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日刊紙

▲

日 刊 紙

－今日に詳しく、明日を確かに－

確かな情報をデイリーで。
その蓄積は、明日を拓く“戦力”に。
日々、刻々と変化する経済産業施策の情報を、より早く、より確実に収集・
分析できる公示紙、それが「経済産業公報（旧名称：通産省公報）」です。
発刊以来、60年にわたり地域行政や企業経営の指針・実務に資するための、
より確かな行政情報と実務情報を提供し続けてきた、日刊・公示紙です。

永い歴史と確かな実績
本紙は昭和24年創刊以来、経済産業省
の広報活動としてその使命を果たして
います。
信頼性の高いオリジナルの情報
ニュースソースは経済産業省および関係
諸官庁。また、重要情報については関連
主要団体も情報源に加えております。
実務的・資料的効果も抜群
編集方針は、経済産業省から発表され
る公示や通達など、実務的・資料的効果
の両立を意図した編集を行っています。
多彩な購読者層
購読者層は全国の企業や官公庁・関係
団体・大学はもちろんのこと、在日各
国大使館や外資系企業に至る広範かつ
多様。

購読料：
（税・配送料込）
年間　￥61,302　半年　￥31,725
体裁：Ｂ５版
配付：�一部地域は即日配達
※�土・日曜、休日は休刊

ご希望の方には
見本紙をお送りします。

「経済産業公報」の特長
■政策関連
経済産業省の新政策、予算関係。法
律案・政令・省令・告示・公示・通
達等及び解説�etc…。
■通商・貿易関連
貿管令関係。輸入発表・公表。輸出・
輸入注意事項・関税割当等。。ワシ
ントン条約�etc…。
■景気動向関連
鉱工業生産・出荷・在庫統計。産業
経済動向調査。景気動向指数など他
省庁関連情報�etc…。
■統計類
業種別・業態別各種統計（速報、月
報）。貿易統計、国際収支速報�etc…。
■中小企業関連
経営支援、事業継承等中小企業関連��
etc…。
■その他
リサイクル、産業立地、基礎素材、
消費生活�etc…。

主な内容
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日刊紙

▲

購読料：（税・配送料込）
年間　￥75,090
半年　￥39,165
体裁：Ｂ５版
配付：�一部地域は即日配達
※土・日曜、休日は休刊

年間約3,500頁、総文字数700万字にも達する昭和36年創刊以来の産業財
産権界唯一の情報日刊紙です。
産業財産権を含めた知的財産権の保護・強化が一層進む中、知的財産権の
今後の動向は経営戦略上、一瞬も目が離せません！是非ともこの機会に定
期購読をお薦め致したく、ご案内申し上げます。

特許ニュースとは？

■ 知的財産権の周辺問題、及び技術開発
　注目知的財産判例紹介、AI/IoTなど最新技術の特許解説、海外における
知的財産の現状と実務対策、知的資産経営と知的財産人材の立ち位置、地域
起こしとしての知的財産戦略など、時宜に応じたテーマについて、第一線で
実務に携わる弁護士・弁理士等の専門家が日々執筆しております。
■ 法律・政省令などの行政情報
　国際条約の草案・成文・解説、新設（案）及び改正法（案）、政令、省令、
告示、特許庁の施策動向、特許庁人事異動・職員名簿、各国産業財産権制
度概要一覧（特・実）･（意）･（商）などを掲載しています。
■ 考察・論考・連載・座談会
　経済・産業動向と知的財産権との関係についての考察、論考など、最新
の話題にスポットを当てて各界の方に執筆を依頼しています。

主な内容

企業経営の命運を決する
知財戦略構築のための重要な指針！！

ご希望の方には
見本紙をお送りします。
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月刊誌

▲

電気とガス

　読み易い、わかりやすいをモットーに誌面を刷新し、egトレンド、エ
コー、エッセー等のタイムリーな情報を提供するほか、資料として、電
力・ガス需給実績等を掲載したエネルギー情報誌。

「電気とガス」編集等委員会 編
B５判　年間3,600円　配送料実費

月 刊 誌
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経済産業

▲

□経済産業�������������

2020年度版　電気事業法の解説

経済産業省 編　Ａ５判　3,600円
　本書は、法律、政省令、ガイドライン等の一連の行
政ルールをとりまとめて整理したものであり、特に法
律については、各条文について逐条的に解説を加え
た、実務者必携の内容となっております。�
ISBN�978－4－8065－3054－1　C2032� 210415

産 業 政 策

2021年版　電気事業便覧

経済産業省資源エネルギー庁 編　A５判　1,300円
　電気事業の現状と累年的推移の概要を統計的に集
録。旧一般電気事業者のみならず、新規参入事業者や
卸電力取引所の動向も掲載しました。また、全面自由
化の進捗状況や海外主要国の電気事業の概要も掲載　
ISBN�978－4－8065－3074－9　C3054� 220404
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新産業構造ビジョン
一人ひとりの、世界の課題を解決する日本の未来

経済産業省 編　A５判　2,000円
　2030年代に向けて、第４次産業革命による技術的な
ブレークスルーが次々に起こる新たな時代に、どのよ
うに日本の強みを活かして日本の経済成長に繋げてい
くべきか、そして、そのためには経済社会システムを
どのように変革していくべきか、という道筋を示し
た、我が国の進むべき道の「羅針盤」たるビジョン。
ISBN�978－4－8065－3000－8　C2060� 170807

オープンイノベーション白書　第二版
オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会（JOIC）／国立
研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 編

A４判　3,000円
　本書は、オープンイノベーション活動は何を目的に
取り組むのか、どのような効果を期待するのかに着目
するとともに、新製品の市場化などの具体的な成果を
出しつつある取り組みを整理しました。オープンイノ
ベーションに取り組む際の指針となる一冊。
ISBN�978－4－8065－3017－6　C2060�� 180628

企業価値向上のための実務指針

経済産業省 編　A５判　3,800円
　経済産業省では、コーポレートガバナンスの実務に
関する指針として、「コーポレート・ガバナンス・シ
ステムに関する実務指針」（CGS�ガイドライン）を策
定しました。なお、「CGSガイドライン」には、「経営
人材育成ガイドライン」及び「ダイバーシティ 2.0行
動ガイドライン」が別添されております。
ISBN�978－4－8065－2997－2　C2060�� 180130

経済産業

▲

改訂版　コーポレート・ガバナンス・シス
テムに関する実務指針（CGSガイドライン）

経済産業省 編　A５判　3,800円
　今回の改訂版は、新たに「社長・CEOの後継者計
画の策定・運用の視点」が追加されており、10社の具
体的な取り組み例を掲載し、ガバナンス改革の要、
CEOのサクセッションプランに関する待望の手引書
となっております。社長・CEOら経営陣やコーポレー
トガバナンス担当者必読の内容。
ISBN�978－4－8065－3029－9　C2060�� 191225
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経済産業

▲

コーポレートガバナンスの実践
～企業価値向上に向けたインセンティブと改革～

経済産業省 編　A５判　3,000円
　コーポレート・ガバナンス・コードを踏まえて、各
企業における主体的な検討や取組の参考となるよう内
外のボード・プラクティスを紹介しているほか、取締
役会の上程事項、会社補償等の論点に関する解釈指針
などを紹介。
ISBN�978－4－8065－2964－4　C2060� 160318

原子力安全・保安院政策史

橘川武郎／武田晴人 著　A５判　9,000円
　原子力安全・保安院はどのような施策を講じ、いか
なる役割を果たしてきたのであろうか。本書では、そ
の軌跡の全貌を描いております。今後の原子力安全・
産業保安政策を読み解く上での必読書。　
ISBN�978－4－8065－2969－9　C3333� 160427

ダイバーシティ経営戦略４
～多様な人材の活躍が、企業の成長力に繋がる～

経済産業省 編　A４判　1,800円
　ダイバーシティ経営の先進企業34社のベストプラク
ティスを紹介。「ダイバーシティ経営の基本的な考え
方と進め方」も収録。従来型の人材確保・活用策を変
革することが不可避の今、参考にすべき一冊。
ISBN�978－4－8065－2977－4　C2060� 160826

経済統計の見方
─マンガで見る経済解析室の経済指標入門─

経済産業省 編　A５判　2,500円
　経済産業省「サービス産業（第３次産業）活動指数」
と「鉱工業指数」の利用により何ができるのかを、マ
ンガを用いてわかりやすく解説。また、統計用語の説
明、経済解析室作成経済指標を使った日本産業動向の
グラフや表による紹介、そして、経済解析室指標に他
の指標を組み合わせて作成した「新」指標を紹介。
ISBN�978－4－8065－2998－9　C2060� 170828
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経済産業

▲

イスラーム圏ビジネスの法と実務
イスラムビジネス法研究会／西村あさひ法律事務所 

編著
A５判　3,800円

　イスラームビジネスの理念や実際の制度や法律につ
いてはもちろん、イスラーム金融やイスラームビジネ
スのより広範な制度や経済環境について、法律家、研
究者等の専門家が解説。中東、東南アジア地域等のイ
スラーム圏での企業活動や経済協力の際の必読書。
ISBN�978－4－8065－2937－8　C2060� 　140728

エネルギー基本計画2014

経済産業省 資源エネルギー庁 編　A５判　1,000円
　国民生活や経済活動を支える、中長期的かつ総合的
な政策の基本方針がとりまとめられた震災後初のエネ
ルギー基本計画を、図表も加えて、詳細に解説。
ISBN�978－4－8065－2946－0　C2060� 140904

ファッション業況調査及びクールジャパ
ンのトレンド・セッティングに関する波
及効果・波及経路の分析

経済産業省 編　A５判　1,500円
　本書では、中華圏、東南アジア圏、北米圏、西欧圏
におけるファッションの市場動向や産業構造を調査す
るとともに、各地域の市場に応じた商材を分析し、グ
ローバルマーケットで成功するための資料を多数掲載
しました。
ISBN�978－4－8065－2949－1　C2060� 141216

人工知能と産業・社会
第４次産業革命をどう勝ち抜くか

山際　大志郎  著
四六判　1,500円

　本書は、第４次産業革命と呼ばれている技術革新の
動きに関して、経済産業副大臣を務めた著者が語った
内容です。人工知能の動きを静観するか、産学官が一
体となって、我が国が将来のグローバルな競争を勝ち抜
くか、重要な岐路である今、読むべき一冊です。
ISBN�978－4－8065－2962－0　C2060� 150915
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経済産業

▲

アフリカビジネス

経済産業省貿易経済協力局通商金融・経済協力課 編
A５判　1,800円

　アフリカビジネスの現状について各種データを用い
市場別に分析。また、アフリカでの事業展開のポイン
トを「製品・サービス」、「マーケティング」、「人材」
の３つの観点から整理アフリカでの事業展開を検討し
ている日本企業の方々必読の一冊。
ISBN�978－4－8065－2920－0　C2060� �130527

中東諸国の法律事情とUAEの民法典

田中民之／西村あさひ法律事務所 編著
A５判　3,800円

　中東地域の法律事情を理解する上で必要なシャリー
アの基礎的説明から法律事情、イスラーム金融を全
般的に説明。またUAEの民法の全文和訳と概括的解
説。中東諸国とのビジネスに於いて必要な法律と制度
を的確な解説とともに収録した希有な一冊。
ISBN�978－4－8065－2917－0　C2060� 130625

日本再興戦略

内閣官房日本経済再生総合事務局 編　A５判　2,000円
　安倍政権は、日本経済の再生に向け、①大胆な金融
政策、②機動的な財政政策、③民間投資を喚起する成
長戦略という３つの政策を、「３本の矢」として同時
展開していくこととしています。今後の我が国の成長
への道筋を詳細に描いた一冊。
ISBN�978－4－8065－2928－6　C2060� 130822

産業競争力強化法逐条解説

経済産業省 編　A５判　4,500円
　本法律は、「創業期」「成長期」「成熟期」「停滞期」
といった様々な事業の発展段階に合わせて支援。本書
は、立案担当者が条文の趣旨・解釈を、検討の経緯も
踏まえて解説しており、企業の競争力を強化する支援
措置が詳細に理解できる内容。
ISBN�978－4－8065－2935－4　C2060� 140522
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経済産業

▲

ダイバーシティと女性活躍の推進
グローバル化時代の人材戦略

経済産業省 編 A４判　2,500円
　本書では、女性活躍推進の成功企業事例と企業調査
結果に基づく計量分析結果にもとづき、わが国におい
て女性活躍が求められる背景と意義、女性活躍により
期待される経営効果、そして現状と課題について述べ
ている。
ISBN�978－4－8065－2898－2　C2060� 120622

新中間層獲得戦略
～アジアを中心とした新興国とともに成長する日本～

経済産業省貿易経済協力局通商金融・経済協力課 編
A５判　1,000円

　本書では、新興国で新しく出現する大量の消費者層
を「新中間層」として認識し、日本企業の新たな戦略
領域として位置づけている。日本企業の新興国におけ
るビジネス展開の際の必読書。
ISBN�978－4－8065－2906－4　C2060� 120823

