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第７節 商務情報政策局 

情報政策 

１．主要産業に関する主な動き 

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り、2019 年経済構造実態調査

によると、年間売上高約 22 兆円、従業員数約 115 万人、

事業所数約３万８千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 2019 年の売上高はそれぞ

れ前年比 4.1％、4.0％とプラス成長となるなど、日本を

代表する成長産業である。 

デジタル化が進む中、多くの日本企業に共通して、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９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。このレポートを受け、実際に我が国企業におけ

るデジタル経営改革を推進するため、2019 年７月に「Ｄ

Ｘ推進指標」を公開した。これは、各企業がＤＸの進捗を

自己診断し、経営幹部や事業部門、ＤＸ部門、ＩＴ部門な

どの関係者の間で現状や課題に対する認識を共有し、次の

アクションにつなげる気付きの機会を提供することを目

的としている。今後は、各社が他社との比較によって自社

の状況を把握することができるよう、「ベンチマーク」の

作成を進めるなど、引き続き各企業のＤＸ推進を後押しす

るための取組を進めていく。 

 

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、熊本地震などの立て続けの大規

模災害、米中対立の激化を受けて、情報通信機器産業を含

む日本企業の事業環境は悪化した。その他、2020 年初以

降中国を中心に拡大した新型コロナウイルス感染症の影

響を受けて、一部製品のサプライチェーンの一次的な断絶

が発生するなどサプライチェーン強靭化の必要性が浮き

彫りとなった。 

近年の景況を見ると、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。 

また、2019 年度の個別製品別の景況を見ると、毎年成

長を続けているデータセンター向けサーバ・ストレージが

好調なほか、2019 年には世界的に５Ｇの商用化が開始さ

れた影響で、５Ｇ基地局および基地局向けデバイス好調だ

った。他方、新型コロナ等の影響を受けて世界スマホ出荷

台数は前年度比で 2.3％減少、また 2018 年に引き続きメ

モリ製品の価格低下を受けて世界半導体市場は前年度比

12.0％となるなど、好調な分野と不調な分野の明暗が分か

れた。 

こうした不確実性の高い市況環境を踏まえ、各社は事業

構造改革に着手し、事業・組織再編や生産拠点の集約を行

体質強化に向けた取り組みを推進している一方、サプライ

チェーン強靭化の必要性から生産拠点の分散化の動きも
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みられる。 

 

２．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。2019 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Ｉ

ｏＴ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。 

 

（２）ＩｏＴ推進ラボ 

ＩｏＴ推進コンソーシアムのＷＧの１つであるＩｏＴ

推進ラボにおいては、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。2019 年度には第五弾選定地域として８地域を選定

し（創設年度である2016年度から通算で101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Ｉｏ

Ｔ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」において、データ流通取引を検討し

ている事業者からの相談を受け付け、課題となりうる点の

特定を進めた。 

2019 年 10 月より、「データ流通促進ワーキンググルー

プ」の下に「企業のプライバシーガバナンスモデル検討会」

を設置した。本検討会では、Society5.0 の時代における企

業の役割、プライバシーの考え方、企業のプライバシーガ

バナンスの重要性を前提に、「経営者が取り組むべき三要

件」や「プライバシーガバナンスの重要事項」について議

論を行った。 
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（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

月に公表した。その後、2018 年 12 月より、ＡＩ・データ

契約ガイドライン検討会作業部会を開催した。 

本検討会では、2018 年の不正競争防止法改正（2019 年

７月施行）によって、「限定提供データ」の不正取得や使

用等に関する民事措置が創設されたこと、また、それに先

立つ同年１月に「限定提供データに関する指針」が公表さ

れたこと等を受けた検討を重ねた。検討会の成果として、

本ガイドライン（データ編）をアップデートした、「ＡＩ・

データの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版」を公表

した。 

 

（３）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。 

 

