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000452 03.11.24

エム・アール・アイリ
令和２年中小企業実態基本調査報告書（令和元年度決算実績）平成３１年度～令和３年度中小企業実態
サーチアソシエイツ株
基本調査の実施及び結果検証等事業（国庫債務負担行為に係るもの）
式会社

000453 03.11.24

令和２年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気用品等製品のIoT化等による安全確保の在り 株式会社エヌ・ティ・
産業保安グループ
方に関する動向調査）調査報告書
ティ・データ経営研究所 製品安全課

000454 03.11.24

令和２年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（割賦販売法関係法令及び商品先物取引関係
法令に係る行政手続関係の効率化・電子化に向けた調査）調査報告書

000455 03.11.24

令和２年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業諸外国及び国内におけるクレジットカード等に関す 株式会社エヌ・ティ・
商務サービスグループ
る規制調査 調査報告書
ティ・データ経営研究所 商取引監督課

000084 03.11.18

令和２年度産業経済研究委託事業（エネルギー環境適合製品の開発を行う事業の促進に関する法律第
二条第三項各号のエネルギー環境適合製品に関する調査研究）調査報告書

000435 03.11.18

令和２年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業における効果的な情報発信、事業化支援に関
中小企業庁
株式会社ピコ・ナレッジ
する調査事業)報告書
経営支援部技術・経営革新課

000440 03.11.18

令和２年度原子力の利用状況等に関する調査（諸外国における原子力発電所の利用に関する事項の調
査） 調査報告書

000443 03.11.18

令和２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（イスラエルと我が国及び主要第三 PwCコンサルティング合 通商政策局
国との経済関係に関する現状調査）報告書
同会社
中東アフリカ課

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000443.pdf

000444 03.11.18

令和２年度産業経済研究委託事業＜コーポレートガバナンス改革を踏まえた価値創造に資する合併と買
株式会社KPMG FAS
収に関する実態調査＞調査報告書

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000444.pdf

000446 03.11.18

令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業エネルギー転換に関する日独エネル
ギー変革評議会に係る事業調査報告書

一般財団法人日本エネ 資源エネルギー庁
ルギー経済研究所
長官官房国際課

11.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000446.pdf

000447 03.11.18

令和２年度燃料安定供給対策に関する調査（諸外国のエネルギー政策動向及び国際エネルギー統計、エ
一般財団法人日本エネ 資源エネルギー庁
ネルギー研究技術等調査事業）諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書― 経済産業省資源エ
ルギー経済研究所
長官官房国際課
ネルギー庁委託調査

97.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000447.pdf

000448 03.11.18

令和２年度燃料安定供給対策に関する調査（諸外国のエネルギー政策動向及び国際エネルギー統計、エ 一般財団法人日本エネ 資源エネルギー庁
ネルギー研究技術等調査事業）―国際エネルギー統計報告書
ルギー経済研究所
長官官房国際課

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000448.pdf

000449 03.11.18

令和２年度中部地域ものづくり中小企業の事業化支援事業（サポイン技術シーズ成果海外展開支援事
業）事業実施報告書

PwCコンサルティング合 中部経済産業局
同会社
地域経済部産業技術課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000449.pdf

000450 03.11.18

令和２年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（Ｊ－クレジット制度運営 みずほ情報総研株式会 産業技術環境局
等業務）報告書
社
環境政策課環境経済室

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000450.pdf

000420 03.11.09 E009497

令和２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（将来的なＷＴＯプルリ交渉の可能
株式会社ハローＧ
性検討のための調査・分析）調査報告書

000421 03.11.09 E009498

令和２年度産業経済研究委託事業（長期の時間軸を実装した経営と投資家との対話の在り方及び新型コ 株式会社ボストン・コン 経済産業政策局
ロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業情報開示に関する調査研究）
サルティング・グループ 産業資金課

000431 03.11.09 E009499

令和２年度戦略的基盤技術高度化支援事業（中小企業・小規模事業者向け研究開発支援事業における
審査スキーム等の高度化・効率化に関する調査）調査報告書

000432 03.11.09 E009500

令和２年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(地域ものづくり中小企業の面的データ連携モデルの創 アクセンチュア株式会
出及び普及に関する調査事業) 調査報告書
社

000433 03.11.09 E009501

令和２年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業） 株式会社ローランド・ベ 中小企業庁
調査報告書
ルガー
経営支援部技術・経営革新課

34.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000433.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000433-1.zip

株式会社リベルタス・コ 中小企業庁
ンサルティング
経営支援部技術・経営革新課

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000434.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000434-1.zip

000434 03.11.09 E009502 令和２年度戦略的基盤技術高度化支援事業（中小企業イノベーション政策の在り方）報告書

中小企業庁
事業環境部企画課調査室

みずほ情報総研株式会 商務・サービスグループ
社
商取引監督課

EYストラテジー・アンド・
経済産業政策局
コンサルティング株式会
産業資金課
社

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
電力・ガス事業部原子力政策課
原子力基盤室

経済産業政策局
産業資金課

通商政策局
通商機構部参事官室

株式会社リベルタス・コ 中小企業庁
ンサルティング
経営支援部技術・経営革新課
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中小企業庁
経営支援部技術・経営革新課

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000452.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000452-1.zip

16.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000453.pdf

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000454.pdf

9.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000455.pdf

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000084.pdf

13.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000435.pdf

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000440.pdf

47.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000420.pdf

42.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000421.pdf

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000431.pdf

8.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000432.pdf
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000466 03.11.09 E009503

令和２年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（Ｇビズインフォの保守・運用および機能改修に 株式会社日立社会情報 商務情報政策局
関する調査研究）最終報告書
サービス
情報プロジェクト室

71.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/030466.pdf

000411 03.11.04 E009489

株式会社ADKマーケ
令和２年度大阪・関西万博日本館政府出展事業（大阪・関西万博日本館に係る事前調査及び基本構想策
商務・サービスグループ
ティング・ソリューション
定業務）調査報告書
博覧会推進室
ズ

13.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000411.pdf

000412 03.11.04 E009490

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
令和２年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業（研究開発税制等の利用状況及び経済波及効果に関
産業技術環境局
ンサルティング株式会
する調査）報告書
技術振興・大学連携推進課
社

13.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000412.pdf

000414 03.11.04 E009491

資源エネルギー庁
令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（特定エネルギー消費機器における現状 三菱ＵＦＪリサーチ&コン
省エネルギー・新エネルギー部
分析調査事業）報告書
サルティング株式会社
省エネルギー課

17.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000414.pdf

000415 03.11.04 E009492 令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（次世代自動車普及動向の調査）報告書

資源エネルギー庁
みずほ情報総研株式会
省エネルギー・新エネルギー部
社
省エネルギー課

15 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000415.pdf

000416 03.11.04 E009493 令和２年度省エネルギー促進に向けた広報事業（小売事業者表示制度の普及・調査分析事業）報告書

資源エネルギー庁
三菱ＵＦＪリサーチ&コン
省エネルギー・新エネルギー部
サルティング株式会社
省エネルギー課

9.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000416.pdf

000417 03.11.04 E009494

令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（今後の次世代電力ネットワーク及び
ネットワークビジネスの在り方に関する調査）報告書

資源エネルギー庁
株式会社日本総合研究
電力・ガス事業部電力産業・市
所
場室

000419 03.11.04 E009495

令和２年度大阪・関西万博政府開催準備事業（大阪・関西万博の登録申請書作成、参加招請活動等に係
株式会社 電通
る調査等）報告書

000390 03.10.29 E009461

近畿経済産業局
令和２年度関西におけるオープンイノベーションを創出する地域一体型オープンファクトリーの発展可能性 株式会社地域計画建築
総務企画部中小企業政策調査
事例調査報告書
研究所
課

000395 03.10.29 E009462 令和２年度化学物質安全対策（インベントリ関連調査）報告書

商務・サービスグループ
博覧会推進室

製造産業局
株式会社リベルタス・コ
化学物質管理課オゾン層保護
ンサルティング
等推進室

62.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000417.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000417-1.zip

211 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000419.pdf

13.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000390.pdf

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000395.pdf

000396 03.10.29 E009463

令和２年度新興国等におけるエネルギー使用の合理化等に資する事業（多国間枠組における水素エネル
株式会社テクノバ
ギーに関する国際動向調査）調査報告書

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課水素・
燃料電池戦略室

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000396.pdf

000399 03.10.29 E009464

資源エネルギー庁
令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（太陽光発電に係る保守点検・保険の動 株式会社三菱総合研究
省エネルギー・新エネルギー部
向等に関する調査）報告書
所
新エネルギー課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000399.pdf

000406 03.10.29 E009465

令和２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（ＵＮＦ 一般財団法人電力中央 産業技術環境局
ＣＣＣ）））調査報告書
研究所
環境政策課地球環境連携室

8.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000406.pdf

000408 03.10.29 E009466

令和２年度中小企業税制にかかる定量的な政策評価に関する調査研究 中小企業税制に関するアンケー 株式会社東京商工リ
ト調査報告書
サーチ

中小企業庁
事業環境部財務課

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000408.pdf

株式会社東京商工リ
サーチ

中小企業庁
事業環境部財務課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000409.pdf

000409 03.10.29 E009467 令和２年度中小企業関係租税特別措置の効果に関する調査研究報告書

000457 03.10.29 E009468

令和２年度原子力の利用状況等に関する調査事業（諸外国における原子力イノベーションの動向調査）報 日本エヌ・ユー・エス株 資源エネルギー庁
告書
式会社
電力・ガス事業部原子力政策課

4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000457.pdf

000656 03.10.29 E009458

令和２年度燃料安定供給対策に関する調査事業（ＬＮＧ市場の柔軟性向上に向けた課題及び対応策に関 一般財団法人日本エネ 資源エネルギー庁
する調査等）
ルギー経済研究所
資源・燃料部石油・天然ガス課

7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000656.pdf

000671 03.10.29 E009459

令和２年度化学物質安全対策（パッシブサンプラーを用いた化学物質の生物濃縮試験代替え法の検討）
調査報告書

製造産業局
化学物質管理課化学物質リスク
評価室

九州大学
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000672 03.10.29 E009460

