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000155 02.6.8
平成27年度補正サービス産業海外展開基盤整備事業（おもてなし規格認証（仮称）に係る普及促進及び
当該規格認証に関する実態調査等）報告書

株式会社電通
商務・サービスグループ
サービス政策課

16.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/020155.pdf

000452 30.11.7 E007474
平成２７年度地域経済産業活性化対策調査（伊勢志摩サミットを契機とした地域ものづくりポテンシャルの
海外展開等可能性調査）調査報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

中部経済産業局
産業部製造産業課

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000452.pdf

000686 30.3.16 E006998 平成２７年度発電用原子炉等利用環境調査事業（トリチウム水の処分技術等に関する調査研究）報告書
株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力政策
課原子力発電所事故収束対
応室

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000686.pdf

000332 29.7.14 E006656
平成２７年度補正予算ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（企業保険者等が有する個人の
健康・医療情報を活用した行動変容促進事業）報告書

株式会社三菱総合
研究所

商務情報政策局
ヘルスケア産業課

36.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/290332.pdf

000379 29.7.14 E006657 平成２７年度補正ＩｏＴ推進のための新ビジネス創出基盤整備事業（ＩｏＴ活用おもてなし実証事業）報告書
株式会社ジェイ
ティービー

商務情報政策局
情報通信機器課

28.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/290379.pdf

000083 29.6.30 E006583 平成２７年度ジャパン・キャンペーン事業（対日直接投資促進に関する広報手法の調査）事業報告書 株式会社電通 貿易経済協力局貿易振興課 9.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000083.pdf

000088 29.6.30 E006585
平成２７年度ビッグデータ等の分析を活用した地域活性化支援事業（データに基づく地域経済活性化効果
の検証・調査）報告書

三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

地域経済産業グループ
地域経済産業調査室

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000088.pdf

000089 29.6.30 E006584
平成２７年度ビッグデータ等の分析を活用した地域活性化支援事業（システムを活用した地域経済活性化
調査）調査報告書

富士ソフト株式会
社

地域経済産業グループ
地域経済産業調査室

5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000089.pdf

000226 29.6.30 E006586
平成２７年度補正予算「ＩｏＴ推進のための新ビジネス創出基盤整備（ＩｏＴ活用おもてなし実証事業）」おもて
なしプラットフォーム　最終報告書

デロイト トーマツ コ
ンサルティング合
同会社

商務情報政策局
情報通信機器課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/290226.pdf

000227 29.6.30 E006587
平成２７年度補正予算「ＩｏＴ推進のための新ビジネス創出基盤整備事業（ＩｏＴ活用おもてなし実証事業）」
関東実証　報告書

株式会社ＪＴＢコー
ポレートセールス

商務情報政策局
情報通信機器課

17.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/290227.pdf

000228 29.6.30 E006588
平成２７年度補正ＩｏＴ推進のための新ビジネス創出基盤整備事業（ＩｏＴ活用おもてなし実証事業）事業報
告書

パナソニック シス
テムネットワークス
株式会社

商務情報政策局
情報通信機器課

12.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/290228.pdf

000767 29.2.24 E006197
平成２７年度皮革産業振興対策調査等（日本製革製履物の海外ＰＲ等のための海外見本市出展）事業実
施報告書

株式会社アサツー
ディ・ケイ

製造産業局紙業服飾品課
（現・生活製品課）

14.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000767.pdf

000781 29.2.23 E006198 平成２７年度製造基盤技術実態等調査（遺伝子解析ビジネス等に関する調査事業）報告書
株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ経
営研究所

商務情報政策局
生物化学産業課

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000781.pdf

000782 29.2.23 E006199
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備事業（ダイバーシティ課題解決型サー
ビス・働き方支援に関する調査研究）調査報告書

株式会社野村総合
研究所

商務情報政策局
サービス政策課

7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000782.pdf
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000787 29.2.23 E006200
平成２７年度沖縄振興推進調査（平成２７年度外国人観光客消費動向にかかるビッグデータによる観光高
度化方策及び産業波及可能性調査）報告書

ブルームーンパー
トナーズ株式会社

沖縄総合事務局
経済産業部企画振興課

9.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000787.pdf

000772 29.2.15 E006187
平成２７年度化学物質安全対策（製品含有化学物質の情報伝達スキーム普及促進事業）
chemSEHRPA　製品含有化学物質情報伝達スキーム　概要説明編/操作説明編

パナソニック　ソ
リューションテクノ
ロジー株式会社

製造産業局
化学物質管理課

445 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000772.zip

000723 29.2.14 E006186 平成２７年度多様な「人活」支援サービス創出事業（成果の分析調査と普及に関する事業）報告書
三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

経済産業政策局
産業人材政策室

11.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000723.pdf

000718 29.2.13 E006181
平成２７年度原子力発電施設広聴・広報等事業（原子力発電立地国における原子力関連施設立地地域の
住民との信頼関係構築に向けたコミュニケーション強化にかかる取組みについての調査）報告書

ワシントンコア
L.L.C.

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力立
地・核燃料サイクル産業課原
子力発電立地対策・広報室

11.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000718.pdf

000721 29.2.13 E006182 平成２７年度産業経済研究委託事業（雇用システム改革及び少子化対策に関する海外調査）報告書
ワシントンコア
L.L.C.

経済産業政策局
産業人材政策室

5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000721.pdf

000722 29.2.13 E006183
平成２７年度産業経済研究委託事業（インターンシップ等による産学協働教育のための連携基盤構築に
関する調査）報告書

株式会社クオリ
ティ・オブ・ライフ

経済産業政策局
産業人材政策室

18.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000722.pdf

000770 29.2.13 E006184
平成２７年度石油産業体制等調査研究（石油産業情報化推進調査）
石油統計速報　資源・エネルギー統計月報（確報）

一般財団法人石油
エネルギー技術セ
ンター

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000770.pdf

000771 29.2.13 E006185 平成２７年度製造基盤技術実態等調査事業（金属素材競争力強化事業）調査報告書
みずほ情報総研株
式会社

製造産業局鉄鋼課 2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000771.pdf

000766 29.2.2 E006180 平成２７年度発電用原子炉等利用環境調査（原子力発電所の継続的な安全性向上のための動向調査）
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力政策
課原子力基盤支援室

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000766.pdf

000761 29.1.31 E006175 平成２７年度企業取引情報等による地域活性化事業（データに基づく地域経済に関する実態調査）
株式会社帝国デー
タバンク

地域経済産業グループ
地域経済産業調査室

0.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000761.pdf

000756 29.1.30 E006173
平成２７年度新エネルギー等導入促進基礎調査（再生可能エネルギーのシステム価格動向調査）報告書
概要版

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー新エネルギー
部新エネルギー対策課

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000756.pdf

000757 29.1.30 E006174
平成２７年度新エネルギー等導入促進基礎調査（再生可能エネルギーのシステム価格動向調査）報告書
詳細版

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー新エネルギー
部新エネルギー対策課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000757.pdf

000412 29.1.25 E006151 平成２７年度製造基盤技術実態等調査（地域における製造業のレジリエンス能力実態調査）報告書
特定非営利活動法
人事業継続推進機
構

製造産業局参事官室 1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000412.pdf
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000730 29.1.25 E006152
平成２７年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
ベストプラクティス事例集（日本語）

株式会社NTTデー
タ経営研究所

通商政策局米州課 6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000730.pdf

000731 29.1.25 E006153
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（消費者向けオンラインサービスにお
ける通知と同意・選択に関する国際標準化等の状況に係る調査事業）報告書

株式会社野村総合
研究所

商務情報政策局
情報経済課

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000731.pdf

000732 29.1.25 E006154
平成２７年度製造基盤技術実態等調査
マテリアルズ・インフォマティクスを前提とした三次元金属積層造形技術の適用可能性に関する調査

一般財団法人金属
系材料研究開発セ
ンター

製造産業局
鉄鋼課製鉄企画室
（金属課金属技術室）

8.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000732.pdf

000733 29.1.25 E006155
平成２７年度新興国市場開拓事業
（相手国の産業政策・制度構築事業（フィリピン：建設用鉄鋼製品のジャパンブランドの構築に係る事業））

日鉄住金総研株式
会社

製造産業局金属課 2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000733.pdf

000734 29.1.25 E006156 平成２７年度エネルギー環境総合戦略調査（発電コスト検証に当たって必要となる情報の整理）報告書
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房総合政策課需給政
策室

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000734.pdf

000735 29.1.25 E006157 平成２７年度エネルギー環境総合戦略調査（将来のエネルギー需給構造に関する調査研究）報告書
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房総合政策課戦略企
画室

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000735.pdf

000736 29.1.25 E006158
平成２７年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業
（米国及び欧州等におけるＩｏＴのセキュリティに係る動向調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

商務情報政策局
サイバーセキュリティ課

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000736.pdf

000737 29.1.25 E006159 平成２７年度エネルギー環境総合戦略調査（エネルギーを巡る状況に関する動向調査）調査報告書
株式会社野村総合
研究所

資源エネルギー庁
長官官房総合政策課戦略企
画室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000737.pdf

000738 29.1.25 E006160 平成２７年度化学物質安全対策（化学物質中の毒性物質低濃度不純物調査等）報告書
一般財団法人化学
物質評価研究機構

製造産業局
化学物質管理課化学兵器・
麻薬原料等規制対策室

11.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000738.pdf

000739 29.1.25 E006161 平成２７年度化学物質安全対策（フロン排出抑制法関係調査）報告書
株式会社旭リサー
チセンター

製造産業局
オゾン層保護等推進室

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000739.pdf

000740 29.1.25 E006162
平成２７年度中小企業技術基盤強化税制（国税）
及び中小企業等の試験研究費に係る特例措置（地方税）の効果に関する調査

三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新
課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000740.pdf

000741 29.1.25 E006163
平成２７年度戦略的基盤技術高度化支援事業の成果に関する調査事業
戦略的基盤技術高度化支援事業  研究開発成果事例集  平成24～25年度研究開発プロジェクト

EYアドバイザリー
株式会社

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新
課

96.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000741.zip

000743 29.1.25 E006164

平成２７年度新興国市場開拓事業
（相手国の産業政策・制度構築の支援事業（アジア諸国（北東アジア、東南アジア、南アジア）：
アジア諸国における製造業に係る産業構造やサプライチェーンの現状と傾向に関する調査））
最終報告書2015年

デロイトトーマツコ
ンサルティング合
同会社

通商政策局アジア大洋州課 4.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000743.pdf
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https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000733.pdf
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https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000736.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000737.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000738.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000739.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000740.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000741.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000743.pdf
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000744 29.1.25 E006165 平成２７年度電力系統関連設備形成等調査事業（節電広報啓発等促進事業）事業報告書 株式会社博報堂
資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力基盤整
備課電力需給・流通政策室

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000744.pdf

000745 29.1.25 E006166
平成２７年度エネルギー使用合理化鉱物資源開発推進基盤整備事業（鉱物資源基盤整備調査事業）
各国の製錬所における環境対策・関連規制調査報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

資源エネルギー庁
資源・燃料部鉱物資源課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000745.pdf

000746 29.1.25 E006167 平成２７年度発電用原子炉等利用環境調査（諸外国における原子力政策等動向調査）調査報告書
株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力政策
課

9.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000746.pdf

000747 29.1.25 E006168
平成２７年度地方都市ガス事業天然ガス化促進対策調査（ガス工作物技術基準適合性評価等（ガス工作
物技術基準適合性評価事業））報告書

株式会社三菱総合
研究所

商務流通保安グループ
ガス安全室

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000747.pdf

000748 29.1.25 E006169
平成２７年度地方都市ガス事業天然ガス化促進対策調査（ガス工作物技術基準適合性評価等（技術基準
調査等事業））報告書

一般社団法人日本
ガス協会

商務流通保安グループ
ガス安全室

6.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000748.pdf

000749 29.1.25 E006170
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（海外における経営人材を対象とする
ＩＴ活用に関する教育実態調査）

特定非営利活動法
人ＣｅＦＩＬ

商務情報政策局
情報処理振興課

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000749.pdf

000755 29.1.25 E006172
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（２０２０未来開拓調査研究事業）全
体報告書

株式会社電通
商務情報政策局
サービス政策課

34.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000755.pdf

000711 29.1.19 E006141 平成２７年度石油製品需給適正化調査（石油ガス価格調査）
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

29.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000711.pdf

000712 29.1.19 E006142 平成２７年度消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング事業
株式会社東京商工
リサーチ

中小企業庁
事業環境部取引課

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000712.pdf

000713 29.1.19 E006143
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（円借款・民活インフラ案件形成等調査）
ベトナム：メコンデルタ地域幹線道路ダイガイ橋建設事業調査報告書

大日本コンサルタ
ント株式会社

貿易経済協力局
資金協力課

196 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000713.zip

000714 29.1.19 E006144
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（円借款・民活インフラ案件形成等調査）
ベトナム：メコンデルタ地域幹線道路ダイガイ橋建設事業調査報告書（英語版）

大日本コンサルタ
ント株式会社

貿易経済協力局
資金協力課

198 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000714.zip

000715 29.1.19 E006145
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（円借款・民活インフラ案件形成等調査）
マレーシア国：ガス複合火力発電所プロジェクト案件形成調査報告書

東電設計株式会社
貿易経済協力局
資金協力課

7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000715.pdf

000716 29.1.19 E006146
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（円借款・民活インフラ案件形成等調査）
マレーシア国：ガス複合火力発電所プロジェクト案件形成調査報告書（英語版）

東電設計株式会社
貿易経済協力局
資金協力課

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000716.pdf

000717 29.1.19 E006147
平成２７年度新興国市場開拓事業（相手国の産業政策・制度構築の支援事業
（メキシコ及びその他太平洋同盟加盟国市場開拓・サプライチェーン構築に向けたインフラ案件形成調
査））報告書

株式会社野村総合
研究所

通商政策局中南米室 2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000717.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000744.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000745.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000746.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000747.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000748.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000749.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000755.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000711.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000712.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000713.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000714.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000715.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000716.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000717.pdf
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000719 29.1.19 E006148
平成２７年度原子力発電施設広聴・広報等事業
（原子力発電立地国及び原子力関連施設立地地域における原子力の枠を超えた地域経済発展の戦略及
びその戦略の実現を可能とした背景事業に関する調査）

株式会社アイ・
ビー・ティ

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力立
地・核燃料サイクル産業課原
子力発電立地対策・広報室

8.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000719.pdf

000680 29.1.16 E006114
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（経済産業分野を対象とする個人情
報保護に係る制度整備等調査研究）報告書

株式会社野村総合
研究所

商務情報政策局情報経済課 5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000680.pdf

000681 29.1.16 E006115
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備事業
越境データフローに係る制度等の調査研究報告書

デロイトトーマツリ
スクサービス株式
会社

商務情報政策局情報経済課 3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000681.pdf

000682 29.1.16 E006116
平成２７年度産業技術調査事業「研究開発型ベンチャー企業の振興に向けた調査」
－ベンチャー・エコシステムの構築に向けて－報告書

デロイトトーマツコ
ンサルティング　合
同会社

産業技術環境局
技術振興・大学連携推進課

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000682.pdf

000683 29.1.16 E006117
平成２７年度における国等の物品等の契約先の分析等調査（４月～１１月分）
国等の物品等の契約先のうち新規中小企業者に対する契約額の集計等　調査結果

株式会社帝国デー
タバンク

中小企業庁取引課 0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000683.pdf

000685 29.1.16 E006118
平成２７年度新興国市場開拓事業（相手国の産業政策・制度構築の支援事業
（南米南部共同市場：我が国企業のビジネス拡大に係る基礎的情報調査・分析））報告書

アクセンチュア株
式会社

通商政策局中南米室 4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000685.pdf

000687 29.1.16 E006119 平成２７年度下請取引価格に関する調査事業調査報告書
株式会社帝国デー
タバンク

中小企業庁
事業環境部取引課

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000687.pdf

000688 29.1.16 E006120 平成27年度下請等中小企業の取引条件の改善に関する調査報告書
株式会社東京商工
リサーチ

中小企業庁
事業環境部取引課

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000688.pdf

000689 29.1.16 E006121
平成２７年度石油製品需給適正化調査
（石油製品価格モニタリング事業(全国規模価格モニタリング調査)）調査報告書、分析・評価結果
石油製品小売市況・石油製品卸売市況調査結果

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000689.pdf

000690 29.1.16 E006122
平成２７年度石油製品需給適正化調査（石油製品価格モニタリング事業（産業用燃料納入価格（軽油）（A
重油）・民生用灯油小売価格調査））結果

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000690.pdf

000691 29.1.16 E006123
平成２７年度地球温暖化問題等対策調査
（容器包装リサイクル推進調査＜再商品化義務履行状況に関する調査＞）
再商品化義務履行状況に関する調査　調査報告書

株式会社NTTデー
タ経営研究所

産業技術環境局
リサイクル推進課

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000691.pdf

000692 29.1.16 E006124
平成２７年度地球温暖化問題等対策調査
（容器包装リサイクル推進調査＜市町村のプラスチック製容器包装等の分別収集の実態と効果に関する
調査・分析事業＞）報告書

一般社団法人環境
情報科学センター

産業技術環境局
リサイクル推進課

15.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000692.pdf

000693 29.1.16 E006125
平成２７年度地球温暖化問題等対策調査
（容器包装リサイクル推進調査＜容器包装リサイクル制度を取り巻く情報調査・分析事業＞）報告書

株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
 リサイクル推進課

10.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000693.pdf

000694 29.1.16 E006126
平成２７年度地球温暖化問題等対策調査
（容器包装リサイクル推進調査＜容器包装使用合理化調査＞）

エム･アール･アイリ
サーチアソシエイツ
株式会社

産業技術環境局
リサイクル推進課

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000694.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000719.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000680.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000681.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000682.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000683.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000685.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000687.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000688.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000689.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000690.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000691.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000692.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000693.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000694.pdf
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000695 29.1.16 E006127
平成２７年度新興国市場開拓等事業（技術実証を通じた相手国での新技術等の普及促進事業
（トルコ：ＩＴ・エレクトロニクス技術による新興国の社会的課題解決のための政策対話及び性能”見える化”
セミナー))報告書

株式会社野村総合
研究所

商務情報政策局
情報通信機器課

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000695.pdf

000696 29.1.16 E006128
平成２７年度新興国市場開拓等事業（技術実証を通じた相手国での新技術等の普及促進事業
（カタール：ＩＴ・エレクトロニクス技術による新興国の社会的課題解決のための政策対話及び性能”見える
化”セミナー))報告書

株式会社野村総合
研究所

商務情報政策局
情報通信機器課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000696.pdf

000697 29.1.16 E006129
平成２７年度発電用原子炉等利用環境調査（核不拡散・核セキュリティに関する海外動向及び新興国にお
ける制度整備支援等調査）

株式会社アイ・
ビー・ティ

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力政策
課

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000697.pdf

000698 29.1.16 E006130
平成２７年度発電用原子炉等利用環境調査（原子力分野における国際協力枠組み等に関する調査）報告
書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
原子力政策課

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000698.pdf

000699 29.1.16 E006131
平成２７年度コンテンツ産業強化対策支援事業（コンテンツ産業における構造変化及び海外展開戦略分
析に関する調査事業）事業報告書

株式会社ジェンコ
商務情報政策局
文化情報関連産業課

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000699.pdf

000700 29.1.16 E006132
平成２７年度インフラシステム海外展開促進調査等事業
（カンボジア国：経済特別区（工業団地）を対象とした「水再生循環システム」）報告書

環境テクノス株式
会社

九州経済産業局
産業部産業課

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000700.pdf

000702 29.1.16 E006133 平成２７年度消費税転嫁対策相談窓口広報調査事業報告書 株式会社電通 中小企業庁取引課 0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000702.pdf

000703 29.1.16 E006134
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
インドネシアにおけるガスタービン・コンバインド・サイクル発電設備建設事業に係る事業実施可能性調査
調査報告書