（４）Ｇ20 貿易・デジタル経済大臣会合 

2019 年６月に経済産業省、総務省及び外務省との共催

によりＧ20 茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合を開

催。会合では、経済産業大臣が総務大臣、外務大臣ととも

に共同議長を務め、閣僚声明を採択するとともに、議長声

明を発出した。デジタル分野では、消費者や企業の「信頼」

を確保しながら、自由なデータ流通を促進する「データ・

フリーフロー・ウィズ・トラスト（ＤＦＦＴ）：信頼性の

ある自由なデータ流通」というコンセプトにＧ20 全体で

合意した。データの越境流通が生産性の向上、イノベーシ

ョンの増大、持続的な発展につながること、プライバシー、

データ保護、知財、セキュリティといった課題に対処する

ことにより、データの自由な流通をさらに促進するととも

に、消費者及び企業の信頼を強化することができること、

並びに、国内的及び国際的法的枠組みが尊重されることの

必要性及び相互運用性を促進するために協力することを

確認した。さらに、政策や規制そのものをデジタル化し、

機動的で柔軟なものとしていく必要があること、またステ

ークホルダーが参加して政策をつくること、すなわちガバ

ナンス・イノベーションが必要であることについて確認し

た。 

 

（５）Ｇ20 大阪サミット 

 2019 年６月に開催されたＧ20 大阪サミットでは、安倍

総理から、イノベーションは経済発展と社会的課題の解決

を両立する鍵であり、中でも発展著しいデジタル化に際し

て、データの自由な流通が不可欠である旨指摘した上で、

DFFT の考え方を提示した。また、Ｇ20 大阪サミットの機

会に安倍総理が「デジタル経済に関する首脳特別イベント」

を主催し、今後、デジタル経済、特にデータ流通や電子商

取引に関する国際的なルール作りを行う「大阪トラック」

の立ち上げを宣言した「デジタル経済に関する大阪宣言」

を発出した。 

 

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。 
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（１）予算事業による取組 

（ア）協調領域データ共有事業 

「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、「協調領域データ共有事業」を実施した。協調

領域のデータ共有を行う計 22 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システム共同開発促進事業 

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

システム共同開発促進事業」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 22 件支援した。 

（ウ）ものづくりスタートアップエコシステム構築事業 

グローバル競争に打ち勝つ為に、ＡＩや Web サービスな

どのスタートアップもソフトとハードの融合領域に着手

する必要が高まっているが、ハードウェア等の製造は経験

の浅いスタートアップにとって非常にハードルが高い為

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、支援するため、「ものづくりスター

トアップエコシステム構築事業」を実施した。スタートア

ップに対して、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

提供を行い、ロールモデルの創出や量産化設計・試作のノ

ウハウの横展開を目的に、2018 年度は９事業者、2019 年

度も９事業者を採択し支援している。 

 

（２）公的データ提供制度 

 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６月には、データの安全管理

基準への適合に関する初めての認定を行った。 

 

２．４ GOVERNANCE INNOVATION とアーキテクチャ 

（１）GOVERNANCE INNOVATION 

2019 年６月に我が国が主催したＧ20 貿易・デジタル経

済大臣会合の閣僚声明には、デジタル技術やその社会実装

による社会の変化に合わせた「ガバナンス・イノベーショ

ン」の必要性が盛り込まれました。これを踏まえ、経済産

業省では、2019 年８月から、「Society5.0 における新たな

ガバナンスモデル検討会」を開催し、ビッグデータ、Ｉｏ

Ｔ、ＡＩなどデジタル技術が社会を急激に変えていく中で、

「イノベーションの促進」と「社会的価値の実現」を両立

する、新たなガバナンスモデルの必要性と、その在り方に

ついて検討を行った。その検討を踏まえ、2019年 12月に、

「GOVERNANCE INNOVATION：Society5.0 の時代における法

とアーキテクチャのリ・デザイン」報告書（案）を取りま

とめた。 

 

（２）アーキテクチャ 

経済産業省では、新たな産業やサービスの前提となる、

異なる事業者間や社会全体でのデータの連携・共有を容易

にするために必要な共通の技術仕様である「アーキテクチ

ャ」の策定が必要であるとの問題意識から、2019 年６月

に「アーキテクチャ検討委員会」を開催した。そして、同

年９月からは、スマート保安・自律移動ロボット・MaaS の

３テーマで、アーキテクチャ設計の検討が開始された。ま

た、同年 12 月には、アーキテクチャの設計および、専門

家の集約・育成を行う機能を独立行政法人情報処理推進機

構（ＩＰＡ）に追加することを定めた、「情報処理の促進

に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。 

 