製造産業局
令和２年度化学物質安全対策（化管法・化審法に係る化学物質管理高度化推進事業） 化学物質の蓄積・ 国立大学法人鹿児島大
化学物質管理課化学物質リスク
濃縮性に関する生物種間差の検証 調査報告書
学
評価室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000672.pdf

000316 03.10.14 E009435

令和２年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（発電用風力設備の工事計画に係る技術適合性審査 株式会社三菱総合研究 産業保安グループ
における認証制度の活用に関する調査）報告書
所
電力安全課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000316.pdf

000380 03.10.14 E009436

令和２年度燃料安定供給対策に関する調査（過疎地等における中長期的な燃料供給網構築に関する調
査）報告書

7.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000380.pdf

000383 03.10.14 E009443

令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（国際エネルギースタープログラム実施 株式会社ピーツーカン
事業）報告書
パニー

000384 03.10.14 E009437

令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（電力分野のサイバーセキュリティ対策
のあり方に関する詳細調査分析）報告書

株式会社三菱総合研究 資源エネルギー庁
所
資源・燃料部石油流通課
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

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000383.pdf

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合研究
電力・ガス事業部電力産業・市
所
場室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000384.pdf

近畿経済産業局
総務企画部中小企業政策調査
課

19.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000385.pdf

000385 03.10.14 E009438 令和２年度不確実性時代における中小企業経営の変革に関する調査研究事業報告書

株式会社東京商工リ
サーチ

000386 03.10.14 E009439 令和２年度学びと社会の連携促進事業（「未来の教室」（学びの場）海外展開支援等事業） 実施報告書

独立行政法人日本貿易 商務・サービスグループ
振興機構（ジェトロ）
サービス政策課教育産業室

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000386.pdf

000451 03.10.14 E009440 令和２年度化学物質安全対策（第一種特定化学物質含有製品等の安全性に関する調査）報告書

製造産業局
一般財団法人化学物質
化学物質管理課化学物質安全
評価研究機構
室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000451.pdf

中小企業庁
経営支援部経営支援課

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000018.pdf

令和２年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（新エネルギー技術等の安全な普及のための高圧ガ
000034 03.10.08 E009418 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 (2) 水素 高圧ガス保安協会
スタンド立地地方自治体における審査業務等の執行状況調査報告書

産業保安グループ
高圧ガス保安室

8.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000034.pdf

000036 03.10.08 E009419

令和２年度経済産業省委託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）取扱い上の
高圧ガス保安協会
リスクが小さいと考えられる高圧ガス利用製品等についての法の適用等の見直しに係る調査・検討報告書

産業保安グループ
高圧ガス保安室

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000036.pdf

000072 03.10.08 E009420

令和２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 一般社団法人環境情報 製造産業局
質の排出量推計手法に関する調査）報告書
科学センター
化学物質管理課

13.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000072.pdf

000073 03.10.08 E009421 令和２年度化学物質安全対策（化管法の見直しに関する調査）報告書

株式会社野村総合研究 製造産業局
所
化学物質管理課

48.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000073.pdf

000217 03.10.08 E009422 令和２年度MaaSを中心とした中部地域におけるモビリティ調査

日鉄総研株式会社

000018 03.10.08 E009417

000254 03.10.08 E009423

令和２年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（認定経営革新等支援機関電子申請システムの 富士ゼロックス株式会
改修、保守運用、調査事業）認定経営革新等支援機関に関する任意調査報告書
社

中部経済産業局
産業部製造産業課自動車関連
産業室

資源エネルギー庁
令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（工場等及び荷主の判断基準遵守状況 みずほ情報総研株式会
省エネルギー・新エネルギー部
等分析並びに電子化推進に向けた調査事業）
社
省エネルギー課

令和２年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ASEAN諸国等に
000313 03.10.08 E009424 おける無電化／弱電化地域及び島嶼部への分散型スマートインフラ導入マスタープラン策定及び水平展 双日株式会社
開に関する調査）報告書

貿易経済協力局
総務課

16.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000217.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000217-1.zip

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000254.pdf

17.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000313.pdf

000345 03.10.08 E009425

令和２年度産業経済研究委託事業（諸外国の卸電力市場における時間前市場及び先渡市場・先物市場
に係る調査）報告書

000360 03.10.08 E009426

令和２年度サイバー・フィジカル・セキュリティ対策促進事業（サイバーセキュリティ経営に関する調査）調査 みずほ情報総研株式会 商務情報政策局
報告書
社
サイバーセキュリティ課

11.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000360.pdf

みずほ情報総研株式会 商務情報政策局
社
サイバーセキュリティ課

11.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000361.pdf

000361 03.10.08 E009427 令和２年度中小企業サイバーセキュリティ対策促進事業（地域ＳＥＣＵＮＩＴＹ形成促進事業）調査報告書

三菱UFJリサーチ&コン 電力・ガス取引監視等委員会
サルティング(株)
事務局取引制度企画室
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ＨＰアドレス（データ）

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000345.pdf
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管理番号 掲載日

ファイル
コード

000370 03.10.08 E009428

委 託 調 査 報 告 書 名

委託事業者名

令和２年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（太陽電池発電設備技術基準検討及び小出 SOMPOリスクマネジメ
力発電設備における事故報告制度改正に関する調査）報告書
ント株式会社

000371 03.10.08 E009429 令和２年度補正産業保安高度化推進事業（水力発電設備における保安高度化推進事業）報告書

エム・アール・アイリ
サーチアソシエイツ株
式会社

担当課室名

産業保安グループ
電力安全課
産業保安グループ
電力安全課

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
商務・サービスグループ
ンサルティング株式会
生物化学産業課
社

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

28.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000370.pdf

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000371.pdf

000375 03.10.08 E009430

令和２年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業 ＤＴＣ遺伝子検査ビジネスに関する調査報告書
（公表版）

000437 03.10.08 E009433

令和２年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インフラシステム輸出・新戦 ボストン コンサルティ
略検調査事業）
ング グループ

貿易経済協力局
貿易振興課

26.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000437.pdf

000438 03.10.08 E009434

令和２年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（デジタル技術を活用したイン 株式会社野村総合研究 貿易経済協力局
フラの海外展開に係る施策やKPI等に関する調査）最終報告書
所
貿易振興課

12.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000438.pdf

000439 03.10.08 E009431

令和２年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インフラシステム海外展開
戦略を踏まえた競争力強化策及び受注実績測定指標等に関する調査）報告書

21.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000439.pdf

株式会社野村総合研究 貿易経済協力局
所
貿易振興課
エム・アール・アイリ
サーチアソシエイツ株
式会社

調査統計グループ
サービス動態統計室

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000375.pdf

000136

03.9.17 E009388 令和２年度商業動態統計調査の見直しに関する調査研究調査報告書

000139

03.9.17 E009389

令和２年度東北地域におけるオープンイノベーション加速化に向けた、オープンイノベーション拠点及びデ 株式会社日本能率協会 東北経済産業局
ジタルエンジニア人材高度化調査に関する調査報告書
コンサルティング
地域経済部産業技術課

000154

03.9.17 E009390

令和２年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）事業化支援事業（オープンイノベーション促
進事業）実施報告書

000171

03.9.17 E009391 令和２年度北海道におけるMaaS導入状況調査及び普及啓発イベント開催事業事業実施報告書

000174

03.9.17 E009392

000178

03.9.17 E009393 令和２年度インバウンド需要の回復を見据えた支援方策の検討調査事業報告書

000202

03.9.17 E009394

令和２年度燃料安定供給対策に関する調査事業（持続可能な石油コンビナートへの変革・連携強化に関
する分析調査）報告書

000248

03.9.17 E009395

令和２年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（デジタル人材政策に関する調査） 調査報 みずほ情報総研株式会 商務情報政策局
告書
社
情報技術利用促進課

10.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000248.pdf

000344

03.9.17 E009397

令和２年度補正産業保安高度化推進事業（防爆ドローンの要件に関するガイドラインや仕様設計等の調
査）調査報告書

国立研究開発法人産業 産業保安グループ
技術総合研究所
高圧ガス保安室

16.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000344.pdf

000362

03.9.17 E009398

令和２年度地域企業イノベーション促進事業（地域未来投資促進法の執行状況等に関する調査事業）調
査報告書

富士ゼロックス株式会
社

000363

03.9.17 E009399

令和２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（中東地域における経済社会情勢 一般財団法人日本エネ 通商政策局
の変化を見据えた対応策の分析）
ルギー経済研究所
中東アフリカ課

000366

03.9.17 E009400 令和２年度火薬類爆発影響低減化技術基準検討におけるシミュレーション活用に係る調査報告書

000368

03.9.17 E009401

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000136.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000136-1.zip

17.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000139.pdf

公益財団法人北海道科 北海道経済産業局
学技術総合振興セン
地域経済部産業技術革新課産
ター
学官連携推進室

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000154.pdf

株式会社野村総合研究 北海道経済産業局
所
地域経済部製造・情報産業課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000171.pdf

中部経済産業局
令和２年度中部地域における循環経済（サーキュラーエコノミー（CE））の実現に関する実態調査及び検討 一般社団法人サステナ
資源エネルギー環境部環境・リ
調査報告書
ブル経営推進機構
サイクル課

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000174.pdf

株式会社ダン計画研究 近畿経済産業局
所
通商部投資交流促進課

10.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000178.pdf

石油コンビナート高度 資源エネルギー庁
統合運営技術研究組合 資源・燃料部石油精製備蓄課

77.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000202.pdf

地域経済産業グループ
地域未来投資促進室

国立研究開発法人産業 産業保安グループ
技術総合研究所
鉱山・火薬類監理官付

令和２年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（バイオベンチャーの特性を踏まえた、非財務情報 アーサー・ディ・リトル・
に基づく企業価値評価と上場制度の設計のあり方に関する調査）
ジャパン株式会社
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商務・サービスグループ
生物化学産業課

ＨＰアドレス（データ）

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000362.pdf

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000363.pdf

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000366.pdf

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000368.pdf
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ファイル
コード

委 託 調 査 報 告 書 名

委託事業者名

000369

03.9.17 E009402

令和２年度 「経営者保証に関するガイドライン」 周知・普及事業 （中小企業・小規模事業者 ワンストップ総
株式会社パソナ
合支援事業） 事業報告書（公表版）

000673

03.9.17 E009407

令和２年度化学物質安全対策（化管法・化審法に係る化学物質管理高度化推進事業）「呼吸活性を阻害
する被験物質の濃度が生分解性試験とQSAR予測信頼性に与える影響の調査」報告書（公表用）

000350

03.9.08 E009379 令和２年度海外現地法人の経営力向上に向けた実態調査調査報告書

000351

03.9.08 E009380

000352

担当課室名
中小企業庁
事業環境部金融課

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

ＨＰアドレス（データ）

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000369.pdf

製造産業局
国立大学法人静岡大学 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/2020FY/000673.pdf

Kusumoto Chavalit &
Partners Ltd.