東電設計株式会社
製造産業局
国際プラント・インフラシステ
ム・水ビジネス推進室

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000703.pdf

000704 29.1.16 E006135
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
バングラデシュにおける地下変電所等都市型コンパクト設計変電設備に係る事業実施可能性調査報告書

T.T. Network
Infrastructure
Japan 株式会社

製造産業局
国際プラント・インフラシステ
ム・水ビジネス推進室

13.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000704.pdf

000705 29.1.16 E006136
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
「イラン・イスラム共和国における発電所設置に係る事業実施可能性調査」報告書

丸紅株式会社
製造産業局
国際プラント・インフラシステ
ム・水ビジネス推進室

19.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000705.pdf

000706 29.1.16 E006137 平成２７年度産業技術調査事業　国際共同研究のための海外研究開発動向調査　報告書
三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

産業技術環境局
産業技術政策課国際室

10.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000706.pdf

000707 29.1.16 E006138
平成２７年度産業技術調査事業
我が国の持続可能な発展のための産業イノベーションの創出に向けた人材システム等に関する海外状況
調査  調査報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

産業技術環境局
産業技術政策課国際室

6.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000707.pdf

000708 29.1.16 E006139
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
（トップランナー制度の対象となる熱損失防止建築材料等の拡大に係る調査）

株式会社野村総合
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部省エネルギー対策課

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000708.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000695.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000696.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000697.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000698.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000699.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000700.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000702.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000703.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000704.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000705.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000706.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000707.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000708.pdf
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000709 29.1.16 E006140
平成２７年度コンテンツ産業強化対策支援事業（アニメ下請ガイドラインフォローアップ等調査事業）報告
書

三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

商務情報政策局
文化情報関連産業課

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000709.pdf

000670 29.1.5 E006100
平成27年度石油産業体制等調査研究
（バイオ燃料を中心とした我が国の温室効果ガス削減に向けた燃料政策に関する調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000670.pdf

000671 29.1.5 E006101
平成27年度新エネルギー等導入促進基礎調査
（再生可能エネルギーに係る税制措置による政策効果に関する調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部新エネルギー対策課

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000671.pdf

000672 29.1.5 E006102 平成27年度電子経済産業省構築事業（マイナンバー制度を活用した民間事業に関する調査研究）報告書
一般財団法人日本
情報経済社会推進
協会

商務情報政策局
情報政策課
情報プロジェクト室

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000672.pdf

000673 29.1.5 E006103 平成２７年度電子経済産業省構築事業（法人関連情報の利活用促進に関する調査研究）調査報告書
株式会社日立製作
所

商務情報政策局
情報政策課
情報プロジェクト室

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000673.pdf

000674 29.1.5 E006104
平成２７年度電子経済産業省構築事業
（ＩＤ連携トラストフレームワークを活用した官民連携の在り方に関する調査研究）調査報告書

一般財団法人日本
情報経済社会推進
協会

商務情報政策局
情報政策課
情報プロジェクト室

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000674.pdf

000675 29.1.5 E006105 平成27年度電子経済産業省構築事業（オープンガバメントの推進に関する調査研究）成果報告書
ソフトバンク・テクノ
ロジー株式会社

商務情報政策局
情報政策課
情報プロジェクト室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000675.pdf

000667 29.1.4 E006098
平成２７年度貿易救済措置関連調査事業
(貿易救済措置に係る申請手引き及び調査実務の改善のための情報収集に関する調査)報告書

ホワイト&ケースＬＬ
Ｐ

貿易経済協力局
貿易管理部
特殊関税等調査室

97.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000667.zip

000665 28.12.27 E006096 平成２７年度国内資源開発基礎情報取得等事業報告書
株式会社地球科学
総合研究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

58.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000665.zip

000666 28.12.27 E006097 平成27年度新エネルギー等導入促進調査（再生可能エネルギー等関連産業に関する調査）成果報告書
みずほ情報総研株
式会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部新エネルギー対策課

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000666.pdf

000659 28.12.26 E006092
平成２７年度電気事業者の新エネルギー等利用における電子管理システム運用等業務
（再生可能エネルギーの固定価格買取制度による賦課金の特例に係る負担動向分析業務）報告書

エム・アール・アイ
リサーチアソシエイ
ツ株式会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部新エネルギー課

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000659.pdf

000660 28.12.26 E006093
平成２７年度グリーンエネルギー証書制度基盤整備事業
（グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度運営事業）
報告書

デロイトトーマツコ
ンサルティング合
同会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部新エネルギー課

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000660.pdf

000661 28.12.26 E006094
平成２７年度電気事業者の新エネルギー等利用における電子管理システム運用等業務
（再生可能エネルギー発電設備の条件付き認定等に係る状況審査及びその関連業務）
報告書

デロイトトーマツコ
ンサルティング合
同会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部新エネルギー課

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000661.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000709.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000670.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000671.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000672.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000673.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000674.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000675.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000667.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000665.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000666.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000659.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000660.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000661.pdf
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000662 28.12.26 E006095
平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（水道事業におけるCPS（サイバーフィジカルシステム）実装のための調査研究）報告書

公益財団法人水道
技術研究センター

商務情報政策局
情報通信機器課

8.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/280662.pdf

000653 28.12.21 E006090
平成２７年度産業技術調査事業（産業界の人材ニーズに応じた理工系人材育成のための実態調査）
調査報告書

株式会社シーズ,
学校法人河合塾

産業技術環境局
大学連携推進室

183 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000653.zip

000655 28.12.21 E006091 平成２７年度石油産業体制等調査研究（資源開発に係る海洋政策等に関する調査）
株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000655.pdf

000646 28.12.15 E006086 平成２７年度中小企業・小規模事業者の資金調達環境に関する財務状況等別分析調査事業報告書
一般社団法人ＣＲ
Ｄ協会

中小企業庁
事業環境部金融課

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000646.pdf

000648 28.12.15 E006087
平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（IoT・AIを活用した革新的な産業モデル等調査）事業報告書

一般財団法人日本
情報経済社会推進
協会

商務情報政策局
情報通信機器課

7.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000648.pdf

000649 28.12.15 E006088
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（IoT・AIを活用した革新的な産業モデル等の創出を促進するWebプラットフォームの調査）報告書

株式会社シー・エ
ヌ・エス

商務情報政策局
情報通信機器課

10.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000649.pdf

000650 28.12.15 E006089
平成27年度中小企業者における中小企業施策の認知度及び利用度の向上に向けた課題と広報の在り方
に関するニーズ調査報告書

株式会社ネオマー
ケティング

中小企業庁
長官官房広報相談室

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000650.pdf

000436 28.12.2 E006079
平成２７年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（諸外国の自然災害に対するグローバル・ヴァリュー・チェーンの強靱性強化に係る事例調査）報告書

有限責任あずさ監
査法人

通商政策局
アジア太平洋地域協力推進
室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000436.pdf

000639 28.11.30 E006076
平成２７年度内外一体の経済成長にかかる国際経済調査事業
（EUとの規制協力：ITエレクトロニクス分野における第三国の規制に関する調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

商務情報政策局
情報通信機器課

12.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000639.pdf

000640 28.11.30 E006077
平成２７年度インフラシステム海外展開輸出促進調査等事業
（ベトナムにおける医療保険システム近代化実証事業）調査報告書

株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ

商務情報政策局
情報通信機器課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000640.pdf

000641 28.11.30 E006078
平成２７年度インフラシステム海外展開輸出促進調査等事業
（ベトナムにおける土地管理システム導入調査）調査報告書

富士通株式会社
商務情報政策局
情報通信機器課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000641.pdf

000621 28.11.8 E006072
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
「ナイジェリア連邦共和国における発電所新増設に係る事業実施可能性調査」提案調査報告書（和文）

丸紅株式会社 通商政策局中東アフリカ課 5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000621.pdf

000622 28.11.8 E006073
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
「ナイジェリア連邦共和国における発電所新増設に係る事業実施可能性調査」提案調査報告書（英文）

丸紅株式会社 通商政策局中東アフリカ課 4.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000622.pdf

000184 28.10.31 E006071 平成２７年度　精密計測等研究開発型中小企業の製造業の変革下における成長モデル調査　報告書
株式会社三菱化学
テクノリサーチ

関東経済産業局
地域経済部地域振興課

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000184.pdf

000607 28.10.12 E006067
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（ⅠｏＴに関する標準化・デファクトスタンダードに係る国際動向調査）報告書

株式会社日立コン
サルティング

商務情報政策局
情報通信機器課

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000607.pdf

000608 28.10.12 E006068
平成27年度貿易保険制度等調査委託事業
（特殊会社日本貿易保険に対する国の検査・監督手法調査）報告書

東陽監査法人 貿易経済協力局貿易保険課 1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000608.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/280662.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000653.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000655.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000646.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000648.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000649.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000650.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000436.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000639.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000640.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000641.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000621.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000622.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000184.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000607.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000608.pdf
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000599 28.9.28 E006064 平成２７年度製造基盤技術実態等調査（世界の石油化学製品の今後の需給動向等に関する調査）
株式会社三菱化学
テクノリサーチ

製造産業局素材産業課 1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000599.pdf

000601 28.9.28 E006065
平成27年グリーン自動車技術調査研究事業
（省エネルギー等への貢献が期待される高度な自動走行のユースケース等の検討）報告書

豊田通商株式会社 製造産業局自動車課 21.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000601.pdf

000596 28.9.16 E006061 平成２７年度発電用原子炉等利用環境調査（原子力産業動向調査）報告書
一般財団法人エネ
ルギー総合工学研
究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
原子力政策課

9.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000596.pdf

000597 28.9.16 E006062
平成27年度新興国市場開拓事業（技術実証を通じた相手国での新技術等の普及促進事業）
｢サウジアラビア：乗用車燃費規制認証に係る実証事業｣成果報告書

一般財団法人日本
自動車研究所

製造産業局自動車課 3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000597.pdf

000406 28.9.14 E006054
平成27年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（対内直接投資促進体制整備等調査（BEPSを踏まえた我が国のCFC税制等の在り方に関する調査））

PwC税理士法人 貿易経済協力局貿易振興課 1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000406.pdf

000591 28.9.14 E006055
平成２７年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業
（CDM・JIの運用に係る国際的枠組に関する調査）

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

産業技術環境局
地球環境連携室

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000591.pdf

000592 28.9.14 E006056
平成２７年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業
（排出量取引等に係る排出枠の効率的管理に関する調査研究）調査報告書

株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ

産業技術環境局
地球環境連携室

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000592.pdf

000593 28.9.14 E006057
平成２７年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業
（ＣＤＭ・ＪＩの運用に係る方法論及び信任に関する調査）

株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
地球環境連携室

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000593.pdf

000594 28.9.14 E006058
平成２７年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（薄鋼板製造工場への省エネルギー技術の導入によるJCMプロジェクト実現可能性調査）（日本語版）

ＪＦＥテクノリサーチ
株式会社,ＪＦＥス
チール株式会社

産業技術環境局
地球環境連携室

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000594.pdf

000595 28.9.14 E006059

平成２７年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（薄鋼板製造工場への省エネルギー技術の導入によるJCMプロジェクト実現可能性調査）（英語版）
Feasibility Study project for the JCM （FY 2015）
（The introduction of energy saving equipment, low CO2 equipment in steel sheet industries)

ＪＦＥテクノリサーチ
株式会社,ＪＦＥス
チール株式会社

産業技術環境局
地球環境連携室

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000595.pdf

000588 28.9.8 E006053
平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（国内における消費活動を促進するプラットフォーム構築に係る調査）調査結果報告書

株式会社三菱総合
研究所

商務情報政策局
情報通信機器課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000588.pdf

000585 28.9.6 E006051
平成２７年度発電用原子炉等利用環境調査
（系統制約・競争環境下における原子力利用に係る調査・研究）報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
原子力政策課

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000585.pdf

000581 28.8.29 E006048
平成27年度産業技術調査事業（研究開発税制等の今後の在り方に関する調査
（研究開発税制の利用状況及び経済波及効果に関する調査））報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

産業技術環境局
技術振興・大学連携推進課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000581.pdf

000582 28.8.29 E006049
平成２７年度新興国市場開拓事業
（相手国の産業政策・制度構築の支援事業（インド：対インド投資・貿易促進に関する調査））報告書

株式会社野村総合
研究所

通商政策局
アジア大洋州課
南西アジア室

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000582.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000599.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000601.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000596.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000597.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000406.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000591.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000592.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000593.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000594.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000595.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000588.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000585.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000581.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000582.pdf
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000583 28.8.29 E006050 平成２７年度産業経済研究委託事業 （企業の研究開発投資性向に関する調査） 報告書
公益財団法人未来
工学研究所

産業技術環境局
産業技術政策課
技術政策企画室

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000583.pdf

000566 28.8.25 E006042
平成２７年度地域経済産業活性化対策調査
「ものづくり＋IT・サービスの融合による東海地域の戦略産業の競争力強化に関する調査
（〜2040年ものづくりの未来洞察〜）」調査報告書（概要版、日本語）

株式会社三菱総合
研究所

中部経済産業局
地域経済部次世代産業課

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000566.pdf

000567 28.8.25 E006043

平成２７年度地域経済産業活性化対策調査
「ものづくり＋IT・サービスの融合による東海地域の戦略産業の競争力強化に関する調査
（〜2040年ものづくりの未来洞察〜）」調査報告書（概要版、英語）
2015 Survey of Measures for Regional Economic and Industrial Vitalization “Survey of strengthening
strategic industriesʼ competitiveness in the Tokai region by linking Monodzukuri and IT/services (Future
insight into 2040 Monodzukuri)”

株式会社三菱総合
研究所

中部経済産業局
地域経済部次世代産業課

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000567.pdf

000568 28.8.25 E006044
平成２７年度地域経済産業活性化対策調査
「ものづくり＋IT・サービスの融合による東海地域の戦略産業の競争力強化に関する調査
（〜2040年ものづくりの未来洞察〜）」調査報告書

株式会社三菱総合
研究所

中部経済産業局
地域経済部次世代産業課

8.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000568.pdf

000570 28.8.25 E006045
平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
特定家庭用機器再商品化法に係る普及啓発事業についての報告書

共同印刷株式会社
商務情報政策局
情報通信機器課
環境リサイクル室

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000570.pdf

000571 28.8.25 E006033
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（医療保険者及び企業等の利用者視点による健康情報に関する基盤整備及び利活用調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

商務情報政策局
ヘルスケア産業課

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000571.pdf

000572 28.8.25 E006034 平成27年度国際石油需給体制等調査　報告書（諸外国のエネルギー政策動向等に関する調査）
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房国際課

29.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000572.pdf

000573 28.8.25 E006035 平成27年度国際石油需給体制等調査（ウクライナ国家エネルギーマスタープラン策定に関する調査）
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房国際課

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000573.pdf

000574 28.8.25 E006036
平成26年度国際石油需給体制等調査（ASEAN＋3地域におけるエネルギー連携強化に係る事業）
（国庫債務負担行為に係るもの）（平成２７年度分）

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房国際課

125 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000574.zip

000575 28.8.25 E006037 平成27年度 国際石油需給体制等調査(国際エネルギー統計等調査研究事業)報告書
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房国際課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000575.pdf

000576 28.8.25 E006038
平成２７年度国際石油需給体制等調査
（主要国各国が共通して抱えるエネルギー分野の課題整理及び情報分析等に関する調査）

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房国際課

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000576.pdf

000577 28.8.25 E006039
平成27年度国際石油需給体制等調査
（G7北九州エネルギー大臣会合開催に向けた総合エネルギー地域における実情等に関する調査）報告書

株式会社コンベン
ションリンケージ

資源エネルギー庁
長官官房国際課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000577.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000583.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000566.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000567.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000568.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000570.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000571.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000572.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000573.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000574.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000575.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000576.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000577.pdf
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000579 28.8.25 E006040
平成27年度エネルギー需給緩和型　インフラ・システム普及等促進事業
インド：アンドラ・プラデシュ州新州都開発に関する調査　最終報告書

日本工営株式会社 通商政策局南西アジア室 4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000579.pdf

000580 28.8.25 E006041 平成27年度化学物質安全対策（化管法指定化学物質のGHS分類に関する調査） 調査報告書
一般財団法人化学
物質評価研究機構

製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000580.pdf

000562 28.8.18 E006030
平成２７年度石油産業体制等調査研究
（ＡＳＥＡＮ諸国、インド、中国及び韓国等アジア・太平洋地域における石油等の需給動向・供給体制に関
する調査）調査報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000562.pdf

000563 28.8.18 E006031
平成２７年度石油産業体制等調査研究
（国際原油市場を取り巻く環境と価格形成に影響を与える諸要因に関する調査）調査報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000563.pdf

000564 28.8.18 E006032
平成２７年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業
（エネルギー効率向上に関する国際パートナーシップ（ＧＳＥＰ鉄鋼ＷＧ）を活用した途上国の技術支援
ニーズ等に関する調査）

デロイトトーマツコ
ンサルティング合
同会社

産業技術環境局
地球環境対策室

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000564.pdf

000479 28.8.15 E006027
平成２７年度国際エネルギー使用合理化等対策事業
（サウジアラビアにおける省エネ制度確立・普及支援事業）

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000479.pdf

000560 28.8.15 E006028
平成２７年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業
（エネルギー効率向上に関する国際パートナーシップ（GSEP電力WG）を活用した途上国の技術支援ニー
ズ等に関する調査）報告書

PwCアドバイザリー
合同会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境対策室

15.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000560.pdf

000556 28.8.8 E006026
平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（電子商取引に関する市場調査）調査報告書

株式会社大和総研 商務情報政策局情報経済課 1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000556.pdf

000545 28.8.2 E006018
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
（自動車単体対策に係る調査検討事業）

独立行政法人交通
安全環境研究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000545.pdf

000546 28.8.2 E006019
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
（トップランナー制度の施行に係る分析調査事業）

三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000546.pdf

000547 28.8.2 E006020
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
（機械器具等の省エネルギー対策の検討に係る調査）

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課

17.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000547.pdf

000548 28.8.2 E006021
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
（機器の省エネルギー性能表示実施事業）

株式会社ピーツー
カンパニー

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000548.pdf

000549 28.8.2 E006022
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
（エネルギー消費機器等の省エネルギー規格の検討に係る調査等）

一般財団法人省エ
ネルギーセンター

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000549.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000579.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000580.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000562.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000563.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000564.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000479.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000560.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000556.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000545.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000546.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000547.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000548.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000549.pdf
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000550 28.8.2 E006023
平成27年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
(エネルギーミックスにおける省エネルギー対策の実現に向けた施策評価・効果分析調査)

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
省エネルギー課

7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000550.pdf

000551 28.8.2 E006024
平成２７年度
石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業に関する調査報告書
（供給設備等の維持管理方法の高度化に関する調査）

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
ガス安全室

7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000551.pdf

000466 28.8.1 E006012
平成２７年度地域経済産業活性化対策等調査
(スマート・エコパークに係る福島県におけるリサイクル関連ビジネス事業化可能性調査事業)　報告書

スズトクホールディ
ングス株式会社

産業技術環境局
リサイクル推進課

51.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000466.zip

000534 28.8.1 E006013 平成27年度アジア産業基盤強化等事業（イラン自動車産業政策立案支援調査）　調査報告書
一般財団法人日本
自動車研究所

通商政策局中東アフリカ課 15.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000534.pdf

000535 28.8.1 E006014 平成２７年度石油製品需給適正化調査（石油ガス流通・販売業経営実態調査）
一般財団法人エル
ピーガス振興セン
ター

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

30.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000535.pdf

000541 28.8.1 E006015
平成２７年度皮革産業振興対策調査等
我が国皮革製品製造業の産業集積地における競争力強化のための戦略検討調査報告書（概要版）