２．５．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

は、有識者検討会である「デジタル・プラットフォーマー

を巡る取引環境整備に関する検討会」を立ち上げた。同年

12 月には、有識者による提言として「中間論点整理」を公

表し、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視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」も策定、公表した。さらに 2019 年５

月には、同検討会での議論を踏まえて、「プラットフォー
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マー型ビジネスの台頭に対応したルール整備に関するオ

プション」を公表した。 

こうした中、同年９月に、内閣官房に「デジタル市場競

争本部」及び同本部の下に「デジタル市場競争会議」が設

置され、同年 12 月には、同会議において、「デジタル・

プラットフォーマー取引透明化法案（仮称）の方向性」15

が示された。同会議での議論や意見募集等を踏まえ 2020

年２月には、「特定デジタルプラットフォームの透明性及

び公正性の向上に関する法律案」が閣議決定された。 

 

（２) 政府情報システムにおけるクラウドサービスのセ

キュリティ評価制度 

 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。それを受け、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2019年12月にかけて、

「クラウドサービスの安全性評価に関する検討会」を開催

し、2020 年１月にはパブリックコメントを募集した上で

報告書がとりまとめられた。また、2020 年１月には、「政

府情報システムにおけるクラウドサービスのセキュリテ

ィ評価制度の基本的枠組みについて」（2020 年１月 30 日

サイバーセキュリティ戦略本部決定）が決定され、内閣官

房（内閣サイバーセキュリティセンター・情報通信技術（Ｉ

Ｔ）総合戦略室）・総務省・経済産業省が所管となった同

制度を「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度

（ Information system Security Management and 

Assessment Program（略称 ISMAP：イスマップ））」と称し、

2020 年３月から ISMAP における各種基準（案）のパブリ

ックコメントの募集を実施した。 

 

（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、

2019 年度も、2018 年度の不正競争防止法の改正、及び、

著作権法の改正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、令和

元年度には 21 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、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ＮＰＯ等と連携し、保護者や学

生等を対象とした「インターネット安全教室」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。 

 

２．６．ＩＴ人材育成 

デジタル技術の急速な発展に伴い、今後、リアルタイム

にデータが共有・活用されるデジタル社会となる中、ＩＴ

人材の確保は我が国産業にとって重要な課題である。 

このため、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、2019 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 505,486 名、

43,404 名であり、2019 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 19,417 名であった。 

情報処理安全確保支援士制度については、情報処理の促

進に関する法律の一部改正により、登録の更新制の導入等

の見直しを行った（2019 年 12 月公布）。 

 また、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（ＩＰＡ）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）について、2019

年度においては、「アジャイル領域」の新たなコンテンツ
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を公表するとともに、「データサイエンス領域」の改訂版

を公表した。 

さらに、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、これまで延べ 1,700 名超

の人材を発掘・育成し、約 250 名が企業・事業化を行った。

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。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」を実施している。 

 

２．７．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

高度化・巧妙化し、我が国の安全及び経済活動を脅かして

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 2019 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

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。2019 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、電力や鉄鋼、化学、自動車

といった幅広い業界向けに、2017 年７月から中核人材育
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成プログラム（１年コース）を開講。既に、2017 年に第１

期生（約 80 名）、2018 年に第２期生（約 80 名）が受講を

終えており、現在は第３期生（約 70 名）が受講している。

そのほか、2018 年度に実施した「戦略マネジメント系セ

ミナー」について、2018 年の経験や受講生のアンケート

結果等を踏まえ、2020 年２月は、「セキュリティ組織管理」

コースと「セキュリティ実務管理」の２コースに分けて実

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。 

また、2019 年９月９～12 日にＩＣＳＣｏＥ中核人材育

成プログラム受講生及びインド太平洋地域の 14 の国・地

域からの参加者へ、制御システムのサイバーセキュリティ

に関する講演及び演習を実施した。 

 

（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、ＩＰＡを通じ

てセキュリティ・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、以降、ＩＰＡ及び本協議会と連携し、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

ている。また、国立高専機構及び産業界と連携し、高専の

学生向け教育コンテンツの開発、講師派遣、セキュリティ

合宿取組の具体化を推進した。 

加えて、利用者におけるコンピュータウイルス、不正ア

クセス行為、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、2019 年に、インターネット安全教室を全国

135 か所で実施し、14,020 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、2019 年 10 月１日時点で登録者