「成熟」と「多様性」を力に
経済社会ビジョン
～価格競争から価値創造経済へ～

伊藤元重監修　経済産業省 編 A４判　3,000円
　「経済成長のビジョン」と「人を活かす社会ビジョン」
の二つの柱から成る今後の経済産業政策の大方針を提
案。我が国の経済や社会をどのように転換させていく
べきか、議論を重ねる際の必読書。�
ISBN�978－4－8065－2904－0　C2060� 121116

國酒等の輸出促進プログラム

内閣官房国家戦略室 編　A５判　1,200円
　本書では、他国料理との相性の良さも認識されてい
る國酒をはじめとした日本産酒類の海外での認知度向
上や輸出促進の取組である、「國酒等の輸出促進プロ
グラム」の内容を中心に紹介するとともに、関連する
資料やデータを掲載。
ISBN�978－4－8065－2913－2　C2060� 130111
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経済産業

▲

令和４年度版
現行輸入制度一覧

経済産業調査会 編　A４変型判　23,000円
　関税定率法別表に準拠して、輸入業務実務家の便宜
のために、「関税番号」「全商品名」「輸入税率」「輸入
割当品目（IQ）又は二号承認等」「統計品目番号」等
を一覧形式に整理・編集。「ワシントン条約」附属書Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲも掲載。
ISBN�978－4－8065－1981－2　C2063� 220912

□通商・貿易������������

（加除式）新輸入注意事項集

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部 監修
A５判　12,381円

　外為法で指定された貨物を輸入する際の手続きに関
する法律・政令・省令・告示・輸入注意事項（通達）
等を体系的に収録。追録（有料）をお申し込み頂くこ
とにより、常に最新の内容の実務書としてご利用頂け
ます。
ISBN�4－8065－2648－7　C2063� 210712

（加除式）輸出注意事項集

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部 監修
A５判　12,621円

　外為法で指定された貨物を輸出する際の手続きに関
する法律・政令・省令・告示・輸出注意事項（通達）
等を体型的に収録。追録（有料）をお申し込み頂くこ
とにより、常に最新の内容の実務書としてご利用頂け
ます。
ISBN�4－8065－2645－2　C2063� 210712
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経済産業

▲

2010年版　家電リサイクル法の解説
－特定家庭用機器再商品化法－

経済産業省商務情報政策局情報通信機器課 編
A５判　2,000円

　使用済みの家電製品の収集・運搬やリサイクルを実
施するための製造業者、自治体、小売業者、消費者等
それぞれの役割を定めた特定家庭用機器再商品化法を
条文毎に詳細に解説。
ISBN�978－4－8065－2849－4　C2060� 100812

令和２年版
日本の大気汚染状況

環境省水・大気環境局 編　A４判　9,000円
　令和元年度における「一般環境大気測定局」及び「自
動車排出ガス測定局」の測定結果並びに「有害大気汚
染物質モニタリング調査結果」を収録するとともに、
その概況を述べたもので、大気汚染物質の現状を把握
するうえでの基礎資料となるものです。（CD－ROM
版添付）
ISBN�978－4－8065－3072－5　C3033� 220201

科学技術イノベーション総合戦略
～新次元日本創造への挑戦～

内閣府 編　A５判　1,800円
　世界最先端のレベルにある日本の研究開発の成果を
科学技術イノベーションにより、実用化・事業化まで
つなげていくため、「科学技術イノベーション総合戦
略」を策定。科学技術イノベーションが取り組むべき
長期ビジョンを詳細に解説した一冊。
ISBN�978－4－8065－2932－3　C2060� �131021

□環境・技術������������
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経済産業

▲

京都議定書目標達成計画の策定
－産業構造審議会環境部会地球環境小委員会とりまとめ－

経済産業省産業技術環境局環境政策課 編　A５判　3,000円
　産業構造審議会並びに総合資源エネルギー調査会に
おいて、地球温暖化問題の解決に向けて、将来のエネ
ルギー需給構造の定量的な見直しや中長期的な戦略の
あり方等について検討した審議内容をとりまとめたも
のです。
ISBN�4－8065－2735－1　C2060� 060224

未来を創るイノベーション
－ここにあった！イノベーション創出の「鍵」！－

経済産業省産業技術環境局 編　A５判　2,500円
　産構審・産業技術分科会がとりまとめたもので、各
主体が何をなすべきかといったイノベーション創出の
鍵（７つのツボと100のコツ）と新たなイノベーショ
ンの方向とするエコイノベーションの推進などについ
て、取組事例を豊富に取り入れて、わかりやすく紹介。
ISBN�978－4－8065－2793－0　C2060� 071022

オープンイノベーション時代の研究開発
パートナーシップ（技術研究組合制度）
～平成21年度改正　技術研究組合法及び産業技術力強化法の解説～

経済産業省産業技術環境局技術振興課 編　A５判　3,600円
　本書は、平成21年度の改正により鉱工業だけではなな
く、幅広い分野の研究で活用できるようになった、技術
研究組合法及び大学等公的研究機関の責務等を規定する
産業技術力強化法について詳細な解説を行っています。
ISBN�978－4－8065－2829－6　C2060� 090910

・資源有効利用促進法の解説� A５判� 3,000円� 経済産業省�編　04
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経済産業

▲

明日の日本を支える元気なモノ作り
中小企業300社　2009

経済産業省中小企業庁 編　A４判　2,400円
　第四回目となる2009年版においては、高度な技術
や、産業活動に大きな影響を与えている中小企業だけ
ではなく、モノ作りを通じて地域経済において重要な
役割を担っている小規模企業も紹介。カラー写真をふ
んだんに掲載した格好の先進モデル事例集。
ISBN�978－4－8065－2831－9　C2060� 090731

中小企業の企業力強化ビジョン
－グローバル競争下における今後の中小企業政策のあり方－

中小企業庁 編　A４判　2,500円
　中小企業の戦略的経営力を構成する様々な側面、す
なわち、金融、技術、人材、海外展開能力など幅広い
論点ごとに解説。中小企業の方々の経営力強化の取組
の一助となるべく提言や各種分析が満載の一冊。
ISBN�978－4－8065－2891－3　C2060� 120522

□中小企業�������������
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経済産業

▲

地方自治体行政情報システム再構築のた
めの最適化マニュアル
～あなたの自治体はこれでIT化は大丈夫～

岡部武尚 監修　岡積正夫 著　A４判　3,000円
　本書は、行政情報システムの再構築に向けて、その
ための最適化必須事項を利用者の視点で整理し、シス
テム構築及び運用方法、調達について抜本的に見直す
ことを目的として、その具体的な方法論をまとめあげ
たものです。
ISBN�978－4－8065－2824－1　C2060� 090408

関西発！経済再生拠点化計画
～関西メガ・リージョン活性化構想～

近畿経済産業局 編　A５判　2,000円
　産学官の有識者からなる「関西メガ・リージョン活
性化構想検討委員会」により関西広域経済圏における
経済再生行動計画が策定されました。本書はこの報告
書と、この委員会に参加した識者からのメッセージが
収載されています。
ISBN�978－4－8065－2830－2　C0060� 090602

北海道ヘルスケアサービス創造
～北海道発モデルによる全国への提言・展開～

経済産業省北海道経済産業局 編　A５判　2,000円
　「地域経営」と「医・農商工連携」の２つの視点から、
今後実現すべきモデルを構想し、その担い手や核とな
る機能、波及効果と新たなヘルスケアサービス創出の
連鎖・拡大、取組手法等について検討・整理。全国で
同様の問題に直面している方々の羅針盤となる一冊。
ISBN�978－4－8065－2941－5　C2060� 140603

□地域経済�������������
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　 現 代 産 業 選 書

現代産業選書

▲

元経済産業省英文校閲者が書いた
ビジネスによく効く英語の本

ジリアン・ヨーク／森下 均 著　A５判　2,200円
　本書第一部では、間違いやすい英語を単にリスト
アップするだけでなく、何故そのような間違いをする
のか、どうしたらもっと自然な英語になるのかを分か
りやすく紹介しました。第二部では、英語でうまくコ
ミューニケーションを行うために、英語と文化につい
て紹介しております。
ISBN�978－4－8065－3011－4　C0082� 180726

中小企業のためのクラウドファンディング入門
～フィンテック時代！新しい資金調達で飛躍する～

丸山隆平 著　A５判　1,600円
　インターネットを活用して不特定多数の人から資金
調達する「クラウドファンディング」について、経
済・産業ジャーナリストとして日本のIT業界、ベン
チャービジネスなどを40年以上取材してきた筆者が独
自の視点で詳細かつわかりやすく解説。
ISBN�978－4－8065－3024－4　C0033� 181018

世界標準のビジネス交渉
ウイリアム・W・ベイバー /

チャヴィ・C ｰ Y・フレッチャー・チェン 著
東川達三 監訳　江口聖子 翻訳　Ａ５判　3,000円

　世界に通用するビジネス交渉技術を習得するにはど
うすればよいのか？本書は、このシンプルな疑問を抱
える日本のビジネスパーソンのために出版されまし
た。104の設問、40の交渉ケースでビジネス交渉に必
要な技術が学べる内容です。
ISBN�978－4－8065－3073－2　C2034� 220328
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現代産業選書

▲

裾野を広げるエンジニアリング産業
─システムズエンジニアリングで産業の未来を拓く─

竹川勝夫 著　四六判　1,200円
　サービス産業として分類されるエンジニアリング産
業の特質と、産業界における役割を紹介。経済社会の
隘路を転換する特性を持つシステムズエンジニアリン
グおよびエンジニアリング産業の理解を深め、それを
取込むことにより取引先高度化を素早く進める業務に
参入し、産業発展に意欲的に挑戦するための書。
ISBN�978－4－8065－2999－6　C2060� 170904

複素数思考とは何か
－関係性の価値の時代へ－

佐藤典司 著　四六判　1,800円
　デザインの価値をもう一段掘り下げ、情報の価値に
ついての研究している著者が、情報の価値の本質につ
いて語った一冊。デザインやブランドのマネジメント
に携わる方の必読書。
ISBN�978－4－8065－2970－5　C2034� 160415

改訂２版「無形の強み」の活かし方
中森孝文 著　四六判　1,800円

　企業には、何かしらの「強み」が存在します。しか
し自社の強みを社長や社員が気づいていない場合も多
くみられます。この「見えない強み」を見えるように
整理して分析することにより、企業は多様な経営戦略
を検討することができます。本書はこの「見えない強
み」である「知的資産」を理解し活用するためのバイ
ブル的一冊です。
ISBN�978－4－8065－2959－0　C2034� 150819

不合理を活かすマネジメント
人まねの呪縛から逃れるために

中森孝文 著　四六判　4,000円
　本書は、長期の間、企業経営に携わる経営者の意識
調査、企業の複数年の財務データを分析し、不合理な
経営判断と企業業績との関係性を明らかにしていま
す。また、複数の「不合理を活かしている」経営者と
の対談により、不合理な経営判断の神髄に迫っていま
す。�
ISBN�978－4－8065－3006－0　C3034� 171117
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ストレスなしでビジネスで成功する！
―技術者が経営者となり、そして成功を収めるための行動原理―

カール・ノムラ 原著　香山晋 訳　A５判　1,200円
　本書のページをめくると、ハネウェル社の上級副社
長であったカール・ノムラ博士が、いかにしてストレ
スを回避し、そして同時に、いかにして成功を成し遂
げるかを、一歩一歩丁寧に導く「ノムラの原理」がま
とめられている。あなたの企業目標に出会える一冊。
ISBN�978－4－8065－2911－8　C2034� 130208

一隅を照らす経営を貫いた
旭化成会長・日商会頭　山口信夫

大野誠治  著　四六判　1,000円
　旭化成の歴史を振り返るとき、欠かすことのできな
い三名の経営トップがいる。本書は、その一人である
「山口信夫」の人生が描かれている。生きた経済史で
あるとともに人生の指南書となる一冊。
ISBN�978－4－8065－2919－4　C2023� 130527

現代産業選書

▲

「電通」成長神話の秘密
～ある電通マンの追想～

信田和宏 著　四六判　1,800円
　電通とは、何なのでしょうか？電通は謎をたくさん
持った不思議な会社であり、そこに電通成長の魅力と
パワーが隠されております。本書は、「電通」を深く
知ることができるだけではなく、あらゆるビジネスの
ヒントとそして仕事の楽しさが詰まった一冊。
ISBN�978－4－8065－2923－1　C2034� 130718