東北経済産業局
総務企画部国際課

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000350.pdf

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
高圧ガス保安室

19.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000351.pdf

03.9.08 E009381 令和２年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（石油精製プラント等の事故調査）報告書

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
高圧ガス保安室

16.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000352.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000352-1.zip

000353

03.9.08 E009382 令和２年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業(特定設備検査基準等技術動向調査)報告書

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
高圧ガス保安室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000353.pdf

000355

03.9.08 E009383

令和２年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業高圧ガス保安に係る法定講習の実施方法の在り
高圧ガス保安協会
方について 報告書

産業保安グループ
高圧ガス保安室

83.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000355.pdf

000357

令和２年度地域経済産業活性化対策調査事業バイオ技術領域における研究開発型スタートアップ・エコシ 公益財団法人北海道科 北海道経済産業局
03.9.08 E009384 ステム構築に向けたアカデミアシーズの価値最大化コンソーシアム組成可能性に関する調査事業実施報 学技術総合振興セン
地域経済部健康・サービス産業
告書
ター
課

000358

03.9.08 E009385

令和２年度地域経済産業活性化対策調査事業「５G×次世代コンテンツ」による新ビジネス創出調査／実
凸版印刷株式会社
証事業 ～スポーツ分野における実証～報告書概要版

000410

03.9.08 E009386

令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査事業（洋上風力に係る官民連携の在り方の検
討（サプライチェーン形成に向けた仕組みの検討等)のため調査）最終報告書

000372

03.9.03 E009375 令和２年度産業技術調査事業（大学発ベンチャーの実態調査分析及びデータベースの構築）報告書

000373

03.9.03 E009376

令和２年度産業技術調査事業（「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】」の普及 EY新日本有限責任監
及び大学等・企業における導入のための調査）調査報告書
査法人

産業技術環境局
大学連携推進室

13.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000373.pdf

000374

03.9.03 E009377

令和２年度産業技術調査事業（産業界と大学におけるイノベーション人材の循環育成に向けた方策に関す
株式会社富士通総研
る調査）報告書

産業技術環境局
大学連携推進室

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000374.pdf

000321

03.8.31 E009340

令和２年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（ネット市場における製品安全関連法対応状況等調 一般財団法人電気安全 産業保安グループ
査）報告書
環境研究所
製品安全課

000322

03.8.31 E009370 令和２年度中小企業実態調査事業（新たな地域経済産業政策の在り方の検討に向けた調査）調査報告書

000323

03.8.31 E009341

000324

03.8.31 E009342 令和２年度中小企業支援調査（製造業における外国人材受入れ支援事業）事業報告書

三菱UFJリサーチ＆コン 製造産業局
サルティング株式会社 総務課

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000324.pdf

000327

03.8.31 E009343 令和２年度女性活躍推進のための基盤整備委託事業（ダイバーシティ普及アンバサダー事業）報告書

EY新日本有限責任監
査法人

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/030327.pdf

000328

03.8.31 E009344

令和２年度女性活躍推進のための基盤整備委託事業（ダイバーシティ経営普及・定着手法開発等事業）
事業実施報告書

000334

03.8.31 E009345

令和２年度地域経済産業活性化対策調査事業「地方都市におけるドローン活用モデル調査・促進事業」調 株式会社日通総合研究 北海道経済産業局
査報告書
所
地域経済部製造・情報産業課

令和２年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（高圧ガス設備耐震設計手法のさらなる高度化
に向けた調査研究）報告書

北海道経済産業局
地域経済部健康・サービス産業
課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000357.pdf

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000358.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000358-1.zip

資源エネルギー庁
株式会社ボストン・コン
省エネルギー・新エネルギー部
サルティング・グループ
新エネルギー課

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000410.pdf

株式会社価値総合研究 産業技術環境局
所
大学連携推進室

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000372.pdf

株式会社日本総合研究 地域経済産業グループ
所
地域企業高度化推進課

令和２年度地域企業 イノベーション促進事業 （令和２年度データに基づく地域未来牽引企業調査・分析事 株式会社帝国データバ 地域経済産業グループ
業） 最終報告書
ンク
地域未来投資促進室

経済産業政策局
経済社会政策室

PwCコンサルティング合 経済産業政策局
同会社
経済社会政策室
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2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000321.pdf

37 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000322.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000322-1.zip

29.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000323.pdf

9.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000328.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000328-1.zip

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000334.pdf
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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（報告書）

ＨＰアドレス（データ）

000335

03.8.31 E009346

令和２年度九州地域ものづくり中小企業事業化支援事業「ミニマルファブ等の事業化に向けた市場ニーズ 公益財団法人九州経済 九州経済産業局
調査及び販路開拓等支援事業」報告書
調査協会
地域経済部情報政策課

9.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000335.pdf

000341

03.8.31 E009347

令和２年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子デバイス産業及びその関連産業にお ＩＮＦＯＲＭＡ ＵＫ ＬＩＭＩ 商務情報政策局
ける市場動向及び政策動向調査）
ＴＥＤ
情報産業課

7.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000341.pdf

000342

03.8.31 E009348 令和２年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（プラントIT化促進に向けた調査）報告書（公表用）

000343

03.8.31 E009371

000348

03.8.31 E009349 令和２年度学びと社会の連携促進事業(「未来の教室」(学びの場)創出事業)最終報告書

000306

令和２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-スマートシティ等複合的な開発を
株式会社野村総合研究 貿易経済協力局
03.8.27 E009335 実現するためのソリューション及びインフラ整備・運営ノウハウのパッケージ化調査 地方自治体のノウハ
所
通商金融課
ウを活用した日本型スマートシティパッケージ

000347

03.8.27 E009324

令和２年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（ＲＦＩＤを活用したサプライチェーン効率化・価値創 みずほ情報総研株式会 商務・サービスグループ
造可能性調査）調査報告書
社
消費・流通政策課

000381

03.8.27 E009325

令和２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（EPA締結国・地域における拡張累 デロイトトーマツ税理士 通商政策局
積等に関する調査）
法人
経済連携課

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000381.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000381-1.zip

000397

03.8.27 E009326

資源エネルギー庁
令和２年度新興国等におけるエネルギー使用の合理化等に資する事業（スマートシティに係る国際動向及 株式会社ボストン・コン
省エネルギー・新エネルギー部
び我が国企業等の海外展開可能性調査）調査報告書
サルティング・グループ
政策課国際室

152 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000397.pdf

000398

03.8.27 E009327

令和２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-スマートシティ等複合的な開発を 株式会社野村総合研究 貿易経済協力局
実現するためのソリューション及びインフラ整備・運営ノウハウのパッケージ化調査-英語版
所
通商金融課

26.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000398.pdf

000311

03.8.24 E009302

令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査（再生可能エネルギー主力電源化に向けた電
力分野のサイバーセキュリティに関する海外連携のあり方等調査事業）報告書

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合研究
電力・ガス事業部電力産業・市
所
場室

000312

03.8.24 E009303

令和２年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業インドネシア国・日本企業の
スマートシティ実証ショーケース構築可能性調査事業報告書

（株）双日総合研究所,
双日（株）,日本工営
（株）

000314

03.8.24 E009304

令和２年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（洋上風力着床式・浮体式に関する技術基準 みずほ情報総研株式会 産業保安グループ
と審査方法に関する調査）調査報告書
社
電力安全課

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000314.pdf

000315

03.8.24 E009305

令和２年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（落雷対策・定期安全管理審査制度のレビュー）報告
書

株式会社三菱総合研究 産業保安グループ
所
電力安全課

12 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000315.pdf

000317

03.8.24 E009306

令和２年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業 高圧ガス保安法関連製品販売実態・危険性等調
査報告書

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
高圧ガス保安室

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000317.pdf

000318

03.8.24 E009307

令和２年度産業経済研究委託事業 職場における外国人材との効果的なコミュニケーション実現に向けた
ClipLine株式会社
学びのあり方に係る調査報告書

経済産業政策局
産業人材政策室

9.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000318.pdf

000319

03.8.24 E009308

令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（地域共生型再生可能エネルギー発電
事業（仮称）の取組拡大に向けた調査）報告書

000320

03.8.24 E009309

令和２年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（製品安全分野におけるデータ利活用調査） 最 アクセンチュア株式会
終報告
社

000149

03.8.20 E009282

近畿経済産業局
令和２年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業（福井県若狭地域間連携による地域活性化支 株式会社JTB総合研究
資源エネルギー環境部電力・ガ
援事業）報告書
所
ス事業課

株式会社三菱総合研究 産業保安グループ
所
高圧ガス保安室

令和２年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（水素燃料電池ドローン等に係る基準作成の検討等に アクセンチュア株式会
関する調査）調査報告書
社

産業保安グループ
高圧ガス保安室

株式会社ボストン・コン 商務・サービスグループ
サルティング・グループ サービス政策課教育産業室

貿易経済協力局
通商金融課

資源エネルギー庁
三菱UFJリサーチ＆コン
省エネルギー・新エネルギー部
サルティング株式会社
エネルギーシステム課

6 / 21 ページ

産業保安グループ
製品安全課

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000342.pdf

15.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000343.pdf

271 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000348.pdf

17.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000306.pdf

28.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000347.pdf

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000311.pdf

10.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000312.pdf

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000319.pdf

9.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000320.pdf

7.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000149.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000149-1.zip