数は 19,417 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、セキュリティ対策

をどこから始めたら良いか分からない等の課題を持った

中小企業向けに、2019 年度に、情報処理安全確保支援士

（登録セキスペ）を派遣し、リスクの洗い出しや対策方針

の指導を行う支援事業を実施した。 

加えて、損害保険会社、ＩＴベンダー、地元の団体等が

コンソーシアムを組み、中小企業向けのセキュリティ対策

支援の仕組みの構築を目的としたサイバーセキュリティ

お助け隊の実証事業を全国８地域で実施した。 

 さらに、「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（ＣＰＳＦ）」

として取りまとめ、2019 年４月に策定した。さらに、ＣＰ

ＳＦに基づくセキュリティ対策の具体化・実装を推進する
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ため、データ、機器、ソフトウェアのそれぞれについて焦

点を絞ったＴＦを設置し、議論を行った。 

 

（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、35 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、鍵管理や

ＴＬＳ暗号設定に関するガイドラインの作成を行った。 

また、「量子コンピュータ時代に向けた暗号の在り方検

討タスクフォース」を設置して、次期ＣＲＹＰＴＲＥＣ暗

号リストに求められる要件や課題の整理等を行った。 

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。当該基準に基づき運用されている情報セキュ

リティサービス審査登録制度の登録サービス件数は、2019

年度末に約 170 件になる見込み。 

 

（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、2020 年３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（2020 年３月版）」及び「ガイド別

冊：制御システムに対するリスク分析の実施例（2020 年

３月版）」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

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。 

 

２．８ 安心安全な５Ｇシステムの開発供給 

（１）概要 

 超高速・大容量、超低遅延、多数同時接続を特徴とする

５Ｇ（第５世代移動通信システム）は、個人向けモバイル

通信用途に留まらず、産業用途への応用も想定され、

Society5.0 の実現に不可欠な社会基盤となることが期待

されている。また、ローカル５Ｇは、地域や産業の個別の

ニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が、自

らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できる５

Ｇシステムであり、人口減少・高齢化が深刻な地方の課題

を解決することも同時に期待されている。 

 

（２) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及

び導入の促進に関する法律案の閣議決定 

 ＡＩの発展やＩｏＴデバイスの爆発的な普及などデジ
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タル技術の急速な発展が進む中、５Ｇ等の高度な情報通信

技術を活用したシステムについて、サイバーセキュリティ

等を確保しながら、そのインフラ整備を迅速に行う重要性

が増大している。 

 これを受けて、2020 年２月に「特定高度情報通信技術

活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案

の閣議決定」を行った。本法律案では、５Ｇ等のシステム

の開発供給及び導入の促進に関し、①安全性・信頼性、②

供給安定性、③オープン性などに関する指針を政府が策定

した上で、この指針に沿って民間企業が策定した５Ｇイン

フラに関する開発供給計画及び導入計画を認定する制度

を創設し、認定を受けた計画に従って行われる場合、金融

支援や課税の特例（税額控除 15％）を行うこととしてい

る。こうした法案の成立を通じて、安心安全な５Ｇインフ

ラの早期整備、我が国の産業競争力強化を後押しすること

としている。 

 

（２）ポスト５Ｇ情報通信システムの開発支援 

 ５Ｇは、すでに現在各国で、超高速・大容量を特徴とし

た個人向けモバイル通信として商用サービスが始まりつ

つある。他方、超高速・大容量だけでなく、超低遅延や多

数同時接続といった機能が強化された５Ｇ（以下、「ポス

ト５Ｇ」）は、今後、工場や自動運転といった多様な産業

用途への活用が見込まれており、我が国の競争力の核とな

り得る技術と期待されている。 

 このポスト５Ｇ情報通信システムの開発を支援するた

めに、令和元年度補正予算において、「ポスト５Ｇ情報通

信システム基盤強化研究開発事業」として 1100 億円を措

置し、ポスト５Ｇ情報通信システムや当該システムで用い

られる機器・システム開発を支援するとともに、ポスト５

Ｇで必要となる先端的な半導体を将来的に国内で製造で

きる技術を確保するため、先端半導体のパイロットプラン

ト構築に取り組むこととしている。 

 

