、三省において、今後

の具体的措置を進めるに当たっての始点や重要論点を掲

げた「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したル

ール整備の基本原則」を策定、公表した。 

 

 

（２）クラウドサービスの安全性評価 

 2018 年 6 月に、各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連

絡会議にて、「クラウド・バイ・デフォルト」の原則が採

用されたことを受け、官民双方が一層安全・安心にクラウ

ドサービスを採用し、継続的に利用していくため、経済産

業省と総務省にて 2018年 8月から、「クラウドサービスの

安全性評価に関する検討会」を 6回開催した。適切なセキ

ュリティを満たすクラウドサービスを政府が導入するた

めに必要な評価方法に関する中間とりまとめ（案）を 2018

年 3月に公表した。 

 

（３）電子商取引及び情報財取引等に関する準則 

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子

商取引や情報財取引等に関する様々な法的問題点につい

て、民法をはじめ、関係する法律がどのように適用される

のかを明らかにすることにより、取引当事者の予見可能性

を高め、取引の円滑化に資することを目的として、2002年

3月に策定されたものである。策定以降、電子商取引や情

報財取引等の実務、関連する技術の動向、国内外のルール

整備の状況等に応じて、随時の改訂を行ってきたところ、

2018 年度にも改訂を行い、AI やブロックチェーン等最新

技術が取引環境にもたらす変化等を踏まえた改訂を行っ

た。 

 

（４）電子商取引に関する市場調査 

日本の電子商取引（以下、適宜 EC と称する）を推進す

るための基礎的調査として、経済産業省では、EC の黎明

期である平成 10 年度から市場調査を実施しており、平成

30年度には 20回目を実施した。この市場調査では、過去

継続的に企業間電子商取引、消費者向け電子商取引の市場

規模及び電子商取引化率を推計しており、IT 利活用の進

捗に関する指標として広く用いられている。 

 

（５）違法・有害情報対策 

 フィルタリングの普及・啓発、インターネットリテラシ

ーの向上のため、業界団体を通じた働きかけとして、家電

量販店の店舗や電子商取引の大手企業に対して、リーフレ

ットの配布等によるフィルタリングの普及・啓発を行った。

また、警察庁及び都道府県警察の協力の下、全国各地のＮ

ＰＯ等と連携し、保護者や学生等を対象とした「インター
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ネット安全教室」を開催。同講習において、フィルタリン

グの重要性等を普及啓発した。 

 

２．５．ＩＴ人材育成 

あらゆるモノがインターネットでつながるＩｏＴの浸

透が産業構造に変革をもたらす中、ＩＴ人材の確保は我が

国産業にとって重要な課題である。 

 ＩＴ人材の確保については、能力の客観的評価のための

国家試験である情報処理技術者試験や、産学におけるＩＴ

人材の教育・訓練に有用な｢ものさし｣となるＩＴスキル標

準（ＩＴＳＳ）に加え、独立行政法人情報処理推進機構（Ｉ

ＰＡ）において、ＩＴ人材が第４次産業革命に向けてスキ

ル強化を図るための“学び直し”の指針となる“ＩＴＳＳ

＋（プラス）を新たに策定し、2017 年 4月に「データサイ

エンス領域」「セキュリティ領域」、2018 年 4 月に「アジ

ャイル領域」、「IoTソリューション領域」を公表した。 

また、ＩＴに関する知識・技能を客観的に評価するため

の国家試験である情報処理技術者試験や 2017 年 4 月より

開始された情報処理安全確保支援士試験について、ＩＰＡ

を通じて実施した。 

なお、2018 年度の情報処理技術者試験及び情報処理安

全確保支援士試験の応募者数は、それぞれ 488,891 名、

45,627 名であり、2018年 10月 1日時点の情報処理安全確

保支援士の登録者数は 17,360名であった。 

 また、若年層の卓越した人材を育成するため、公募によ

り発掘した才能ある学生などを、産業界の第一線で活躍す

る方の指導のもとで育成する「未踏ＩＴ人材発掘・育成事

業」を、独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）を通じ

て 2000 年から実施しており、これまで約 1,700 名の人材

を発掘・育成した。また、未踏的ＩＴ人材のアイデアを活

かした起業・事業化を支援し、その実現を通じて人材の育

成を行う「未踏アドバンスト」事業を 2017 年度から実施

しており、これまで 250 名以上が起業・事業化を行った。

さらに 2018 年度から将来的に有望と見込まれる分野とし

て特定（ターゲット）した新たな技術領域を主導する先端

IT人材を育成する「未踏ターゲット」事業を開始した。 

 