常識から法律常識へ
日本法の基層からのもう一つの法律入門

影山光太郎 著　A５判　3,200円
　本書は、日常の常識から法規範が生じ、法規範及びこ
れに基づく法的処理の解釈・運用のベースに常識がある
ことを背景の縦糸とし、近代市民法の理念、ヨーロッパ
大陸法と英米法の考え方、並びに法制度・法の適用にお
けるそれらの表れを直接的な横糸として描かれており、
我が国の法の常識の体系化を目指した一冊です。
ISBN�978－4－8065－2956－9　C2060� 150703
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モノから情報へ
―価値大転換社会の到来―

佐藤典司 著　四六判　2,500円
　自らの企業や自らの生き方について正しくとらえた
人々だけが、未来に先んじることができる者となるこ
とだろう。モノの価値社会から情報の価値社会へとい
う、価値大転換の原理原則を理解できる一冊。
ISBN�978－4－8065－2903－3　C2034� 120820

モバイルバリューの社会システム

企画:NTTドコモ　モバイル研究所
編著：杉浦宣彦／遊橋裕泰／宮脇啓透　A５判　2,600円
　電子マネー、企業ポイント、仮想通貨等「モバイル
バリュー社会」がどのような現状のもとにあるのか、
また、その将来はどのような方向へと向かっていくの
かを検討、研究した一冊。
ISBN�978－4－8065－2863－0　C�2060� 110325

現代産業選書

▲

日本語は面白い

川﨑正道 著　四六判　1,600円
　「知っているようで知らない日本語。日本語を知る
と日本がみえる。世界がみえる。日本語を探求して新
しい発見をしてみませんか。」をうたい文句に、日本
語の魅力を綴ったエッセイ。
ISBN�978－4－8065－2841－8　C�0095� 100308

・「情報消費社会」のビジネス戦略� 四六判� 2,000円� 佐藤典司�著　07
・新・起業学入門　� 四六判� 1,619円� 高橋徳行�著　07
・イノベーションの軸� 四六判� 1,800円� 前野拓道�著　06
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□企業法務シリーズ���������

現代産業選書

▲

ベンチャー法務の教科書
～ここだけは押さえておきたい77ポイント～

弁護士法人飛翔法律事務所 編　Ａ５判　3,000円
　本書は、20年以上にわたる、著者の実務経験を基
に、ベンチャー企業設立からイグジット戦略まで、
リーガルリスクの実態とその回避策を平易に解説し、
ベンチャー法務の実務的エッセンスが体得できる内容
となっております。
ISBN�978－4－8065－3057－2　C2030�� 201030

改訂２版　企業の素顔が見えてくる
正しい財務諸表と会計基準

濵田　善彦 著　Ａ５判　3,200円
　本書では、最新の会計基準がどのようになっている
のかはもちろんこと、なぜ会計基準がそのような定め
になっているのかまでをわかりやすく解説しており、
本書を一読することで、会計基準の根本的な理解が可
能となります。
ISBN�978－4－8065－3080－0　C2034� 220803

改訂３版　ビジネス契約書式170例

弁護士法人 飛翔法律事務所 編　Ａ５判　6,000円
　巻末のCD-ROMに、全てのWord形式の書式データ
が入っており、そのまま修正、改変して契約書面とす
ることができ、本書を活用することで契約書作成業務
の効率が飛躍的にアップできます。
ISBN�978－4－8065－3076－3　C2060� 220513
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改訂３版　
実践　契約書チェックマニュアル

弁護士法人　飛翔法律事務所 編　A５判　3,600円
　本書は、紛争予防の基礎となる契約書を充実させる
ためにひな形利用の手軽さと、専門家によるリーガル
チェックの両方の効果を得られるようにチェックマ
ニュアル形式としており、自社で契約書を作成する時
も、相手方の契約書のチェックにも使える、実務者の
必携書です。
ISBN�978－4－8065－3049－7　C2030� 191129

現代産業選書

▲

就業規則の整備・見直し・運用
チェックポイント

大西隆司／庄司茂／三田村勇人／吉見俊介 著
　A５判　2,500円

　人事労務問題に取り組む社会保険労務士と弁護士が執
筆にあたった就業規則の規定と運用のポイントを示した
書籍です。必要不可欠と思われる就業規則の各条項を項
目として挙げ、それぞれ検討すべき条項例を示した後、
その修正例を通じてポイントを理解してもらう構成。
ISBN�978－4－8065－3033－6　C2034� 181213

民法改正を踏まえたQ&A契約法
関西学院法曹弦月会　民法研究会 編

　A５判　3,000円
　今般の民法改正については多くの解説書が出版され
ておりますが、類書と異なる本書の特色は、理論と実
務の架橋という観点が通底しており、実務家の観点か
らした改正点について解説がなされていることです。
また、単に改正点だけでなく当該制度についての概説
が最初になされていること等も本書の特色です。
ISBN�978－4－8065－3037－4　C2032� 190308

学校トラブル法的対応Q&A
学校における法律問題と適切な対応策

弁護士法人　飛翔法律事務所 編　A５判　2,500円
　学校内の問題、ハラスメント、保護者や近隣との関
係、教職員の雇用、法令、産学連携まで幅広く網羅。
学校法務に精通した弁護士にが事例を交え、Ｑ＆Ａ形
式でわかりやすく解説。現場でトラブル対応に当たる
学校関係者の方々はもちろんのこと学生や保護者の
方々も参考になる一冊。
ISBN�978－4－8065－3038－1　C2032� 190308
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▲

プロフェッショナルを目指す人の税務判例入門

中村和洋／荒木誠／高田修平 著　A５判　2,800円
　本書では、税務訴訟における原告・被告の両面を熟
知した著者らが、税法のポイントをわかりやすく解説
しております。税の問題が生じた場合にプロとしての
判断や助言に活かせるよう、多くの税務に関する判例
の中から特に重要と思われるものや、興味深く実務に
役立つものを取り上げました。
ISBN�978－4－8065－3012－1　C2032� 180118

改訂２版
キャンパスハラスメント対策ハンドブック

弁護士法人　飛翔法律事務所 編　四六判　1,700円
　初版の、セクハラ、パワハラ、アカハラに加え、
ＳＮＳの利用増、LGBT認知度の向上、留学生の増加
等、近時の状況を踏まえ、最新の視点でキャンパスハ
ラスメント問題を解決に導くためのポイントがまとめ
られています。
ISBN�978－4－8065－3014－5　C3036� 180312

ゴールから見る！成功する株主総会のつくり方
大西隆司／三島徹也／濵田善彦／北村清孝 著

A５判　2,700円
　本書は、上場企業に限らず、すべての会社に対応出
来る形でなるべくコンパクトに解説し、複雑な株主総会
の準備・運営の羅針盤となる書籍です。株主総会の「決
議事項」に的を絞り、決議事項ごとのポイント、決議要
件、想定される審議過程、会計上の事項等について弁護
士、研究者、公認会計士、司法書士が分担執筆。
ISBN�978－4－8065－3015－2　C3032� 180319

公正価値評価（適正価値）たる時価中心
社会における会計＆税務と経済・法務

名古屋保行 著　A５判　2,400円
　株式の価格の「時価の定義」を企業価値に統一し、
その他の資産の価格を税法等個別に表現されていた時
価を「時価とみなす額」なる法律用語とする等、時価
のスタンスを認識させ、真に異論のない時価の概念を
統一する目的を検証。特にキャッシュ・フロー（DCF
法）による資産の評価方法の検証。
ISBN�978－4－8065－3027－5　C2034� 181213
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企業の価値を向上させる
実効的な内部通報制度

山口利昭 著　A５判　2,500円
　本書では、最近の内部通報・内部告発の実態に加
え、不祥事を早期に発見し対応できる仕組み作りにつ
いて解説されています。また、内部通報ではなく社外
への不正事実の情報提供（内部告発）された場合に対
して、企業が取るべき適切な対応についても言及され
ています。
ISBN�978－4－8065－3009－1　C2034� 171117

弁護士･社労士が答える社長のための労働相談 

大西隆司／山中晶子  著　A５判　2,300円
　弁護士の視点では過去の裁判例を中心とした問題点
と解決の方向性、社労士の視点では就業規則等の規定
例を中心に法律にのっとった制度設計を労働実務に携
わる専門家が執筆。起こりうる個別の紛争解決と紛争
予防のポイントが理解できる一冊。
ISBN�978－4－8065－2966－8　C2060� 151211

現代産業選書

▲

事業承継にも使える！中堅・中小企業のための
M&Aコンパクトバイブル

弁護士法人　飛翔法律事務所 編　A５判　2,400円
　幅広いＭ＆Ａ実務経験のある法律事務所が、基礎的
な点から実務的な注意点をわかりやすく解説し、想定
されるリスクを回避する方法をアドバイス。短時間で
Ｍ＆Ａの全体像を掴み、その進め方を具体的に理解で
きる内容。
ISBN�978－4－8065－2971－2　C2030� 160301

事例に学ぶ企業と従業員の犯罪
予防・対応チェックポイント
中村和洋／大西隆司／佐々木和弘 共著　A５判　2,700円
　経済犯罪捜査･公判に携わった元検事や企業法務専
門家として刑事弁護に関わった弁護士が分担執筆。事
例論点をチェックポイント毎に整理し、従業員への処
分のあり方や、刑事処分の内容について解説。従業員
管理やビジネスの具体的場面を想定した事例と回答に
より、犯罪予防とその対応への理解が深まる。
ISBN�978－4－8065－2988－0　C2032� 161215
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▲

内部告発・内部通報
－その「光」と「影」－

山口利昭 著　A５判　2,000円
　内部告発への対処、内部通報制度の整備・運用方法
について、「どうすれば役職員が安心して内部通報制
度を利用できるのか」という企業側からはもちろん、
企業の従業員の視点からも書かれています。内部通報
制度、内部告発の実務上の課題を解決するための必読
書。
ISBN�978－4－8065－2857－9　C2060� 100726

内部統制の本質と法的責任
～内部統制新時代における役員の責務～

コンプライアンス研究会 編著　木村圭二郎 監修
A５判　3,200円

　管理会計等の分野を中心として構築されてきた従来
の「内部統制システム」の概念と、近時実定法上の制
度として議論されている「内部統制システム」の差異
を分析し、新しい「内部統制」の概念とその本質を明
確にしたうえで、企業の組織のあり方を提言。
ISBN�978－4－8065－2823－4　C3032� 090408

中国ビジネス 技術・ブランドの活かし方
～事業企画・知財・法務・税務のノウハウ～

谷口由記／小倉啓七／中尾 優／佐和 周 共著　A５判　2,600円
　中国の在外公館で現地の経済諸問題の対応に当たっ
た経験のある専門家が糾合し、最も多くの日本企業が
事業展開を行う中国を舞台として、国際事業上の問題
を�〝知財〟を核にしながら事業企画や税務のノウハウ
についても整理、紹介。
ISBN�978－4－8065－�2889－0　C2030� 120202

弁護士が選ぶ
実践！人事労務管理の108ポイント

弁護士法人　飛翔法律事務所 編 A５判　2,800円
　人事労務管理を新たに構築する場合はもちろん、既
存の管理体制を見直す場合も役立つ。弁護士だから書
けた裁判までをも見据えた人事労務管理の108ポイン
トを収載。本書一冊で人事労務に関するポイントを一
覧することができる。
ISBN�978－4－8065－2902－6　C2060� 120622
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□知的財産実務シリーズ�������
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▲

改訂10版　化学・バイオ特許の出願戦略

細田　芳德 著　Ａ５判　6,500円
　本書は、化学・バイオ分野の発明の特許出願から、
中間処理、権利行使までを見据えて、出願時にどのよ
うな戦略を立てて明細書を作成すべきか、という点を
核にしたものであります。
ISBN�978－4－8065－3079－4　C2030� 220704

令和４年版　各国産業財産権制度概要一覧

各国・地域制度調査委員会 監修　Ｂ５判　3,000円
　本書は、各国又は地域の産業財産権に関する制度に
ついて調査を行い、その概要等を一覧表にして見易く
紹介しています。知財実務家の座右の書としてご活用
下さい。
ISBN�978－4－8065－3077－0　C2030� 220711

改訂版
侵害予防調査と無効資料調査のノウハウ
～特許調査のセオリー～

角渕由英 著　Ａ５判　3,000円
　本書は、弁理士業務に加え、知財に関する調査も多
く扱っている筆者の経験を踏まえ、検索テクニックに
留まることなく、特許調査の基本となるセオリーを中
心とし、侵害予防調査と無効資料調査のノウハウ・考
え方に的を絞った内容です。
ISBN�978－4－8065－3078－7　C2030� 220617
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世界の知的財産権

大樹七海 著　正林真之／大熊雄治 監修
Ａ５判　5,400円

　本書は、主要各国・地域の知的財産権制度に関する
諸制度に関し、法務全般に渡る重要事項を網羅的に取
り上げております。さらに、各国の背景や経緯から各
制度の解説を試みた包括的一冊です。
ISBN�978－4－8065－3069－5　C2030� 211203