２．９．デジタル・ガバメントの推進 

（１）概要 

 電子政府の推進の構築にあたっては行政分野への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、2019 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」が閣議決定された。また、2019 年５月には、行政手

続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成

14 年法律第 151 号）が改正され、情報通信技術を活用し

た行政の推進等に関する法律（以下「デジタル行政推進法」

という。）と改題されたとともに、国の行政手続の原則オ

ンライン化が位置付けられた。デジタル行政推進法に基づ

き、2019 年 12 月にデジタル・ガバメント実行計画の改定

が行われ、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。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、デ

ジタル・ガバメントの実現はより一層急務となっていると

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、行政手続のデジタル化のための共通機能

の整備、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っている。 

 

（２）官民デジタル化の推進 

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、2019 年９月及び 2020 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
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のためのエコシステム醸成を図った。 

また、2020 年３月には、内閣官房ＩＴ総合戦略室、総務

省及び経済産業省において、産業界やシビックテック団体

と協力し、民間企業等が提供している新型コロナウイルス

感染症対策支援サービスなどのデータを標準化して公開

する「#民間支援情報ナビ」プロジェクトを実施した。こ

のプロジェクトでは、政府が支援情報を記入する標準のデ

ータフォーマットを提供し、産業界の各団体に情報提供を

依頼し、団体所属企業は、新型コロナ対策支援サービスの

データを入力して提供する。提供されたデータは政府が

Google スプレッドシートに集約し、オープンデータとし

て順次公開するものである。一般社団法人コード・フォー・

ジャパンが公開した検索サイトでは、新型コロナ対策支援

として企業が無償や低価格で提供しているサービスを分

野やキーワード等で横断的に検索できるようになってい

る。 

 

（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（2020 年３月に「gBizINFO（Ｇビズイ

ンフォ）」に改称）」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。 

2020 年３月には、当省が推進・認定しているスマート

SMEサポーター制度とのAPI連携による認定情報のデータ

更新機能を追加実装し、また当省が構築・推進している法

人デジタルプラットフォームにおけるデータレジストリ

としての認知を高めるべく、名称およびサイトデザインの

統一・リニューアル行い、政府内における手続き・システ

ム間でのデータ流通の取組を示していくなど、さらなる法

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 2020 年１月に運用

開始したほか、汎用的な補助金申請システムとして「Ｊグ

ランツ」を 2020 年１月にリリースし、経済産業省の補助

金での活用を開始した。また、経済産業省でも手続件数の

多い行政手続から順次、手続の簡素化・デジタル化を進め

ている。具体的には、年間約 25 万件ある産業保安・製品

安全法令関係の許認可等申請手続を対象とした、受付から

施行までを一貫して行えるシステムである「保安ネット」

について、2020 年１月より順次利用を開始している。ま

た、中小企業関係手続についても、各種申請手続のオンラ

イン化を進めているほか、中小企業・小規模事業者が、支

援施策に関する最新情報を様々な条件で検索でき、申請手

続までワンストップでアクセスできるポータルサイト「ミ

ラサポ plus」の構築を進めている。 

加えて、行政機関を中心としたデータ共有・連携を行う

ことで、添付書類撤廃等のワンスオンリーの実現およびデ

ータに基づく政策立案等を進めるために、2019 年度に、

Ｇビズコネクト（法人データ連携基盤）について、システ

ムのプロトタイプ構築と運用の実証、調査を行い、データ

連携のあり方や今後の方向性について検討を行った。 

 

（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・
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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

意味が通じるようにする基盤である。2019 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るとともに

データ変換支援ツールの開発を行った。 

 

（６）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、2019 年度末までに計５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．コンテンツ産業 

（１）コンテンツ産業の現状 

第４次産業革命による生産性向上や働き方改革の進展

に伴い、社会構造や市場に様々な変化がもたらされている。

コンテンツ産業の国内市場規模は近年約 10 兆円と横ばい

となっており、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％（2017 年度経済産業省調

査）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。日本のコンテンツ産

業の発展のためには、デジタル化がより一層進むことを想

定した業界の構造改革と、国内市場の飽和を見据えたコン

テンツの海外展開支援を促進することが重要である。 

 

（２）コンテンツ産業施策 

（ア）コンテンツ業界の“デジタル経営改革” 