２．６．おもてなし実証 

「明日の日本を支える観光ビジョン」（2016 年 3 月 30

日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定）では、

訪日外国人旅行者数を 2020 年に 4,000 万人、2030 年に

6,000 万人とし、訪日外国人旅行消費額を 2020 年に８兆

円、2030年に 15兆円を目標として掲げている。経済産業

省では、この目標の達成に向けて、ＩｏＴを活用し、サー

ビス事業者同士が情報を共有・活用して質の高いサービス

を提供できる仕組みである「おもてなしプラットフォーム」

を構築し、2020 年までに社会実装することを目指してい

る。 

具体的には、訪日外国人旅行者が、買い物や飲食、宿泊、

レジャー等の各種サービスを受ける際に求められる情報

等について、本人の同意の下、これらの情報を「おもてな

しプラットフォーム」に共有・連携することで、「おもて

なしプラットフォーム」を介して、様々な事業者や地域が

情報を活用した高度で先進的なサービスを提供できる仕

組みを構築する。 

 

２．７．デジタル・ガバメントの推進 

（１）概要 

 電子政府の構築は、行政分野への IT の活用とこれに合

わせた業務や制度の見直しにより、利用者本位の行政サー

ビスの提供と予算効率の高い簡素な政府の実現を目標と

してきた。 

 政府としては、これまで「新たな情報通信技術戦略（2010

年５月 11 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部

決定）」及び「電子行政推進に関する基本方針（2011年８

月３日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）」

の主旨に則り、電子行政に関するタスクフォースを中心に、

我が国における電子政府の推進について議論を行ってき

たところであるが、デジタルテクノロジーの進展に伴い、

単なる電子化に止まらない、データの利活用を見据えたデ

ジタル・ガバメントを抜本的に進める必要が政府全体とし

て生じている。これを背景として、2018年 6月には、「世

界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本

計画」が閣議決定され、政府全体でデジタル・ガバメント

の実現に向けた取組を進めているところである。 

 経済産業省においても、デジタル化三原則（デジタルフ

ァースト、ワンスオンリー及びコネクテッド・ワンストッ

プ）の考えの下、経済産業省の行政手続のデジタル化、法

人情報の利活用の推進、データ活用のための情報共有基盤

の整備等、デジタル・ガバメントの実現に向けた取組を行



327 

っている。 

 

（２）官民デジタル化の推進 

官民連携推進の取組として経済産業省では、「オープン

ガバメントラボ」の運用等、様々なオープンガバメントの

実証を行ってきた。近年では、社会の様々な場面でデジタ

ル技術が活用され、あらゆる産業においてデジタル・ディ

スラプションと言われる破壊的イノベーションによる産

業構造の変革が起き始めている。デジタル化の対応は官民

双方にとって不可避であり、ビジネスモデルの変革や社会

課題の解決を実現する「デジタル・トランスフォーメーシ

ョン」が求められている。このような認識の下、2017年度

には、企業及び行政期間の関係者を集めた「官民デジタル

改革会議」を開催し、デジタル・トランスフォーメーショ

ンの実現のために必要な組織体制、求められる人材や育

成・獲得方法、リーダーシップの在り方等について議議す

るなど、官民のデジタル化の推進を図った。また 2019 年

1 月には Govtech Conference と題したイベント開催し、

行政と企業、シビックテックなどの協働による行政デジタ

ル化のためのエコシステム醸成を図った。 

 

（３）法人情報の利活用推進 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律」（番号法）に基づき、2015年 10月、