論点別　特許裁判例事典　第三版
迅速な調査と活用のために

高石秀樹 著　Ａ５判　7,200円
　本書は、論点毎に出願人有利な事例と不利な事例を
整理し、各裁判例に実務上の重要度を付し、判旨の抜
粋中の重要箇所を赤字で示すとともに判旨の要点を付
記しております。依頼者に有利な裁判例を迅速に発見
する事や裁判所の判断の見通しを得るためにご活用く
ださい。
ISBN�978－4v8065v3070－1　C2030� 220106

特許協力条約概説

佐々木眞人 著　Ａ５判　4,500円
　本書は、研究者としての知見と実務家として培って
きた経験を踏まえて、複雑な特許協力条約を体系的に
とりまとめた一冊です。
ISBN�978－4－8065－3075－6　C2030� 220414

改訂版　知財関連補助金業務の知識と実務
―補助金・助成金を活かした知財経営―

林　哲広 著　Ａ５判　2,500円
　本書は、研究者としての知見と実務家として培って
きた経験を踏まえて、複雑な特許協力条約を体系的に
とりまとめた一冊です。
ISBN�978－4－8065－3071－8　C2030� 220121

現代産業選書

▲
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数値限定発明に特有の留意点の解説
～明細書作成時から特許訴訟時まで～

野中啓孝 著　Ａ５判　2,200円
　本書は、筆者の元エンジニアであるキャリアや経験
を踏まえて、企業の知財部で他社の数値限定発明特許
の対策に苦慮されている方を主なターゲットとして、
数値限定発明に特有の留意点を多くの裁判例を踏まえ
て解説したものであります。
ISBN�978－4－8065－3063－3　C2030�� 210405

現代産業選書

▲

改訂６版　解説 特許法

江口裕之 著　Ａ５判　6,800円
　本書は、理科系の方を含め特許の実務家を目指す方
が容易に特許法の内容及び実務上の重要点を理解で
き、さらに、弁理士受験生が弁理士本試験レベルの知
識を十分に習得できる内容となっております。
ISBN�978－4－8065－3067－1　C2030� 210630

改訂版　攻めの農林水産業のための知財戦略
～食の日本ブランドの確立に向けて～
農水知財基本テキスト
農水知財基本テキスト編集委員会 編　Ａ５判　5,200円
　所管が多くの省庁に分かれるため農水知財関係の法
律を網羅した、まとまったテキストが存在しないこと
から、本書では、関係各省庁が農水知財にスポットラ
イトを当てて知財法制を横断的に解説した斬新な内容
となっております。
ISBN�978－4－8065－3068－8　C2030�� 210913

技術と発明と特許のあいだ
―実務に役立つ技術論の体系的考え―

影山光太郎 著　Ａ５判　3,500円
　本書は、｢技術をいかに社会に生かすか｣ という視
点を基に、科学→技術→発明→特許→産業･社会とい
う技術の進展の中で、それぞれの差異を分析し、その
機能を解明しようとするものであります。
ISBN�978－4－8065－3066－4　C2030� 210608
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外国意匠登録出願の実務

吉田親司 著　A５判　5,500円
　著者の特許庁在職中及びその後の弁理士活動を通じ
た豊富な実務経験に基づき、30か所以上の国と地域の
意匠登録出願の実務を詳細に解説。諸外国における意
匠権取得の際の必読書。
ISBN�978－4－8065－3053－4　C2030� 200612

令和元年改正意匠法の解説および新たに保護
される意匠の実践的活用テクニックの紹介

加島広基／押谷昌宗 著　Ａ５判　2,800円
　本書の特徴としては、意匠法の条文の改正のみなら
ず、今回の法改正後の意匠登録出願の審査において気
を付けなければいけないことを詳述していることで
す。また、各章において事業に役立つ実践的テクニッ
クも紹介しております。
ISBN�978－4－8065－3056－5　C2030�� 201027

米国特許実務　オフィスアクションへの対応
～判例、審決、および、改訂版MPEPを踏まえて～

山下弘綱 著　Ａ５判　4,200円
　判例、審決、および、大幅に改訂されたMPEP（審
査基準）を踏まえたオフィスアクションへの対応を著
者の長年の経験を踏まえて説明しております。判例と
実務を組み合わせた米国特許実務者必読の内容です。
ISBN�978－4－8065－3062－6　C2030�� 210405

裁判例に学ぶ特許権取得戦術

山内康伸/山内伸 著　Ａ５判　4,500円
　特許要件や特許取得手続について習熟するには、幾
多の裁判例に蓄積された経験知を利用することが効果
的です。本書では、多数の裁判例を通じて、特許権取
得に関する深い知見が得られる内容になっております。�
ISBN�978－4－8065－3060－2　C2030� 210203

現代産業選書

▲



29

物体系と物質系の特許発明と技術
―発明の解明とし方のための外観･性質からの分類―

影山光太郎 著　A５判　3,500円
　本書では、物体系、物質系の分類、また、これを構
成するエッセンスである ｢物体の組み合わせ、形状、
構造、物質の物理的性質、化学的性質、物性の変化｣
の6つの要因を基礎として、技術・発明・特許を分析
しております。技術と法律のかけ橋となる一冊です。
ISBN�978－4－8065－3050－3　C2030� 200116

FDAの薬事規制と医薬品特許権侵害訴訟
～米国創薬ガイド～

ヨーク M.フォークナー /中村小裕 著　A５判　4,000円
　本書は、米国における医薬品承認手続と医薬品特許
権侵害訴訟制度を詳述し、関連する判例法及びFDA
規則を多数、詳細に紹介した画期的一冊です。情報源
の少ない近年研究開発が著しいバイオ医薬品について
も解説しており、製薬産業の世界最大市場である米国
開拓の際の必読書です。
ISBN�978－4－8065－3048－0　C2030� 191125

改訂９版　特許明細書の書き方
より強い特許権の取得と活用のために

伊東忠彦/伊東忠重  監修　伊東国際特許事務所 編
A５判　4,500円

　本改訂版は、AI・IoT関連発明のセクション追加や
判決例の見直しを図る等、移り変わりの激しい特許の
世界に対応しております。また、「特許明細書作成」
がパート別に詳細にわかりやすく解説されており、実
務の指針として活用いただける内容になっております。
ISBN�978－4－8065－3046－6　C3032� 191213

論点別 意匠裁判例事典
迅速な調査と活用のために

高石秀樹 著　吉田和彦 監修　A５判　3,800円
　本書は、論点毎に裁判例を整理し、出願人（意匠権
者）に有利・不利な裁判例を迅速に導き、裁判所の判
断を事前に予測する画期的な内容となっております。
初学者から実務家まで座右の書として備えておくべき
一冊です。
ISBN�978－4－8065－3052－7　C2030� 200228

現代産業選書

▲
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▲

元韓国特許庁審査官が教える
韓国特許実務の応用

鄭　斗漢 著　A5判　2,200円
　本書は、筆者の韓国特許庁の審査官としての長い間
の審査経験や特許事務所で国内及び外内案件を担当し
ながら得た経験に基づいて、知財担当者が韓国特許実
務をより理解し、韓国での対応が順調に進められるよ
うに著されております。
ISBN�978－4－8065－3045－9　C2030� 191011

知財活用の局面・目的に応じた
知的財産価値評価の実務

大津洋夫 著　A５判　7,000円
　経営戦略立案、ライセンス契約、知財紛争対応、
M&Aなど様々な局面を考慮した知的財産価値評価の
実務を解説。評価実務全般を網羅した決定版的一冊で
す。
ISBN�978－4－8065－3041－1　C2030� 190723

改訂版　特許権・進歩性判断基準の体系
と判例理論

永野周志 著　A５判　4,800円
　本書には、特許実務者の永遠の課題である進歩性の
判断基準を裁判例から分析した結論が書かれており、
発明に特許権が成立するかどうかの予測・判断の際の
必読書となっております。特許実務家や技術者等の手
引き書。
ISBN�978－4－8065－3042－8　C2030� 190708

米国連邦商標出願ガイドライン

井手久美子 著　A５判　3,000円
　米国における商標法の考え方、出願についてのよく
ある質問、オフィスアクションを受けた際の可能な対
応、登録後に取るべき措置等についてわかりやすく解
説。日本企業が商標の問題に直面することなく米国に
進出するための必読書。
ISBN�978－4－8065－3031－2　C2030� 190912
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▲

AI ／ IoT特許入門2.0
～ AI ／ IoT発明の発掘と権利化の勘所～

河野英仁 著　A５判　4,800円
　本書では、最新のAI技術、AI/IoT特許事例・ビジ
ネス事例をふんだんに追加すると共に、後半は実務家
向けにクレームの記載の仕方、審査対応、判例、及び
各国特許庁の最新の審査基準を記載しております。AI
の専門知識を有しない特許実務者でも本書は読みやす
く、弁理士の方々や企業経営者にとっても必読の一冊。
ISBN�978－4－8065－3043－5　C2030� 190620

改訂４版　条解　弁理士法
－平成26年・30年改正法対応－

特許庁総務部総務課制度審議室 編著
　A５判　5,000円

　本書は、法案作成者によって執筆された、わが国で
最も詳細な弁理士法の逐条解説書であり、また弁理士
法改正の経緯も解説されており、全ての弁理士必携の
書であります。
ISBN�978－4－8065－3036－7　C2032� 190514

米国特許クレーム例集
―現場で得たノウハウを例を用いて解説―

山下弘綱 著　A５判　3,500円
　米国での特許実務を理解するのは容易なことでな
く、特に日本人が苦労するのはクレームです。本書の
著者は、長い間米国特許の実務に直接携わり、クレー
ムの書き方や米国でのクレームを書く際の留意すべき
点も熟知しており、著者のこれまでの豊富な経験を生
かし多観点から説明。
ISBN�978－4－8065－3034－3　C2030� 190227

増補版　知財英語通信文必携

筒井　知 著　A５判　4,000円
　本書は、知財英語通信文上達のためのtips（秘訣、
ノウハウ）や日本人が迷いやすいポイントを中心に記
載した文法の解説、そして実務に沿った豊富な例文集
から構成される実践的一冊です。英作文の初心者から
ベテランまで、幅広い方々の実務の座右の書として活
用いただける内容。
ISBN�978－4－8065－3040－4　C2030� 190426
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▲

発明の容易想到性、進歩性の判断基準
－事例研究－

特許業務法人　深見特許事務所 編　A５判　5,900円
　特許庁の進歩性に関する審査基準と、裁判所の進歩
性・容易想到性に関する判決を十分に理解し、その理
解を前提に特許実務に反映することは極めて重要なこ
とから、規範的要件としての進歩性・容易想到性につ
いて深く研究し、その成果を取りまとめました。
ISBN�978－4－8065－3035－0　C2030� 190131

特許はいかにして発明されたか

特許業務法人　深見特許事務所 編　A５判　4,500円
　本書は、発明と特許について、歴史からみた全体像
と具体的な出願から権利までのプロセス、そして権利
の内容またその権利を生み出すために活躍する専門家
としての弁理士とその組織である特許事務所の業務等
について分かり易い形で取りまとめた内容。
�ISBN�978－4－8065－3030－5　C2034� 181127

改訂版　商標登録制度の解説と意見書27例

眞島宏明 著　A５判　3,800円
　意見書の作成にあたっては、その都度相当の時間と
労力を割くことになります。そんな商標の意見書とは
如何なるものか？それを知るには、その具体例を見る
のが最も早くて効果的であります。本書はその材料を
提供しようというものであります。
ISBN�978－4－8065－3028－2　C2030� 181127

日本における意匠権の取得と侵害に関する実務解説
日本語・英語の二段表記

倉内義朗 著　A５判　2,000円
　本書は、単純なる辞典ではなく、意匠権の取得手続
と侵害訴訟の流れにそって基本となる文書を対訳で紹
介した内容であります。意匠登録出願の国際化に対応
するため、日本文と英文とを二段で表記した稀有な
書。意匠の実務を俯瞰して、平易にコンパクトに解説
した一冊です。
ISBN�978－4－8065－3023－7　C2030� 180709
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▲

Ｑ＆Ａ特許法

大阪弁護士会知的財産委員会出版プロジェクトチーム 編
　A５判　3,000円

　「知財ぷりずむ」誌において掲載しておりました特
許法に関する連載記事を、法令の改正等の時代の変化
に応じて書き改めて、Q&A方式でわかりやすく解説。
ISBN�978－4－8065－3021－3　C2030� 180709

統一的に考える進歩性とクレーム解釈

影山光太郎 著　A５判　3,000円
　本書では、発明についての見解とそれから導かれる
発明の分析手法に基づいて、進歩性判断、特許請求の
範囲(クレーム)の解釈等について、より合理的な解明
を目指しております。
ISBN�978－4－8065－3008－4　C2030� 171117