令和２年度 委託調査報告書 ＨＰ掲載一覧
管理番号 掲載日

ファイル
コード

委 託 調 査 報 告 書 名
令和２年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（制度ナビの運用改善事業）２０２１年度以降の
運用事務局フローの改善提案にかかる調査報告書

委託事業者名

担当課室名

株式会社アスコエパー 中小企業庁
トナーズ
長官官房総務課

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

000301

03.8.20 E009286

000302

03.8.20 E009287 令和２年度産業経済研究委託事業（組織内における「人脈の共有・見える化」に係る実証及び調査報告）

Sansan株式会社

000303

03.8.20 E009288 令和２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 産業保安グループ
類保安協会
鉱山・火薬類監理官付

000304

03.8.20 E009289

令和２年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ベトナム国・AMATAスマート パシフィックコンサルタ
シティハロンにおけるスマートインフラマスタープラン策定事業）報告書
ンツ株式会社

貿易経済協力局
総務課

74.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000304.pdf

000305

03.8.20 E009290

令和２年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(タイ国「AMATAチョンブリ・
ゲートウェイR＆Dハブ開発計画」)報告書

パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社

貿易経済協力局
総務課

42.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000305.pdf

000307

03.8.20 E009291

令和２年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ラオス国におけるICT等を活 パシフィックコンサルタ
用した農業改善、農産品の物流開拓を通じた産業創出）調査報告書
ンツ株式会社

貿易経済協力局
総務課

33.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000307.pdf

000308

03.8.20 E009292

令和２年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（リサイクル炭素繊維の利用・評価手法等
に関する国際動向調査）

株式会社矢野経済研究 産業技術環境局
所
資源循環経済課

14.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000308.pdf

000309

03.8.20 E009293 令和２年度業務サポートセンター運営による職員の業務効率化及び生産性向上に関する実証調査事業

大臣官房
コクヨ＆パートナーズ株
政策評価広報課
式会社
（業務改革課）

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000309.pdf

000310

03.8.20 E009294 令和２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等に関する調査）

ＪＦＥテクノリサーチ株式 製造産業局
会社
化学物質管理課

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000310.pdf

000378

令和２年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（企業の中長期的な
ＨＲガバナンス・リー
03.8.20 E009297 企業価値向上に資する役員報酬の課題に関する調査））企業の中長期的な企業価値向上に資する役員報
ダーズ株式会社
酬の課題に関する調査報告書

000379

大臣官房
業務改革課

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000301.pdf

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000302.pdf

132 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000303.pdf

経済産業政策局
産業組織課

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000378.pdf

03.8.20 E009298

令和２年度 産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費）日本企業のコーポ PwCあらた有限責任監 経済産業政策局
レートガバナンスに関する実態調査報告書
査法人
産業組織課

21.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000379.pdf

000388

03.8.20 E009300

令和２年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（電力・ガス事業者に係る申請業務等のデジタ
ル化に向けた課題検証）調査報告書

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部政策課

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000388.pdf

000389

03.8.20 E009301

令和２年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築（電力・ガス事業者に係る申請業務等の業務実態調 アビームコンサルティン 資源エネルギー庁
査）調査報告書
グ株式会社
電力・ガス事業部政策課

18.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000389.pdf

000063

03.8.19 E009264 令和２年度化学物質安全対策（有害性情報に関する調査）調査報告書

製造産業局
みずほ情報総研株式会
化学物質管理課化学物質リスク
社
評価室

11.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000063.pdf

000281

03.8.19 E009265 令和２年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（生物多様性総合対策事業）委託事業報告書

一般財団法人バイオイ 商務・情報サービスグループ
ンダストリー協会
生物化学産業課

16.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000281.pdf

000282

03.8.19 E009266

令和２年度中部地域ものづくり中小企業の事業化支援事業（川下企業技術動向把握事業）事業実施報告 株式会社リベルタス・コ 中部経済産業局
書
ンサルティング
地域経済部産業技術課

000285

03.8.19 E009267

令和２年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（ガス保安広報におけるナッジ理論の活用可
能性調査）報告書

株式会社NTTデータ経 産業保安グループ
営研究所
ガス安全室

16.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000285.pdf

000286

03.8.19 E009268

令和２年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（安全技術普及事業（指導事業（保安専門技
術者指導等事業）））に係る事業報告書

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
ガス安全室

15.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000286.pdf

000287

03.8.19 E009269 令和２年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費 地域保安指導事業報告書

株式会社NTTデータ経 産業保安グループ
営研究所
ガス安全室

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000287.pdf

アクセンチュア株式会
社
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000288

03.8.19 E009270

令和２年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（ＬＰガス保安規制に関する調査検討事業）に
高圧ガス保安協会
関する報告書

産業保安グループ
ガス安全室

7.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000288.pdf

000289

03.8.19 E009271

令和２年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（業務用ガス燃焼機器安全性向上対策に係る 一般財団法人日本ガス 産業保安グループ
調査研究）報告書
機器検査協会
ガス安全室

81.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000289.pdf

000290

令和２年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（バルク貯槽告示検査方法効率化技術及びＬＰ
03.8.19 E009272 ガス配管内圧力等の測定・点検システムに係る調査研究）に関する報告書〔バルク貯槽告示検査方法効
率化技術に係る調査研究〕

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
ガス安全室

106 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000290.pdf

000291

令和２年度 石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（バルク貯槽告示検査方法効率化技術及びＬＰ
03.8.19 E009273 ガス配管内圧力等の測定・点検システムに係る調査研究）に関する報告書 〔ＬＰガス配管内圧力等の測 高圧ガス保安協会
定・点検システムに係る調査研究〕

産業保安グループ
ガス安全室

7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000291.pdf

000292

03.8.19 E009274

令和２年度中小企業実態調査事業（新型コロナウイルス感染症対策にかかる中小企業・小規模事業者に
ビーウィズ株式会社
対する資金繰り支援等に係る調査委託事業）調査報告書

中小企業庁
長官官房総務課

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000292.pdf

000293

03.8.19 E009275

令和２年度中小企業実態調査事業（地域における中小企業・小規模事業者の経営課題等に関する研究委 株式会社船井総合研究 中小企業庁
託事業）調査報告書
所
長官官房総務課

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000293.pdf

000294

03.8.19 E009276

令和２年度中小企業実態調査事業（新型コロナウイルス感染症対策にかかる中小企業・小規模事業者に パーソルプロセス＆テク 中小企業庁
対する持続化給付金に係る調査委託事業）調査報告書
ノロジー株式会社
長官官房総務課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000294.pdf

000295

03.8.19 E009277

令和２年度中小企業サイバーセキュリティ対策促進事業（中部地域における中小製造企業等のサイバー
セキュリティ促進強化事業）に係る調査報告書

株式会社ブレインワー
クス

中部経済産業局
地域経済部次世代産業課情報
政策室

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000295.pdf

000296

03.8.19 E009278

令和２年度中小企業経営支援等対策委託費（新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業・小規
模事業者向けの給付金等支援策に係る相談対応事業）事業報告書

株式会社リクルートス
タッフィング

中小企業庁
長官官房総務課

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000296.pdf

000298

03.8.19 E009279

令和２年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＣＤＭの運用に係る方法論及び信任に関する
調査）報告書

株式会社三菱総合研究 産業技術環境局
所
環境政策課地球環境連携室

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000298.pdf

000299

03.8.19 E009280

令和２年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（市場メカニズム交渉等に係る国際動
向調査）報告書和文（公表用）

一般財団法人日本エネ 産業技術環境局
ルギー経済研究所
環境政策課地球環境連携室

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000299.pdf

000300

03.8.19 E009281

令和２年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（市場メカニズム交渉等に係る国際動
向調査）報告書英文（公表用）

一般財団法人日本エネ 産業技術環境局
ルギー経済研究所
環境政策課地球環境連携室

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000300.pdf

000058

令和２年度産業経済研究委託事業（企業の成長投資・オープンイノベーション促進に向けた環境整備のた
有限責任あずさ監査法 経済産業政策局
03.7.29 E009238 めの調査研究）大企業×スタートアップのM&Aに関する調査報告書（バリュエーションに対する考え方及び
人
新規事業創造推進室
IRのあり方について）

000077

03.7.29 E009256

令和２年度省エネルギー促進に向けた広報事業（ナッジを活用した需要喚起型の一般向け情報発信事
業） ［報告書］

株式会社ザッツコーポ
レーション

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

17 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000077.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000077-1.zip

000111

03.7.29 E009239

令和２年度産業経済研究委託事業（電力・ガス小売自由化における消費者の選択行動アンケート調査事
業）報告書

株式会社インテージリ
サーチ

電力・ガス取引監視等委員会
事務局取引監視課

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000111.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000111-1.zip

000114

03.7.29 E009240

令和２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（国際仲裁活性化に向けた調査事 みずほ情報総研株式会 貿易経済協力局
業）最終報告書（英語）
社
貿易振興課

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000114.pdf

000115

03.7.29 E009241

令和２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（国際仲裁活性化に向けた調査事 みずほ情報総研株式会 貿易経済協力局
業）最終報告書（日本語）
社
貿易振興課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000115.pdf

000271

03.7.29 E009242

令和２年度省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費（ルール形成戦略に係る調査 三菱UFJリサーチ&コン 産業技術環境局
研究（アジア型循環経済モデルに関する調査事業））報告書
サルティング株式会社 資源循環経済課

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000271.pdf

000272

03.7.29 E009243 令和２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等調査）報告書

株式会社三菱総合研究 産業技術環境局
所
資源循環経済課
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000273

03.7.29 E009244

令和２年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（国内における環境価値 みずほ情報総研株式会 産業技術環境局
取引市場の動向調査）報告書
社
環境政策課環境経済室

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000273.pdf

000274

03.7.29 E009245

令和２年度中小企業・小規模事業者人材対策事業（自動車産業立地地域における中堅・中小サプライ
ヤー新技術構築支援モデル実証事業）調査報告書

株式会社リベルタス・コ 製造産業局
ンサルティング
自動車課

9.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000274.pdf

000275

03.7.29 E009246

令和２年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務（固定価格買取制度の事業実施
状況等の確認に関する調査）調査報告書