すべての国内の法人に対して法人番号が付番された。法人

番号は、個人番号のように利用範囲が規定されていない上、

法人番号、法人名及び本社所在地の３項目が機械で判別可

能な形式でデータ提供されている。行政機関が保有する法

人活動情報についても、法人番号とひも付けたオープンデ

ータとして提供するものが増えると考えられ、ビックデー

タや官民連携を含め、活用範囲の飛躍的な拡大が期待され

ている。 

このような中、経済産業省では、2017年１月に、「法人

インフォメーション」の運用を開始し、各省庁の保有する

補助金情報、調達情報、表彰情報、届出・認定情報等とい

った法人活動情報を法人番号にひも付けて、各法人の活動

情報を検索・閲覧、またデータ取得できるようにしている。

本システムでは、集約した情報を機械可読に適した形式で

データを整理し、これらを OpenAPI に準拠した情報提供

用 API などを介して外部システムから自動取得すること

を可能としているが、これらの機能を通じて、取引先等の

情報収集や新規取引先の開拓、民間が保有するデータと組

み合わせたサービス等への活用等、法人情報の利活用によ

る民間事業者における生産性向上や新規ビジネス創出等

の推進を行っている。 

また民間ニーズに即したオープンデータの取組の一環

として、2019 年３月に経済産業省主催で「政府保有の法

人データの利活用促進と今後の展望」と題した官民ラウン

ドテーブルを開催し、法人インフォメーションに対するニ

ーズ等についてデータ利活用に取り組む民間企業との対

話を行った。その中で、法人の財務情報や行政処分情報の

拡充やデータ分析機能の充実など、新たなデータや機能に

ついて議論されたが、それらをシステム開発に反映させる

など、ニーズに基づいた法人情報の利活用推進を図った。 

 

（４）法人デジタルプラットフォームの構築の推進 

 経済産業省では、2017 年度より、法人関係の行政手続

のワンスオンリー化等のため、法人デジタルプラットフォ

ーム構想に着手した。 

 法人番号を活用し、１つの ID・パスワードで複数の行

政サービスにアクセスが可能となる認証システムとして

「ＧビズＩＤ（法人共通認証基盤）」を 2019 年 2 月にリ

リースしたほか、汎用的な補助金申請システムとして「Ｊ

グランツ」の構築を進めている。また、経済産業省でも手

続件数の多い産業保安関係法令手続や中小企業向け行政

手続の簡素化・デジタル化等を進めている。 

加えて、部局を超えたデータ共有を行い、経済産業省に

おけるデータに基づく政策立案等を進めるために、2018

年度に、法人データ交換基盤について、行政機関等や民間

サービスにおけるニーズ等の調査や海外事例研究等を実

施するとともに、主要な要件定義を行うなど検討を進めた。 

 

（５）官民における情報の共有を促進する基盤整備 

経済産業省では、「世界最先端デジタル国家創造宣言・

官民データ活用推進基本計画」において定められている、

データの組合せや横断的利用を容易とする共通語彙基盤

の構築に向け、独立行政法人情報処理推進機構と協力し、

取組を進めている。共通語彙基盤とは、官民にわたる多く

の組織において分野を超えた情報交換を行うために、個々

の単語について表記・意味・データ構造を統一し、互いに
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意味が通じるようにする基盤である。2018 年度は、引き

続き、共通語彙基盤の普及方策の検討等を進めた。 

 

（６）業務・システム最適化計画の推進 

業務・システム最適化計画は、業務の制度面・運用面か

らの見直し、システムの共通化・一元化などを目的とした

計画である。経済産業省では、旅費、謝金・諸手当及び物

品管理の各業務・システム、貿易管理業務（輸出入及び港

湾・空港手続関係業務）の業務・システム、工業標準策定

業務、経済産業省ネットワーク（共通システム）、国家試

験業務、特許事務システムについて最適化計画を作成し、

開発・運用等を進めている。 

 

（７）電子委任状の普及の促進 

契約の申込み等や行政機関等に対する申請等の手続を

電子的に行うことは、コスト削減のほか情報管理の効率化

など国民の利便性向上につながる。このような電子的な手

続において、法人の社員等が手続を行う権限を当該法人の

代表者から委任されていることを証明し、当該社員等が手

続を電子的に行うことができるようになることは、デジタ

ルファーストの実現に資するものである。 

2018 年１月１日、電子委任状取扱業務の認定制度等を

規定する電子委任状の普及の促進に関する法律（平成 30

年法律第 64号）が施行され、2018年度は２件の認定が行

われた。 

経済産業省では、総務省とともに、電子委任状の普及を

促進するための取組を行っている。 

 

コンテンツ産業政策 

１．１．コンテンツ産業 

（１）コンテンツ産業の現状 

日本のコンテンツは「クールジャパン」として国内外で

高く評価されており、コンテンツ産業の国内市場規模は

2017年において約 12兆円の横ばいで推移している。また、

海外のコンテンツ市場における日本由来コンテンツの売

上シェアは 4.4％と市場規模に比して小さく、拡大する海

外需要を十分に獲得できていないのが現状である。 

 