株式会社野村総合
研究所

製造産業局紙業服飾品課
（現・生活製品課）

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000541.pdf

000542 28.8.1 E006016
平成２７年度皮革産業振興対策調査等
我が国皮革製品製造業の産業集積地における競争力強化のための戦略検討調査報告書

株式会社野村総合
研究所

製造産業局紙業服飾品課
（現・生活製品課）

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000542.pdf

000544 28.8.1 E006017 平成２７年度地球温暖化問題等対策調査（資源有効利用促進法施行状況調査）
株式会社NTTデー
タ経営研究所

産業技術環境局
リサイクル推進課

8.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000544.pdf

000522 28.7.26 E006004
平成２７年度工業統計表、商業統計表、経済センサス-基礎調査・活動調査、事業所・企業統計調査、科
学技術研究調査、知的財産活動調査に関する再編加工に係る委託事業報告書

株式会社日本アプ
ライドリサーチ研究
所

中小企業庁
事業環境部企画課調査室

38.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000522.pdf

000523 28.7.26 E006005 平成２７年度中小企業の成長と投資行動に関する調査報告書
株式会社帝国デー
タバンク

中小企業庁
事業環境部企画課調査室

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000523.pdf

000524 28.7.26 E006006 平成２７年度海外の中小企業・小規模事業者に関する制度及び統計調査に係る委託事業　報告書
株式会社三菱総合
研究所

中小企業庁
事業環境部企画課調査室

21.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000524.pdf

000525 28.7.26 E006007
平成27年度海外事業活動基本調査、企業活動基本調査、中小企業実態基本調査、法人企業統計年報・
季報、労働力調査、就業構造基本調査、賃金構造基本統計調査に関する再編加工に係る委託事業報告
書

一般社団法人日本
リサーチ総合研究
所

中小企業庁
事業環境部企画課調査室

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000525.pdf

000536 28.7.26 E006008
平成２７年度地球温暖化問題等対策調査
（使用済小型電子機器等の再資源化事業の高度化に向けた調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
リサイクル推進課

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000536.pdf

000537 28.7.26 E006009
平成２７年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（ＥＵとの規制協力：日ＥＵの資源効率に関連する動向等調査）

株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
リサイクル推進課

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000537.pdf

000533 28.7.22 E006002
平成２７年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（アフリカ地域共同体経済連携等基礎調査）最終報告書

PwCあらた監査法
人

通商政策局中東アフリカ課 2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000533.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000550.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000551.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000466.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000534.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000535.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000541.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000542.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000544.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000522.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000523.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000524.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000525.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000536.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000537.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000533.pdf
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000471 28.7.20 E005990 平成２７年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（海外における省エネルギー政策等動向調査）
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

26.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000471.pdf

000515 28.7.20 E005991
平成２７年度国際エネルギー使用合理化等対策事業
（ロシア極東地域における熱及び発電分野のエネルギー効率改善に係るビジネス可能性共同調査）報告
書

ＥＹアドバイザリー
株式会社

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000515.pdf

000518 28.7.20 E005992
平成２７年度医療技術・サービス拠点化促進事業
（日本式医療海外展開事業性基礎調査・重点戦略国ネットワーク構築事業）アウトバウンド編
（日本の医療技術・サービスの海外展開に関する調査）報告書

株式会社野村総合
研究所

商務情報政策局
ヘルスケア産業課

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000518.pdf

000519 28.7.20 E005993
平成２７年度医療技術・サービス拠点化促進事業
（日本式医療海外展開事業性基礎調査・重点戦略国ネットワーク構築事業）インバウンド編
（国内医療機関による外国人患者受入の促進に関する調査）報告書

株式会社野村総合
研究所

商務情報政策局
ヘルスケア産業課

10.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000519.pdf

000520 28.7.20 E005995
平成２７年度インフラシステム海外展開促進調査等事業
キューバにおける日本式医療技術・サービス普及促進のための医療・教育拠点の設立に向けた調査報告
書

一般社団法人
Medical Excellence
JAPAN

商務情報政策局
ヘルスケア産業課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000520.pdf

000521 28.7.20 E005994 平成２７年度中小企業のリスクマネジメントと信用力向上に関する調査報告書
みずほ総合研究所
株式会社

中小企業庁
事業環境部企画課調査室

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000521.pdf

000504 28.7.13 E005982
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備事業
越境データフローに係る制度等の調査研究報告書

デロイトトーマツリ
スクサービス株式
会社

商務情報政策局情報経済課 3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000504.pdf

000505 28.7.13 E005983 平成27年度次世代高度運転支援システム研究開発・実証プロジェクト調査報告書
一般財団法人日本
自動車研究所

製造産業局自動車課 71.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000505.zip

000506 28.7.13 E005984
平成27年度グリーン自動車技術調査研究事業
自動走行の安全に係るガイドライン及びデータベース利活用の調査報告書

株式会社デンソー 製造産業局自動車課 6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000506.pdf

000507 28.7.13 E005985
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（フィリピン共和国におけるＥＶ及び充電関連インフラ等の普及可能性調査）調査報告書

Global Mobility
Service株式会社

製造産業局自動車課 1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000507.pdf

000508 28.7.13 E005986
平成27年度商取引適正化・製品安全に係る事業
流通・物流分野における情報の利活用等に関する研究会調査報告書

株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ経
営研究所

商務流通保安グループ
流通政策課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000508.pdf

000509 28.7.13 E005987
平成27年度商取引適正化・製品安全に係る事業
（小売業の店内多言語化にかかるガイドライン策定に関する調査）報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

商務流通保安グループ
流通政策課

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000509.pdf

000510 28.7.13 E005988
平成27年度商取引適正化・製品安全に係る事業
流通業の生産性向上等に関する調査報告書

株式会社野村総合
研究所

商務流通保安グループ
流通政策課

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000510.pdf

000512 28.7.13 E005989 平成２７年度皮革産業振興対策調査等　皮革製品における各種皮革素材の普及状況調査報告書
株式会社東レ経営
研究所

製造産業局
生活製品課（紙業服飾品課）

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000512.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000471.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000515.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000518.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000519.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000520.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000521.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000504.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000505.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000506.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000507.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000508.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000509.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000510.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000512.pdf
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000493 28.7.6 E005971 平成２７年度製造基盤技術実態等調査（機能性素材市場動向調査）

みずほ情報総研株
式会社（共同研究
者：株式会社みず
ほ銀行）

製造産業局化学課 1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000493.pdf

000494 28.7.6 E005972
平成２７年度温暖化対策基盤整備関連調査委託費
（平成２６年度実績に基づく低炭素社会実行計画の削減効果評価等事業）報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

産業技術環境局
環境経済室

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000494.pdf

000495 28.7.6 E005973
平成27年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業
（低炭素社会実行計画の策定業種拡大、及び温暖化対策の取組セグメント調査事業）報告書

有限責任監査法
トーマツ

産業技術環境局
環境政策課環境経済室

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000495.pdf

000496 28.7.6 E005974
平成27年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業委託費
（自主的取組手法の国際的評価の確立に向けた評価・分析手法等検討事業）報告書

有限責任監査法
トーマツ

産業技術環境局
環境政策課環境経済室

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000496.pdf

000497 28.7.6 E005975
平成27年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業
（国内外の電力事業におけるCO２削減取組、及び規制対応に関する調査事業）報告書

東京パワーテクノ
ロジー株式会社

産業技術環境局
環境政策課環境経済室

10.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000497.pdf

000498 28.7.6 E005976
平成２７年度石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業
（安全技術普及事業（事故発生原因分析等調査））に係る調査報告書

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
ガス安全室

31.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000498.pdf

000499 28.7.6 E005977
平成27年度　石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業
（災害に備えた次世代液化石油ガス保安システムの調査研究）に関する報告書

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
ガス安全室

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000499.pdf

000500 28.7.6 E005978
平成２7年度
石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業
（ガスシステム改革に対応した技術調査研究）に関する報告書

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
ガス安全室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000500.pdf

000501 28.7.6 E005979
平成２7年度
石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業
（バルク貯槽検査技術等高度効率化調査研究）報告書

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
ガス安全室

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000501.pdf

000502 28.7.6 E005980
平成27年度地方都市ガス事業天然ガス化促進対策調査
(ガス工作物技術基準適合性評価等(都市ガス事故事例の原因等の分析等))に係る調査報告書

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
ガス安全室

10.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000502.pdf

000503 28.7.6 E005981
平成27年度地方都市ガス事業天然ガス化促進対策調査
（ガス工作物技術基準適合性評価等
(都市ガス製造・供給システムのサイバーセキュリティ対策に関する調査事業報告書))

株式会社ブレイン
ワークス

商務流通保安グループ
ガス安全室

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000503.pdf

000457 28.7.5 E005943
平成２７年度「戦略的イノベーション創造プログラム（自動走行システム）：
「走行映像データベース」の構築技術の開発及び実証」成果報告書

一般財団法人日本
自動車研究所

製造産業局
自動車課電池・次世代技術・
ITS 推進室

48.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000457.zip

000458 28.7.5 E005944
平成２７年度「戦略的イノベーション創造プログラム（自動走行システム）：
交通事故低減詳細効果見積もりのためのシミュレーション技術の開発及び実証」成果報告書

一般財団法人日本
自動車研究所

製造産業局
自動車課電池・次世代技術・
ITS 推進室

7.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000458.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000493.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000494.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000495.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000496.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000497.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000498.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000499.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000500.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000501.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000502.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000503.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000457.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000458.pdf
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000459 28.7.5 E005945
平成２７年度「戦略的イノベーション創造プログラム（自動走行システム）：
Ｖ２Ｘ等車外情報の活用にかかるセキュリティ技術の研究・開発プロジェクト」成果報告書

一般財団法人日本
自動車研究所

製造産業局
自動車課電池・次世代技術・
ITS 推進室

17.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000459.pdf

000460 28.7.5 E005946
平成２７年度「戦略的イノベーション創造プログラム（自動走行システム）：
全天候型白線識別技術の開発及び実証」成果報告書

一般財団法人日本
自動車研究所

製造産業局
自動車課電池・次世代技術・
ITS 推進室

11.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000460.pdf

000461 28.7.5 E005947
平成２７年度「戦略的イノベーション創造プログラム（自動走行システム）：
地域交通ＣＯ２排出量可視化技術の調査研究」成果報告書

パシフィックコンサ
ルタンツ株式会社

製造産業局
自動車課電池・次世代技術・
ITS 推進室

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000461.pdf

000462 28.7.5 E005948
平成２７年度「戦略的イノベーション創造プログラム（自動走行システム）：
信号情報等のリアルタイム活用技術等の開発及び実証」成果報告書

一般社団法人
UTMS協会

製造産業局
自動車課電池・次世代技術・
ITS 推進室

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000462.pdf

000463 28.7.5 E005949
平成27年度「戦略的イノベーション創造プログラム（自動走行システム）：
衛星測位活用に向けた基礎評価に関する調査」報告書

アイサンテクノロ
ジー株式会社

製造産業局自動車課 13.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000463.pdf

000464 28.7.5 E005950
平成２７年度石油産業体制等調査研究
（石油業界における災害時対応訓練の実効性確保等に関する調査）報告書

株式会社富士通総
研

資源エネルギー庁
資源・燃料部油精製備蓄課

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000464.pdf

000465 28.7.5 E005951
平成２７年度地球温暖化問題等対策調査
（IoT活用による資源循環政策・関連産業の高度化・効率化基礎調査事業）調査報告書

アクセンチュア株
式会社

産業技術環境局
リサイクル推進課

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000465.pdf

000467 28.7.5 E005952
平成２７年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（日中韓サプライチェーン連結性向上のための三国間協力共同プロジェクトの推進及び展望調査）報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

通商政策局北東アジア課 0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000467.pdf

000468 28.7.5 E005953
平成２７年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（中国、韓国市場における日系企業の物流円滑化のための実態調査）報告書(日本語版）

独立行政法人日本
貿易振興機構
（ジェトロ）

通商政策局北東アジア課 1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000468.pdf

000469 28.7.5 E005954
平成２７年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（中国、韓国市場における日系企業の物流円滑化のための実態調査）報告書(英語版）

独立行政法人日本
貿易振興機構
（ジェトロ）

通商政策局北東アジア課 1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000469.pdf

000470 28.7.5 E005955
平成２７年度国際エネルギー使用合理化等対策事業
（海外における再生可能エネルギー政策等動向調査）

東京海上日動リス
クコンサルティング
株式会社

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

48.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000470.zip

000472 28.7.5 E005956
平成２７年度国際エネルギー使用合理化等対策事業
（省エネ・再エネ等マルチ枠組における国際動向調査）

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

8.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000472.pdf

000473 28.7.5 E005957 平成２７年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（省エネ等ビジネス世界展開促進事業）
一般財団法人省エ
ネルギーセンター

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000473.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000459.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000460.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000461.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000462.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000463.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000464.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000465.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000467.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000468.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000469.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000470.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000472.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000473.pdf
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000474 28.7.5 E005958
平成２７年度国際エネルギー使用合理化等対策事業
（インドにおける省エネ・再エネ機器導入可能性調査）報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000474.pdf

000475 28.7.5 E005959 平成２７年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（インドにおける蓄電池導入政策調査）報告書
株式会社野村総合
研究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000475.pdf

000476 28.7.5 E005960 平成２７年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（機器分野の省エネ普及促進事業）報告書
一般財団法人省エ
ネルギーセンター

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000476.pdf

000477 28.7.5 E005961
平成27年度国際エネルギー使用合理化等対策事業
（日中省エネルギー等・環境ビジネス推進事業）報告書

一般財団法人日中
経済協会

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
国際室

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000477.pdf

000478 28.7.5 E005962
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（トルコ国：廃棄物発電事業調査)報告書

ＰｗＣアドバイザ
リー合同会社

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000478.pdf

000480 28.7.5 E005963
平成２７年度国際エネルギー使用合理化等対策事業
（省エネルギー優秀事例及び最良技術普及事業）事業報告書

一般財団法人省エ
ネルギーセンター

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

36.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000480.pdf

000481 28.7.5 E005964
平成２７年度国際エネルギー使用合理化等対策事業
（バイオマス等再生可能エネルギー研究人材育成事業）報告書

一般財団法人新エ
ネルギー財団

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000481.pdf

000482 28.7.5 E005965 平成２７年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（省エネルギー人材育成事業）
一般財団法人省エ
ネルギーセンター

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000482.pdf

000483 28.7.5 E005966 平成27年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（新エネルギー人材育成事業）報告書
一 般財団法人日
本エネルギー経済
研究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000483.pdf

000484 28.7.5 E005967
平成２７年度国際エネルギー使用合理化等対策事業
（海外における卸電力取引所・リアルタイム市場等制度調査）

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

6.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000484.pdf

000485 28.7.5 E005968
平成27年度国際エネルギー使用合理化等対策事業
（海外における先進的省エネルギー・再生可能エネルギー事業の経済性評価手法定立に向けた調査）
報告書

有限責任監査法
トーマツ

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課国際室

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000485.pdf

000486 28.7.5 E005969 平成２７年度新エネルギー等導入促進基礎調査（逆潮流電力量の計量方法に関する調査）調査報告書
株式会社日本総合
研究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課熱電併給推進室

8.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000486.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000474.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000475.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000476.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000477.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000478.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000480.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000481.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000482.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000483.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000484.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000485.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000486.pdf
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000487 28.7.5 E005970
平成２７年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（海外企業の技術水準・獲得状況等に関する調査） 最終報告書

株式会社野村総合
研究所

通商政策局北東アジア課 2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000487.pdf

000445 28.7.1 E005940 平成27年度貿易投資促進事業（制度・事業環境整備）～サブサハラアフリカ生産性向上～
公益財団法人日本
生産性本部

貿易経済協力局技術協力課 2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000445.pdf

000446 28.7.1 E005941
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（活力あふれる超高齢化社会の実現に向けた取組に係る基礎調査）
「シルバー産業の国際展開に向けた課題整理・分析」に関する業務報告書

早稲田大学電子政
府・自治体研究所

商務情報政策局
サービス政策課

14.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000446.pdf

000447 28.7.1 E005942
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（活力あふれる超高齢化社会の実現に向けた取組に係る基礎調査）
活力あふれる超高齢化社会の実現に係る報告書

株式会社電通
商務情報政策局
サービス政策課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000447.pdf

000383 28.6.28 E005933
平成２７年度　地域経済産業調査委託事業
（広域関東圏における地域経済分析手法の検討・活用に関する調査）調査報告書

株式会社帝国デー
タバンク

関東経済産業局
総務企画部企画課

12.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000383.pdf

000439 28.6.28 E005934
平成２７年度産業経済研究委託事業　企業における女性活躍推進支援のあり方に関する実態調査報告
書

みずほ情報総研株
式会社

経済産業政策局
経済社会政策室

7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000439.pdf

000441 28.6.28 E005935
平成27年度エネルギー使用合理化委託促進基盤整備委託費
（新興アジア諸国における自動車の需要動向等調査事業）調査報告書

三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

製造産業局自動車課 1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000441.pdf

000442 28.6.28 E005936
平成２７年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（事業環境・市場動向等の調査
（イノベーティブ産業の興隆等が世界の貿易・投資パターンに及ぼす影響等に関する調査））報告書

アクセンチュア株
式会社

通商政策局企画調査室 6.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000442.pdf

000443 28.6.28 E005937
平成27年度中小企業・小規模事業者の海外展開に係る金融環境等に関する調査事業
最終報告書

プライスウォーター
ハウスクーパース
株式会社

中小企業庁
事業環境部金融課

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000443.pdf

000444 28.6.28 E005938 平成２７年度商店街活動におけるＰＤＣＡサイクル活用マニュアル作成等に関する委託事業報告書
株式会社三菱総合
研究所

中小企業庁
経営支援部商業課

40.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000444.zip

000414 28.6.22 E005907
平成２７年度製造基盤技術実態等調査事業
（フューチャーセッションの実施に関する報告書）成果報告書

株式会社フュー
チャーセッションズ

製造産業局参事官室 12.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000414.pdf

000434 28.6.22 E005908
平成27年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（アジア太平洋地域の更なる経済成長に向けた産業政策・法制度上の諸課題に係る調査）調査報告書

株式会社大和総研
通商政策局
アジア太平洋地域協力推進
室

5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000434.pdf

000435 28.6.22 E005909
平成27年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
(国際会議の場で議論を主導するための調査
(自然災害に対するグローバル・ヴァリュー・チェーンの強靭性強化に係る調査))調査報告書

デロイト トーマツ
ファイナンシャルア
ドバイザリー合同
会社

通商政策局
アジア太平洋地域協力推進
室

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000435.pdf

000437 28.6.22 E005910 平成２７年度地域別・部門別の雇用者数等の作成についての調査研究報告書
株式会社日本アプ
ライドリサーチ研究
所

大臣官房調査統計グループ
調査分析支援室

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000437.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000487.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000445.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000446.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000447.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000383.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000439.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000441.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000442.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000443.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000444.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000414.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000434.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000435.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000437.pdf
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000409 28.6.21 E005924
平成27年度 新興国市場開拓等事業
(相手国の産業政策・制度構築の支援事業 (ASEAN諸国：コンテンツ市場調査)) 報告書

株式会社QPR
商務情報政策局
文化情報関連産業課

4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000409.pdf

000422 28.6.21 E005925
平成２７年度商取引適正化・製品安全に係る調査研究
「商品先物取引に関する委託者等の実態調査」　報告書

株式会社リサーチ
ワークス

商務情報政策局
商務流通保安グループ
商取引監督課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000422.pdf

000423 28.6.21 E005926 平成２７年度地球温暖化問題等対策調査（二酸化炭素回収・貯留に係る技術動向等調査）報告書
日本エヌ・ユー・エ
ス株式会社

産業技術環境局
環境政策課
環境調和産業・技術室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000423.pdf

000426 28.6.21 E005927 平成２７年度産業経済研究委託事業（女性起業家等実態調査）報告書
EYアドバイザリー
株式会社

経済産業政策局
経済社会政策室

10.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000426.pdf

000427 28.6.21 E005928 平成２７年度企業におけるダイバーシティ経営の促進に関する実態調査
EYアドバイザリー
株式会社

経済産業政策局
経済社会政策室

16.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000427.pdf

000429 28.6.21 E005929 平成27年度産業経済研究委託事業(少子化の原因に関するセグメント分け調査)報告書全体版 株式会社博報堂
経済産業政策局
産業人材政策室