関東経済産業局
三菱UFJリサーチ&コン
資源エネルギー環境部新エネ
サルティング株式会社
ルギー対策課

000276

03.7.29 E009247

令和２年度中小企業実態調査事業（地域の持続可能な発展に向けた地域課題解決に取り組む連携体制 株式会社日本能率協会 地域経済産業グループ
構築の在り方を検討するための調査）調査報告書
総合研究所
地域産業基盤整備課

000277

03.7.29 E009248

令和２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（中東周辺地域における「自由で開 PwCコンサルティング合 通商政策局
かれたインド太平洋協力」の具体化等に向けた委託調査事業）報告書
同会社
中東アフリカ課

000278

03.7.29 E009249

資源エネルギー庁
令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（工場等におけるエネルギーの使用状況 一般財団法人省エネル
省エネルギー・新エネルギー部
及び管理実態に関する調査事業）調査報告書
ギーセンター
省エネルギー課

000279

03.7.29 E009250 令和２年度ヘルスケアサービス社会実装事業 （需要環境整備及び産業創出支援等事業） 調査報告書

000337

03.7.29 E009252

000338

03.7.29 E009253 令和２年度産業技術調査事業（海外主要国の研究開発税制等にかかる実態調査）調査報告書

KPMG税理士法人

000339

株式会社日本総合研究 商務・サービスグループ
所
ヘルスケア産業課

29.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000275.pdf

19.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000276.pdf

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000277.pdf

15.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000278.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000278-1.zip

37.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000279.pdf

令和２年度産業技術調査事業 「研究開発型ベンチャー企業と事業会社の連携加速及び大学発ベンチャー 株式会社野村総合研究 産業技術環境局
の実態等に関する調査」調査報告書
所
技術振興・大学連携推進課

5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000337.pdf

産業技術環境局
技術振興・大学連携推進課

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000338.pdf

03.7.29 E009257 令和２年度産業技術調査事業(企業の研究開発形態と経営戦略に関する実態調査)に係る調査報告書

有限責任あずさ監査法 産業技術環境局
人
技術振興・大学連携推進課

6.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000339.pdf

000340

03.7.29 E009254 令和２年度産業経済研究委託事業（企業の無形資産構築の実態に関する調査）報告書

EY新日本有限責任監
査法人

産業技術環境局
技術振興大学連携推進課

17 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000340.pdf

000359

03.7.29 E009255

アクセンチュア株式会
社

産業保安グループ
保安課

10 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000359.pdf

000075

03.7.16 E009215 令和２年度地域企業が行う「持続可能な経営」において重要な要素に関する調査事業報告書

000080

03.7.16 E009216

令和２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（FTAAPに向けたAPEC内での電
子商及び越境データ移転の調査研究）APECにおけるCBPRの促進策の調査結果報告

000132

03.7.16 E009217

令和２年度東日本大震災グループ補助金交付先アンケート調査（中小企業等グループ施設等復旧整備補
株式会社南北社
助金）令和２年６月実施（全８道県版）

東北経済産業局
産業部東日本大震災復興推進
室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000132.pdf

000133

03.7.16 E009218

令和２年度東日本大震災グループ補助金交付先アンケート調査（中小企業等グループ施設等復旧整備補
株式会社南北社
助金）令和２年６月実施（東北４県版）

東北経済産業局
産業部東日本大震災復興推進
室

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000133.pdf

000245

03.7.16 E009219

マッキンゼー・アンド・カ
令和２年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業（中小企業のＡＩ活用促進に関する調査事業）最終報告
商務情報政策局
ンパニー・インコーポレ
書
情報技術利用促進課
イテッド・ジャパン

32.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000245.pdf

000247

03.7.16 E009233

令和２年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（テレワーク推進に資する先駆的な事例等
調査研究）報告書【公表用】

株式会社日本能率協会 商務情報政策局
総合研究所
情報技術利用促進課

10.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000247.pdf

000249

03.7.16 E009220

令和２年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業バイオエコノミー実現に向けた遺伝子組換え生物
等の使用に係る諸外国規制動向及び我が国規制のあり方に関する調査

株式会社三菱ケミカル 商務・サービスグループ
リサーチ
生物化学産業課

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000249.pdf

000250

03.7.16 E009221

令和２年度省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費（国際ルールインテリジェンス 株式会社野村総合研究 製造産業局
に関する調査（電動航空機のルール形成（国際標準化含む）戦略に係る調査研究））最終報告書
所
航空機武器宇宙産業課

9.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000250.pdf

令和２年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（保安ネットの運用開始に伴う産業保安・製品安全法
令のデータ基盤構築検討調査）調査報告書

三菱UFJリサーチ＆コン 関東経済産業局
サルティング株式会社 総務企画部企画調査課

6.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000075.pdf

株式会社野村総合研究 通商政策局
所
アジア太平洋地域協力推進室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000080.pdf
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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

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合研究 省エネルギー・新エネルギー部
所
新エネルギーシステム課水素・
燃料電池戦略室

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

000252

03.7.16 E009222

令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（水素・燃料電池戦略ロードマップの進
捗確認及び国内外における水素・燃料電池利活用状況調査）報告書

000253

03.7.16 E009223

令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（省エネ法に基づく定期報告書等のデー 富士ゼロックス株式会
タ公開のあり方に関する検討・検証事業）調査報告書
社

000257

03.7.16 E009224 令和２年度小規模事業者を取り巻く環境の変化と需要獲得に関する調査に係る委託事業調査報告書

三菱UFJリサーチ＆コン 中小企業庁
サルティング株式会社 事業環境部企画課調査室

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000257.pdf

000258

03.7.16 E009225 令和２年度就業構造基本調査等に関する再編加工に係る委託事業調査報告書

株式会社アリス

中小企業庁
事業環境部企画課調査室

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000258.pdf

000259

03.7.16 E009226 令和２年度中小企業の財務基盤及び事業承継の動向に関する調査に係る委託事業報告書

株式会社東京商工リ
サーチ

中小企業庁
事業環境部企画課調査室

4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000259.pdf

000260

03.7.16 E009237 令和２年度中小企業のデジタル化に関する調査に係る委託事業報告書

株式会社野村総合研究 中小企業庁
所
事業環境部企画課調査室

10.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000260.pdf

000261

03.7.16 E009227

令和２年度中小企業・小規模事業者及び支援機関等における優良取組事例に関する調査事業調査報告 株式会社日刊工業新聞 中小企業庁
書
社
事業環境部企画課調査室

17.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000261.pdf

000262

03.7.16 E009228 令和２年度経済センサス－活動調査等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 中小企業庁
ドリサーチ研究所
事業環境部企画課調査室

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000262.pdf

000263

03.7.16 E009229 令和2年度化学物質安全対策(規制化学物質に関する国際的な動向調査)報告書

一般財団法人化学物質 製造産業局
評価研究機構
化学物質管理課

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000263.pdf

000264

03.7.16 E009230 令和２年度化学物質安全対策（国際的な化学物質管理戦略構築に関する調査）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

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000264.pdf

000265

03.7.16 E009231

令和２年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（ＣＣＳ国際連携事業（ＣＣＳ関連国際機関等と 公益財団法人 地球環
の連携事業））調査報告書
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

6.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000265.pdf

000268

03.7.16 E009234

令和２年度内外一体の経済成長戦略に係る国際経済調査事業（人生100年時代／ポストコロナ時代の個 一般社団法人日本情報 商務情報政策局
人の活動履歴の在り方に関する調査）調査報告書
経済社会推進協会
情報技術利用促進課

9.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000268.pdf

000269

03.7.16 E009235

令和２年度内外一体の経済成長戦略に係る国際経済調査事業（人生100年時代／ポストコロナ時代の個 一般社団法人日本情報 商務情報政策局
人の活動履歴の在り方に関する調査）調査報告書(概要版）
経済社会推進協会
情報技術利用促進課

5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000269.pdf

000270

03.7.16 E009236

令和２年度内外一体の経済成長戦略に係る国際経済調査事業（人生100年時代／ポストコロナ時代の個 一般社団法人日本情報 商務情報政策局
人の活動履歴の在り方に関する調査）調査報告書(概要版)(英語)
経済社会推進協会
情報技術利用促進課

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000270.pdf

000329

03.7.16 E009232

令和２年度産業経済研究委託事業働き方、暮らし方の変化のあり方が将来の日本に与える効果と課題に 株式会社日立コンサル 経済産業政策局
関する調査報告書
ティング
経済社会政策室

000087

03.7.9 E009183

令和２年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（Ｊ－クレジット活用促進 みずほ情報総研株式会 産業技術環境局
支援委託業務）報告書
社
環境経済室

9.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000087.pdf

000088

03.7.9 E009184

令和２年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業委託費（「TCFDサミット」開催及び各国サステナ 日本コンベンションサー 産業技術環境局
ブル・ファイナンス政策等の動向調査に関する委託調査）報告書
ビス株式会社
環境経済室

22.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000088.pdf

000107

03.7.9 E009185

令和２年度産業経済研究委託事業（旅費関連申請・外勤費精算業務の効率化に向けたプロトタイプ環境
構築事業）調査報告書

大臣官房
政策評価広報課
（業務改革課）

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000107.pdf

000108

03.7.9 E009186 令和２年度業務効率化や生産性向上を目的としたオフィス環境の導入に関する調査事業報告書

大臣官房
明豊ファシリティワーク
政策評価広報課
ス株式会社
（業務改革課）

22.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000108.pdf

株式会社リンクオフ
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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

ＨＰアドレス（データ）

20.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000252.pdf

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000253.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000253-1.zip

25.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000329.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000329-1.zip
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東北経済産業局
一般財団法人材料科学
産業部東日本大震災復興推進
技術振興財団
室

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000128.pdf

令和２年度産業標準化推進事業委託費（戦略的国際標準化加速事業：ルール形成戦略に係る調査研究
（ＥＰＣＩＳ普及促進事業））調査報告書

みずほ情報総研株式会 商務・サービスグループ
社
消費・流通政策課

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000231.pdf

03.7.9 E009189

令和２年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業 （IoT技術を活用したスーパーマー
ケットにおける食品ロス削減事業） 報告書