（ア）映像産業 

2018年における我が国の映画興行収入は、2,225億円で

前年と比べて減少（前年比 97.3％）となっているが、2011

年の落込みからの着実な回復傾向を維持し、2000 年以降

第３位の好成績となった。 

デジタル技術の普及で低コスト化が進み、2018 年に劇

場公開された作品本数は、1,192本と６年連続で 1,000本

以上の公開を記録するとともに、新たなシネマコンプレッ

クスの開業により映画館のスクリーン数は、3,561と前年

と比べて 36 スクリーン増（前年度比 101.0％）で６年連

続の増加となった。入場者数は１億 6,921万人で前年と比

べて減少（前年比 97.0％）という結果となった。 

スクリーン数が増加する一方で、全映画館に占めるシネ

マコンプレックスの割合は年々増加している。シネマコン

プレックスは邦画大手やハリウッド・メジャーの映画会社

の作品を中心とする傾向があるため、インディペンデント

系の映画会社は苦戦を強いられている。 

日本映画の輸出額は、アニメ作品を中心に伸びており、

一般社団法人日本映画製作者連盟加盟４社とそのグルー

プ会社全体で 2018年は約２億 2,446万ドル（前年比 129％）

と６年連続の大幅プラスとなった。しかしながら、国内の

年間興行収入と比較をするとその 14％程度にとどまって

おり、日本映画の海外展開が進展しているとはいえない。 

 映画産業の海外展開については、日本の原作や製作され

た映画が海外でリメイクまたは上映される場合は、権利の

売切りが一般的であり、海外で成功しても日本の原作者・

製作者へのリターンは限定されているケースが多い。 

（A）アニメ産業 

アニメ産業市場は、2017年に 2兆円を突破し、5年連続

で最高値を更新した。主な成長要因としては、海外販売、

配信、テレビが挙げられる。 

特に、2017 年の海外売上は、契約件数は昨年度より減

少したものの、前年度比 129.6％の 9,948億円と大幅に増

加した。また、2017 年の配信売上についても、前年度比

13％の 540億円と増加した。この市場は 2002年以降 15年

間持続的に成長しており、5 年前の 2012 年比でも 2 倍と

短期間でマーケットが急拡大した。特に外資系の Netflix

についてはオリジナルアニメの配信やテレビ放送に先行

して配信等を行っており、市場シェアを伸ばしている。 

また劇場版アニメでは、2016 年に公開された「君の名

は。」は海外でも高い評価を受け、海外での興行収入が日

本映画の歴代１位となり、2017 年の「夜明け告げるルー
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のうた」はアヌシー国際アニメーション映画祭で最高賞

（長編部門クリスタル賞）を受賞するなど、海外で高い評

価を受けている。 

 

（イ）音楽産業 

2017年の我が国の音楽ソフト（オーディオレコード+音楽ビ

デオ）の生産額及び有料音楽配信の売上額の合計は、前年比

97％の 2,893億円となった。その中でも、音楽ソフトの総生産

額が前年比 105％の 3.048億円となり、対前年比の増加、およ

び 3,000億円の突破は 2015年以来 3年ぶりとなっている。ま

た、スマートフォンの普及が進んだことにより、有料音楽配信

がユーザの身近なものとなってきている。特にサブスクリプ

ションサービスの伸長の後押しにより、前年比 113％の 645億

円を記録し、５年連続のプラス成長となった。音楽ソフトと有

料音楽配信の金額比率は約 8:2 で、いまだ音楽ソフトが大き

な割合を占めるものの有料音楽配信が主流となる兆しが見え

始めている。 

コンサート・ライブ市場は 2018 年の国内音楽コンサー

トの年間総売上額が 3,448億円（前年比 103.7％）と過去

最大規模となった。 

  

（ウ）ゲーム産業 

家庭用ゲーム出荷金額は、新型ハードウェアの発売やヒ

ットタイトルの有無によって大きく左右される傾向にあ

るが、2018年の国内メーカーの出荷額規模は約１兆 4,979

億円となっている。また、オンラインでのゲーム配信が拡

大するなか、特にスマートフォン・タブレットのゲーム市

場が拡大し、2018 年の国内のオンラインゲーム市場規模

のうち９割がスマートフォン・タブレットのゲーム市場と

なっている。 

いわゆる「アイテム課金」モデルによってゲームを楽し

む利用者が多くなっている状況においては、利用者が安心

して安全にゲームを楽しめるよう、ゲームに係る表示や仕

組の適正化や、利用者に対する啓発、カスタマーサポート

の充実等を図っていくことが重要である。業界団体による

ガイドラインの策定や青少年向けの啓発活動等、業界の自

主的な取組が進められている。 

 