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000429.pdf

000430 28.6.21 E005930 平成27年度産業経済研究委託事業(平成28年春闘結果等に関する調査)報告書
株式会社パイプド
ビッツ

経済産業政策局
産業人材政策室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000430.pdf

000431 28.6.21 E005919 平成27年度産業経済研究委託事業　平成２７年企業の賃上げ状況等に関する調査報告書
デロイトトーマツコ
ンサルティング合
同会社

経済産業政策局
産業人材政策室

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000431.pdf

000432 28.6.21 E005920
平成27年度　新興国市場開拓等事業（相手国の産業政策・制度構築の支援事業
（ベトナム：繊維産業の一貫体制の構築支援））　調査報告書

株式会社野村総合
研究所

製造産業局繊維課通商室 2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000432.pdf

000326 28.6.17 E005911
平成27年度経済連携提携促進のための産業高度化推進事業
（日本－マレーシア経済連携協定に係る自動車型式認証の整備に関する調査事業）調査報告書

公益財団法人日本
自動車輸送技術協
会　自動車基準認
証国際化研究セン
ター

製造産業局自動車課 96.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000326.zip

000410 28.6.17 E005914
平成２７年度産業経済研究委託事業（少子高齢化に伴う経済・社会における課題に関する調査研究）
報告書

みずほ情報総研株
式会社

経済産業政策局産業構造課 10.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000410.pdf

000411 28.6.17 E005915
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費
（データ活用型省エネルギーシステム導入事例調査）

一般財団法人省エ
ネルギーセンター

製造産業局参事官室 9.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000411.pdf

000413 28.6.17 E005916
平成２７年度製造基盤技術実態等調査事業
（我が国ものづくりベンチャーの動向等調査）成果報告書

三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

製造産業局参事官室 0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000413.pdf

000415 28.6.17 E005917
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備事業
（IoTに関する国内外の実態調査）成果報告書

株式会社野村総合
研究所

製造産業局参事官室 0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000415.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000409.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000422.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000423.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000426.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000427.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000429.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000430.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000431.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000432.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000326.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000410.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000411.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000413.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000415.pdf
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000416 28.6.17 E005918 平成２７年度産業経済研究委託事業“企業主体”の規制改革制度に関する調査研究　報告書
株式会社野村総合
研究所

経済産業政策局産業構造課 2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000416.pdf

000417 28.6.17 E005921
平成27年度 中小ものづくり高度化法事業化支援事業 調査報告
事例からみた「事業化へのポイント」

株式会社リベルタ
ス・コンサルティン
グ

四国経済産業局
地域経済部製造産業課

0.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000417.pdf

000325 28.6.16 E005901
平成27年度経済連携促進のための産業高度化推進事業
(日タイ経済連携協定に係る自動車人材育成事業）報告書

一般財団法人海外
産業人材育成協会
（HIDA)

製造産業局自動車課 9.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000325.pdf

000399 28.6.16 E005902 平成27年度北海道国際観光競争力向上に向けた調査報告書
株式会社JTB北海
道

北海道経済産業局
総務企画部企画調査課

6.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000399.zip

000400 28.6.16 E005903
平成２７年度省エネルギー設備導入等促進広報事業
（北海道地域における省エネ・節電取組事例調査）調査報告書

株式会社藤原環境
科学研究所

北海道経済産業局
資源エネルギー環境部
エネルギー対策課

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000400.pdf

000401 28.6.16 E005904
平成27年度地域経済産業調査委託費(地域発「健康情報の利活用促進」)調査報告書
「ヘルスケア分野における IoT・ビッグデータ利活用事業モデルの考え方」

株式会社日本総合
研究所

関東経済産業
地域経済部次世代産業課

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000401.pdf

000404 28.6.16 E005905
平成27年度　知的財産権ワーキング・グループ等侵害対策強化事業
（日本でのインターネットプラットフォーム上の模倣品流通の実態に関する調査研究）調査報告書

ピットクルー株式会
社

製造産業局模倣品対策室 1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000404.pdf

000405 28.6.16 E005906
平成27年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（対内直接投資促進体制整備等調査
（BEPSを踏まえた各国動向及び日本企業の対応に関する調査））調査報告書

ＴＭＩ総合法律事務
所

貿易経済協力局貿易振興課 14.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000405.pdf

000407 28.6.16 E005912 平成２７年度官公需における中小企業・小規模事業者の受注機会の増大に関する調査事業報告書
三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

中小企業庁取引課 1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000407.pdf

000408 28.6.16 E005913 平成27年度　産業経済研究委託事業　（流通・取引に関する競争法の評価分析調査）　調査報告書

NERAエコノミックコ
ンサルティング
（登記名：オリバー
ワイマングループ
株式会社）

経済産業政策局
産業組織課競争環境整備室

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000408.pdf

000403 28.6.15 E005885
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費
（非鉄金属産業の省エネルギー促進等による競争力向上に関する調査）

株式会社日本総合
研究所

製造産業局非鉄金属課 11.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000403.pdf

000322 28.6.14 E005861 『平成27年度　植物利用型坑廃水浄化技術等基礎調査事業』に係る報告書
ＤＯＷＡエコシステ
ム株式会社

商務情報政策局
商務流通保安グループ
鉱山・火薬類監理官付

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000322.pdf

000337 28.6.14 E005862
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
（中小企業等の省エネ投資に係る認定支援機関向け実態・分析調査事業）報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000337.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000416.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000417.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000325.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000399.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000400.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000401.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000404.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000405.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000407.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000408.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000403.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000322.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000337.pdf
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000382 28.6.14 E005863
平成２７年度ビッグデータとその解析技術を活用した新指標の開発事業（プラットホーム構築検討）
報告書

株式会社NTTデー
タ経営研究所

大臣官房調査統計グループ
調査分析支援室

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000382.pdf

000384 28.6.14 E005864
「平成27 年度化学物質安全対策（OPCW アソシエート・プログラム産業研修の企画・支援事業）」
調査報告書

一般財団法人日本
国際協力センター

製造産業局化学物質管理課
化学兵器・麻薬原料等規制
対策室

13.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000384.pdf

000269 28.6.13 E005855
平成27年度インフラシステム海外展開促進調査等事業
（新興国におけるインフラ投資推進に向けたニーズ調査事業）報告書

デロイトトーマツ
ファイナンシャルア
ドバイザリー合同
会社

貿易経済協力局資金協力課 5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000269.pdf

000360 28.6.13 E005870
平成27年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（サウジアラビア王国・海水淡水化事業における省エネルギー設備の導入）（和文）

みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000360.pdf

000361 28.6.13 E005871
平成27年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（サウジアラビア王国・海水淡水化事業における省エネルギー設備の導入）（英文）

みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000361.pdf

000362 28.6.13 E005872
平成27年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（イランにおけるJCMの推進に向けた調査）報告書（公表用・和文）

みずほ総合研究所
株式会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000362.pdf

000363 28.6.13 E005873
平成27年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（イランにおけるJCMの推進に向けた調査）報告書（公表用・英文）

みずほ総合研究所
株式会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000363.pdf

000364 28.6.13 E005874
平成２７年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（農業分野における灌漑用高効率ソーラーポンプシステムの大量普及促進によるＪＣＭプロジェクト実現可
能性調査）（和文）

日本電産株式会社
産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000364.pdf

000365 28.6.13 E005875
平成２７年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（農業分野における灌漑用高効率ソーラーポンプシステムの大量普及促進によるＪＣＭプロジェクト実現可
能性調査）（英文）

日本電産株式会社
産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000365.pdf

000366 28.6.13 E005865
平成２７年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（インド国における鉄鋼事業への省エネルギー技術の導入によるJCMプロジェクト実現可能性調査）
調査報告書  公表用　和文

デロイトトーマツコ
ンサルティング合
同会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000366.pdf

000367 28.6.13 E005866
平成２７年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（インド国における鉄鋼事業への省エネルギー技術の導入によるJCMプロジェクト実現可能性調査）
調査報告書  公表用　英文

デロイトトーマツコ
ンサルティング合
同会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000367.pdf

000368 28.6.13 E005867
平成２７年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業
（日本の技術を通じた国際貢献の在り方事業）調査報告書（日本語版）　（公表用）

みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000368.pdf

000369 28.6.13 E005868
平成２７年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業
（日本の技術を通じた国際貢献の在り方事業）調査報告書（英語版）　（公表用）

みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000369.pdf

000372 28.6.13 E005869
平成２７年度アジア産業基盤強化等事業（アジア鉄鋼産業の世界市場戦略調査
（対象国：中国、ASEAN、中南米諸国等））

みずほ情報総研株
式会社,株式会社
みずほ銀行

製造産業局鉄鋼課 2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000372.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000382.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000384.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000269.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000360.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000361.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000362.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000363.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000364.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000365.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000366.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000367.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000368.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000369.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000372.pdf
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000373 28.6.13 E005876
平成２７年度国等の物品等の契約先の分析等調査　(４月～１１月分)
官公需適格組合便覧の作成　報告書

株式会社帝国デー
タバンク

中小企業庁取引課 6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000373.pdf

000374 28.6.13 E005877 平成２７年度産業技術調査事業（産学連携活動マネジメントに関する調査）調査報告書
みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
大学連携推進室

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000374.pdf

000375 28.6.13 E005878 平成２７年度産業技術調査事業（大学発ベンチャーの成長要因施策に関する実態調査）報告書
株式会社野村総合
研究所

産業技術環境局
大学連携推進室

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000375.pdf

000376 28.6.13 E005879
平成２７年度新分野進出支援事業
（今後の企業立地の促進及び企業の地方拠点の強化に関する調査等委託事業）調査報告書

一般財団法人日本
立地センター

経済産業政策局
地域経済産業グループ
立地環境整備課

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000376.pdf

000377 28.6.13 E005880
平成２７年度エネルギー消費状況調査
（エネルギー消費統計調査の集計及び利用分析に係る調査研究）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
長官官房総合政策課
戦略企画室

4.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000377.pdf

000379 28.6.13 E005881
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（カンボジア：南部経済回廊の貨物鉄道インフラシステム輸出にかかる事業性調査）報告書

日本貨物鉄道株式
会社

中部経済産業局国際課 7.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000379.pdf

000380 28.6.13 E005882 平成２７年度エネルギー環境総合戦略調査（国内外のエネルギー動向に関する調査・分析）
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房総合政策課

9.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000380.zip

000381 28.6.13 E005883
平成27年度エネルギー環境総合戦略調査
（過去の原油価格下落の要因比較と今後の展望及び天然ガス市場に関する調査）

株式会社アイ・
ビー・ティ

資源エネルギー庁
長官官房総合政策課

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000381.pdf

000358 28.6.9 E005851 平成２７年度発注方式等取引条件改善調査事業（概要版） 東京商工リサーチ 中小企業庁取引課 1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000358.pdf

000359 28.6.9 E005852 平成２７年度発注方式等取引条件改善調査事業（全体版） 東京商工リサーチ 中小企業庁取引課 8.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000359.pdf

000320 28.6.7 E005829
平成27年度温暖化対策基盤整備関連調査委託費
（地球温暖化問題を巡る国際動向調査（温暖化抑制に係る取り組み指針の科学的根拠について））
公表用調査報告書

公益財団法人地球
環境産業技術研究
機構

産業技術環境局
環境政策課
地球環境対策室

31.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000320.pdf

000332 28.6.7 E005830
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（モンゴル：次世代自動車リサイクルシステム導入の実現可能性調査）

日鉄住金総研株式
会社

製造産業局自動車課 3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000332.pdf

000333 28.6.7 E005831
平成２７年度製造基盤技術実態等調査
（自動車リサイクルの質の向上に向けた解体・破砕における実態調査事業）報告書

株式会社矢野経済
研究所

製造産業局自動車課 1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000333.pdf

000334 28.6.7 E005832 平成２７年度 小規模事業者等の事業活動に関する調査に係る委託事業  報告書
株式会社日本アプ
ライドリサーチ研究
所

中小企業庁
経営支援部
小規模企業振興課

23.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000334.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000373.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000374.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000375.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000376.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000377.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000379.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000380.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000381.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000358.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000359.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000320.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000332.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000333.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000334.pdf
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000335 28.6.7 E005833
平成27年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
省エネに資する自動走行のためのデータ分析の調査　報告書

アイサンテクノロ
ジー株式会社

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課
民生対策一係

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000335.pdf

000336 28.6.7 E005834
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
自動走行技術を用いた速度コントロール導入による燃費向上効果の調査 報告書

アイサンテクノロ
ジー株式会社

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000336.pdf

000338 28.6.7 E005835 平成27年度地球温暖化問題等対策調査（技術交渉対応支援業務）
公益財団法人地球
環境産業技術研究
機構

産業技術環境局
地球環境対策室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000338.pdf

000339 28.6.7 E005836 平成２７年度地球温暖化問題等対策調査（気候資金等に関する国際動向調査）
三菱UFJ モルガ
ン・スタンレー証券
株式会社

産業技術環境局
地球環境対策室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000339.pdf

000340 28.6.7 E005841
平成２７年度地球温暖化問題等対策調査
（地球温暖化問題を巡る国際動向調査（気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）））調査報告書

一般財団法人電力
中央研究所

産業技術環境局
地球環境対策室

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000340.pdf

000341 28.6.7 E005842 平成２７年度エネルギー環境総合戦略調査（エネルギー需給動向調査）
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房総合政策課
戦略企画室

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000341.pdf

000342 28.6.7 E005843
平成２７年度エネルギー環境総合戦略調査
（総合エネルギー統計で使用する企業・事業所他部門のエネルギー消費量の推計に関する調査）

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
長官官房総合政策課
戦略企画室

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000342.pdf

000343 28.6.7 E005844 平成27年度エネルギー環境総合戦略調査(エネルギー関連統計の整備に係る調査)
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房総合政策課

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000343.pdf

000344 28.6.7 E005845 平成27年度製造基盤技術実態等調査（我が国製造業の足下の状況認識に関する調査）報告書
EY総合研究所株
式会社

製造産業局
ものづくり政策審議室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000344.pdf

000345 28.6.7 E005846 平成２７年度製造基盤技術実態等調査（製造業の立地競争力と国内投資に関する調査）報告書
株式会社三菱総合
研究所

製造産業局
ものづくり政策審議室

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000345.pdf

000346 28.6.7 E005837 平成２７年度製造基盤技術実態等調査  製造業のビジネスモデルの変化と経営合理化に関する調査
三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

製造産業局
ものづくり政策審議室

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000346.pdf

000347 28.6.7 E005838 平成２７年度製造基盤技術実態等調査  我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査
三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

製造産業局
ものづくり政策審議室

42.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000347.zip

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000335.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000336.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000338.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000339.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000340.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000341.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000342.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000343.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000344.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000345.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000346.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000347.zip
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000348 28.6.7 E005839 平成２7年度化学物質安全対策（ＯＰＣＷ化学分析データ評価等）
一般財団法人化学
物質評価研究機構

製造産業局
化学物質管理課
化学兵器・麻薬原料等規制
対策室

22.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000348.pdf

000349 28.6.7 E005840 平成２7年度冷媒管理技術向上支援事業（フロン排出抑制法に関する普及啓発事業）報告書
一般財団法人日本
冷媒・環境保全機
構

製造産業局
化学物質管理課
オゾン層保護等推進室

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000349.pdf

000350 28.6.7 E005847
平成２７年度産業経済委託事業
情報技術の変革を踏まえた我が国経済の産業構造及び就業構造の将来動向に関する調査　報告書

三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

経済産業政策局産業構造課 1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000350.pdf

000351 28.6.7 E005848
平成２７年度経済連携促進のための産業高度化推進事業
（繊維産業のASEAN地域への海外展開策について）

株式会社矢野経済
研究所

製造産業局繊維課 5.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000351.pdf

000352 28.6.7 E005849
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
(タイ：自動車リサイクルシステム導入の実現可能性調査）

株式会社啓愛社 製造産業局自動車課 7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000352.pdf

000168 28.6.3 E005815 平成２７年度貿易投資促進事業　国際即戦力育成インターンシップ事業事業報告書

一般財団法人海外
産業人材育成協会
独立行政法人日本
貿易振興機構

貿易経済協力局技術協力課 11.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000168.pdf

000317 28.6.3 E005819
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（生涯現役社会実現に向けたビジネス創出環境整備に関する調査）報告書

株式会社ドリーム
インキュベータ

商務情報政策局
ヘルスケア産業課

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000317.pdf

000319 28.6.3 E005820
平成２７年度石油製品需給適正化調査　石油製品価格モニタリング事業
（石油製品の価格形成及び取引実態と石油産業の収益構造に関する調査）調査報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所　石油情報セ
ンター

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000319.pdf

000321 28.6.3 E005821 平成27年度地球温暖化問題等対策調査　欧州の気候変動政策に関する調査・分析　報告書 日本機械輸出組合
産業技術環境局
環境政策課
地球環境対策室

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000321.pdf

000323 28.6.3 E005822 平成２７年度総合調査研究　グローバル財務戦略に関する調査研究　報告書
株式会社NTTデー
タ経営研究所

経済産業政策局産業資金課 6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000323.pdf

000324 28.6.3 E005823
平成２７年度産業経済研究委託事業
（持続的な価値創造に向けた投資の在り方に関する調査研究）報告書

PwCあらた監査法
人

経済産業政策局産業資金課 8.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000324.zip

000327 28.6.3 E005824
平成27年度地球温暖化問題等対策調査
アジア諸都市に係るサステナビリティ指標に関する調査事業報告書

三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株
式会社

産業技術環境局環境政策課 4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000327.pdf

000328 28.6.3 E005825
平成２７年度インフラシステム海外展開促進調査等事業
（ベトナム：使用済製品の回収・リサイクル事業実施可能性調査）調査報告書

株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ経
営研究所

産業技術環境局
リサイクル推進課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000328.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000348.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000349.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000350.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000351.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000352.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000168.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000317.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000319.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000321.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000323.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000324.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000327.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000328.pdf
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000329 28.6.3 E005826
平成27年度インフラシステム海外展開促進調査等事業
（インド：インド南部におけるアルミニウムリサイクル事業実施可能性調査）調査報告書

株式会社大紀アル
ミニウム工業所

産業技術環境局
リサイクル推進課

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000329.pdf

000330 28.6.3 E005827
平成２７年度インフラシステム海外展開促進調査等事業
（中国：電炉ダストリサイクル事業実施可能性調査）調査報告書

東邦亜鉛株式会社
産業技術環境局
リサイクル推進課

6.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000330.pdf

000331 28.6.3 E005828 平成２７年度化学物質安全対策（インベントリ関連調査）報告書
株式会社リベルタ
ス・コンサルティン
グ

製造産業局
化学物質管理課
オゾン層保護等推進室

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000331.pdf

000291 28.5.31 E005792
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（グローバル市場におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査：
インドネシア・バンドン市におけるITSサービス事業可能性調査）

株式会社エヌ・
ティ・ティ・デ－タ

商務情報政策局情報経済課 4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000291.pdf

000292 28.5.31 E005794
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業報告書
（グローバル市場におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査：
インド国における再生可能エネルギー大量導入に対応した電力系統安定化ソリューションの横展開）

株式会社三菱総合
研究所

商務情報政策局情報経済課 4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000292.pdf

000293 28.5.31 E005795
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（グローバル市場におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査：
インドネシア共和国における水力発電アセットマネジメントシステムに関する事業可能性調査）

株式会社長大 商務情報政策局情報経済課 4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000293.pdf

000294 28.5.31 E005796
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（グローバル市場におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査：
タイ・バンコク近郊におけるエコ工業団地開発事業の可能性調査）