株式会社日本総合研究 商務・サービスグループ
所
消費・流通政策課

32.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000232.pdf

000233

03.7.9 E009190

令和２年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業(サプライチェーン各層でのRFID導入 三菱ＵＦＪリサーチ&コン 商務・サービスグループ
コスト及び効果検証事業)調査報告書
サルティング株式会社 消費・流通政策課

11.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000233.pdf

000234

03.7.9 E009191

令和２年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業（ＩｏＴ技術を活用した付加価値創出検 三菱UFJリサーチ＆コン 商務・サービスグループ
討事業）調査報告書
サルティング株式会社 消費・流通政策課

24.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000234.pdf

000236

03.7.9 E009192

令和２年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備事業「中学・高等学校等のIT関連部活への 株式会社リサーチワー 商務情報政策局
支援に関する調査研究」報告書
クス
情報技術利用促進課

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000236.pdf

000239

03.7.9 E009193

令和２年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（再生プラスチック材料の仕様表記システム 株式会社三菱総合研究 産業技術環境局
に関する実用化検討調査）報告書
所
資源循環経済課

8.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000239.pdf

000240

03.7.9 E009194

令和２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（循環経済ビジョンの具体化に向け みずほ情報総研株式会 産業技術環境局
たサーキュラーエコノミーをめぐるファイナンスのあり方に関する検討事業）調査報告書
社
資源循環経済課

33.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000240.pdf

000242

03.7.9 E009195

資源エネルギー庁
令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（家庭部門におけるエネルギー小売事業 みずほ情報総研株式会
省エネルギー・新エネルギー部
者等による省エネ促進手法に関する調査）調査報告書
社
省エネルギー課

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000242.pdf

000243

03.7.9 E009196

産業技術環境局
令和２年度戦略的国際標準化加速事業：ルール形成の普及に向けた評価指標とその活用方法の開発に 株式会社オウルズコン
基準認証政策課基準認証戦略
関する調査最終報告書
サルティンググループ
室

30.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000243.pdf

000244

03.7.9 E009197

産業技術環境局
令和２年度産業標準化推進事業委託費（戦略的国際標準化加速事業：海外標準化動向の把握・分析）最 デロイト トーマツ コンサ
基準認証政策課基準認証戦略
終報告書
ルティング合同会社
室

96.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000244.pdf

000256

03.7.9 E009198 令和２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 報告書

000280

03.7.9 E009199

令和２年度産業保安等技術基準策定研究開発等（休廃止鉱山におけるグリーン・レメディエーション(元山 株式会社ブルーアース 産業保安グループ
回帰)の調査研究事業）報告書
セキュリティ
鉱山・火薬類監理官付

11.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000280.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000280-1.zip

000284

03.7.9 E009200

令和２年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（安全技術普及事業（事故発生原因分析等調
査））事業報告書

16.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000284.pdf

000016

03.7.2 E009147 令和２年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（国際展開体制整備支援事業）報告書

株式会社野村総合研究 商務・サービスグループ
所
ヘルスケア産業課

000027

03.7.2 E009148 令和２年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療国際展開推進事業）報告書

一般社団法人Medical
Excellence JAPAN

000059

03.7.2 E009149

000068

03.7.2 E009150 令和２年度消費税の転嫁状況に関するモニタリング事業最終報告書

000071

03.7.2 E009151

000128

03.7.9 E009187 令和２年度地域経済産業活性化対策委託費（放射線量測定指導・助言事業）事業報告書

000231

03.7.9 E009188

000232

株式会社三菱総合研究 中小企業庁
所
事業環境部調査室

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
ガス安全室

11.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000256.pdf

537 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000016.pdf

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課国際展開推
進室

50.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000027.pdf

令和２年度地域経済産業活性化対策調査事業IoT活用でカイゼンが楽しく～ものづくり中小企業における i Smart Technologies株 中国経済産業局
生産性向上のためのIoT導入実証調査参考資料～
式会社
地域経済部製造・情報産業課

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000059.pdf

株式会社東京商工リ
サーチ

中小企業庁
事業環境部消費税転嫁対策室

令和２年度ものづくり中小・中堅企業の生産性向上（DX実現）に向けたSIer企業参入促進のための競争環 公益財団法人九州経済 九州経済産業局
境整備調査に係る役務請負 調査報告書
調査協会
地域経済部情報政策課
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1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000071.pdf
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000206

03.7.2 E009152

000214

03.7.2 E009169 令和２年度化学物質安全対策（化学物質管理の信頼性確保のための調査）調査報告書

000215

03.7.2 E009170

令和２年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（海外事業者への効果的なオンライン商談実施 株式会社ソニー・ミュー 商務情報政策局
に関する実証）報告書
ジックソリューションズ コンテンツ産業課

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000215.pdf

000216

03.7.2 E009171

資源エネルギー庁
令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（アフターコロナ・ウィズコロナにおける社 株式会社三菱総合研究
省エネルギー・新エネルギー部
会構造変化を踏まえたエネルギー需要構造等に関する調査）報告書
所
省エネルギー課

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000216.pdf

000218

03.7.2 E009172

令和２年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（海洋における石油・天然ガス開発に係る保安 一般財団法人エンジニ 産業保安グループ
調査）報告書
アリング協会
鉱山・火薬類監理官付

000220

令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業 （技術革新等によるエネルギー需要の
資源エネルギー庁
株式会社三菱総合研究
03.7.2 E009173 変化に対応した特定事業者等及び特定荷主等のエネルギーの使用の合理化の評価のあり方に関する調
省エネルギー・新エネルギー部
所
査）報告書
省エネルギー課

000221

03.7.2 E009174

令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（電力広域的運営推進機関のこれまで
の活動内容に係る検証等に関する調査)調査報告書

000225

03.7.2 E009175

令和２年度産業経済研究委託事業（ローカルベンチマークを中心とした公的経営支援ツールのあり方や普 株式会社帝国データバ 経済産業政策局
及方法の検討）報告書
ンク
産業資金課

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000225.pdf

000226

03.7.2 E009176

令和２年度産業経済研究委託事業（ローカルベンチマークを中心とした公的経営支援ツールのあり方や普 株式会社帝国データバ 経済産業政策局
及方法の検討）企業の多様な資金調達手法に関する実態調査 調査報告書
ンク
産業資金課

12.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000226.pdf

000227

03.7.2 E009177

令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（福島県における水素社会のモデル構
築に関する調査）報告書

000228

03.7.2 E009178

令和２年度鉱物資源開発の推進のための探査等事業（鉱物資源基盤整備調査事業（鉱物資源確保戦略 デロイト トーマツ コンサ 資源エネルギー
策定に係る基礎調査））最終報告書
ルティング合同会社
庁資源・燃料部鉱物資源課

000230

03.7.2 E009179

令和２年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業 （IoT技術を活用したコンビニエンスス
伊藤忠商事株式会社
トアにおける食品ロス削減事業） 調査報告書

000238

03.7.2 E009180 令和２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

製造産業局
みずほ情報総研株式会
化学物質管理課化学物質安全
社
室

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ 資源エネルギー庁
ンサルティング株式会 電力ガス・事業部電力基盤整備
社
課

資源エネルギー庁
株式会社野村総合研究 省エネルギー・新エネルギー部
所
新エネルギーシステム課
水素・燃料電池戦略室

一般財団法人日本環境 産業技術環境局
衛生センター
資源循環経済課

令和２年度経済産業省委託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）冷凍保安規
高圧ガス保安協会
則に基づく冷凍設備の耐圧試験及び機械試験の実施方法に係る調査・検討報告書

000035

03.6.25 E009125

000037

03.6.25 E009126 令和２年度電力設備電磁界情報調査提供事業報告書

000044

03.6.25 E009127

000049

000053

商務・サービスグループ
消費・流通政策課

産業保安グループ
高圧ガス保安室

一般財団法人電気安全 産業保安グループ
環境研究所
電力安全課

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000206.pdf

0.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000214.pdf

24.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000218.pdf

43.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000220.pdf

8.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000221.pdf

12.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000227.pdf

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000228.pdf

23.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000230.pdf

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000238.pdf

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000035.pdf

55.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000037.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000037-1.zip

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
エネルギー・環境イノベーション
戦略室

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000044.pdf

03.6.25 E009128 令和２年度化学物質安全対策（化審法におけるリスク評価の加速化等に関する調査）報告書

いであ株式会社

製造産業局
化学物質管理課化学物質安全
室

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000049.pdf

03.6.25 E009129 令和２年度地域資源を活用した持続的なヘルスケアビジネス創出等に関する調査報告書

株式会社日本総合研究 四国経済産業局
所
地域経済部新事業推進課

令和２年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（ミッション・イノベーションを通じた国際連携に
関する取組等調査）最終報告書（公表用）
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000054

03.6.25 E009130

令和２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（東南アジア等・インド地域を対象
にしたアジアＤＸ具体化に向けた実態調査）報告書

貿易経済協力局
貿易振興課

7.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000054.pdf

000056

03.6.25 E009131

令和２年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費）（近年の競争環境・ 株式会社三菱総合研究 経済産業政策局
競争政策等の動向に関する調査）報告書
所
競争環境整備室

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000056.pdf

000183

03.6.25 E009132

令和２年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（メキシコ合衆国・カンクン都
市交通マスタープラン検討及びAGT導入計画調査事業）成果報告書（スペイン語版）

日本コンサルタンツ株
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

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000183.pdf

000184

03.6.25 E009133

令和２年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業ミャンマー国・ヤンゴンティラ
ワスマート複合都市交通回廊整備事業概略調査報告書（英語版）

株式会社オリエンタルコ
製造産業局
ンサルタンツグローバ
国際プラント・インフラシステム・
ル
水ビジネス推進室
日本工営株式会社

44.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000184.pdf

000185

03.6.25 E009134

令和２年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業ミャンマー国・ヤンゴンティラ
ワスマート複合都市交通回廊整備事業概略調査報告書（日本語版）

株式会社オリエンタルコ
製造産業局
ンサルタンツグローバ
国際プラント・インフラシステム・
ル
水ビジネス推進室
日本工営株式会社

46.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000185.pdf

000186

03.6.25 E009135

令和２年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（メキシコ合衆国・カンクン都
市交通マスタープラン検討及びAGT導入計画調査事業）成果報告書