事例に見る特許異議申立ての実務

千葉成就 著　A５判　5,000円
　本書は、特許庁において、特許異議申立ての運用策
定に参画するとともに、実際の異議事件の審理を多数
経験した筆者が、弁理士としての視点をも踏まえ、制
度、運用を、事例に基づき解説したものであります。�
ISBN�978－4－8065－3005－3　C2030� 171019

ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準および
ノウハウ管理法

高橋政治 著　A５判　3,200円
　本書では技術的な営業秘密をノウハウとして秘匿化
するか、特許出願するかの選択基準について解説して
おります。また、その選択を適切に行うための社内体
制を構築する方法について解説しております。さら
に、ノウハウが漏洩した場合の救済措置（不正競争防
止法）や先使用権についても解説しております。
ISBN�978－4－8065－3003－9　C2030� 171011



34

現代産業選書

▲

FinTech特許入門
─FinTech・ブロックチェーン技術で特許を武装せよ─

河野英仁 著　A５判　2,200円
　FinTechアイデアの何が特許となるのか、どうすれば
特許として日本及び諸外国で保護されるかに焦点をあ
てる。FinTech分野における代表的特許の紹介ととも
に、金融業界の開発担当者が理解しやすいよう、特許
取得までのプロセス、陥りやすいミス、米国スタート
アップが実践している戦略分析手法をとりまとめる。
ISBN�978－4－8065－3001－5　C2030� 170907

意匠の理論

吉田親司 著　A５判　5,500円
　元特許庁審査長・審判長として、長年、意匠実務に
携わってきた著者による判例趣旨から意匠登録制度を
学ぶ最良の書。約50年間になされた多数の判決に係る
本願意匠と引用意匠、本件意匠と被告意匠を掲載。企
業知的財産部において意匠に携わる方や弁理士にとっ
て必読の内容。
ISBN�978－4－8065－2993－4　C2030� 170626

米国特許出願書類作成および侵害防止戦略
ベンジャミン J.ハウプトマン／キエン T.リー 著

　A５判　4,000円
　本書は、主に米国外で生活し就労しつつ、米国に出
願される予定の特許出願書類の作成および特許出願品
質管理を担当する特許技術者および特許管理者のため
に書かれた書籍の日本語版である。完全な理解を促す
学習の手引きを提供するとともに、発明者による発明
開示書に基づき、具体例を用いて米国特許実務を解説。
ISBN�978－4－8065－2994－1　C2030� 170904

新欧州特許出願実務ガイド

酒井国際特許事務所 編　A５判　5,000円
　外国特許実務に特化したテキスト。「基礎編」では、
欧州特許全体像や沿革を俯瞰し、EU特許パッケージ
等の最新状況にも言及。「理論編」では、新規性、進
歩性、単一性などの理論的側面にフォーカスした解説
を記載。「実務編」では、特許出願から、サーチ・審
査、許可通知といった一連の権利化手続を詳説する。
ISBN�978－4－8065－2991－0　C2030� 170509
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▲

商標判例読解

ユアサハラ法律特許事務所 編　A５判　6,000円
　本書は、ユアサハラ法律特許事務所の中堅・若手弁
護士及び弁理士を中心に組織した商標判例研究会の成
果である「商標判例読解」の特許ニュース連載が40回
を超えることを機に、これまでの42回分の掲載記事を
見直しアップデートするとともに、体系順に並べ替え
書籍として発行するもの。
ISBN�978－4－8065－2984－2　C2030� 161111

中国知財実務

洗　理恵 著　A５判　5,000円
　日中の共通部分を確認しつつ、我が国の制度と比較
して異なる部分を重点的に紹介。発明専利権利取得に
ついては、著者の約20年の実務経験で蓄積した情報に
基づいたものを盛り込む。第Ⅱ部では、第Ⅰ部の各講
に密接に関係する中国知的財産関連の法律、法規及び
司法解釈、司法文書の精緻な日本語翻訳文を掲載。
ISBN�978－4－8065－2986－6　C2030� 161215

Q&A商標・意匠・不正競争防止法

大阪弁護士会　知的財産委員会出版プロジェクトチーム 編
A５判　2,600円

　「知財ぷりずむ」誌への連載記事を法令の改正等の
時代の変化に応じて書き改めて、まとめたもの。「商
標・意匠・不正競争防止法」の分野から実務上重要な
テーマをQ&A方式で解説。
ISBN�978－4－8065－2985－9　C2030� 160900

日本における特許権の取得と侵害に関する実務解説
日本語・英語・中国語の三段表記

倉内義朗 著　A５判　3,500円
　実務解説文と、実務用語　用例等は、日本語、英
語、中国語で三段に表記し、単純な辞典ではなく、特
許の取得手続と侵害訴訟の流れにそって基本となる文
書を対訳。これ一冊で基礎となる語彙力を増やすこと
ができる内容。
ISBN�978－4－8065－2979－8　C2030� 160630
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▲

企業経営に資する知的財産
― 技術力、知財力、人間力で創造する―

石田正泰／石井康之 著　A５判　3,500円
　企業経営に資する知的財産のポイントは、「技術
力」、「知財力」、「人間力」であり、本書は、このよう
な認識のもとに編集。知財実務家はもちろん、経営者
や管理者の方にも必読の内容。
ISBN�978－4－8065－2976－7　C2030� 160621

企業秘密事件　判決の総括

青山紘一 著　A５判　9,000円
　企業・事業者とともに、取引相手先、従業者、転退
職者等における営業秘密・企業秘密への適正な対応の
重要性にかんがみ、これまでの「企業秘密」事件（民
事・刑事）300件超の判決を一挙収録・解説。
ISBN�978－4－8065－2975－0　C2030� 160427

日米欧中対応
PCT明細書作成のキーポイント
―法令・審査基準・裁判例等から見た最適明細書の検討―

佃　誠玄 著　A５判　3,200円
　PCT条約および規則、各国の法令・審査基準・裁
判例等を踏まえつつ、単一の明細書で各国での審査・
訴訟に適切に対応できるように、明細書が備えるべき
共通条件を抽出し、実務上の指針となるべき内容。
ISBN�978－4－8065－2973－6　C2030� 160613

商標〈一問一答〉世界の不使用取消制度
～アジア・オセアニア編～

特許業務法人Ｒ＆Ｃ 編　A５判　2,400円
　アジア・オセアニア39カ国をカバー。商標権を取得
又は紛争解決の際に不使用取消審判の請求を検討され
る際の一助になる一冊。
ISBN�978－4－8065－2972－9　C2030� 160314
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▲

知的財産法判例教室グローバル版
米欧中韓

正林真之 監修　A５判　3,000円
　実務者や弁理士試験受験者の必読書である「知的財
産法判例教室」のグローバル版。忙しい実務者や知財
学習者が、海外の主要判例を短時間でフォローする際
の最適書。
ISBN�978－4－8065－2965－1　C2030� 160203

中国商標法と実務
第三次改正対応〈詳細版〉

馬 彦華 著　A５判　7,000円
　中国商標制度の全般から具体的な実務の方法まで紹
介。また、旧法との比較を通じて今回の商標法の主要
改正点についても説明。容易に理解いただくために、
商標出願の審査、審判及び裁判の実例も多数記載。
ISBN�978－4－8065－2951－4　C2030� 160106

改訂４版　シミュレーション特許侵害訴訟

伊原友己／岩坪 哲／久世勝之／井上裕史　著
A５判　4,000円

　架空の特許侵害訴訟事件をシミュレーションし、訴
訟の各段階においてその手続きについて実戦的な解説
を加えた本書は、訴訟の手続法や実体法についての理
解を深められる「ユニークな疑似体験書」です。
ISBN�978－4－8065－2968－2　C2032� 151211

新・特許異議申立制度の解説〔増補・改訂版〕

髙畑豪太郎  著　A５判　4,000円
　改正により創設された「特許異議申立制度」につい
て、法改正作業に従事した著者が、わかりやすく解
説。これ一冊で、特許異議申立に必要な知識がすべて
得られる内容。
ISBN�978－4－8065－2960－6　C2030� 151127
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▲

意匠の実務

吉田親司  著　A５判　5,000円
　本書は、特許庁で意匠審査、審判、そして弁理士と
して、約40年に渡って意匠の実務に携わった著者が、
意匠登録出願の実務から出願後の実務、そして登録後
の実務まで、意匠の実務全般を解説した内容となって
おり、意匠登録実務に従事される方、必携の書となっ
ております。�
ISBN�978－4－8065－2957－6　C2030� 150731

日中英特許技術用語辞典
立群専利代理事務所　特許業務法人志賀国際特許事務所  編

A５判　6,300円
　この辞典の特徴は、日本語特許明細書の技術用語を中
国語に翻訳する際に、豊富な事例を多く備えることによ
り、いずれが適切な技術用語であるかを選定する具体的
な判断指針が得られ、的確な翻訳ができることにありま
す。また、英語対訳も併記したことにより、三言語対比
を通じて出願後の明細書の翻訳チェックに使用できます。
ISBN�978－4－8065－2955－2　C2030� 150728

バイオ特許実務ハンドブック

辻丸国際特許事務所  編　A５判　4,000円
　本書は、バイオ関連発明の特許出願から権利化、訴
訟、契約に関する流れを解説しています。特許の出願
の際には特有な書面作成が求められるなど、特殊な取
扱いがなされるバイオ関連発明特有の考え方、企業と
大学、実務者、研究者等の読者がそれぞれの立場で必
要となる情報を網羅しています。
ISBN�978－4－8065－2953－8　C2030�� 150309

裁判例から見る進歩性判断

高橋 淳 著　A５判　4,000円
　本書の最大の特徴は、近時の関連裁判例から論理的
なモデルを抽出するとともに、そのモデルにおける各
種争点の取扱いについて、後知恵防止という観点によ
りそれを統一的に説明しているところにあります。今
後の進歩性判断は、本書の提示したモデルを避けるこ
とはできない。
ISBN�978－4－8065－2950－7　C2030� 150106
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▲

改訂２版
米国特許明細書の作成と審査対応実務

立花顕治　著　A５判　2,600円
　日本と米国との法制の違いに留意しつつ、実務家が
注意すべき点を中心に、できるだけ、図表を用いて、
米国特許実務について解説。
ISBN�978－4－8065－2938－5　C2030� 140326

中国特許法と実務
～中国特許出願、審査、審判から特許民事訴訟まで改
正中国民事訴訟法対応～

河野英仁　著　A５判　6,000円
　中国での特許(発明、実用新案及び意匠)の出願の仕
方から、審査、審判、特許調査、特許行政訴訟、特許
民事訴訟、職務発明、技術的範囲の解釈、訴訟での抗
弁までの全てを網羅した日本企業向けの実務マニュア
ル。
ISBN�978－4－8065－2936－1　C2030� �140326

中国知財事例解説集　実用新案篇

中国国家知識産権局特許庁実用新案審査部 編著
A５判　3,500円

　現状、実用新案という取得しやすく行使も可能なこ
の権利種別も外国企業からは殆ど活用されていませ
ん。そこで本書は、登録実用新案が企業の技術革新、
応用、保護、管理の過程において果たす作用について
紹介。中国実用新案制度を理解できる実践的な書籍。
ISBN�978－4－8065－2927－9　C2030� 131211

改訂増補
外国特許実務を考慮したクレームと明細書の作成

特許業務法人深見特許事務所 編　A５判　4,800円
　日本特許法律実務に基づく書籍やセミナーが多い現
状を踏まえ、「外国特許実務を考慮した」�立場で日本
特許法律実務に基づくクレーム及び明細書の作成を解
説。前著の改訂に加え、法令、審査基準、判決例など
を多数収載した実務者必読の一冊。
ISBN�978－4－8065－2931－6　C2030� 131021
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▲

金融機関等から見た企業の知的資産を活用
した資金調達に関する調査研究報告書

株式会社帝国データバンク 編　A５判　2,300円
　金融機関において、顧客企業の知的財産、知的資産
をどのように把握しているのか等を、海外における知
的財産、知的資産を活用した資金調達状況や金融機関
における事例も踏まえて検討し、知的資産を活用した
資金調達に向けた制度整備・施策検討を行いました。
ISBN�978－4－8065－2924－8　C2030� 130904

著作権法の概要

渋谷達紀 著　A５判　4,000円
　本書は、著作権法の全体像を、極力頁数を抑えつつ
も、ほぼ網羅的に説明。用語は定義して用い、記述も
枝葉を取り払ってあるので、平易に読むことが可能で
あり、また、詳細な目次は、索引がわりに用いること
ができます。短時間で著作権法の概要が把握できる最
良の一冊。
ISBN�978－4－8065－2929－3　C2030� 130926

改訂２版
植物新品種保護の実務
村林隆一／松本好史／伊原友己／平野和宏／中野 睦子 共著

　A５判　5,000円
　種苗法・植物特許侵害訴訟について解説。種苗法と
知的財産権との権利保護の比較や植物新品種の権利取
得手続き、権利侵害が発覚してから訴訟に到るまでの
実務など実際に実務に携わっている筆者ならではの論
考が展開されている。
ISBN�978－4－8065－2914－9　C2030� 130628