（エ）出版産業 

（A）マンガ 

2018 年の紙媒体でのマンガ産業（コミックス＋コミッ

ク誌合計）推定販売金額は約 2,412 億円であり、前年比

93,4％となった。内訳はコミックスが前年比 95,3％の

1,588 億円であり、コミック誌は前年比 89,9%の 824 億円

である。マイナスは 2002年以降 17年連続となる。返品率

については、コミックスは 4年連続の悪化から改善に転じ

たが、コミック誌は 8年連続で悪化した。 

（B）電子書籍 

一方、電子書籍市場は、電子コミック市場が全体を牽引

してきた。2018 年度の電子コミック市場規模（コミック

ス＋コミック誌合計）は 1,965 億円と推計され、前年度の

1,747億円から 14.8％増となった。上半期は伸び率がやや

鈍化していたが、違法海賊版サイトが閉鎖したこともあり

年後半から回復した。 

 

（オ）印刷産業 

2018年度に公表された工業統計調査によると 2016年の

印刷産業の出荷額は、約 5 兆 2,752 億円であり、2014 年

比 95.3％となった。また、事業所数は、23,205 事業所で

あり、2014年比 89.8％となった。 

印刷産業は 98.3％が 100 人未満の中小企業、半数を超え

る 54.4％の事業所が 3 人以下の規模となっており、中小企

業や小規模事業者の比率が高い。また、各都道府県の製造業

事業所のうち、印刷関連品目の事業所数が 1位又は 2位を占

める都道府県が 39あり、地域密着型産業でもある。 

  

（２）コンテンツ産業施策 

（ア）海外展開支援 

映画、アニメ、音楽、ゲーム、マンガ等の日本コンテン

ツは、海外での人気が高く、海外市場開拓の余地は大きい。

コンテンツ産業の収益を拡大していくために、より多くの

コンテンツを海外に発信し、ビジネス展開につなげること

が重要であることを踏まえ以下の施策を実施した。 

（A）クリエイターを中心としたグローバルコンテンツエ

コシステム創出事業 

 日本コンテンツの海外展開を通じた日本ブームの創出

により関連産業の海外展開拡大、観光の促進等を図るため、

2018 年度は、クリエイターを中心としたグローバルコン

テンツエコシステム創出事業として、①クリエイター等の

海外挑戦支援事業、②多様な資金調達を目指した試作コン
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テンツ等開発支援事業、③正規版コンテンツ等の海外同時

展開支援事業を実施、2018 年末時点で合計 523 件の交付

決定を行った。 

 

（B）コンテンツ関連ビジネスマッチング 

2007年度に「コ・フェスタ（JAPAN国際コンテンツフェス

ティバル）」を創設。12回目を迎えた 2018年度は、映像、音

楽、アニメーション等のコンテンツマーケットを同時期に開

催する「Japan Content Showcase（JCS）」等をはじめとする

38のコ・フェスタ認定イベントを海外展開の足がかりの場と

して、我が国コンテンツを世界へ発信した。（図２） 

また、2018 年度は、特定非営利活動法人映像産業振興

機構（ＶＩＰＯ）に委託し、世界各国・各地域からの留学

生を組織化したコ・フェスタアンバサダーの広報活動等を

通じた海外発信力の強化に加え、イベント間の協力体制の

促進のためコ・フェスタ実行委員会を実施し、各イベント

主催者間やコンテンツ産業と他産業との連携のための情

報共有等を図ることで、より効果的な海外発信を促進する

等の取組を行った。 

図２：コ・フェスタのコア・オフィシャルイベント一覧 

 

(C)日中韓文化コンテンツ産業フォーラム 

 日中韓３か国におけるコンテンツ産業政策、動向に関す

る継続的な情報交換及び各国産業界間のビジネスチャン

ス創出を目的として、2002 年より「日中韓文化コンテン

ツ産業フォーラム」が開催されている。2018年 10月に中

国・天津で開催された第 11 回日中韓文化コンテンツ産業

フォーラムには日中韓 3 カ国の副大臣級が出席したほか、

3 カ国で計 40 社の企業等が参加し、ブース出展、ビジネ

スマッチング等を行った。 

 