株式会社日本総合
研究所

商務情報政策局情報経済課 4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000294.pdf

000295 28.5.31 E005797
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（グローバル市場におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査：
インド・ラジャスタン州への系統安定化技術適用に関する事業可能性調査）

ＰｗＣアドバイザ
リー合同会社

商務情報政策局情報経済課 1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000295.pdf

000296 28.5.31 E005799
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（グローバル市場におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査：
ベトナム・ロンタン市におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査）

株式会社日本総合
研究所

商務情報政策局情報経済課 3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000296.pdf

000297 28.5.31 E005793
平成２６年度放射性廃棄物共通技術調査等事業
放射性廃棄物重要基礎技術研究調査
（国庫債務負担行為に係るもの）報告書（平成27年度分）

公益財団法人原子
力環境整備促進・
資金管理センター

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
放射性廃棄物対策課

18.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000297.pdf

000298 28.5.31 E005798
平成２７年度放射性廃棄物共通技術調査等事業
放射性廃棄物海外総合情報調査（国庫債務負担行為に係るもの）報告書（平成27年度分）

公益財団法人原子
力環境整備促進・
資金管理センター

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
放射性廃棄物対策課

187 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000298.zip

000299 28.5.31 E005800
平成２７年度新エネルギー等導入促進基礎調査
（中長期的な分散型エネルギーシステムとエネルギー産業の在り方に関する調査）

株式会社野村総合
研究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000299.pdf

000300 28.5.31 E005801
平成２７年度新エネルギー等導入促進基礎調査
（蓄電池を活用した新たなエネルギー産業に関する調査）

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
政策課

8.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000300.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000329.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000330.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000331.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000291.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000292.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000293.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000294.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000295.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000296.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000297.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000298.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000299.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000300.pdf
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000301 28.5.31 E005802
平成２７年度産業経済研究委託事業
（人工知能等の技術変革を踏まえた海外企業及び各国政府の取組に関する調査研究）最終報告書

デロイト　トーマツ
コンサルティング合
同会社

経済産業政策局産業再生課 2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000301.pdf

000302 28.5.31 E005803 平成27年度 電源立地推進調整等事業（電力小売全面自由化に係る需要家意識調査） 株式会社電通
資源エネルギー庁
電力・ガス事業部政策課
電力市場整備室

15.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000302.pdf

000303 28.5.31 E005807 平成２７年度化学物質安全対策（「ＧＨＳ混合物分類判定システム」の改良）調査報告書
日本ケミカルデー
タベース株式会社

製造産業局
化学物質管理課
化学物質リスク評価室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000303.pdf

000304 28.5.31 E005808 平成２７年度化学物質安全対策（ＧＨＳ普及等調査）調査報告書
みずほ情報総研株
式会社

製造産業局
化学物質管理課
化学物質リスク評価室

8.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000304.pdf

000305 28.5.31 E005809
平成27年度化学物質安全対策（SDS作成及び消費者製品を含むラベル表示に関する欧州実態調査）報
告書

一般財団法人化学
物質評価研究機構

製造産業局
化学物質管理課
化学物質リスク評価室

5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000305.pdf

000306 28.5.31 E005810
平成27年度内外一体の経済成長にかかる国際経済調査事業
（EUとの規制協力：スマートアプライアンス分野における欧州の規制に関する調査）調査報告書

一般財団法人エネ
ルギー総合工学研
究所

商務情報政策局情報経済課 10.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000306.pdf

000307 28.5.31 E005811 平成２７年度産業技術調査事業（大学における営業秘密に関する実態調査）調査報告書
みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
大学連携推進室

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000307.pdf

000309 28.5.31 E005812
平成２７年度冷媒管理技術向上支援事業
（フロン排出抑制法に基づく業務用冷凍空調機器に係る管理技術の向上等に関する技術講習事業）
報告書

一般社団法人日本
冷凍空調設備工業
連合会

製造産業局
化学物質管理課
オゾン層保護等推進室

19.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000309.pdf

000312 28.5.31 E005813 平成２７年度海外開発計画調査事業（実施済案件現状調査報告書）
独立行政法人国際
協力機構

貿易経済協力局技術協力課 5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000312.pdf

000313 28.5.31 E005814
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（グローバル市場におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査：
ECHONET Lite規格のASEAN各国への普及展開に向けた調査）調査報告書

株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ経
営研究所

商務情報政策局情報経済課 6.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000313.pdf

000314 28.5.31 E005817
平成２７年度地球温暖化問題等対策調査事業（バーゼル法関連事前相談業務）
相談実績等年次報告書

一般財団法人日本
環境衛生センター

産業技術環境局環境指導室 1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000314.pdf

000315 28.5.31 E005818
平成27年度地域経済産業活性化対策調査委託事業
「北陸地域における高機能新素材関連産業の振興方策に関する調査」調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

中部経済産業局
電力・ガス事業北陸支局
地域経済課

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000315.pdf

000195 28.5.30 E005782
平成２７年度「グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業
（カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット製品等認証事業）」報告書

みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局環境政策課
環境経済室

7.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000195.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000301.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000302.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000303.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000304.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000305.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000306.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000307.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000309.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000312.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000313.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000314.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000315.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000195.pdf
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000276 28.5.30 E005783

平成27年度地球温暖化問題等対策調査事業
（途上国における森林の減少・劣化の防止等への我が国企業の貢献可視化に向けた実現可能性調査事
業）
（木質チップ等の生産性向上及び高品質化により、当該木質チップ等を製造するために計画されている森
林伐採を最小化するためのプロジェクト実現可能性調査）報告書（日本語版）

兼松株式会社,
日本エヌ・ユー・エ
ス株式会社

産業技術環境局
地球環境連携室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000276.pdf

000277 28.5.30 E005784

平成27年度地球温暖化問題等対策調査事業
（途上国における森林の減少・劣化の防止等への我が国企業の貢献可視化に向けた実現可能性調査事
業）
（木質チップ等の生産性向上及び高品質化により、当該木質チップ等を製造するために計画されている森
林伐採を最小化するためのプロジェクト実現可能性調査）報告書（英語版）

兼松株式会社,
日本エヌ・ユー・エ
ス株式会社

産業技術環境局
地球環境連携室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000277.pdf

000282 28.5.30 E005785
平成２７年度新エネルギー等導入促進基礎調査
（国内におけるスマートコミュニティ普及動向に関する調査）

三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部
政策課
新産業・社会システム推進室

5.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000282.pdf

000283 28.5.30 E005786 平成２７年度新エネルギー等導入促進基礎調査（ネガワット取引の経済性等に関する調査）
株式会社野村総合
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部
政策課
新産業・社会システム推進室

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000283.pdf

000284 28.5.30 E005787 平成２７年度天然ガス高度利用基盤調査（天然ガスパイプライン整備方針の検討に向けた調査）報告書
株式会社野村総合
研究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
ガス市場整備課

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000284.pdf

000285 28.5.30 E005788 平成２７年度　起業・ベンチャー支援に関する調査　起業家精神に関する調査　報告書
株式会社野村総合
研究所

経済産業政策局新規産業室 1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000285.pdf

000286 28.5.30 E005789 平成２7年度起業・ベンチャー支援に関する調査「起業家教育の普及に関する調査」最終報告書
株式会社野村総合
研究所

経済産業政策局新規産業室 1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000286.pdf

000289 28.5.30 E005790 平成２７年度電源立地推進調整等事業（諸外国の託送制度に関する調査）報告書
PwCアドバイザリー
合同会社

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
電力市場整備室、
電力取引監視等委員会事務
局ネットワーク事業監視課

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000289.pdf

000290 28.5.30 E005791 平成２７年度政策評価調査事業（一般競争入札における一者応札に関する調査等）調査報告書
EYアドバイザリー
株式会社

大臣官房会計課 0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000290.pdf

000260 28.5.24 E005769 平成２７年度電源立地推進調整等事業 （電力システム改革の検証のための意識調査）報告書 株式会社電通
資源エネルギー庁
電力市場整備室

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000260.pdf

000261 28.5.24 E005770 平成２７年度電源立地推進調整等事業  電力自由化に伴う情報システムの変化に関する調査報告書
アクセンチュア株
式会社

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部政策課
電力市場整備室

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000261.pdf

000268 28.5.24 E005771
平成２７年度中小企業知的財産金融促進事業（諸外国における知的資産経営の取組に関する調査研究）
報告書

株式会社帝国デー
タバンク

経済産業政策局
知的財産政策室

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000268.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000276.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000277.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000282.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000283.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000284.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000285.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000286.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000289.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000290.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000260.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000261.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000268.pdf


27 / 47 ページ

管理番号 掲載日
ファイル
コード

委　託　調　査　報　告　書　名 委託事業者名 担当課室名
PDF・ZIP

容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス

平成２７年度　委託調査報告書　ＨＰ掲載一覧

000270 28.5.24 E005773
平成27年度インフラシステム海外展開促進調査等事業
（新興国におけるインフラ事業推進に向けたニーズ調査事業）報告書

ＰｗＣアドバイザ
リー合同会社

貿易経済協力局資金協力課 11.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000270.pdf

000271 28.5.24 E005774
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（サハラ以南アフリカ、南西アジア、東南アジア中核拠点における再生可能エネルギーを中心としたインフ
ラ分野のPPP市場分析及び本邦企業参入機会に係る情報収集調査）

株式会社野村総合
研究所

貿易経済協力局資金協力課 7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000271.pdf

000272 28.5.24 E005775
平成27年度新興国市場開拓事業
（相手国の産業政策・制度構築の支援事業（サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査））
調査報告書

三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株
式会社

商務情報政策局
サービス政策課

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000272.pdf

000273 28.5.24 E005776 平成２７年度産業技術調査事業（研究開発投資効率の指標の在り方に関する調査）報告書
株式会社ＮＴＴデー
タ経営研究所

産業技術環境局
産業技術政策課
技術政策企画室

8.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000273.pdf

000274 28.5.24 E005777 平成２７年度地球温暖化問題等対策調査（我が国の優れた低炭素技術に関する調査事業）報告書
株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局環境政策課 2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000274.pdf

000275 28.5.24 E005778 平成27年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（MRV等に関する人材育成）
三菱UFJモルガン・
スタンレー証券株
式会社

産業技術環境局
地球環境連携室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000275.pdf

000278 28.5.24 E005779
平成２７年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
インドネシア国バイオマスを使用した半炭化システムによるJCMプロジェクト実現可能性調査報告書
（日本語版）

一般財団法人石炭
エネルギーセン
ター,みずほ情報総
研株式会社,株式
会社大和三光製作
所

産業技術環境局環境政策課
地球環境連携室

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000278.pdf

000279 28.5.24 E005780
平成２７年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
インドネシア国バイオマスを使用した半炭化システムによるJCMプロジェクト実現可能性調査報告書
（英語版）

一般財団法人石炭
エネルギーセン
ター,みずほ情報総
研株式会社,株式
会社大和三光製作
所

産業技術環境局環境政策課
地球環境連携室

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000279.pdf

000280 28.5.24 E005772
平成２７年度　地球環境国際連携事業（地球温暖化対策技術の分析・評価に関する国際連携事業）
成果報告書

公益財団法人地球
環境産業技術研究
機構

産業技術環境局
地球環境対策室

26.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000280.pdf

000231 28.5.20 E005754 平成27年度発電所環境審査調査（温風拡散予測手法検討調査）
一般財団法人電力
中央研究所

商務情報政策局
商務流通保安グループ
電力安全課

23.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000231.pdf

000233 28.5.20 E005755
平成27年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
（エネルギー使用状況等の情報提供による家庭の省エネルギー行動変容促進効果に関する調査）調査報
告書

株式会社住環境計
画研究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課

7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000233.pdf

000237 28.5.20 E005756 平成27年度商取引適正化・製品安全に係る事業（電力先物の価格形成手法に関する調査）報告書
株式会社東京商品
取引所

商務流通保安グループ
商取引・消費経済政策課

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000237.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000270.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000271.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000272.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000273.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000274.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000275.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000278.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000279.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000280.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000231.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000233.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000237.pdf
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000238 28.5.20 E005757
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
（工場等におけるエネルギーの使用状況及び管理実態に関する調査事業）調査報告書

一般財団法人省エ
ネルギーセンター

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000238.pdf

000239 28.5.20 E005758
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（円借款・民活インフラ案件形成等調査）
イラク南部ガスタービン発電所コンバインド化計画調査報告書（日本語）

豊田通商株式会社 貿易経済協力局資金協力課 14.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000239.pdf

000240 28.5.20 E005759
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（円借款・民活インフラ案件形成等調査）
イラク南部ガスタービン発電所コンバインド化計画調査報告書（英語）

豊田通商株式会社 貿易経済協力局資金協力課 13.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000240.pdf

000250 28.5.20 E005760 平成２７年度　健康寿命延伸産業創出推進事業（地域ヘルスケアビジネス創出支援）調査報告書
株式会社エヌ･
ティ･ティデータ経
営研究所

商務情報政策局
ヘルスケア産業課

21.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000250.pdf

000251 28.5.20 E005765 平成２７年度　健康寿命延伸産業創出推進事業（ヘルスケアビジネス創出支援等）調査報告書
株式会社エヌ･
ティ･ティデータ経
営研究所

商務情報政策局
ヘルスケア産業課

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000251.pdf

000252 28.5.20 E005766
平成27年度総合調査研究
「持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家の対話のあり方
及び企業価値・開示に関する調査研究報告書」

有限責任あずさ監
査法人

経済産業政策局企業会計室 11.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000252.pdf

000253 28.5.20 E005761
平成27年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
インド・ナビムンバイでのスマートシティ開発におけるJCM事業実現可能性調査（日本語版）

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

産業技術環境局環境政策課 7.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000253.pdf

000254 28.5.20 E005762
平成27年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
インド・ナビムンバイでのスマートシティ開発におけるJCM事業実現可能性調査（英語版）

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

産業技術環境局環境政策課 5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000254.pdf

000257 28.5.20 E005763
平成２７年度　我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外動向調査）報告書

株式会社野村総合
研究所

商務情報政策局情報経済課 1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000257.pdf

000258 28.5.20 E005764
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
（工場等及び荷主の判断基準遵守状況等分析並びに特定事業者等管理標準ガイドライン作成）調査報告
書

一般財団法人省エ
ネルギーセンター

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課
省エネルギー対策業務室

12.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000258.pdf

000259 28.5.20 E005767
平成２７年度安全保障貿易管理対策事業（安全保障貿易関連の情報活用手法に関する調査）調査報告
書

日本電気株式会社
貿易経済協力局貿易管理部
安全保障貿易管理課

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000259.pdf

000211 28.5.16 E005738
平成２７年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業
（電子署名・認証業務利用促進事業（特定認証業務に関する相談業務））事業実施報告書

一般財団法人日本
情報経済社会推進
協会

商務情報政策局
情報セキュリティ政策室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000211.pdf

000213 28.5.16 E005739 平成２７年度法定計量関連調査事業　指定製造事業者制度における品質管理調査　報告書
社会システム株式
会社

産業技術環境局計量行政室 12.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000213.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000238.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000239.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000240.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000250.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000251.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000252.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000253.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000254.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000257.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000258.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000259.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000211.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000213.pdf
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000217 28.5.16 E005740 平成２７年度ベンチャー創造支援事業（ベンチャー企業の実態・創出等に係る調査）
株式会社野村総合
研究所

経済産業政策局新規産業室 11.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000217.pdf

000221 28.5.16 E005741 平成２７年度 石油精製業保安対策事業（高圧ガス保安規制のスマート化に関する調査研究）報告書
株式会社三菱総合
研究所

商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000221.pdf

000222 28.5.16 E005729
平成27年度 石油精製業保安対策事業
（コンビナートにおける情報・データの活用を通じた自主保安の高度化に関する調査研究）  調査報告書

国立大学法人鳥取
大学

商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000222.pdf

000223 28.5.16 E005730 平成２７年度新エネルギー等導入促進基礎調査（熱需給の実態等に関する包括調査）報告書
三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部省エネルギー政策課

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000223.pdf

000224 28.5.16 E005731 平成２７年度環境対応技術開発等(遺伝子組換え微生物等の産業活用促進基盤整備事業)調査報告書
一般財団法人バイ
オインダストリー協
会

商務情報政策局
生物化学産業課

43.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000224.zip

000225 28.5.16 E005732
平成２７年度産業技術調査事業（我が国企業の研究開発活動及び実証・評価研究の支援のあり方に関す
る調査）

株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ経
営研究所

産業技術環境局研究開発課 3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000225.pdf

000226 28.5.16 E005733
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
（産業・業務部門の省エネ促進に向けた省エネ法関連制度等のあり方に関する調査）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部省エネルギー対策課

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000226.pdf

000227 28.5.16 E005734
平成２７年度新エネルギー等導入促進基礎調査 水素社会の実現に向けた取組に関する調査 調査報告
書

株式会社野村総合
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部燃料電池推進室

11.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000227.pdf

000228 28.5.16 E005735
平成２７年度地方都市ガス事業天然ガス化促進対策調査
都市ガス安全情報広報事業需要家等に対する広報結果報告書

株式会社朝日広告
社

商務流通保安グループ
ガス安全室

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000228.pdf

000229 28.5.16 E005736
平成２７年度地方都市ガス事業天然ガス化促進対策調査
（ガス工作物技術基準適合性評価等（経年灯外内管リスク調査事業））調査報告書

一般社団法人日本
ガス協会

商務流通保安グループ
ガス安全室

7.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000229.pdf

000230 28.5.16 E005737
平成２７年度石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業（安全普及促進事業
（リーフレット作成及び発送、ラジオ広告、飲食店事業者等への注意喚起、広報効果検証等））
広告効果測定調査報告書

株式会社電通
商務流通保安グループ
ガス安全室

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000230.pdf

000177 28.5.13 E005708
平成２７年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業（環境負荷可視化に係る国際動向への対応事業）
報告書

みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
環境調和産業・技術室

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000177.pdf

000187 28.5.13 E005709 平成２７年度戦略的基盤技術高度化支援事業に係る評価支援業務　 調査報告書
株式会社リベルタ
ス・コンサルティン
グ

九州経済産業局
地域経済部産業技術課

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000187.pdf

000188 28.5.13 E005710 平成２７年度環境対応技術開発等（生物多様性総合対策事業）委託事業調査報告書
一般財団法人バイ
オインダストリー協
会

商務情報政策局
生物化学産業課

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000188.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000217.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000221.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000222.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000223.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000224.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000225.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000226.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000227.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000228.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000229.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000230.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000177.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000187.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000188.pdf
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000189 28.5.13 E005711
平成27年度　産業経済研究委託事業
コンテンツ保護の技術的手段に係る法制度及び技術動向等に関する調査研究報告書

一般財団法人デジ
タルコンテンツ協会

経済産業政策局
知的財産政策室

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000189.pdf

000190 28.5.13 E005704
平成２７年度化学物質安全対策
（すそ切り以下事業者排出量推計手法、オゾン層破壊物質及び低含有率物質の排出量推計手法に関す
る調査）報告書　第1分冊　すそ切り以下事業者排出量推計手法

株式会社環境計画
研究所

製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000190.pdf

000191 28.5.13 E005705
平成２７年度化学物質安全対策
（すそ切り以下事業者排出量推計手法、オゾン層破壊物質及び低含有率物質の排出量推計手法に関す
る調査）報告書　第2分冊　オゾン層破壊物質及び低含有率物質の排出量推計手法

株式会社環境計画
研究所

製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000191.pdf

000192 28.5.13 E005706
平成２７年度気候変動適応効果可視化事業
（途上国における適応分野の我が国企業の貢献可視化事業）調査報告書

株式会社野村総合
研究所

産業技術環境局
地球環境連携室

50.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000192.zip

000193 28.5.13 E005707 平成27年度地球温暖化問題等対策調査（環境報告書の効果的な情報発信に関する調査事業）報告書
株式会社ブレイン
ズ・ネットワーク

産業技術環境局
環境政策課環境経済室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000193.pdf