日本コンサルタンツ株
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

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000186.pdf

000187

03.6.25 E009136

令和２年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（メキシコ合衆国・カンクン都
市交通マスタープラン検討及びAGT導入計画調査事業）成果報告書（英語版）

日本コンサルタンツ株
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

5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000187.pdf

000188

03.6.25 E009137

令和２年度規制改革推進のための国際連携事業(オープンソースベースのデジタルIDプラットフォームの展 株式会社ボストン コン 商務情報政策局
開可能性に関する調査) 最終報告書
サルティング グループ 総務課国際室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000188.pdf

000190

03.6.25 E009138

令和２年度規制改革推進のための国際連携事業(オープンソースベースのデジタルIDプラットフォームの展 株式会社ボストン コン 商務情報政策局
開可能性に関する調査) MOSIP解説書（タテ型ver.）
サルティング グループ 総務課国際室

10.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000190.pdf

000203

03.6.25 E009139 令和２年度燃料安定供給対策に関する調査事業（石油産業に係る環境規制等に関する調査）調査報告書

000204

03.6.25 E009140

000205

03.6.25 E009141

000207

03.6.25 E009142 令和２年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気設備技術基準関連規格等調査） 報告書

000208

03.6.25 E009143

000209

03.6.25 E009144 令和２年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気設備技術基準国際化調査） 報告書

000266

03.6.25 E009145

令和２年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（我が国におけるＣＣＳ事業化に向けた制度 公益財団法人地球環境 産業技術環境局
設計や事業環境整備に関する調査事業）調査報告書
産業技術研究機構
環境政策課地球環境対策室

8.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000266.pdf

000020

03.6.18 E009110

株式会社コーエイリ
製造産業局
令和２年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業 東部インドネシア
サーチ＆コンサルティン 国際プラント・インフラシステム・
における洋上天然ガス発電プラント及びLNG配送チェーン調査事業 調査報告書 （和文）
グ
水ビジネス推進室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000020.pdf

000021

03.6.18 E009111

株式会社コーエイリ
製造産業局
令和２年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業 東部インドネシア
サーチ＆コンサルティン 国際プラント・インフラシステム・
における洋上天然ガス発電プラント及びLNG配送チェーン調査事業 調査報告書 （英文）
グ
水ビジネス推進室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000021.pdf

一般財団法人石油エネ 資源エネルギー庁
ルギー技術センター
資源・燃料部石油精製備蓄課

78.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000203.pdf

令和２年度補正遠隔健康相談事業体制強化事業（遠隔健康相談等の普及推進に関する調査事業）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・サービスグループ
ヘルスケア産業課

92.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000204.pdf

令和２年度補正 遠隔健康相談事業体制強化事業 遠隔健康医療相談等の市場調査およびガイドライン
の作成等に関する提言に係る事業調査報告書

三菱UFJリサーチ＆コン 商務・サービスグループ
サルティング株式会社 ヘルスケア産業課

5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000205.pdf

一般社団法人日本電気
産業保安グループ
協会
電力安全課

19.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000207.pdf

令和２年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（大規模火山噴火に対する保安高度化推進 みずほ情報総研株式会 産業保安グループ
事業）報告書
社
電力安全課

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000208.pdf

一般社団法人日本電気
産業保安グループ
協会
電力安全課

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000209.pdf
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000177

03.6.18 E009112

令和２年度製造基盤技術実態等調査（製造業における５Ｇ等の情報通信技術の活用に向けた技術動向調 株式会社野村総合研究 製造産業局
査）
所
ものづくり政策審議室

000182

03.6.18 E009113

令和２年度産業経済研究委託事業（不正競争防止法の基礎的課題及びオープンイノベーション時代の知 株式会社野村総合研究 経済産業政策局
的財産制度の在り方についての調査）報告書
所
知的財産政策室

000191

03.6.18 E009114

令和２年度規制改革推進のための国際連携事業（ＡＩの利活用及び開発に影響を与える政策ツールに関
する動向調査）最終報告書

PwCコンサルティング合 商務情報政策局
同会社
総務課国際室

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000191.pdf

000192

03.6.18 E009115

令和２年度補正持続化給付金事務事業（寄附金等を主な収入源とするＮＰＯ法人に係る調査等事業）報告 株式会社リベルタス・コ 中小企業庁
書
ンサルティング
長官官房総務課

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000192.pdf

000193

03.6.18 E009116 令和２年度産業経済研究委託事業（欧州諸国におけるテレワークに関する実態等に関する調査研究）

森・濱田松本法律事務 経済産業政策局
所
産業人材政策室

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000193.pdf

000194

03.6.18 E009117 令和２年度 重要技術管理体制強化事業 （情報収集及び重要技術等の動向調査） 調査報告書

貿易経済協力局
株式会社矢野経済研究
貿易管理部安全保障貿易管理
所
政策課技術調査室

000195

03.6.18 E009118 令和２年度補正産業保安高度化推進事業（スマート保安促進に向けた制度の見直し調査）報告書

高圧ガス保安協会

000196

03.6.18 E009119

令和２年度規制改革推進のための国際連携事業（インドデジタル公共財の第三国展開に係る我が国企業 フォースバレー・コン
参入支援に関する調査）報告書
シェルジュ株式会社

000197

03.6.18 E009120

000198

03.6.18 E009121 令和２年度産業経済研究委託事業（新型コロナウィルス感染症に関する広報調査）に関する報告書

000199

03.6.18 E009146

000200

ＨＰアドレス（データ）

11 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000177.pdf

27.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000182.pdf

12.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000194.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000194-1.zip

産業保安グループ
高圧ガス保安室

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000195.pdf

商務情報政策局
総務課国際室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000196.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000196-1.zip

令和２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（農林水産物・食品輸出に係るコー 株式会社矢野経済研究 貿易経済協力局
ルドチェーン物流調査）調査報告書
所
貿易振興課

24.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000197.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000197-1.zip

株式会社博報堂

大臣官房広報室

70.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000198.pdf

令和２年度補正遠隔健康相談事業体制強化事業（医療・ヘルスケアにおけるデジタル活用等に関する現
状及び調査事業）調査報告書

株式会社みずほ銀行

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課

14.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000199.pdf

03.6.18 E009122

令和２年度中堅・中小企業輸出ビジネスモデル調査・実証事業（日本のフードテック関連企業による海外
展開に係る海外市場のポテンシャル調査）

Nomura Research
貿易経済協力局
Institute Singapore pte
貿易振興課
ltd

000210

03.6.18 E009123

製造産業局
令和２年度化学物質安全対策（化学物質の分解性及び蓄積性に係る総合的評価の導入に関する調査)報 一般財団法人化学物質
化学物質管理課化学物質安全
告書
評価研究機構
室

7.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000210.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000210-1.zip

000213

03.6.18 E000124

製造産業局
令和２年度化学物質安全対策（化学物質情報管理システム構築及びデータ利活用に向けた調査事業）報 株式会社野村総合研究
化学物質管理課化学物質安全
告書
所
室

9.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000213.pdf

000660

03.6.18 E009106 令和２年度「遠隔健康相談事業体制強化事業（企業の健康管理体制等に関する相談窓口）」事業報告書

株式会社Mediplat

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000660.pdf

000661

03.6.18 E009107 令和２年度遠隔健康相談事業体制強化事業(24時間チャット等窓口)最終報告書

LINEヘルスケア株式会 商務・サービスグループ
社
ヘルスケア産業課

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000661.pdf

000662

03.6.18 E009108

令和２年度遠隔健康相談事業体制強化事業(メンタルヘルス専門窓口）事業報告書「こころの安心相談」実 株式会社セーフティネッ 商務・サービスグループ
績成果分析
ト
ヘルスケア産業課

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000662.pdf

000663

03.6.18 E009109 令和２年度補正遠隔健康相談事業体制強化事業(小児・産婦人科専門窓口) 最終報告

株式会社Kids Public

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000663.pdf

000050

03.6.11 E009078 令和２年度中小企業実態調査事業 約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会報告書

三菱UFJリサーチ＆コン 中小企業庁
サルティング株式会社 事業環境部取引課
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三菱UFJリサーチ＆コン 中小企業庁
サルティング株式会社 事業環境部取引課

17.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000051.pdf

03.6.11 E009080

令和２年度地域経済産業活性化対策調査事業（大企業のリソースを活用した地域中小企業の成長・発展 西日本旅客鉄道株式会 中国経済産業局
に関する実証調査） 調査報告書
社 広島支社
産業部経営支援課

11.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000052.pdf

000086

03.6.11 E009081

東京海上日動リスクコ
令和２年度燃料安定供給対策に関する調査（石油業界における災害時燃料供給体制のあり方等に関する
ンサルティング株式会
調査）報告書
社

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油精製備蓄課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000086.pdf

000126

03.6.11 E009082

令和２年度西日本豪雨グループ補助金交付先アンケート調査（中小企業等グループ施設等復旧整備補助
株式会社成研
事業）

中国経済産業局
産業部中小企業課復興推進室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000126.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000126-1.zip

000151

03.6.11 E009083

令和２年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（技術メカニズムに関する調査事業） 調査
報告書

000153

03.6.11 E009084

令和２年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（水ビジネス海外展開施策の
株式会社富士経済
10年の振り返りと今後の展開の方向性に関する調査）

000155

03.6.11 E009085

Nomura Research
令和２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（日印産業競争力パートナーシップ Institute Consulting and 通商政策局
を活用した比較分析調査）最終報告書
Solutions India Private アジア大洋州課南西アジア室
Limited

000156

03.6.11 E009104

資源エネルギー庁
令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（熱量バンド制への移行に向けた検討に 株式会社野村総合研究
電力・ガス事業部ガス市場整備
関する調査）調査報告書
所
室