（D）多様な資金調達手法の検討 

 日本のコンテンツの海外展開を推進するためには、企画

開発段階から海外を見据えたコンテンツ製作を行う必要

がある。従来の手法にこだわらない製作スキームの構築や

多様な資金調達手法への取組を進めるため、2017 年に引

き続き 2018 年も、新たな製作スキームを試みる事業者に

対し、法制面・会計面等の専門家による支援を行った。ま

た、海外の動画配信サイトからの資金調達の可能性を探る

ために日本のアニメ制作会社と海外の動画配信事業者の

マッチングイベント「Japan Animation Pitch in Fukuoka』

を開催するとともに、自社のブランディング動画を制作す

ることを望む事業会社と制作会社をマッチングするため

の他産業連携ピッチ等を開催した。 

（E）海賊版対策 

デジタル技術の進展に伴い侵害事例が複雑化・巧妙化し、

コンテンツ事業者に大きな逸失利益が生じている状況の

中、2018 年 4 月の犯罪対策閣僚会議・知的財産戦略本部

による緊急対策の決定を受けて、同年 6月に、内閣府知的

財産戦略本部検証・評価・企画委員会の下に、「インター

ネット上の海賊版対策に関する検討会議」が設置され、海

賊版の総合的な対策を講じることについてコンセンサス

が形成された。 

そこで、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構（Ｃ

ＯＤＡ）を通じて、特に被害が深刻なウェブサイトを中心

に、違法にアップロードされたコンテンツの削除要請を実

施し、（表 1）悪質なサイト運営者に対しては、海外当局と

連携して共同エンフォースメント（当該海賊版サイトの情

報提供や告発状の提出等）を実施した。 

また、中国等において、日本コンテンツのキャラクター

グッズを無許諾で販売している店舗に対して行政摘発等

を行うなど、フィジカルに関する商標権・著作権に係る共

同エンフォースメントも実施した。 

  【削除要請 URL件数と削除率】 (2011年8月～2018年3月) 

  Youku 95,783 件 99.96%   

  Dailymotion 89,728 件 100.00%   

  Tudou 78,720 件 99.97%   
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  Pandora 55,408 件 100.00%   

  Youtube 47,678 件 100.00%   

表 1：特に被害が深刻な動画投稿サイトにおける削除要請

URL 件数と削除率 

 

（イ）コンテンツ流通へのブロックチェーン技術活用の検

討 

 デジタルコンテンツ流通のための仕組みは、対改ざん性

の高さ、データの追跡可能性・透明性の高さ、管理コスト

の分散及び取引コストの低減といった特徴を有するブロ

ックチェーン技術との親和性が高い。そこで、2018 年 11

月から 2019 年 3 月にかけて「ブロックチェーン技術を活

用したコンテンツビジネスに関する検討会」を開催し、ブ

ロックチェーン技術を用いたコンテンツ流通のためのサ

ービス・アプリケーションに必要となる基礎的な機能や想

定される論点について取りまとめた（同年 3月）。 

 

（ウ）先進コンテンツ技術の促進 

コンピュータ・グラフィックス（ＣＧ）やＶＲ（仮想現

実）／ＡＲ（拡張現実）などのコンテンツ技術は、コンテ

ンツ産業にとどまらず観光産業や地域活性化への活用期

待も高まっている。この状況を踏まえ、これら技術の幅広

い産業展開を目指し、CEATEC JAPAN コンファレンスおよ

び全国 10 カ所（札幌、仙台、さいたま、名古屋、富山、

大阪、広島、高松、福岡、那覇）で開催した「VR・AR活用

全国セミナー」等を通して、最新の市場動向や活用事例等

の共有に加え、制作ガイドライン等の普及啓発を実施した。 

 

（エ）下請環境の是正 

 コンテンツ関連業界では、発注書面の交付がない、スケ

ジュールが逼迫している状況での作業をしなければなら

ないなど、下請事業者の負担が大きいとされているところ、

このような負担を軽減させるべく、広告業、印刷業及びア

ニメーション制作業界における下請ガイドラインを順次

策定してきた。 

 2018 年度においては、実態調査と連携し、アニメーシ

ョン業界の実態を把握するため、アニメ制作会社 10 社、

個人事業主 20 者に対して直接ヒアリングを行った。これ

らの調査結果を踏まえ、スケジュール管理の重要性などサ

プライチェーン全体の見地から、「下請等中小企業の取引

改善に関するワーキンググループ」で「アニメーション制

作業界における下請適正取引等の推進のためのガイドラ

イン」改訂の検討を行った。 
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