（A）｢コンテンツの時代｣に関する企業向けの普及啓発 

スマートフォン等のデバイスの上で、世界中の誰もが、

時間や場所の制約を受けず、様々なコンテンツを楽しめ

るようになった時代（＝「コンテンツの時代」）は、変化

がめまぐるしく、２、３年先の消費者の余暇消費の形態

や産業構造・競争環境を見通すことも難しくなっている。

そのような中で日本のコンテンツビジネスが生き残って

いくためには、環境変化への対応力の向上が重要である。 

そこで、2019 年度はコンテンツ関連企業の経営層が未

来のコンテンツ市場を体感し理解を深められるよう、デ

スクリサーチから得られたデータ（主要国を対象に、今

後５年間の人口動態や一人当たりＧＤＰ、通信インフラ

やデバイス等の普及率、各種コンテンツの市場等の予測

のほか、消費者の余暇時間やその使い方の傾向等）をパ

ラメータとして用い、自らがプレイヤーとなって体験で

きるインタラクティブなシミュレーションゲームＡＯＣ

（Age of Content）を設計し、コンテンツ関連企業での

トライアルを行った。 

 

（B）デジタルツール導入による制作・流通工程の効率化

を通じた生産性向上 

クリエイターがその能力を余すところなくクリエイテ

ィブに発揮できる制作現場にするためには、生産性向上

に資するデジタル制作システムの導入が必要である。そ

こで、サプライチェーン全体の見地からコンテンツ製作

の生産性向上を実現することで、コンテンツ産業が持続

的に発展するエコシステムを構築することを目的とし、

コンテンツのサプライチェーンの生産性向上に資するシ

ステム開発を行う事業の支援を J-LOD 事業（令和元年度

補正予算 コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整

備事業費補助金（J-LOD、Japan-content LOcalization 

and Distribution）、以下、「J-LOD」という。）の一つと

して開始した。2019 年度はアニメーションのデジタル制

作管理システム開発、映画制作工程の相互連携型管理シ

ステム開発、ゲーム制作の汎用スケジュール管理システ

ムの開発の支援を行った。 

（C）映像制作現場の改善 
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日本の映像制作現場は、書面による契約や発注が浸透

していないなどの課題が指摘される中、クリエイターへ

の適切な対価還元、新たな人材の流入・確保につながる

よう、取引・就業環境の透明化・改善に加え、デジタル

ツールの導入や制作現場の生産性向上を図り、好循環を

実現していくことが重要となっている。 

そこで、映画業界では、映画制作現場実態調査を実施

し、制作現場に関わる人材の実情を把握し、調査結果か

ら抽出された課題を踏まえ、検討会において映画産業の

持続的発展に向けた方策について検討を行った。検討会

では、映画の制作現場やそれに関わる制作管理のデジタ

ル化を推進し、制作現場の生産性向上を図ることや、適

正な映画制作現場の推進のために、映画業界による自主

的な取組が提案された。 

また、アニメーション制作業界では、多重下請構造と

いう産業構造の特徴に鑑み、サプライチェーン全体を見

通した工程管理が重要であることから、発注者である製

作委員会の幹事会社を担うことが多い放送事業者に対す

る下請ガイドラインとともに 2019 年８月に改訂・公表

した。 

 

（D）ブランデッドコンテンツのデジタル配信の促進 

インターネットやデバイスの普及に伴い、企業の顧客

とのコミュニケーション活動も多様化が進んでいる。顧

客はインターネットを介して日々膨大な情報に触れ、企

業との関わり方についても顧客自らが選択をするように

なっている中で、企業ブランディングの重要性が増して

いる。 

こうした変化の中で注目されているのが、いわゆる「刺

さる」コンテンツ、感動や共感を呼ぶストーリー性を持

ったコンテンツを制作・配信し、シェアを呼ぶ「ブラン

デッドコンテンツ」という手法である。商品や企業その

ものではなく、ストーリーに焦点を当てることで、視聴

者が広告としてではなくコンテンツとして映像を楽しみ、

その結果、商品や企業自体のブランド価値向上に繋がる。

この手法は、BtoC のみならず BtoB 事業者のファン獲得

や、地方企業の認知向上、採用活動の強化等、様々な効

果を持つと考えられる。また、ブランデッドコンテンツ

は、コンテンツ産業の裾野自体を広げる可能性も秘めて

いる。 

そこで、映像を活用したブランディングを希望する企

業とコンテンツ制作者のマッチング支援や、地方の企業・

地域向けのセミナー開催を通じた普及啓発を行った。 

 