特許法の概要

渋谷達紀 著　A５判　3,200円
　基本概念の定義、体系的な論述、問題の理論的な検
討から審査や審判の手続規定の説明、裁判所の判例の
紹介等、特許法の内容を過不足なく知ることのできる
概説書。
ISBN�978－4－8065－2921－7　C2030� 130625
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▲

ロシア知的財産制度と実務

黒瀬雅志 編著　A５判　3,200円
　本書は日本人の実務家が、ロシア知的財産制度の概
要を体系的に理解し、さらに権利取得及びエンフォー
スメントにおいて、実務書として役立たせることを目
的として執筆。ロシア知財対策の必読書。
ISBN�978－4－8065－2897－5　C2030� 130508

営業秘密保護のための競業避止義務の
締結の方法

経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 編
　A５判　7,000円

　雇用形態の多様化や人材の流動化等の影響から、退
職者等が絡んだ営業秘密侵害が深刻となっておりま
す。そこで本書では、退職者等による人材を通じた営
業秘密の流出を防ぐ対策の一つである競業避止義務契
約の有効性について詳説しております。
ISBN�978－4－8065－2918－7　C2030� 130508

先使用権の確保に向けた実務戦略
～先使用権制度・判例、企業における発明管理施策～

重冨貴光 著　A５判　2,400円
　先使用権について、様々な論点を網羅し、裁判例の
傾向を踏まえて実務的に解説した書籍・文献は多くな
い状況を鑑み、本書では、特許権侵害訴訟業務の処理
にあたっている弁護士・弁理士の筆者が惜しみなく情
報を提供。
ISBN�978－4－8065－�2915－6　C2030� 130326

米国特許出願実務ガイド

酒井国際特許事務所企画室 編　A５判　6,600円
　法律や施行規則・審査マニュアル等によって規定さ
れているルールを確認し、その上で実務的に経験する
であろう、項目や事例を解説。さらに、実務に必要な
ノウハウを具体的に解説。米国特許出願に必要な実務
知識が一通り得られる内容です。
ISBN�978－4－8065－2900－2　C2030� 130111
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▲

発明／共同発明の成立と
共同発明者の認定から評価・処遇へ

影山光太郎 著　A５判　3,800円
　本書では、発明成立・発明認定の世界標準となりう
る基準について述べられており、研究・技術開発の適
正な評価を目指した一冊です。基礎的なことも含めて
叙述しておりますので、法律家はもとより発明に関心
を寄せる経営者から学生も必読の内容。
ISBN�978－4－8065－2909－5　C2033� 121106

新旧対照改正米国特許法実務マニュアル
～改正米国特許法、規則及びガイドラインの解説～

河野英仁 著　A５判　3,800円
　改正点別に新旧の米国特許法日本語訳を併記すると
共に、実務に直結する主要改正規則日本語訳を追記。
また各改正事項を短時間で把握できるように、実務上
重要となるポイントをピックアップし、適宜関連する
判例を盛り込んで整理。
ISBN�978－4－8065－�2910－1　C2030� 121126

審決取消訴訟の実務と理論

村林隆一 著　A５判　2,800円
　審決取消訴訟に直面したときに、「どのようにして
訴状を作成したらよいか」との観点から、実務を詳細
に解説しつつ、理論的な問題も考察。最新の法改正・
判例・審査基準の改訂に基づき実務を詳細に解説した
知財実務関係者必携の書。
ISBN�978－4－8065－2909－5　C2032� 121009

米国発明法とその背景
―19世紀以来の特許制度改革―

澤井智毅 著　A５判　2,800円
　米国発明法の主要な規定内容を説明するのみなら
ず、その制度の改正や導入に至る背景まで解説。また
建国からの制度の変遷にもふれております。今後の米
国特許制度を理解する上での必読の一冊。
ISBN�978－4－8065－2895－1　C2030� 120706
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▲

意匠の表現

吉田親司 著 A５判　4,500円
　意匠審査、審判、弁理士として、40年にわたって、
意匠の形態を表現した経験を踏まえ、意匠分類のAグ
ループからMグループまでの意匠に係る物品につい
て、その意匠の形態を文章化。画期的な表現事例集。
ISBN�978－4－8065－2896－8　C2030� 120413

著作権法論点データベース

山本建 著　A５判　3,800円
　著作権法の学習や実務において避けて通ることので
きない条文上の文言の解釈等の論点について、具体的
に何が問題となっており、どのような見解が存在する
かについて関連する条文の順に整理。論点の対立構造
把握の際の必携書。
ISBN�978－4－8065－2878－4　C2030� 120126

韓国特許実務入門　第２版
出願から審査・審判・訴訟・登録管理までの最新のポ
イントを解説

康　應善 著　酒井宏明 編著　A５判　4,400円
　韓国の条文・判例を、日本の実務家が理解しやす
く、あくまでも日本国の実務に則しながら記載。ま
た、‘実務’の観点に立ち、入門の段階から専門家まで
を意識し、韓国特許法のみならず、実務の流れ、判例
に至るまで、読みやすく整理して掲載。
ISBN�978－4－8065－2887－6　C2030� 111226

－日英対訳－
USPQ米国商標審判決百選
ディビッド・E・ケース 著　日本商標協会関西支部 編

A５判　3,800円
　本書はUSPQ（米国特許審判決集）に掲載されてい
る商標関連の審判決例より、筆者が100例を選定・要
約を担当し、実務に携わっている日本商標協会所属の
弁護士、弁理士が和訳を担当する日英対訳形式で構成
されています。
ISBN�978－4－8065－2883－8　C2030� 110928
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▲

企業再生と知的財産
－知財活用の新たな局面－

津野孝 監修　春田泰徳／鈴木公明 著　A５判　1,600
円

　知的財産は、これまで企業再生が語られる場におい
ては、あまり注目されてこなかったのが実態である。
本書は、従来取り組まれてきた様々な企業再生手法の
中に知的財産を位置づけ、企業再生と知的財産との関
係について平易に解説するものです。
ISBN�978－4－8065－2879－1　C2030� 110617

大学と研究機関、技術移転機関のための
知財契約の実践的実務マニュアル

雨宮則夫／佐田洋一郎 監修　A４判　3,800円
　本書は契約に不慣れな理工系向けにわかり易く、現
場での契約アドバイスや契約書作り等で大変役立つ内
容。大学関連の仕事やトータル的知財支援を目指す方
にお勧めしたい一冊。
ISBN�978－4－8065－2881－4　C2030� 110812

インド特許法と実務

シャラート・ヴァデーラ／
コロネル・クリシャン・ラール・ヴァデーラ 著

A５判　5,400円
　本書は、シンプルな言葉と簡潔な様式によって書か
れており、専門家のみならずインド特許実務を学ぼう
とする一般の方々も利用することができる、インド特
許法及び実務に関する包括的な書籍。
ISBN�978－4－8065－2865－4　C2030� 110325

改訂版
米国特許法
－判例による米国特許法の解説－

山下弘綱 著　A５判　6,800円
　今回の改訂版の発行に当たりましては、最近の判例
を中心に、初版では紹介できなかった考え方を示して
いるケースを取り上げました。個々の制度の“考え方”
をよく表している判例を選び、米国の特許法の基本を
理解できる内容。
ISBN�978－4－8065－2861－6　C2030� 101027



45

現代産業選書

▲

ロイヤルティ料率データハンドブック
－特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ－

経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 編
A５判　6,000円

　技術分野等別にライセンスアウト時のロイヤルティ料
率を収集し、平均値、最高値、最低値等の分析。また、
ロイヤルティ料率の決定要因・変動要因等も掲載。技術
の外部供与や導入等の活動の機会が増えていく中、知的
財産の価値評価に関わる実務家にとっての必読書。
ISBN�978－4－8065－2858－6　C2030� 100825

不正競争防止法（事例・判例）第２版

青山紘一 著　A５判　8,600円
　営業秘密の侵害行為に対する刑事罰の適用範囲が拡
大した改正不正競争防止法を多数の事例とともに解
説。企業法務実務者、研究者、技術者にとっての必読
書。
ISBN�978－4－8065－2847－0　C3332� 100518

著作権法の実務

松田政行 編著　A５判　4,900円
　著作権法の概要を基本書によって学ぶことは重要で
あるけれども、これを終えた実務家がさらに深い理解
を得ようとすると、大きな壁がある。本書は、著作権
法上難しい論点を意識させつつ、その各論点に解説を
加えるようにした。著作権法の深い理解を提供する内
容。�
ISBN�978－4－8065－2838－8　C2032� 100518

ひと目でわかる
特許侵害訴訟重要判決の核心

荒垣恒輝・「特許ニュース」編集部 共編　A５判　4,000円
　侵害問題が起きたときに企業同士が直接交渉する場
合（いわゆる潜在訴訟）に使われる武器は鑑定書です。
強い鑑定書は相手方企業の戦意を喪失させます。強い
鑑定書作成のためのガイドブック。
ISBN�978－4－8065－2843－2　C2030� 100312
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▲

企業統合と知的財産

津野孝監修　鈴木公明 著　A５判　700円
　M&Aにおいて必須のプロセスである、デューデリ
ジェンス（買収監査）において、対象資産としての「知
的財産」に注目が集まっている。このような状況を背
景として、知的財産デューデリジェンスについて、基
本的な視点・範囲・プロセス・契約等の視点から簡潔
に解説。
ISBN�978－4－8065－2840－1　C2030� 100215

著作権法（事例・判例）

青山紘一 著　A５判　6,400円
　デジタルコンテンツの流通促進を図った改正法が
2010年１月１日に施行となり、罰則も拡大された。本
書では、第Ⅰ部では最新の著作権法の全体像を平易に
解説し、第Ⅱ部では、基本判例および注目判決130件
余について、事件の概要、判決要旨等をとりまとめて
いる。
ISBN�978－4－8065－2842－5　C2032� 100205

化学特許発明と侵害
－化学特許発明の技術的範囲の解釈と固有の争点－

三枝  英二  編著　A５判　2,600円
　化学特許発明について特許権侵害が争われたときに
争点となる化学特許発明の技術的範囲の解釈と共に化
学特許発明に固有の争点を、判例を中心に取りまと
め、企業の技術者にもできる限り理解しやすいような
説明。
ISBN�978－4－8065－2844－9　　C2030� 091217
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化学工業統計月報
A４判　年間 12,000円　配送料実費

　経済産業省が毎月実施している化学肥料・石灰及びソーダ工業製品、無
機薬品・火薬類、有機薬品、石油化学製品、プラスチック等化学工業に関
する生産動態統計等の集計結果をまとめたもので、製品別の生産、出荷、
在庫実績等を収録。

機械統計月報
A４判　年間 18,289円　配送料実費

　経済産業省が毎月実施しているボイラ及び原動機、事務用機械、民生用
電気機械器具、自動車等機械器具に関する生産動態統計調査等の集計結果
をまとめたもので、詳細な製品別の生産、出荷、在庫実績のほか、労務統
計も収録。

統　計

統計

▲

□月　報 ── 経済産業調査会 編 

資源・エネルギー統計月報
A４判　年間 11,429円　配送料実費

　経済産業省が毎月実施している生産動態統計調査、石油製品需給動態統
計調査等の集計結果をまとめたもので、石油製品、原油・天然ガス、金属
鉱物、非金属鉱物及びコークスの生産・出荷・在庫実績及びこれらの需給
統計等を収録。月報の整理・統合により、平成13年までの「エネルギー生
産・需給統計月報」が改称され内容も充実。
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統計

▲

商業動態統計月報
A４判　年間 20,400円　配送料実費

　経済産業省が毎月実施している商業動態統計調査の集計結果で、卸売・
小売業に関する業種別商業販売額及び指数、大規模卸売店に関する商品別
販売額、商品手持額等、大型小売店に関する業態別・商品別販売額等、コ
ンビニエンスストアに関する販売額等を収録。

経済産業統計
A４判　年間 34,200円　配送料実費

　景気動向を示す主要指標の１つである鉱工業生産・出荷・在庫指数等各
種指数の原指数及び季節調整済指数（いずれも確報値）、指数作成の基礎
データとなっている主要製品の生産・出荷・生産者製品在庫実績、商業販
売統計等を収録。

□月　報 ──  経済産業省資源エネルギー庁長官官房総合総務課 編  

石油等消費動態統計月報
A４判　年間 18,289円　配送料実費

　工業における石油等消費の動態を明らかにするために、事業所ベース
の燃料、電力及び蒸気の消費量等をエネルギー種別ごとに集計し（種別
統計）、また指定品目の生産のために消費したエネルギー消費量をエネル
ギー種別ごとに集計（指定生産品目別統計）収録。平成14年１月から当会
発行（平成13年以前は経済産業統計協会）
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2020年 商業動態統計年報
（旧名称：商業販売統計年報）