000194 28.5.13 E005712 平成２７年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業（環境と企業価値向上に係る調査事業）
三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

産業技術環境局
環境政策課環境経済室

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000194.pdf

000196 28.5.13 E005713
平成２７年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
(メキシコ南部におけるＣＣＳ－ＥＯＲ事業実現可能性調査)報告書(和文）

株式会社日本総合
研究所,三菱重工
業株式会社,国際
石油開発帝石株式
会社

産業技術環境局
地球環境連携室

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000196.pdf

000197 28.5.13 E005714
平成２７年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
(メキシコ南部におけるＣＣＳ－ＥＯＲ事業実現可能性調査)報告書(英文）

株式会社日本総合
研究所,三菱重工
業株式会社,国際
石油開発帝石株式
会社

産業技術環境局
地球環境連携室

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000197.pdf

000198 28.5.13 E005715 平成２７年度水素ネットワーク構築導管保安技術調査(配管における水素置換挙動調査)調査報告書
株式会社四国総合
研究所

商務流通保安グループ
ガス安全室

8.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000198.pdf

000199 28.5.13 E005716 平成27年度水素ネットワーク構築導管保安技術調査（配管材料の水素適用性調査）調査報告書
一般財団法人化学
物質評価研究機構

商務流通保安グループ
ガス安全室

5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000199.pdf

000200 28.5.13 E005717 平成２７年度水素ネットワーク構築導管保安技術調査（水素拡散挙動調査）報告書
産業技術総合研究
所

商務流通保安グループ
ガス安全室

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000200.pdf

000201 28.5.13 E005718 平成２７年度水素ネットワーク構築導管保安技術調査（総合調査）調査報告書
一般社団法人日本
ガス協会

商務流通保安グループ
ガス安全室

6.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000201.pdf

000202 28.5.13 E005719
平成２７年度地域経済産業活性化対策調査
中小企業を対象とした技術評価制度の展開可能性に関する調査
報告書

株式会社三菱総合
研究所

地域経済産業グループ
地域新産業戦略室

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000202.pdf

000203 28.5.13 E005720
平成２７年度地域経済産業活性化対策調査  イノベーション・コースト構想の具体化に向けた調査　報告
書

株式会社野村総合
研究所

地域経済産業グループ
福島産業復興推進室

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000203.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000189.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000190.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000191.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000192.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000193.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000194.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000196.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000197.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000198.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000199.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000200.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000201.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000202.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000203.pdf
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000204 28.5.13 E005721
平成２７年度地域経済産業活性化対策調査
（イノベーション・コースト構想における拠点を核とした産業集積及び周辺環境整備に向けた調査）調査報
告書

デロイト トーマツ コ
ンサルティング合
同会社

地域経済産業グループ
福島産業復興推進室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000204.pdf

000206 28.5.13 E005722

平成２７年度新興国市場開拓等事業
（相手国の産業政策・制度構築の支援事業
（中国：我が国のファッション産業の国際競争力強化及び関係機関の連携を通じた中華圏市場への進出
可能性の検討））

株式会社ローラン
ド・ベルガー

商務情報政策局
生活文化創造産業課

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000206.pdf

000207 28.5.13 E005723
平成27年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（メキシコ、陸上油田におけるCCSの可能性検討）報告書（和文）

三井物産株式会
社,株式会社三菱
総合研究所

産業技術環境局
地球環境連携室

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000207.pdf

000208 28.5.13 E005724
平成27年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（メキシコ、陸上油田におけるCCSの可能性検討）報告書（英文）

三井物産株式会
社,株式会社三菱
総合研究所

産業技術環境局
地球環境連携室

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000208.pdf

000171 28.5.10 E005692
平成27年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業
（Ｊ－クレジット制度運営等業務）報告書

みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
環境政策課環境経済室

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000171.pdf

000172 28.5.10 E005693
平成２７年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業
（Ｊ－クレジット等活用拡大に向けたインセンティブ調査事業）報告書

みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
環境政策課環境経済室

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000172.pdf

000173 28.5.10 E005694
平成２７年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業
（個人向け補助事業創出クレジットの取得及び売却）

一般社団法人低炭
素投資促進機構

産業技術環境局
環境政策課環境経済室

0.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000173.pdf

000174 28.5.10 E005695
平成２７年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業
（個人向け補助事業に係るプログラム型プロジェクトの運営・管理）　調査報告書

環境経済株式会社
産業技術環境局
環境政策課環境経済室

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000174.pdf

000175 28.5.10 E005696
平成２７年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業
（クレジットの活用に向けた取引環境整備調査事業）
事業報告書

デロイト トーマツ コ
ンサルティング合
同会社

産業技術環境局
環境政策課環境経済室

12.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000175.pdf

000176 28.5.10 E005697 平成２７年度地球温暖化問題等対策調査 中長期的に重要となる環境技術等に関する調査報告書
株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
環境調和産業・技術室

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000176.pdf

000178 28.5.10 E005698
平成２７年度地球環境国際連携事業
エネルギー・環境技術の世界的なイノベーション促進・普及に向けた動向等調査

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

産業技術環境局
環境調和産業・技術室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000178.pdf

000179 28.5.10 E005699
平成27年度　産業経済研究委託事業
（新たな技術革新やビジネスモデルに対応した企業法制の在り方に関する実態調査）　調査報告書

三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

経済産業政策局
産業組織課，
経済産業政策局
競争環境整備室，
経済産業政策局
知的財産政策室

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000179.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000204.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000206.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000207.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000208.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000171.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000172.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000173.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000174.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000175.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000176.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000178.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000179.pdf
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000180 28.5.10 E005700
平成27年度化学物質安全対策（新規化学物質届出・申出のIT化・情報発信のあり方に関する調査）調査
報告書

株式会社三菱総合
研究所

製造産業局
化学物質管理課
化学物質安全室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000180.pdf

000181 28.5.10 E005701 平成２７年度化学物質安全対策（化学物質の評価手法に関する調査・検討）報告書
一般財団法人化学
物質評価研究機構

製造産業局
化学物質管理課
化学物質安全室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000181.pdf

001020 28.5.10 E005702 平成２７年度製造基盤技術実態等調査（スマートテキスタイル市場の拡大に関する調査）
一般社団法人繊維
学会

製造産業局繊維課 0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001020.pdf

000164 28.5.9 E005680 平成27年度製造基盤技術実態等調査 衛生用紙産業における海外実態調査報告書
株式会社矢野経済
研究所

製造産業局紙業服飾品課 1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000164.pdf

000165 28.5.9 E005681 平成２７年度製造基盤技術実態等調査(我が国における和紙産業のブランド力強化に関する調査)報告書
三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

製造産業局紙業服飾品課 3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000165.pdf

000166 28.5.9 E005682
平成27年度中小企業等環境問題対策調査等
（我が国の古紙リサイクルシステムの課題とその対応に関する調査）報告書

三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

製造産業局紙業服飾品課 4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000166.pdf

000167 28.5.9 E005689
平成２７年度エネルギー消費状況調査
（平成２８年経済産業省特定業種石油等消費統計調査）（平成２７年度実施に係るもの）報告書

一般社団法人経済
産業統計協会

資源エネルギー庁長官官房
総合政策課戦略企画室

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000167.pdf

000169 28.5.9 E005690
平成２７年度気候変動適応効果可視化事業
（我が国の気候変動の影響評価・適応対策構築に向けた動向等調査）調査報告書

株式会社野村総合
研究所

産業技術環境局環境政策課
環境調和産業・技術室/
環境経済室

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000169.pdf

000170 28.5.9 E005691
平成27年度温暖化対策基盤整備関連調査委託費
（温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度事業）調査報告書

日本工営株式会社 産業技術環境局環境経済室 1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000170.pdf

000151 28.5.9 E005669 平成２７年度石油精製業保安対策事業（現場保安力維持・向上に向けた調査・分析）報告書
特定非営利活動法
人　安全工学会

商務流通保安グループ
保安課

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000151.pdf

000152 28.5.9 E005670 平成２７年度石油精製業保安対策事業（石油精製業等の保安に係る市場等の調査）報告書
株式会社三菱化学
テクノリサーチ

商務流通保安グループ
保安課

5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000152.pdf

000153 28.5.9 E005671 平成27年度石油精製環境分析・情報提供事業調査報告書
一般財団法人石油
エネルギー技術セ
ンター

資源エネルギー庁
資源・燃料部
石油精製備蓄課

153 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000153.zip

000154 28.5.9 E005672
平成２７年度石油産業体制等調査研究
（製油所における 精製プロセス等の改善に係る技術の可能性に関する調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部
石油精製備蓄課

4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000154.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000180.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000181.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001020.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000164.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000165.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000166.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000167.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000169.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000170.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000151.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000152.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000153.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000154.pdf


33 / 47 ページ

管理番号 掲載日
ファイル
コード

委　託　調　査　報　告　書　名 委託事業者名 担当課室名
PDF・ZIP

容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス

平成２７年度　委託調査報告書　ＨＰ掲載一覧

000155 28.5.9 E005683 平成２７年度貿易投資促進事業（親日・知日人材コミュニティ）事業報告書

有限責任 あずさ監
査法人,一般社団
法人日本国際化推
進協会,フォースバ
レー・コンシェル
ジュ株式会社

貿易経済協力局技術協力課 8.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000155.pdf

000156 28.5.9 E005684 平成２７年度アジア産業基盤強化等事業　南アフリカ自動車産業制度設計支援調査　調査報告書（和文）
株式会社現代文化
研究所

貿易経済協力局技術協力課 2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000156.pdf

000157 28.5.9 E005685 平成２７年度アジア産業基盤強化等事業　南アフリカ自動車産業制度設計支援調査　調査報告書（英文）
株式会社現代文化
研究所

貿易経済協力局技術協力課 2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000157.pdf

000158 28.5.9 E005686 平成２７年度アジア産業基盤強化等事業　南アフリカ自動車産業制度設計支援調査　要約編(和文）
株式会社現代文化
研究所

貿易経済協力局技術協力課 0.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000158.pdf

000159 28.5.9 E005677 平成２７年度アジア産業基盤強化等事業　南アフリカ自動車産業制度設計支援調査　要約編（英文）
株式会社現代文化
研究所

貿易経済協力局技術協力課 0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000159.pdf

000160 28.5.9 E005678 平成２７年度アジア産業基盤強化等事業　南アフリカ自動車産業制度設計支援調査　＜提言書＞（和文）
株式会社現代文化
研究所

貿易経済協力局技術協力課 0.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000160.pdf

000161 28.5.9 E005679 平成２７年度アジア産業基盤強化等事業　南アフリカ自動車産業制度設計支援調査　＜提言書＞（英文）
株式会社現代文化
研究所

貿易経済協力局技術協力課 0.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000161.pdf

000141 28.5.9 E005673
平成２７年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
「外国企業による国際ルール形成事例の調査」事業報告資料

デロイト　トーマツ
コンサルティング

通商政策局
ルール形成戦略室

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000141.pdf

000142 28.5.9 E005674 平成27年度地域経済産業活性化対策委託費（風評被害対策放射線量測定指導・助言事業）事業報告書
一般財団法人材料
科学技術振興財団

東北経済産業局
地域経済部地域経済課
東日本大震災復興推進室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000142.pdf

000144 28.5.9 E005675
平成27年度コンテンツ産業強化対策支援事業
映画上映に関するバリアフリー対応に向けた障害者の視聴環境の在り方に関する調査事業  報告書

株式会社新通コム
商務情報政策局
文化情報関連産業課

12.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000144.pdf

000147 28.5.9 E005676
平成２７年度商取引適正化・製品安全に係る事業
（電気用品安全法技術基準体系等見直しに関する調査）調査報告書

独立行政法人製品
評価技術基盤機構

商務情報政策局
商務流通保安グループ
製品安全課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000147.pdf

000148 28.5.9 E005667
平成27年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（カンボジア・ベトナムにおけるEMS導入による工場省エネルギー化のJCMプロジェクト実現可能性調査）
調査報告書（公表用・和文）

株式会社アシック
ス, マイクライメイト
ジャパン株式会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000148.pdf

000149 28.5.9 E005668
平成27年度地球温暖化対策技術普及等推進事業
（カンボジア・ベトナムにおけるEMS導入による工場省エネルギー化のJCMプロジェクト実現可能性調査）
調査報告書（公表用・英文）

株式会社アシック
ス, マイクライメイト
ジャパン株式会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000149.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000155.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000156.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000157.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000158.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000159.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000160.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000161.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000141.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000142.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000144.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000147.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000148.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000149.pdf
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000131 28.4.27 E005655 平成２７年度未利用エネルギー等活用調査（風力発電設備の維持及び管理の動向調査）報告書
株式会社構造計画
研究所

商務情報政策局,
商務流通保安グループ
電力安全課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000131.pdf

000132 28.4.27 E005656
平成２７年度未利用エネルギー活用調査事業
（ダム水路主任技術者の許可選任範囲の拡大に係る調査）
調査報告書

一般社団法人電力
土木技術協会

商務情報政策局
商務流通保安グループ
電力安全課

60.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000132.zip

000133 28.4.27 E005657
平成２７年度電力保安に関する中長期的な技術課題に関する調査事業
（発電用水力設備の技術基準を定める省令等の充実化に係る調査）
調査報告書

一般社団法人電力
土木技術協会

商務情報政策局
商務流通保安グループ
電力安全課

17.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000133.pdf

000134 28.4.27 E005658
平成27年度　電気施設保安制度等検討調査
（水力発電所に係る自然災害に対する安全性確認調査（損傷形態・地すべり））報告書

株式会社ニュー
ジェック

商務情報政策局
商務流通保安グループ
電力安全課

70.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000134.zip

000135 28.4.27 E005659
平成27年度化学物質安全対策
（ナノ材料等に関する国内外の安全情報及び規制動向に関する調査）

ＪＦＥテクノリサーチ
株式会社

製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000135.pdf

000136 28.4.27 E005660 平成27年度化学物質安全対策（化学物質リスク評価に関する動向調査）報告書
ＪＦＥテクノリサーチ
株式会社

製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000136.pdf

000137 28.4.27 E005661
平成27年度化学物質安全対策
（国内外の化学物質管理に関する試験法の調査）　成果報告書

一般財団法人化学
物質評価研究機構

製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

0.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000137.pdf

000138 28.4.27 E005662 平成２７年度化学物質安全対策（製品含有化学物質の暴露評価手法開発に関する調査）調査報告書
国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000138.pdf

000139 28.4.27 E005663 平成２７年度化学物質安全対策（PRTR制度、SDS制度に関する調査）報告書
株式会社環境計画
研究所

製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000139.pdf

000140 28.4.27 E005664 平成２７年度化学物質安全対策（PRTR制度、SDS制度に関する調査）報告書(参考資料）
株式会社環境計画
研究所

製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000140.pdf

000143 28.4.26 E005654
平成27年度　政策評価調査事業
（日本経済の中期的な変革とリスクに関する調査）
最終報告書

株式会社野村総合
研究所コンサル
ティング事業本部

大臣官房政策審議室 2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000143.pdf

000108 28.4.25 E005633

平成２７年度新興国市場開拓事業（相手国の産業政策・制度構築の支援事業
（ミャンマー連邦共和国における自動車登録・検査制度をはじめとする自動車産業政策に関する調査事
業））
成果報告書

デロイトトーマツコ
ンサルティング合
同会社

製造産業局自動車課 3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000108.pdf

000109 28.4.25 E005634
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（マーシャル諸島共和国におけるEV充電関連設備・制度導入の実現可能性調査）（報告書）

本田技研工業株式
会社

製造産業局自動車課 2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000109.pdf

000110 28.4.25 E005635
平成２７年度アジア産業基盤強化等事業
(ASEAN自動車関連環境規制導入に関する調査事業)

エンヴィックス有限
会社

製造産業局自動車課 4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000110.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000131.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000132.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000133.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000134.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000135.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000136.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000137.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000138.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000139.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000140.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000143.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000108.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000109.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000110.pdf
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000111 28.4.25 E005636
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（中華人民共和国における統一的EV充電網の普及実現可能性調査） 調査報告書

株式会社大和総研 製造産業局自動車課 5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000111.pdf

000115 28.4.25 E005637
平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備事業
（訪日外国人の消費促進のための観光関連サービス産業等の在り方に関する調査研究）

株式会社矢野経済
研究所

商務情報政策局
生活文化創造産業課
（クリエイティブ産業課）

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000115.pdf

000116 28.4.25 E005638 平成２７年度　新エネルギー等導入促進基礎調査（地熱発電の推進に関する調査）調査報告書
デロイトトーマツコ
ンサルティング合
同会社

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000116.pdf

000117 28.4.25 E005639
平成27年度　高圧ガス保安対策事業　（高圧ガス保安技術基準作成・運用検討）
（1）冷凍保安規則関連　1）冷凍機等への可燃性冷媒再充塡の安全性評価

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000117.pdf

000118 28.4.25 E005640 平成２７年度石油精製業保安対策事業（エアゾール製品等の市場調査）【事業報告書】
株式会社インター
リスク総研

商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

0.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000118.pdf

000119 28.4.25 E005641
平成27年度　高圧ガス保安対策事業（高圧ガス保安技術基準作成・運用検討）
（2）一般高圧ガス保安規則関連  １) 高圧ガスを利用した各種製品に関する法技術的課題の検討 報告書

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000119.pdf

000120 28.4.25 E005642

平成27年度 非化石エネルギー等導入促進対策調査等事業
（新エネルギー技術等の安全な普及のための高圧ガス技術基準策定）
（１）燃料電池自動車等に関する水素関連技術の安全性の評価、基準の検討
ア　水電解装置を用いた圧縮水素スタンドの技術基準の検討　報告書

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000120.pdf

000121 28.4.25 E005643

平成27年度 非化石エネルギー等導入促進対策調査等事業
（新エネルギー技術等の安全な普及のための高圧ガス技術基準策定）
(1)　燃料電池自動車等に関する水素関連技術の安全性の評価・基準の検討
イ　移動式圧縮水素スタンドの技術基準の検討　報告書

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000121.pdf

000122 28.4.25 E005644

平成27年度　非化石エネルギー等導入促進対策調査等事業
（新エネルギー技術等の安全な普及のための高圧ガス技術基準策定）
(1)　燃料電池自動車等に関する水素関連技術の安全性の評価・基準の検討
ウ　燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの普及拡大に伴う法技術的な課題の検討　報告書

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000122.pdf

000123 28.4.25 E005645
平成27年度　非化石エネルギー等導入促進対策調査等事業
（新エネルギー技術等の安全な普及のための高圧ガス技術基準策定）
(2)　圧縮水素スタンドにおける規制の運用マニュアルの検討及び説明会　報告書

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000123.pdf

000124 28.4.25 E005646
平成27年度　非化石エネルギー等導入促進対策調査等事業
（新エネルギー技術等の安全な普及のための高圧ガス技術基準策定）（３）海外調査

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

5.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000124.pdf

000125 28.4.25 E005647 平成27年度商取引適正化・製品安全に係る事業（事故情報データベースの活用に係る事前調査）報告書
日本タタ・コンサル
タンシー・サービシ
ズ株式会社

商務情報政策局製品安全課 0.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000125.pdf

000126 28.4.25 E005648
平成２７年度商取引適正化・製品安全に係る事業（重大事故の未然防止に向けた調査及び周知啓発事
業）

東京海上日動リス
クコンサルティング
株式会社

商務流通保安グループ
製品安全課

5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000126.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000111.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000115.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000116.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000117.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000118.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000119.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000120.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000121.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000122.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000123.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000124.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000125.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000126.pdf
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000127 28.4.25 E005649
平成２７年度商取引適正化・製品安全に係る事業
（消費生活用製品におけるリコールハンドブック策定等調査事業）調査報告書

株式会社インター
リスク総研

商務情報政策局
商務流通保安グループ
製品安全課

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000127.pdf

000128 28.4.25 E005650
平成２７年度インフラシステム海外展開促進調査等事業
（アフリカ・サブサハラ地域への医療技術・サービスの海外展開支援に係る基礎情報収集調査）報告書