（イ）コンテンツ産業全体の“市場規模拡大” 

（A）政府間連携の枠組みを活用した海外市場開拓 

 日本のコンテンツの海外市場への進出を後押しするた

め、ＷＴＯやＥＰＡ／ＦＴＡ等の政府間交渉に加えて、

官民が共に参加できる柔軟な枠組みを活用していくこと

が重要である。 

そこで、日中韓３カ国においては、コンテンツ産業政

策、コンテンツを取り巻く動向に関する継続的な情報交

換及び各国産業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｣を

開催しており、2019 年 11 月に釜山で、「G-STAR 2019」

と併催する形で開催した第 12 回日中韓文化コンテンツ

産業フォーラムでは、３カ国の審議官級が出席し政府間

会合を実施したほか、３カ国のゲーム及びｅスポーツ産

業の専門家によるパネルディスカッションやビジネスマ

ッチングを行った。 

また、2019 年９月にインドネシア・ジャカルタで開催

した第７回 ACBS では、Story of Asia: Strengthening 

the Competitiveness Together（アジア諸国で協力して

アジアのコンテンツ産業の競争力を強化する）というテ

ーマで各国の代表が講演及び意見交換を行い、共同制作

や人材育成のため参加国で協力していくことで合意した。 

 

（B）デジタル技術を活用したコンテンツの開発支援 

スポーツ観戦や観劇、音楽ライブ等の従来型ライブエ

ンターテイメントは「空間」と「時間」を同時に消費す

るものであったが、これらのデジタルコンテンツ化によ

り、場所と時間の制約なく消費することが可能になった。

また、ｅスポーツやバーチャルアイドルのライブ、ＶＲ

／ＡＲ技術を用いたゲームなど、視聴と体験が融合した

新たなコンテンツが台頭している。さらには５Ｇ通信の

商用サービスの開始によりデジタルコンテンツビジネス

の環境が整った。 

そこで、J-LOD 事業の一つとして、デジタル技術を活

用した先進性の高いコンテンツ等の開発支援事業を実施

し、2019 年度は東京国際映画祭やドイツのＩＦＡ、フェ
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ンシング高円宮杯等の国際的なイベント等の場において

日本のコンテンツの先進性を広く内外にアピールした。 

 

（C）ｅスポーツの健全な発展に向けた体制整備 

世界各国で盛り上がりを見せる｢ｅスポーツ｣

（electoronic sports）は、2018 年点で 48 億円、2022

年には 100 億円に達するとの予測が存在する。 

また、ｅスポーツには、ゲーム産業のみならず様々な

周辺市場・産業領域への経済的効果が想定されるほか、

これを通じた様々な社会的意義も見込まれる。 

そこで、ｅスポーツをこうした広い視座で捉えて、調

査・分析を行い、統一的な議論・検討を行うことで、ｅ

スポーツの健全な発展を目指し、2019 年度は、令和元年

度新コンテンツ創造環境整備事業（ｅスポーツに係る市

場規模等調査分析事業）において、ｅスポーツを活性化

させるための方策に関する検討会を実施した。 

 

（D）インターネット上の海賊版に対する総合的な対策 

デジタル技術の進展に伴い、海外ストレージサービス

等を利用した侵害、EC サイトを通じた侵害、不正ストリ

ーミング機器を通じた侵害など、侵害事例が複雑化・巧

妙化している。日本のコンテンツ事業者にとって非常に

大きな逸失利益が生じており、同時にコンテンツビジネ

スの海外進出を阻害する要因となっている中、政府とし

ては、2019 年 10 月に関係省庁連名で「インターネット

上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表に

ついて」を策定し、公表した。 

この総合的な対策メニュー及び工程表に基づき、違法

コンテンツの撲滅に向け、一般社団法人コンテンツ海外

流通促進機構（ＣＯＤＡ）を通じて、違法にアップロー

ドされたコンテンツの削除要請の実施や、海外当局と連

携して海賊版サイトに関する情報提供や告発状の提出等

の共同エンフォースメントを実施するなど、様々な対策

を講じた。 
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