A４判　 7,300円
　昨年公表された「商業動態統計月報」の年間補正済みの確定値を掲載。
卸売・小売業、大規模卸売店、大型小売店、コンビニエンスストアに関す
る商店数、商品販売額等の時系列データを収録。
ISBN�978－4－8065－1971－3　C2033� 210831

2020年 経済産業省生産動態統計年報 化学工業統計編
（旧名称：化学工業統計年報）

A４判　6,500円
　昨年公表された「化学工業統計月報」の年間補正済みの確定値を掲載。
化学工業に関する製品別の生産、出荷、在庫の12 ヶ月分のデータ、５年分
の年計のほか原材料統計、労務統計等を収録。
ISBN�978－4－8065－1970－6　C2033� 210831

2020年 経済産業省生産動態統計年報　機械統計編
（旧名称：機械統計年報）

A４判　12,500円
　昨年公表された「機械統計月報」の年間補正済みの確定値を掲載。機械
に関する製品別の生産、出荷、在庫の12 ヶ月分データ、５年分の年計、２
年分の年度計のほか、労務統計等を収録。
ISBN�978－4－8065－1972－0　C2033� 210900

□年　報 ── 経済産業調査会 編

統計

▲
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令和２年 石油等消費動態統計年報
A４判　11,000円

　昨年公表された「石油等消費動態統計月報」の年間補正済みの確定値を
掲載。製造業におけるエネルギー消費を業種別、生産品目別、地域別に集
計するなど、エネルギー消費に関する詳細なデータを収録。
ISBN�978－4－8065－1973－7　C2033� 211210

令和２年 資源・エネルギー統計年報
A４判　4,500円

　昨年公表された「資源・エネルギー統計月報」の年間補正済み確定値の、
原油、石油製品需給統計を時系列データで収録。
ISBN�978－4－8065－1974－4　C2033� 211124

□年　報 ── 資源エネルギー庁資源・燃料部 編

□年　報 ── 資源エネルギー庁長官官房総務課 編

統計

▲
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□商・工業統計表、産業連関表
　　　　　　　　��������� 経済産業調査会 編

統計

▲
2020年　工業統計調査（2019年実績）産業細分類別統計表

（経済産業局別・都道府県別表）

A４判　22,900円
　2020年工業統計調査（令和元年６月１日現在）の集計結果（経済産業省ウェ
ブサイト公表）のうち「産業別統計表」（1.産業別統計表（産業細分類別））
及び「地域別統計表」（2.都道府県別産業細分類別表）を基にこれまでの産
業細分類別統計表の様式に加工・編集したもので、局別、県別の産業構造把
握には欠かせない統計資料（26年表とは一部項目、単位が異なる）。
ISBN�978－4－8065－1980－5　C2033� 220131

2020年　工業統計表（2019年実績）市区町村編
A４判　13,500円

　令和２年６月１日現在で実施された2020年工業統計調査の集計結果（経
済産業省ウェブサイト公表）のうち「地域別統計表」の「1.都道府県別、
東京特別区・政令指定都市別統計表」、「3.市区町村別産業中分類別統計表」
を基にこれまでの市区町村編の様式に編集したもの。
　事業所数、従業者数、製造品出荷額等、粗付加価値額等の主要項目につ
いて、都道府県別、市区町村別に集計した統計表で、市区町村の製造業活
動を知るうえで不可欠の統計資料。
ISBN�978－4－8065－1979－9　C2033� 220131

2020年　工業統計表（2019年実績）産業編
A４判　15,000円

　2020年工業統計調査（令和２年６月１日現在）の集計結果（経済産業省
ウェブサイト公表）のうち「産業別統計表」の全表に「地域別統計表」か
ら「1.都道府県別、東京特別区・政令指定都市別統計表」の５表等を加え、
これまでの産業編の様式に加工・編集し、まとめたもの（これまでの用地・
用水編、企業統計編（両編とも29年から廃止）に収録の一部集計表も収録）。
　事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額等主要項目について
産業別、従業者規模別、都道府県別に集計したもので、我が国の経済構造
把握には欠かせない統計資料。
ISBN�978－4－8065－1978－2　C2033� 220225
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平成26年　商業統計表 流通経路別統計編（卸売業）
A４判　22,000円

　平成26年７月１日現在で実施された商業統計調査の集計結果のうち、法
人組織の卸売業について事業所数、年間商品販売額等を流通段階別、流通
経路別に集計したもの。
ISBN�978－4－8065－1905－0　C2033� 170324

2020年 工業統計表（2019年実績）品目編
A４判　14,800円

　2020年工業統計調査（令和２年６月１日現在）の集計結果（経済産業省
ウェブサイト公表）のうち「品目別統計表」及び関連情報を基に作成され、
品目（製造品及び加工品）についての諸統計を掲載したものであります。
我が国の経済構造把握には欠かせない統計資料です。
ISBN�978－4－8065－1977－5　C2033� 220225

統計

▲

A４判　14,800円
　平成27年産業連関表（基本表）をベースに作成した基本部門分類（行506
部門、列386部門）による投入表・産出後及び推計方法等を取りまとめて掲
載。
ISBN�978－4－8065－1976－8　C2033� 220128

平成30年 産業連関表（延長表）
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□ 平成28年経済センサス
　―活動調査報告　第６巻　製造業に関する集計
　（「平成27年工業統計調査」相当）
　　　　　　　　　������� 総務省・経済産業省 編

統計

▲

その１ 品目編
A４判　14,000円

　製造品及び加工品に関する集計で、製造品の構造変化を知るうえで不可
欠の統計資料。
ISBN�978－4－8065－1922－5　C2033� 180831

その２ 産業編
A４判　11,000円

　事業所数、従業者数、製造品出荷額等、現金給与総額、粗付加価値額等
の主要項目について、産業別、都道府県別、従業者規模別に集計したもの
で、製造業の構造変化を知るうえで不可欠の統計資料。
ISBN�978－4－8065－1923－2　C2033� 180831

その３ 用地・用水編
A４判　11,000円

　従業者30人以上の事業所に関し、工業用地及び工業用水について、産業
別、地域別、従業者規模別等に集計したもので、工業用地・用水の実態を
知るうえで不可欠の統計資料。
ISBN�978－4－8065－1924－9　C2033� 180831

　経済産業省では、我が国工業の実態を明らかにするため全国の製造事業
所を対象に工業統計調査を実施し、その集計結果を公表しておりますが、
平成27年に関しては「平成28年経済センサス‐活動調査報告（「平成27年
工業統計調査」相当）」の各編（全５刊）をご活用下さい。
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統計

▲

その４ 市区町村編
A４判　13,500円

　従業者４人以上の事業所に関し、事業所数、従業者数、製造品出荷額
等、現金給与総額、粗付加価値額等の項目について、都道府県別、市区町
村別、産業中分類別に集計したもので、各市区町村の製造業活動を知るう
えで不可欠の統計資料。
ISBN�978－4－8065－1925－6　C2033� 180907

その５ 工業地区編
A４判　19,200円

　従業者４人以上の事業所に関し、事業所数、従業者数、製造品出荷額等
の主要項目を都道府県別・産業中分類別及び工業地区（233地区）別に集計
したもので、工業地区の実態把握に不可欠の統計資料。
ISBN�978－4－8065－1926－3　C2033� 180907
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2005年 日米国際産業連関表
A４判　18,000円

　米国の基本表である2002年米国表を2005年米国表に加工し、2005年の日
本の産業連関表と連結したものです。日米両国における各産業の生産活動
が、国内及び国外のどのような産業または最終需要との関連で行われてい
るかを明らかにするため、2005年において日米両国内および両国間で行わ
れたすべての財・サービスの取引を一覧表にまとめたものです。
ISBN�978－4－8065－1839－6　C2033� 131125

平成19年 日中国際産業連関表
A４判　16,000円

　日中双方の政府関係者、学識経験者、民間研究機関の協力のもとに作成
されたもので、日中両国における各産業の生産活動が、国内及び国外のど
のような産業または最終需要との関連で行われているかを明らかにするた
め、2007年において日中両国内及び両国間で行われた全ての財・サービス
の取引を一覧表にまとめたもの。
ISBN�978－4－8065－1828－0　C2033� 120900

統計

▲

□産業連関表 ── 経済産業省大臣官房調査統計グループ 編



56

□産業連関表 ── 総務省編集責任

統計

▲

平成27年（2015年） 産業連関表 －計数編（２）－
A４判　10,000円

　総務省等の関係10府省庁の共同事業により作成された平成27年産業連関
表のうち、取引基本表（基本分類509部門×391部門）と部門別品目別国内
生産額表を収録したもの。
ISBN�978－4－8065－1950－8　C2033� 200629

平成27年（2015年） 産業連関表 －計数編（３）－
A４判　11,000円

　総務省等の関係10府省庁の共同事業により作成された平成27年産業連関
表のうち、取引基本表及び各種係数表（統合小分類187部門）を収録したも
の。
ISBN�978－4－8065－1951－5　C2033� 200629

平成27年（2015年） 産業連関表 －総合解説編－
A４判　10,000円

　我が国の統一的な産業連関表は、総務省等の関係10府省庁の共同事業に
より、おおむね５年ごとに作成され、平成27年版は、５分冊からなる。総
合解説編では、平成27年（2015年）産業連関表からみた平成27年当時の我
が国の経済構造に始まり、産業連関表の基礎的な理論、部門別の概念・定
義・範囲及び推計方法等を掲載。
ISBN�978－4－8065－1948－5　C2033� 200629

平成27年（2015年） 産業連関表 －計数編（１）－
A４判　12,000円

　総務省等の関係10府省庁の共同事業により作成された平成27年産業連関
表のうち、取引基本表（基本分類509部門×391部門）を収録したもの。
ISBN�978－4－8065－1949－2　C2033� 200629
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平成17－23－27年 接続産業連関表 －総合解説編－

A４判　9,500円
　接続産業連関表は、各年時の産業連関表を時系列比較する利用者の利便
に供するため、最新年次を基準として作成されており、総合解説編では、
平成17－23－27年接続産業連関表からみた我が国の経済構造の推移に始ま
り、接続産業連関表の作成方法、産業連関表の基礎的な理論、部門別の概
念・定義・範囲等を掲載しています。
ISBN�978－4－8065－1960－7　C2033� 210326

平成17－23－27年 接続産業連関表 －計数編（２）－

平成17－23－27年 接続産業連関表 －計数編（３）－

A４判　11,000円
　計数編（２）では、基本分類（496部門×380部門）による対象年次別、
名目値・実質値別の取引基本表（産出表）を掲載しています。
ISBN�978－4－8065－1962－1　C2033� 210326

A４判　12,000円
　計数編（３）では、統合小分類（182部門）による対象年次別、名目値・
実質値の取引基本表とそれらに対応した投入係数表などの各種係数表を掲
載しています。
ISBN�978－4－8065－1963－8　C2033� 210326

統計

▲
平成17－23－27年 接続産業連関表 －計数編（１）－

A４判　11,000円
　計数編（１）では、基本分類（496部門×380部門）による対象年次別、
名目値・実質値別の取引基本表（投入表）を掲載しています。
ISBN�978－4－8065－1961－4　C2033� 210326

平成27年（2015年） 産業連関表 －計数編（４）－
A４判　10,000円

　総務省等の関係10府省庁の共同事業により作成された平成27年産業連関
表のうち、取引基本表及び各種係数表（統合中分類107部門）と付帯表を収
録したもの。
ISBN�978－4－8065－1952－2　C2033� 200629
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平成17－23－27年 接続産業連関表 －計数編（４）－
A４判　8,000円

　計数編（４）では、統合中分類（105部門）による対象年次別、名目値・
実質値の取引基本表とそれらに対応した投入係数表などの各種係数表のほ
か、国内生産額比較表や実質値の計算基礎となった部門別インフレータ一
覧表、付帯表（雇用表、雇用マトリックス）を掲載しています。
ISBN�978－4－8065－1964－5　C2033� 210326

統計

▲
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１　産　業　連　関　表
　（１）平成27年（2015年）産業連関表（全国表）

・取引額表�－基本表S�（行509×列391）
� －基本表T�（行507×列389）
� －統合表S�（187・107部門表）
� －統合表T�（185・106部門表）
・逆行列表�－統合表S�（取引額表に同じ）
� －統合表T�（同　　　上）
・付帯表－物量表・雇用表・雇用マトリックス
� ・�固定資本マトリックス・自家輸送マトリックス及びⅤ表

　総務省等関係府省庁の共同事業により、原則として５年ごとに
作成される全国産業連関表の平成27年版。
　全国表は、昭和45年表以降平成23年表までの９年分のデータを
各年ごとに提供。

　（２）平成17-23-27年 接続産業連関表（全国表）
・取引額表�－基本表（行496×列380）
� －統合表（182・105部門表）
・逆行列表�－統合表（同　　　上）
・付帯表� －雇用表、雇用マトリックス