アイテック株式会
社

貿易経済協力局資金協力課 3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000128.pdf

000129 28.4.25 E005651
平成２７年度化学物質安全対策（製品含有化学物質の情報伝達スキームの普及に関する調査）調査報告
書

一般社団法人産業
環境管理協会

製造産業局化学物質管理課 1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000129.pdf

000130 28.4.25 E005652 平成２７年度化学物質安全対策（情報伝達の試行と標準化に関する調査）調査報告書
みずほ情報総研株
式会社

製造産業局化学物質管理課 12.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000130.pdf

001009 28.4.25 E005653 平成２７年度大水深海底鉱山保安対策調査報告書

一般財団法人エン
ジニアリング協会
石油開発環境安全
センター

商務流通保安グループ
鉱山火薬類監理官付

84.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001009.zip

000047 28.4.20 E005623 平成２７年度火薬類取締法技術基準見直し等に係る諸外国の火薬類の規制状況調査事業報告書
国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

商務流通保安グループ
鉱山・火薬類監理官付

22.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000047.pdf

000102 28.4.20 E005624
平成２７年度製造基盤技術実態等調査事業（モデルベース開発に係る自動車産業への影響に係る調査）
報告書

株式会社電通国際
情報サービス

製造産業局自動車課 0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000102.pdf

000103 28.4.20 E005625 平成２７年度新エネルギー等導入促進基礎調査（水力開発導入基盤整備調査）

一般財団法人新エ
ネルギー財団,東電
設計株式会社,西
日本技術開発株式
会社

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
電力基盤整備課

134.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000103.zip

000104 28.4.20 E005626 平成２７年度中小水力開発促進指導事業基礎調査（水力開発技術情報収集調査）
一般財団法人新エ
ネルギー財団

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
電力基盤整備課

61.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000104.zip

000105 28.4.20 E005627
平成２７年度中小水力開発促進指導事業基礎調査
（発電水力調査（未開発地点開発可能性調査））

一般財団法人新エ
ネルギー財団

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
電力基盤整備課

60.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000105.zip

000106 28.4.20 E005628
平成27年度産業経済研究委託事業
（我が国企業の稼ぐ力向上に向けた産業金融の在り方に関する調査研究）報告書

デロイトトーマツコ
ンサルティング合
同会社

経済産業政策局産業資金課 4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000106.pdf

000107 28.4.20 E005629 平成２７年度火薬類事故防止対策事業報告書
公益社団法人 全
国火薬類保安協会

商務流通保安グループ
鉱山・火薬類監理官付

10.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000107.pdf

000112 28.4.20 E005630
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業 （インフラシステム輸出に係る競
争力強化等に向けた調査事業）報告書

株式会社三菱総合
研究所

貿易経済協力局
通商金融・経済協力課
戦略輸出室

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000112.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000127.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000128.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000129.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000130.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001009.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000047.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000102.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000103.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000104.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000105.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000106.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000107.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000112.pdf
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000113 28.4.20 E005631
平成27年度商取引適正化・製品安全に係る事業
（製品安全対策優良企業表彰制度等）
事業報告書

株式会社アサツー
ディ・ケイ

商務情報政策局
商務流通保安グループ
製品安全課

82.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000113.zip

000114 28.4.20 E005632
平成27年度商取引適正化・製品安全に係る事業
（事業者における製品安全人材の育成推進等）
調査報告書

株式会社インター
リスク総研

商務情報政策局
商務流通保安グループ
製品安全課

16.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000114.pdf

000082 28.4.18 E005611
平成２７年度新興国市場開拓事業（技術実証を通じた相手国での新技術等の普及促進事業
（インドネシア：食品廃棄の削減及び長期保存可能なレトルト食品の普及に係る制度整備事業））報告書

凸版印刷株式会社
通商政策局通商政策課
ルール形成戦略室

0.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000082.pdf

000084 28.4.18 E005612 平成２７年度　高圧ガス保安対策事業（事故調査解析）高圧ガス関係事故年報 高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000084.pdf

000085 28.4.18 E005613 平成２７年度　高圧ガス保安対策事業（事故調査解析）高圧ガス事故の類型化調査報告書 高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000085.pdf

000086 28.4.18 E005614
平成２７年度商取引適正化・製品安全に係る事業
（クレジット産業における取引構造の変化及び国際化に係る実態調査）報告書

株式会社野村総合
研究所

商務情報政策局
商務流通グループ
商取引監督課

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000086.zip

000087 28.4.18 E005615 平成２７年度製造基盤技術実態等調査事業　（自動車車両情報の利活用に関する調査）
株式会社矢野経済
研究所

製造産業局自動車課 0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000087.pdf

000090 28.4.18 E005616
平成２７年度複数の中小企業・小規模事業者が連携して行う取組の優良事例に関する調査研究事業
平成27年度 複数の中小企業・小規模事業者が連携して行う取組の事例集

株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ経
営研究所

中小企業庁経営支援部
商業課

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000090.pdf

000095 28.4.18 E005617 平成２７年度産業経済研究委託事業　労働移動の実態等に関する調査
みずほ情報総研株
式会社

経済産業政策局
産業人材政策室

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000095.pdf

000097 28.4.18 E005618
平成２７年度電源立地推進調整等事業
（諸外国の卸電力取引における競争状況などの把握手法に係る我が国への適用可能性に係る調査）報
告書

三菱UFJリサーチ&
コンサルティング

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
電力市場整備室

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000097.pdf

000098 28.4.18 E005619
平成27年度電源立地推進調整等事業
競争環境下における原子力事業者の事業環境整備に係る会計上の影響・課題に関する調査　最終報告
書

有限責任監査法人
トーマツ

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部政策課
電力市場整備室

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000098.pdf

000099 28.4.18 E005620 平成２７年度電源立地推進調整等事業（国内外における電力市場等の動向調査）調査報告書
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
電力市場整備室

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000099.pdf

000100 28.4.18 E005621 平成２７年度電源立地推進調整等事業（ＥＵにおける電力市場改革調査）報告書
株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
電力市場整備室

9.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000100.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000113.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000114.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000082.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000084.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000085.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000086.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000087.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000090.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000095.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000097.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000098.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000099.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000100.pdf
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000101 28.4.18 E005622
平成２７年度石油産業体制等調査研究
（ＬＮＧの国際マーケティング強化に関する調査報告書）

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部
石油・天然ガス課

13.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000101.pdf

000071 28.4.14 E005595
平成２７年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（対内直接投資促進体制整備等調査（諸外国における対内直接投資促進施策の実態調査））報告書

アクセンチュア株
式会社

貿易経済協力局貿易振興課 19.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000071.pdf

000072 28.4.14 E005596
平成２７年度電気施設保安制度等検討調査（電気設備に関する技術基準の性能規定化検討調査）報告
書

一般社団法人日本
電気協会

商務情報政策局
商務流通保安グループ
電力安全課

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000072.pdf

000073 28.4.14 E005597
平成27年度石油精製業保安対策事業（高圧ガス設備等耐震設計基準の想定地震対応に係る調査研究）
報告書

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

141.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000073.zip

000074 28.4.14 E005598
平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
(経済産業分野を対象とする個人情報保護に係る制度整備等調査研究)
報告書

株式会社野村総合
研究所

商務情報政策局情報経済課 5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000074.pdf

000075 28.4.14 E005599 全国の産地－平成２７年度産地概況調査結果
株式会社日本総合
研究所

中小企業庁経営支援部
創業・新事業促進課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000075.pdf

000076 28.4.14 E005600

平成２７年度　石油精製業保安対策事業
（高圧ガス取扱施設におけるリスクアセスメント手法及び保安教育プログラム調査研究）
 高圧ガス取扱施設におけるリスクアセスメント手法及び保安教育プログラム調査研究に関する報告書
【公表用調査報告書】

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

10.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000076.pdf

000077 28.4.14 E005601

平成２７年度　石油精製業保安対策事業
（高圧ガス取扱施設におけるリスクアセスメント手法及び保安教育プログラム調査研究）
高圧ガス取扱施設におけるリスクアセスメント手法及び保安教育プログラム調査研究に関する報告書
【公表用調査報告書(リスクアセスメント・ガイドライン(Ver.2))】

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000077.pdf

000078 28.4.14 E005602
平成２７年度石油精製業保安対策事業（石油精製プラント等の事故情報調査）
石油精製業保安対策石油精製プラント等の事故情報調査に関する報告書

高圧ガス保安協会
商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000078.pdf

000079 28.4.14 E005603 平成２７年度石油精製業保安対策事業　高圧ガスの危険性評価のための調査研究　報告書
国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

商務流通保安グループ
高圧ガス保安室

6.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000079.pdf

000080 28.4.14 E005604
平成２７年度商取引適正化・製品安全に係る事業
（電気用品安全法における整合規格整備拡充に関する調査）調査報告書

一般財団法人電気
安全環境研究所

商務流通保安グループ
製品安全課

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000080.pdf

000031 28.4.13 E005584
平成２７年度新エネルギー等導入促進基礎調査
（再生可能エネルギーの長期安定自立化に向けた調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
新エネルギー対策課

11.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000031.pdf

000053 28.4.13 E005585 平成２７年度化学物質安全対策（スクリーニング・リスク評価における調査）報告書
株式会社三菱化学
テクノリサーチ

製造産業局化学物質管理課
化学物質安全室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000053.pdf

000054 28.4.13 E005586 電力設備電磁界情報調査提供事業  平成27年度報告書
一般財団法人電気
安全環境研究所

商務情報政策局
商務流通保安グループ
電力安全課

11.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000054.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000101.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000071.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000072.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000073.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000074.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000075.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000076.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000077.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000078.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000079.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000080.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000031.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000053.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000054.pdf
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000056 28.4.13 E005587
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（大洋州島嶼国：小規模電力グリッドモデル構築調査事業）公表用調査報告書

東京電力株式会社
資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
電力基盤整備課

6.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000056.pdf

000057 28.4.13 E005606
平成２７年度製造基盤技術実態等調査
(製造分野におけるIoTシステムのセキュリティ対策に関する調査事業)報告書

株式会社日立製作
所

製造産業局
製造産業技術戦略室

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000057.pdf

000059 28.4.13 E005607
平成２７年度戦略的国際標準化加速事業
（国際標準共同研究開発・普及基盤構築事業）
「アクセシブルデザイン（ＡＤ）製品及びその認証に関する国際標準化・普及基盤構築」成果報告書

公益財団法人共用
品推進機構,
国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

産業技術環境局国際標準課 2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000059.pdf

000061 28.4.13 E005608 平成２７年度産業観光を活用した地域活性化事例調査　報告書
公益財団法人九州
経済調査協会

九州経済産業局産業部
流通・サービス産業課

6.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000061.pdf

000063 28.4.13 E005609 平成２７年度産業観光を活用した地域活性化事例調査　事例集
公益財団法人九州
経済調査協会

九州経済産業局産業部
流通・サービス産業課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000063.pdf

000065 28.4.13 E005588
平成27年度産業経済研究委託事業
金融・IT融合(FinTech)の産業金融等への影響に関する調査研究調査報告書

有限責任監査法人
トーマツ

経済産業政策局産業資金課 3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000065.pdf

000066 28.4.13 E005589
平成27年度地域経済産業活性化対策調査
（国内の観光リゾート地等における空間構成及びサービス業集積状況調査）報告書

ランドブレイン株式
会社

経済産業政策局
地域経済産業グループ
地域新産業戦略室

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000066.pdf

000067 28.4.13 E005590 平成２７年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業(方法論の策定・検証に関する調査)
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

産業技術環境局
地球環境連携室

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000067.pdf

000068 28.4.13 E005591 平成２７年度化学物質安全対策（化審法の施行状況等に関する調査）
株式会社住化分析
センター

製造産業局化学物質管理課
化学物質安全室

5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000068.pdf

000069 28.4.13 E005592 平成２７年度石油産業体制等調査研究　ＳＳの経営力強化に係る実態調査　報告書
株式会社野村総合
研究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000069.pdf

000070 28.4.13 E005593
平成27年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
(対内直接投資促進体制整備等調査（欧米アジアの外国企業の対日投資関心度調査）)
欧米アジアの外国企業の対日投資関心度調査報告書

PwCあらた監査法
人

貿易経済協力局貿易振興課 0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000070.pdf

000045 28.4.8 E005578 平成27年度製造基盤技術実態等調査事業（リフォームビジネス拡大に向けたビジネスモデル実態調査）
株式会社矢野経済
研究所

製造産業局
住宅産業窯業建材課

48.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000045.pdf

000046 28.4.8 E005579
平成２７年度エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費
セメント産業における省エネ製造プロセスの普及拡大方策に関する調査
-混合セメントの普及拡大方策に関する検討-報告書

株式会社エックス
都市研究所

製造産業局
住宅産業窯業建材課

5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000046.pdf

000048 28.4.8 E005580
平成２７年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（対内直接投資促進体制整備等調査（対内直接投資の現状把握・評価指標に関する調査））

アクセンチュア株
式会社

貿易経済協力局貿易振興課 5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000048.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000056.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000057.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000059.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000061.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000063.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000065.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000066.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000067.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000068.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000069.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000070.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000045.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000046.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000048.pdf
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000051 28.4.8 E005581
平成27年度エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費
（省エネ技術の導入促進に向けた住宅メーカーの課題検討に関する調査）　調査報告書

株式会社創樹社
製造産業局
住宅産業窯業建材課

6.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000051.pdf

000052 28.4.8 E005582 平成２７年度化学物質安全対策（残留性有機汚染物質等に関する調査）報告書
一般財団法人化学
物質評価研究機構

製造産業局化学物質管理課 12.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000052.pdf

000035 28.4.7 E005569 近畿地域の希少資源循環に向けた大学知財活用調査事業事業報告書
株式会社ダン計画
研究所

近畿経済産業局
資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課

10.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000035.pdf

000036 28.4.7 E005570
平成27年度発電用原子炉等利用環境調査
（各国の原子力政策及び産業界の自主的安全性向上・技術開発・人材育成等に係る取組に関する動向調
査）調査報告書

日本エヌ・ユー・エ
ス株式会社

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
原子力政策課

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000036.pdf

000038 28.4.7 E005571
平成２７年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（国際会議の場で議論を主導するための調査
（ＡＰＥＣインフラ事業のピアレビュー及び能力構築にむけたガイドライン作成））報告書

ＰｗＣアドバイザ
リー合同会社

通商政策局
アジア太平洋地域協力推進
室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000038.pdf

000039 28.4.7 E005572
平成27年度製造基盤技術実態等調査
（アルミドロス等の改質処理法及びリサイクル可能性調査）
調査報告書

東北大学大学院
工学研究科

製造産業局非鉄金属課 2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000039.pdf

000040 28.4.7 E005573 平成27年度化学物質安全対策(第一種特定化学物質含有製品等安全性調査)
一般財団法人化学
物質評価研究機構

製造産業局化学物質管理課
化学物質安全室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000040.pdf

000041 28.4.7 E005574 平成２７年度「関西のコネクターハブ企業の実態調査」報告書（概要版）
株式会社地域計画
建築研究所

近畿経済産業局
総務企画部企画課

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000041.pdf

000042 28.4.7 E005575 平成２７年度「関西のコネクターハブ企業の実態調査」報告書
株式会社地域計画
建築研究所

近畿経済産業局
総務企画部企画課

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000042.pdf

000043 28.4.7 E005576
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（伝統的工芸品製造事業者の流通・経営・情報発信等の分野に関する人材育成に係る調査）調査報告書

特定非営利活動法
人メイド・イン・ジャ
パン・プロジェクト

商務情報政策局
伝統的工芸品産業室

17.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000043.pdf

000044 28.4.7 E005577
平成２７年度エネルギー使用合理化鉱物資源開発推進基盤整備事業
（鉱物資源基盤整備調査事業（鉱物資源の供給安定性評価調査））報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部鉱物資源課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000044.pdf

000013 28.4.6 E005546 平成２７年度化学物質安全対策（一般化学物質等届出対応関連調査等事業）報告書
みずほ情報総研株
式会社

製造産業局化学物質管理課
化学物質安全室

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000013.pdf

000014 28.4.6 E005547
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（特定家庭用機器の排出・引取り・再生資源の実態に関する調査）

株式会社三菱総合
研究所

商務情報政策局
情報通信機器課
環境リサイクル室

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000014.pdf

000015 28.4.6 E005548
平成27年度新興国市場開拓等事業（相手国の産業政策・制度構築の支援業務
（インドネシア等：我が国の鉱物資源の安定供給確保に係る資源国の鉱業政策等調査・分析及び政策提
言等の作成））

三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

資源エネルギー庁
資源・燃料部鉱物資源課

19.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000015.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000051.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000052.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000035.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000036.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000038.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000039.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000040.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000041.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000042.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000043.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000044.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000013.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000014.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000015.pdf
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000016 28.4.6 E005549
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
(南アフリカ共和国における鉱山型マイクログリッド導入可能性等調査)

THEパワーグリッド
ソリューション株式
会社

資源エネルギー庁
資源・燃料部鉱物資源課

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000016.pdf

000018 28.4.6 E005551
平成２７年度インフラシステム海外展開促進調査等事業
「モンゴル：畜産加工副産物等利用バイオディーゼル燃料製造システム事業化調査」調査報告書

株式会社ダイキア
クシス

四国経済産業局
資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000018.pdf

000019 28.4.6 E005552
平成27年度商取引適正化・製品安全に係る事業
（ソーシャルメディア情報の利活用を通じたＢｔｏＣ市場における消費者志向経営の推進に関する調査）報
告書

株式会社日経ビー
ピー

商務流通保安グループ
消費経済企画室

10.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000019.zip

000020 28.4.6 E005553 平成27年度発電用火力設備技術基準等国際化調査報告書
一般財団法人発電
設備技術検査協会

商務流通保安グループ
電力安全課

6.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000020.pdf

000021 28.4.6 E005554 平成２７年度未利用エネルギー等活用調査（水素発電に関する安全性調査）報告書
みずほ情報総研株
式会社

商務情報政策局
商務流通保安グループ
電力安全課

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000021.pdf

000022 28.4.6 E005555 平成２７年度未利用エネルギー等活用調査（発電用火力設備に関する保安技術等動向調査）報告書
みずほ情報総研株
式会社

商務情報政策局
商務流通保安グループ
電力安全課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000022.pdf

000023 28.4.6 E005556
平成27年度 電気施設保安制度等検討調査
（発電用火力設備に関する技術基準の性能規定化検討調査）報告書

一般財団法人発電
設備技術検査協会

商務流通保安グループ
電力安全課

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000023.pdf

000024 28.4.6 E005557
平成２７年度新興国市場開拓事業（相手国の産業政策・制度構築の支援事業
（インド：ＩＴ・エレクトロニクスに係る日印政策対話））報告書

株式会社三菱総合
研究所

商務情報政策局情報政策課
国際室

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000024.pdf

000025 28.4.6 E005558
平成27年度安全性向上原子力人材育成委託事業
（安全性向上原子力人材育成支援調査事業）調査報告書

一般財団法人エネ
ルギー総合工学研
究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
原子力政策課
原子力基盤支援室

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000025.pdf

000026 28.4.6 E005559
平成２７年度商取引適正化・製品安全に係る事業（消費生活用製品安全法の技術基準等策定調査等）報
告書

一般財団法人製品
安全協会

商務情報政策局
商務流通保安グループ
製品安全課

9.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000026.pdf

000027 28.4.6 E005564 平成２７年度電気施設保安制度等検討調査（電気設備技術基準国際化調査）報告書
マカフィー株式会
社

商務情報政策局
商務流通保安グループ
電力安全課

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000027.pdf

000028 28.4.6 E005565 平成２７年度未利用エネルギー活用調査（電気設備リスク評価事業）に関する調査報告書
一般社団法人日本
電気協会

商務情報政策局
商務流通保安グループ
電力安全課

47.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000028.zip

000029 28.4.6 E005566
平成２７年度電気設備保安制度等検討調査
（電気設備の保安技術の高度化に関する在り方の調査・検討）報告書

みずほ情報総研株
式会社

商務情報政策局
商務流通保安グループ
電力安全課

4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000029.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000016.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000018.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000019.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000020.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000021.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000022.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000023.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000024.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000025.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000026.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000027.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000028.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000029.pdf
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000030 28.4.6 E005567 平成２７年度工業用水道施設の建設・改築における費用対効果分析に関する調査　報告書 株式会社ＮＪＳ
地域経済産業グループ
産業施設課