　全国表の17年表及び23年表を出来る限り27年表の概念・定義・
推計方法等にあわせ、共通の接続表用分類に組替えたもので、名
目値と実質値を提供。

□電子媒体による統計情報の一括提供
－ファイルの種類、ファイルの組合せ、価格等の詳細はウェブサイトにて－
URL：http://chosakai.or.jp/center/

価格：35,000 ～ 70,000円（送料込み）
都道府県・大学は割引価格、第三者提供者は３倍価格
※お問い合わせは、03（3535）5348 統計情報部へ

統計

▲

　（３）平成30年産業連関表（延長表）

・取引額表－基本分類（行516×列394）
・輸出入マトリックス（基本分類）
・（参考）基本分類のデフレータ

　経済産業省調査統計グループが平成27年全国表と30年の各種統計
データをもとに作成した延長表（28年表から27年表ベースに改定）。
　昭和48年表～平成11年（99年）表、５年中断後の16年表以降の
各年表を提供。
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　（６）平成17年 地域間産業連関表

・取引額表－53部門表・29部門表・12部門表
・逆行列表－同　　上

　経済産業省調査統計部と各経済産業局の共同作業により作成さ
れる地域間の物の動きを表わす産業連関表の平成17年版。
　地域間表の作成が再開され、平成17年表は平成7年表から10年振
りの公表。

　（７）昭和55-60-平成２年 地域内接続産業連関表

・取引額表－46部門表

　昭和55年及び昭和60年の地域内表を、出来る限り平成２年表の
概念、定義、推計方法等にあわせ、共通の接続表用分類に組替え
たもので、各年の各目値と実質値を提供（平成７年以降接続表は
作成されず）。

統計

▲

　（５）平成17年 地域内産業連関表
・取引額表－公表用基本表（行404×列350）－統合表（80・53部門表）
・逆行列表－統合表（統合表に同じ）

　経済産業省調査統計部と各経済産業局の共同作業により作成さ
れる９地域の産業連関表の平成17年版。

　（４）昭和26年～ 60年 産業連関表

・取引額表（46部門）

　我が国で作成された産業連関表の昭和26年表と昭和30年表以降
５年ごとに作成された昭和60年表までの８つの全国表（基本表）
を可能な限り昭和60年表の46部門分類にあわせて再編・統合した
もの。
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　（８）2005年 日米国際産業連関表

・基本表（174部門）� －取引額表、輸出入マトリックス
・統合表（54・27部門）�－取引額表、逆行列表、投入係数表

　日米両国における生産活動が国内及び国外のどの産業または最
終需要との関連で行われているかを明らかにするために経済産業
省調査統計グループが作成したもので、2005年における日米両国
内及び両国間での取引を表にしたもの。
　1985年以降５年ごとに作成され、過去表も提供。

　（９）1990年日欧二国間国際産業連関表（日英表、日仏表、日独表）

３表について
・基本表－取引額表、輸出入マトリックス
・統合表（43部門、24部門）－取引額表、逆行列表

　日英（仏、独）両国における各産業の生産活動が国内及び国外
のどのような産業または最終需要との関連で行われているかを明
らかにするため、1990年において日英（仏、独）両国内及び両国
間で行われた全ての財・サービスの取引を表にしたもので1985年
表同様経済産業省が作成。
　基本表の部門数は、日英表が101、日仏表が87、日独表が56部
門。

　（10）1990年 日・米・EU・アジア国際産業連関表

・基本表（４地域40部門）－取引額表
・統合表（４地域24部門）－取引額表、逆行列表
・付帯表－先進国表（５ヵ国49部門）ほか

　日・米・EU・アジアにおける各産業の生産活動が地域（国）内
及び地域（国）外のどのような産業または最終需要との関連で行
われているかを明らかにするために経済産業省が作成した画期的
な表。1990年において日・米・EU・アジア４地域（国）内及び４
地域（国）間で行われた全ての取引を一覧表にまとめたもの。

統計

▲
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　（11）平成19年 日中国際産業連関表

・基本分類（77部門）－取引額表、逆行列系数表、投入係数表
・統合分類（30部門）－同　　上

　経済産業省と中国政府等との共同作業で作成されたもので、刊
行物に掲載の各表のうち取引額表、投入係数表、逆行列系数表を
他の産業連関表と同じフォーマットに編集。

統計

▲
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２　工業統計関連データ
　（１）工　業　統　計　表

①平成29年工業統計調査以降の統計表
　経済産業省は、平成29年工業統計調査から大幅変更（調査実施日
の変更、調査項目の変更、集計結果表の見直し等）を行い、これま
での産業編、品目編等６編による公表から、「産業別統計表」、「品目
統計表」、「地域別統計表」による公表に変わりました。
　当会では、この３統計表を基に平成26年以前の「産業編」、「品目
編」、「市区町村編」に準じた表章様式に編集し直し、前記３編を刊
行し、編ごとにファイルで提供しています。

　ただし、調査実施日がこれまでの12月31日から６月１日に変更さ
れ、経理項目については前年１年間の実績となったため、統計表名
（調査年）と統計データの実績年が１年ズレることになります。�

・産業編（29年工業統計表（28年実績）、30年同表（29年実績）、
　　　　 2019年同表（2018年実績）、2020年同表（2019年実績）
・品目編（同　　上）
・市区町村編（同　　上）

　②平成26年以前の工業統計表及び平成28年（27年実績）、24年（23
年実績）経済センサス活動調査の製造業に関する集計表

・産業編（S46 ～ H27年）
・品目編（同　　上）
・市区町村編（同　　上）
・用地用水編（S56 ～ H27年）
・工業地区編（S61 ～ H27年）
・企業統計編（S61 ～ H26年）

　経済産業省が毎年公表している工業統計表（産業編、品目編、市
区町村編、用地用水編等６編）を提供用に編集し、年別・編別に提供。
　ただし、平成27年表（23年表）については、総務省公表の平成
28年（24年）経済センサス活動調査の製造業に関する集計結果を
提供用に編集したもので、両年とも企業統計編は作成されず。

統計

▲

　（２）詳　細　情　報
・都道府県別・産業細分類別表（S53 ～ H26年）
・都道府県別・産業中分類別・従業者規模別表� （同　　　上）
・市区町村別・産業中分類別表（従業者４人以上）�（同　　　上）

　情報量が膨大で刊行物では公表できない上記３表の詳細情報は、
パソコン画面での閲覧等により公表され、同一内容のものを提供。
　平成22年以降の表は、３表ともに従業者４人以上の集計。ただ
し、平成23年は24年経済センサス活動調査の製造業（全事業所）
に関する集計。
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　（３）メッシュデータ
・規模別表（S52、55、57、H2、７、10、12、15、17、20、22年）
・産業別表　（　　　　同　　　上　　　　）
・甲票集計表（　　　　同　　　上　　　　）
　　　（甲票集計表は30人以上の事業所）
☆各表の詳細は70頁参照

　経済産業省（昭和57年以前は国土庁）公表のメッシュデータを
提供。事業所数・従業者数・生産額等を１kmメッシュ単位に集計
したもの。各年とも上記３表からなり、それぞれ全国メッシュ・
県別メッシュ・市町村別メッシュの３区分。
　なお、平成12年以降は、従業者４人以上の事業所と全事業所に
関する集計表あり。また、平成20年以降は、これまでの日本測地
系のほか世界測地系の２本立てで提供。

統計

▲
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３　商業統計関連データ
　（１）商　業　統　計　表

・�第１巻産業編（総括表）（S54年以降H26年までの各調査年）
・�第２巻産業編（都道府県表）（同　　　上）
・�第３巻産業編（市区町村表）（同　　　上）
・�第４巻品目編（簡易調査年（H11、H16）及びH24年を除く）
・�一般飲食店編（S61、H１、H４年）
・�流通経路別統計編（S60、S63、H３、H６、H９、H14、H19、H26年）
・�業態別統計編（S60年以降H26年までの各調査年）
・�立地環境特性別統計編（総括表と同じ）
・�大規模小売店舗統計編（S60年以降H11年までの各調査年）

　経済産業省発行の刊行物と同一内容のものを年別・編別に提供。
ただし、立地環境特性別統計編は、刊行物と同一内容の各編のほ
か商業集積地に関する詳細情報（11年はナシ）第１表～第３表も
別途提供。
　24年表は24年経済センサス活動調査の卸売業、小売業に関する
集計。

　（２）メッシュデータ
・１kmメッシュ規模別表（S54年以降H19年までの各調査年及び
H26年）

・１kmメッシュ産業別表（同　　　上）
・500mメッシュ集計表　（同　　　上）
・１kmメッシュ業態別表（H6年以降の各調査年）
☆各表の詳細は70頁参照

　経済産業省（昭和54年、昭和57年は国土庁）公表のメッシュデー
タを提供。上記４表は、それぞれ全国メッシュ、県別メッシュ、
市区町村別メッシュの地域区分があり、１kmメッシュの３表は２
本に、500mメッシュは４本に分割して提供。なお、500mメッシュ
集計表は平成14年から集計対象地域が全国へと拡張（平成11年以
前は人口集中地区のみ）。また、平成14年以降は、日本測地系と世
界測地系の２本立てで提供。
（ただし、平成26年メッシュは、現在世界測地系を提供中）

統計

▲
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４　平成27年基準鉱工業関連各種指数

５　生産動態統計データ

・接続指数（1978/１～ 2017/12）
・長期実数及び指数（2013/１～ 2018/12）
・月例指数（2019/１～ 2022年最新月）

　経済産業省が毎月発表している生産・出荷・在庫指数、生産能力・
稼働率指数の原指数、季節調整済指数及び生産動態統計から取得し
た生産・出荷・在庫の時系列データを提供。

・月例ファイル（2021/１～ 2022年最新月）� 毎月
・年間補正済ファイル（1985年～ 2021年）� 毎年
（いずれも、鉄鋼、機械、繊維・生活、化学、資源エネルギーの５
ファイルの中から、ユーザーがファイルを選択し、３ファイルまで
は同一価格、４ファイル以上は倍価）

　経済産業省のウェブサイトで毎月公表している「生産動態統計（確
報）」（約1700の調査品目に関する生産、受入、出荷、在庫等の数量
（金額）データ）をもとに編集した月例ファイル及び年報をもとに編
集した年間補正済ファイル（いずれも２年分収納）を提供。

６　石油等消費構造統計表
・S55 ～ H13年（昭和63年は、新・旧換算値の２種類）

　経済産業省発行の上記刊行物のうち、製造業に関するデータ及び
産業細分類別の詳細情報を提供。平成14年以降作成中止。

統計

▲
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□電子媒体による統計情報の分割提供

価格：10,000 ～ 25,000円（送料込み）
第三者提供者は３倍価格

提供ファイルの組み合わせと価格はウェブサイト参照

１　工業統計 メッシュデータ
（S52、55、57、H2、７、10、12、15、17、20、22年）

２　商業統計 メッシュデータ
（S54、57、60、63、H3、6、9、11、14、16、19、26年）

３　立地環境特性別統計編 詳細情報
（S54 ～ H9年までの３年ごと、14、16、19、26年）

・規模別表
・産業別表
・甲票集計表
☆各表の詳細は70頁参照

　経済産業省（昭和57年以前は国土庁）公表のメッシュデータを各年・
各表・各都道府県ごとに分割して提供。
　なお、平成12年以降は、従業者４人以上の事業所と全事業所に関
する集計表あり。平成20年以降は、日本測地系と世界測地系の２本
立てで提供。

・１kmメッシュ規模別表
・１kmメッシュ産業別表
・500mメッシュ集計表
・１kmメッシュ業態別表（H6年以降）
☆各表の詳細は70頁参照

　経済産業省（昭和54年、昭和57年は国土庁）公表のメッシュデー
タを各年・各表・各都道府県ごとに分割して提供。
　なお、平成14年以降は、日本測地系と世界測地系の２本立てで提
供（ただし、26年は、現在世界測地系を提供中）。

・詳細１表
・詳細２表（産業別表）
・詳細３表（業態別表（S60年以降））

　経済産業省公表の商業集積地（商店街）に関する上記３表の詳細
情報を各年・各表・各都道府県ごとに分割して提供（平成11年はナシ）。

統計

▲
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４　平成17年 地域内産業連関表

５　平成55-60-平成2年 地域内接続産業連関表

・公表用基本表－9地域及び全国の取引額表
・統合表（80・53部門表）－9地域及び全国の取引額表

　一括提供している地域内表を各地域ごとに一つの表に編集し提
供。昭和60年以降の過去表も提供。

・取引額表（46部門）
　　　－北海道、東北
　　　－関東、中部
　　　－近畿、中国、四国
　　　－九州、沖縄

　一括提供している地域内接続表を各地域ごとに一つの表に編集
し、２～３地域ごとにまとめ、計４区分で提供。

統計

▲
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索　引
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