8.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000030.pdf

000032 28.4.6 E005560 平成２７年度エネルギー消費状況調査（民生部門エネルギー消費実態調査）
株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁長官官房
総合政策課戦略企画室

14.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000032.pdf

000033 28.4.6 E005561
平成２７年度エネルギー環境総合戦略調査（エネルギー消費量、ＣＯ２排出量の地域分割に関する調査研
究）

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁長官官房
総合政策課戦略企画室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000033.pdf

000034 28.4.6 E005562
平成２７年度エネルギー環境総合戦略調査
（グローバルなエネルギー供給構造変化と各国のエネルギー環境戦略等に係る調査）

株式会社アイ・
ビー・ティ

資源エネルギー庁長官官房
総合政策課戦略企画室

9.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000034.pdf

001006 28.4.6 E005563 平成２７年度火薬類国際化対策事業報告書
公益社団法人全国
火薬類保安協会

商務流通保安グループ
鉱山・火薬類監理官付

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001006.pdf

001035 28.4.6 E005568 平成27年度法定計量国際化機関勧告審議調査等事業報告書
一般社団法人日本
計量機器工業連合
会

産業技術環境局計量行政室 19.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001035.pdf

000001 28.4.5 E005536 平成27年度貿易投資促進事業（制度・事業環境整備）　事業報告書
一般財団法人海外
産業人材育成協会
（HIDA）

貿易経済協力局技術協力課 16.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000001.pdf

000002 28.4.5 E005537 平成２７年度化学物質安全対策（アジアにおける化学物質管理情報基盤調査）報告書
株式会社三菱総合
研究所

製造産業局化学物質管理課 1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000002.pdf

000003 28.4.5 E005538
平成２７年度化学物質安全対策（化学物質管理分野におけるアジア諸国との二国間協力に関する調査）
調査報告書

株式会社エックス
都市研究所

製造産業局化学物質管理課 0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000003.pdf

000004 28.4.5 E005539
平成２７年度産業技術調査事業（研究開発事業終了後の実用化状況等に関する追跡調査・追跡評価）
報告書

株式会社富士通総
研

産業技術環境局研究開発課
技術評価室

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000004.pdf

000008 28.4.5 E005541
平成27年度インフラシステム海外展開促進調査等事業
（東南アジア地域への日本の下水道技術の展開支援に係る基礎情報収集調査）調査報告書

株式会社日本総合
研究所

貿易経済協力局資金協力課 3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000008.pdf

001027 28.4.4 E005523 平成２７年度化学物質安全対策（途上国におけるオゾン層破壊物質の転換プロジェクト推進事業）報告書
株式会社プレック
研究所

製造産業局化学物質管理課
オゾン層保護等推進室

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001027.pdf

001029 28.4.4 E005524 平成２７年度アジア産業基盤強化等事業 （「内なる国際化」を進めるための調査研究）報告書
EYアドバイザリー
株式会社

貿易経済協力局技術協力課 2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001029.pdf

001030 28.4.4 E005525
平成２７年度「平成２６年度地域商業自立促進事業におけるモデル事例に関する調査研究事業
平成２６年度 地域商業自立促進事業モデル事例集～全国商店街の挑戦～」

株式会社日本アプ
ライドリサーチ研究
所

中小企業庁
経営支援部商業課

107.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001030.zip

001031 28.4.4 E005526 平成２７年度商取引適正化・製品安全に係る事業（クレジット取引セキュリティ対策推進事業）調査報告書
株式会社NTTデー
タ経営研究所

商務情報政策局商取引監督
課

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001031.zip

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000030.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000032.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000033.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000034.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001006.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001035.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000001.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000002.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000003.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000004.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000008.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001027.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001029.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001030.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001031.zip
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001034 28.4.4 E005527
平成27年度地域経済産業活性化対策調査
（未活用の産業用地・施設及び工場跡地・空き工場等の利活用実態及び利活用促進策に関する調査・分
析）

一般財団法人日本
立地センター

地域経済産業グループ
産業施設課

9.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001034.pdf

001037 28.4.4 E005528 平成２７年度産業経済研究委託事業（企業活動に関する調査）
三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株
式会社

経済産業政策局企業行動課 2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001037.pdf

001000 28.3.31 E005510 平成２７年度化学物質安全対策（反転腸を用いた経口濃縮スクリーニング試験法開発）調査報告書 鹿児島大学
製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001000.pdf

001001 28.3.31 E005511
平成２７年度化学物質安全対策（肝S9を用いたin vitroによる生物蓄積性評価法に関する調査）調査報告
書

九州大学
製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001001.pdf

001002 28.3.31 E005512 平成２７年度化学物質安全対策（分子機序に基づいた発がんのインビトロ予測手法の開発に関する調査） 静岡県立大学
製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001002.pdf

001003 28.3.31 E005513
平成２７年度化学物質安全対策「環境中の自然的作用を模擬した生分解性評価の合理化に向けた簡易
計測システムに関する調査」調査報告書

国立大学法人静岡
大学

製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001003.pdf

001004 28.3.31 E005514
平成２７年度化学物質安全対策（高分子材料の劣化による有害化学物質排出・放散過程に関する調査）
調査報告書

成蹊大学
製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001004.pdf

001005 28.3.31 E005515 平成２７年度火薬類の盗難防止対策に関する調査研究事業報告書 日邦工業株式会社
商務流通保安グループ
鉱山・火薬類監理官付

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001005.pdf

001007 28.3.31 E005516 平成２７年度火薬類経年劣化評価方法に関する調査研究事業報告書
国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

商務流通保安グループ
鉱山・火薬類監理官付

9.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001007.pdf

001008 28.3.31 E005517
平成27年度中小企業等産業公害防止対策調査（企業の環境経営に対応する環境産業の発展可能性及
び新興国における環境産業事業化に関する調査）報告書

三菱UFJリサーチ&
コンサルティンング
株式会社

中部経済産業局
環境・リサイクル課

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001008.pdf

001022 28.3.31 E005518
平成27年度地域経済産業活性化対策調査(東アジア、ASEAN地域における九州企業の経済交流拡大に
向けた調査)報告書

公益財団法人九州
経済調査協会

九州経済産業局
国際部国際企画調査課

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001022.pdf

001024 28.3.31 E005519
平成27年度アジア産業基盤強化等事業（中国での福祉用具レンタル制度構築事業実施に向けた調査）調
査報告書

株式会社大和総研 貿易経済協力局技術協力課 5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001024.pdf

001025 28.3.31 E005520
平成２７年度アジア産業基盤強化等事業（収益指向型ＢＯＰビジネス推進事業）
最終報告書

株式会社野村総合
研究所

貿易経済協力局
通商金融・経済協力課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001025.pdf

001026 28.3.31 E005522
平成27年度アジア産業基盤強化等事業（インフラ輸出促進に係る有効的なアプローチ手法の分析に関す
る調査）調査報告書

新日本有限責任監
査法人

貿易経済協力局技術協力課 1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001026.pdf

000993 28.3.25 E005506
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（電子商取引及び情報財取引等についての在るべきルールに関する調査研究）報告書

株式会社三菱総合
研究所

商務情報政策局情報経済課 0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000993.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001034.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001037.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001000.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001001.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001002.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001003.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001004.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001005.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001007.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001008.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001022.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001024.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001025.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001026.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000993.pdf
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000996 28.3.25 E005498 平成27年度商店街実態調査報告書概要版
株式会社アストジェ
イ

中小企業庁
経営支援部商業課

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000996.pdf

000997 28.3.25 E005499 平成27年度商店街実態調査報告書
株式会社アストジェ
イ

中小企業庁
経営支援部商業課

20.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000997.pdf

000998 28.3.25 E005507
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（デザインの活用によるイノベーション創出環境整備に向けたデザイン業の実態調査研究）報告書

株式会社リベルタ
ス・コンサルティン
グ

商務情報政策局
生活文化創造産業課

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000998.pdf

000986 28.3.24 E005504
平成27年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
（対内直接投資促進体制整備等調査（外国投資ファンド等の動向調査））

株式会社アイ・アー
ルジャパン

貿易経済協力局
貿易管理部貿易管理課
国際投資管理室

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000986.pdf

000982 28.3.15 E005503
平成２７年度新興国市場開拓事業
（相手国の産業政策・制度構築の支援事業
（中国におけるスマートシティ開発から運営に係る制度整備に係る調査））報告書

一般財団法人日中
経済協会

通商政策局北東アジア課 3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000982.pdf

000975 28.3.14 E005493
平成２７年度商取引適正化・製品安全に係る事業
（クレジット業界及び通信販売業界における情報の利活用等の促進に関する調査）報告書

株式会社野村総合
研究所

商務流通保安グループ
商取引・消費経済政策課

8.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000975.pdf

000976 28.3.14 E005494
平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（青少年インターネット利用環境整備に係る普及啓発事業）報告書

アルプスシステム
インテグレーション
株式会社

商務情報政策局情報経済課 5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000976.pdf

000977 28.3.14 E005495 平成２７年度火薬類爆発影響低減化技術基準検討報告書
公益社団法人全国
火薬類保安協会

商務流通保安グループ
鉱山・火薬類監理官付

40.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000977.pdf

000963 28.3.11 E005486
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
インドネシア：ジャワ島北西部電力供給増強計画に係る事業実施可能性調査報告書（日本語版）

有限責任あずさ監
査法人,東電設計
株式会社

貿易経済協力局資金協力課 5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000963.pdf

000964 28.3.11 E005487
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
インドネシア：ジャワ島北西部電力供給増強計画に係る事業実施可能性調査報告書（英語版）

有限責任あずさ監
査法人,東電設計
株式会社

貿易経済協力局資金協力課 6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000964.pdf

000968 28.3.11 E005488 平成２７年度商取引適正化・製品安全に係る事業（製品安全に係る消費者教育推進事業）報告書
株式会社三菱総合
研究所

商務流通保安グループ
製品安全課

8.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000968.pdf

000971 28.3.11 E005490 平成２７年度新エネルギー等導入促進基礎調査（持続可能なバイオマス発電のあり方に係る調査）報告書
三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

資源エネルギー庁省エネル
ギー・新エネルギー部
新エネルギー対策課

5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000971.pdf

000972 28.3.11 E005491
平成27年度電力系統関連設備形成等調査事業
（直接埋設におけるケーブル外傷等に係る調査）報告書

一般社団法人日本
電気協会

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
電力基盤整備課

9.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000972.pdf

000973 28.3.11 E005492
平成27年度電力系統関連設備形成等調査事業
（直接埋設・小型ボックスにおける電力設備施工性に係る調査）報告書

株式会社関電工
資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
電力基盤整備課

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000973.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000996.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000997.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000998.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000986.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000982.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000975.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000976.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000977.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000963.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000964.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000968.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000971.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000972.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000973.pdf
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000961 28.3.9 E005483
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（円借款・民活インフラ案件形成等調査）
フィリピン国ミンダナオ島：バイオマス燃料輸出及び発電事業調査報告書（日本語版）

株式会社長大,バイ
オマスパワーコン
サルタンツ株式会
社,株式会社大宮
製作所

貿易経済協力局資金協力課 6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000961.pdf

000962 28.3.9 E005484
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（円借款・民活インフラ案件形成等調査）
フィリピン国ミンダナオ島：バイオマス燃料輸出及び発電事業調査報告書（英語版）

株式会社長大,バイ
オマスパワーコン
サルタンツ株式会
社,株式会社大宮
製作所

貿易経済協力局資金協力課 6.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000962.pdf

000957 28.3.8 E005479
平成２７年度海外開発計画調査等事業（進出拠点整備・海外インフラ市場獲得事業
（ミャンマー連邦共和国におけるガスの利活用に関する調査））　調査報告書　日本語（公表用）

日本工営株式会
社,三井物産株式
会社,東京ガス株式
会社

貿易経済協力局資金協力課 6.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000957.pdf

000958 28.3.8 E005480
平成２７年度海外開発計画調査等事業（進出拠点整備・海外インフラ市場獲得事業
（ミャンマー連邦共和国におけるガスの利活用に関する調査））　調査報告書　英語（概要版）（公表用）

日本工営株式会
社,三井物産株式
会社,東京ガス株式
会社

貿易経済協力局資金協力課 2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000958.pdf

000959 28.3.8 E005481
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
(円借款・民活インフラ案件形成等調査)
タイ：地方部における上下水道整備、工業地帯向け環境対策事業調査最終報告書（日本語・公表用）

丸紅株式会社,
日本工営株式会社

貿易経済協力局資金協力課 9.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000959.pdf

000960 28.3.8 E005482
平成２７年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
(円借款・民活インフラ案件形成等調査)
タイ：地方部における上下水道整備、工業地帯向け環境対策事業調査最終報告書（英語・公表用）

丸紅株式会社,
日本工営株式会社

貿易経済協力局資金協力課 9.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000960.pdf

000944 28.3.7 E005473
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（円借款・民活インフラ案件形成等調査）
フィリピン国：ダバオ－サマール間橋梁建設計画調査報告書（日本語版）

株式会社片平エン
ジニアリング・イン
ターナショナル,
大日本コンサルタ
ント株式会社,
新日鐵住金株式会
社

貿易経済協力局資金協力課 34.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000944.pdf

000945 28.3.7 E005474
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（円借款・民活インフラ案件形成等調査）
フィリピン国：ダバオ－サマール間橋梁建設計画調査報告書（英語版）

株式会社片平エン
ジニアリング・イン
ターナショナル,
大日本コンサルタ
ント株式会社,
新日鐵住金株式会
社

貿易経済協力局資金協力課 34.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000945.pdf

000952 28.3.7 E005475
平成27年度海外開発計画調査等事業
（進出拠点整備・海外インフラ市場獲得事業（インドにおける進出拠点開発に係る調査事業））　報告書

新日本有限責任監
査法人

貿易経済協力局資金協力課 3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000952.pdf

000954 28.3.7 E005476
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（円借款・民活インフラ案件形成等調査）
インド国：老朽長大鉄道橋架替事業調査報告書（日本語版）

JFEエンジニアリン
グ株式会社,
日本工営株式会社

貿易経済協力局資金協力課 8.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000954.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000961.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000962.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000957.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000958.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000959.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000960.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000944.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000945.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000952.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000954.pdf
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000955 28.3.7 E005477
平成27年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業
（円借款・民活インフラ案件形成等調査）
インド国：老朽長大鉄道橋架替事業調査報告書（英語版）

JFEエンジニアリン
グ株式会社,
日本工営株式会社

貿易経済協力局資金協力課 7.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000955.pdf

000956 28.3.7 E005478
平成27年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業
対日投資促進に向けた関西の魅力向上方策調査 報告書

株式会社地域計画
建築研究所

近畿経済産業局
通商部投資交流促進課

13.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000956.pdf

000948 28.3.3 E005470 平成27年度石油産業体制等調査研究（石油製品サプライチェーン実態調査）報告書 株式会社パスコ
資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

147.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000948.zip

000949 28.3.3 E005471 平成27年度石油産業体制等調査研究（ＳＳ過疎地実態調査）報告書
株式会社価値総合
研究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000949.pdf

000953 28.3.3 E005472
平成27年度インフラシステム海外展開促進調査等事業
インド：ナグプール・メトロ、ムンバイ・メトロフェーズ2
及びチェンナイ・メトロフェーズ２に係る事業実施可能性調査報告書

日本工営株式会社 貿易経済協力局資金協力課 13.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000953.pdf

000946 28.3.2 E005468
平成２７年度海外開発計画調査等事業　進出拠点整備・海外インフラ市場獲得事業
インドネシアにおける進出拠点開発に係る調査事業　報告書（日本語版）

新日本有限責任監
査法人

貿易経済協力局資金協力課 2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000946.pdf

000947 28.3.2 E005469
平成２７年度海外開発計画調査等事業　進出拠点整備・海外インフラ市場獲得事業
インドネシアにおける進出拠点開発に係る調査事業　報告書（英語版）

新日本有限責任監
査法人

貿易経済協力局資金協力課 1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000947.pdf

000922 28.2.22 E005450
平成２７年度総合調査研究
地域における産業の業種別評価支援ツールに関する調査報告書

株式会社帝国デー
タバンク

経済産業政策局産業資金課 10.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000922.pdf

000923 28.2.22 E005451
平成27年度産業経済研究委託事業
「ＡＢＬの現状、普及促進に向けた課題及び債権法改正等を踏まえた産業金融における実務対応の調査
検討」

株式会社三菱総合
研究所

経済産業政策局産業資金課 4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000923.pdf

000921 28.2.16 E005449
平成27年度新興国市場開拓事業
相手国の産業政策・制度構築の支援事業
（APEC：上水の確保・排水処理を通じた水環境保全に係る製品・技術の重要性等に係る調査）

新日本有限責任監
査法人

通商政策局
ルール形成戦略室

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000921.pdf

000866 28.1.18 E005431
平成２７年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業
（二国間クレジット制度の国内運用のための規程類の整備等）　報告書

三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株
式会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000866.pdf

000881 28.1.5 E005427
平成２７年度インフラシステム海外展開促進調査等事業
（メキシコにおける鉱山周辺インフラ等調査）調査報告書

イー・アンド・イー
ソリューションズ株
式会社

資源エネルギー庁
資源・燃料部鉱物資源課

6.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000881.pdf

000880 28.1.5 E005426
平成２７年度地球温暖化問題等対策調査
（二国間クレジット制度実現可能性調査に係るフォローアップ）成果報告書

株式会社野村総合
研究所

産業技術環境局
地球環境連携室

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000880.zip

000879 28.1.5 E005425 平成２７年度「経済センサス‐活動調査後の工業統計調査に係る見直し」に関する調査研究報告書
株式会社三菱総合
研究所

大臣官房調査統計グループ
構造統計室

28.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000879.pdf

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000955.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000956.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000948.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000949.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000953.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000946.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000947.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000922.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000923.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000921.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000866.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000881.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000880.zip
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000879.pdf
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000877 28.1.5 E005424
平成27年度産業経済研究委託事業
我が国産業における構造・競争力の変遷と経済危機に関する調査報告書

三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング
株式会社

経済産業政策局産業構造課 1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000877.pdf

000853 27.12.8 E005416
平成２７年度総合調査研究　新たな政策的課題への対応に向けた経済学動向に関する調査研究　報告
書

株式会社野村総合
研究所

経済産業政策局産業構造課 34.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000853.pdf

000840 27.12.7 E005413
平成２７年度総合調査研究
「企業・社会システムレベルでのイノベーション創出環境評価に関する調査研究」

デロイトトーマツコ
ンサルティング合
同会社

経済産業政策局産業再生課 4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000840.pdf

000827 27.11.11 E005406 平成27年度地域経済産業活性化対策調査（地域の魅力的な空間と機能づくりに関する調査）報告書
ランドブレイン株式
会社

経済産業政策局
地域経済産業グループ
地域新産業戦略室

6.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000827.pdf

000776 27.9.30 E005384 平成27年度石油産業体制等調査研究（化石燃料を中心としたエネルギー安全保障評価調査）報告書
株式会社三菱総合
研究所環境エネル
ギー研究本部

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

8.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000776.pdf

000662 27.8.7 E005235 平成２７年度　製造基盤技術等実態調査（国内外のガラス市場の今後の需給動向等に関する調査）
株式会社矢野経済
研究所

製造産業局
住宅産業釜業建材課

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000662.pdf
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