000158

03.6.11 E009086 令和２年度皮革産業振興対策調査等（皮革用語のJIS 化対応等調査）報告書（概要版）

株式会社矢野経済研究 製造産業局
所
生活製品課

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000158.pdf

000159

03.6.11 E009087 令和２年度皮革産業振興対策調査等（皮革用語のJIS 化対応等調査）報告書

株式会社矢野経済研究 製造産業局
所
生活製品課

16.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000159.pdf

000160

03.6.11 E009088

令和２年度地球温暖化問題等対策調査（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）報
告書 和文

EY新日本有限責任監
査法人

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

167 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000160.pdf

000161

03.6.11 E009089

令和２年度地球温暖化問題等対策調査（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）報
告書 英文

EY新日本有限責任監
査法人

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

106 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000161.pdf

000165

03.6.11 E009090 令和２年度「J-Startup KANSAI企業」に対する成長支援のあり方に関する調査事業報告書

株式会社東京商工リ
サーチ

近畿経済産業局
産業部創業・経営支援課

42.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000165.pdf

000166

03.6.11 E009091

000167

03.6.11 E009092 令和２年度重要技術管理体制強化事業（マイクロエレクトロニクスに係る産業基盤実態調査）

000168

03.6.11 E009093

令和２年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技 一般財団法人日本ガス 産業保安グループ
術基準の策定等調査事業）報告書
機器検査協会
製品安全課

8.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000168.pdf

000169

03.6.11 E009094

令和２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】中国における事業環境等 一般財団法人日中経済 通商政策局
に関する分析）調査報告書
協会
北東アジア課

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000169.pdf

000170

03.6.11 E009095

令和２年度地域経済産業活性化対策調査事業（地域におけるスタートアップ企業の創出支援方策に係る
調査事業）調査報告書

000176

03.6.11 E009096 令和２年度重要技術管理体制強化事業（重要産業技術基盤調査）報告書

000051

03.6.11 E009079 令和２年度中小企業実態調査事業知的財産取引検討会報告書

000052

令和２年度重要技術管理体制強化事業（産業競争力強化法に基づく技術等情報管理認証制度に係る指
導支援等の専門家派遣及び調査・広報事業）報告書

公益財団法人地球環境 産業技術環境局
産業技術研究機構
地球環境連携室
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

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000151.pdf

9.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000153.pdf

17.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000155.pdf

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000156.pdf

貿易経済協力局
株式会社三菱総合研究
貿易管理部安全保障貿易管理
所
課

10.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000166.pdf

貿易経済協力局
INFORMA UK LIMITED 貿易管理部安全保障貿易管理
政策課技術調査室

35.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000167.pdf

北海道経済産業局
株式会社北海道二十一
地域経済部産業技術革新課
世紀総合研究所
産学官連携推進室

12.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000170.pdf

貿易経済協力局
株式会社三菱総合研究
貿易管理部安全保障貿易管理
所
政策課技術調査室

42.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000176.pdf
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000179

03.6.11 E009097

000180

03.6.11 E009098 令和２年度補正持続化給付金事務事業の中間検査補助等事業調査報告書

000219

03.6.11 E009099

000222

03.6.11 E009100 令和２年度産業経済研究委託事業（分野別技術競争力に係る調査）調査報告書

株式会社ボストン・コン 産業技術環境局
サルティング・グループ 研究開発課

59.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000222.pdf

000223

03.6.11 E009101 令和２年度産業技術調査事業（研究開発プロジェクトの成果に係る調査）調査報告書

JFEテクノリサーチ株式 産業技術環境局
会社
研究開発課

22.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000223.pdf

000224

03.6.11 E009102

令和２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費（産業競争力強化に資する知的 アーサー・ディ・リトル・
資本の有効活用及びその獲得に向けた調査）最終報告書
ジャパン株式会社

000235

03.6.11 E009103

令和２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）事業成果 伊藤忠ファッションシス 製造産業局
報告書（公開版）
テム株式会社
生活製品課

000131

03.6.3 E009057

令和２年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（温室効果ガス算定排出 一般財団法人省エネル 産業技術環境局
量データの活用に関する調査）委託業務報告書
ギーセンター
環境経済室

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000131.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000131-1.zip

000135

03.6.3 E009058

令和２年度新産業集積創出基盤構築支援事業（地域未来牽引企業等と自治体の連携による新たな事業
創出可能性調査）報告書

株式会社北海道二十一 北海道経済産業局
世紀総合研究所
総務企画部企画調査課

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000135.pdf

000137

03.6.3 E009059

令和２年度産業保安等技術基準策定研究開発等（鉱山保安法の執行に係る基盤整備のための調査）報
告書

商務情報政策局
ＳＯＭＰＯリスクマネジメ
産業保安グループ鉱山・火薬類
ント株式会社
監理官付

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000137.pdf

000138

03.6.3 E009060 令和２年度ものづくり中小企業事業化支援調査事業報告書

PwCコンサルティング合 東北経済産業局
同会社
地域経済部産業技術課

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000138.pdf

000140

03.6.3 E009061

令和２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
株式会社富士通総研
書

000147

03.6.3 E009062

令和２年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（ヘルスケアイノベーション環境整備支援事業）報
告書

000148

03.6.3 E009063

NERAエコノミックコンサ
令和２年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（我が国基盤産業の ルティング（登記名 オ 経済産業政策局
競争環境及び諸外国の企業結合等に係る競争政策の動向に関する調査））調査報告書
リバーワイマングループ 競争環境整備室
株式会社）

000150

03.6.3 E009064 令和２年度化学物質規制対策事業(特定物質危機管理体制構築事業)報告書

000157

03.6.3 E009065

000074

03.5.27 E009033

令和２年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務（再生可能エネルギー発電設備
の費用報告データ分析業務）報告書

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合研究
省エネルギー・新エネルギー部
所
新エネルギー課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000074.pdf

000076

03.5.27 E009034

中部経済産業局
令和２年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業（原子力発電施設等立地地域経済支援）プレミ 株式会社ジェック経営コ
電力・ガス事業北陸支局電力・
アムな特産品を活用した地域の資源のブランド力の強化事業 実施報告書
ンサルタント
ガス事業課

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000076.pdf

プロティビティ合同会社

東京海上日動リスクコ
令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（諸外国における再生可能エネルギー政
ンサルティング株式会
策等に係る日本への適用可能性に係る調査）調査報告書
社

中小企業庁
長官官房総務課
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

産業技術環境局
研究開発課

産業技術環境局
研究開発課技術評価室

商務情報政策局
PwCコンサルティング合
商務・サービスグループヘルス
同会社
ケア産業課

製造産業局
一般財団法人化学物質
化学物質管理課化学兵器・麻
評価研究機構
薬原料等規制対策室

令和２年度産業経済研究委託事業（税制が企業に及ぼす影響の実態把握を目的とした税務に対する意識 三菱UFJリサーチ&コン 経済産業政策局
調査事業） 報告書
サルティング株式会社 企業行動課
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21.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000179.pdf

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000180.pdf

15.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000219.pdf

15.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000224.pdf

26.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000235.pdf

18.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000140.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000140-1.zip

10.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000147.pdf

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000148.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000148-1.zip

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000150.pdf

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000157.pdf
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000078

03.5.27 E009035 令和２年度燃料安定供給対策に関する調査事業（石油ガス価格調査）調査報告書

一般財団法人日本エネ 資源エネルギー庁
ルギー経済研究所
資源・燃料部石油流通課

10.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000078.pdf

000079

03.5.27 E009053 令和２年度燃料安定供給対策に関する調査事業（石油ガス流通・販売業経営実態調査）報告書

一般財団法人エルピー 資源エネルギー庁
ガス振興センター
資源・燃料部石油流通課

28.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000079.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000079-1.zip

000081

03.5.27 E009036

令和２年度燃料安定供給対策に関する調査事業（石油製品の卸・小売価格モニタリング調査（全国規模価 一般財団法人日本エネ 資源エネルギー庁
格モニタリング調査（石油製品小売市況調査・石油製品卸売市況調査）））調査報告書
ルギー経済研究所
資源・燃料部石油流通課

10.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000081.pdf

000082

03.5.27 E009037

令和２年度燃料安定供給対策に関する調査事業（国内石油製品取引慣行等に関する実態調査）調査報
告書

12.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000082.pdf

000083

03.5.27 E009038

令和２年度燃料安定供給対策に関する調査事業（石油製品の卸・小売価格モニタリング調査（産業用燃料 一般財団法人日本エネ 資源エネルギー庁
納入価格調査・民生用灯油小売価格調査））調査報告書
ルギー経済研究所
資源・燃料部石油流通課

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000083.pdf

000085

03.5.27 E009039

令和２年度燃料安定供給対策に関する調査等事業（潤滑油の安定供給に向けた原料確保の多様化に関 一般社団法人潤滑油協 資源エネルギー庁
する調査・分析事業）調査報告書
会
資源・燃料部石油精製備蓄課

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000085.pdf

000089

03.5.27 E009040 令和２年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（プラスチック等資源循環推奨調査）報告書

株式会社三菱総合研究 産業技術環境局
所
資源循環経済課

20.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000089.pdf

000092

03.5.27 E009041 令和２年度重要技術管理体制強化事業（中小企業アウトリーチ事業（営業秘密漏えい対策））調査報告書

独立行政法人日本貿易 経済産業政策局
振興機構
知的財産政策室

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000092.pdf

000109

03.5.27 E009054

大臣官房
政策評価広報課
（業務改革課）

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000109.pdf

000110

令和２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（経済産業政策・第四次産業革命
03.5.27 E009042 関係調査事業費（第四次産業革命時代におけるヘルスケアサービス分野のデジタルトランスフォーメー
ション等に関する調査研究））報告書

株式会社日本総合研究 経済産業政策局
所
産業構造課

9.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000110.pdf

000116

03.5.27 E009043

公益財団法人日本国際
貿易経済協力局
問題研究所軍縮・科学
貿易管理部貿易管理課
技術センター

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000116.pdf

000122

03.5.27 E009055 令和２年度製造基盤技術実態等調査（繊維産業のサステナビリティに関する調査）報告書

株式会社矢野経済研究 製造産業局
所
生活製品課

8.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000122.pdf

000123

03.5.27 E009044

令和２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 （新たな日ＡＳＥＡＮ協力の検討に
株式会社レイン
向けた議長国ブルネイ・ダルサラーム国に関する基礎調査事業）調査報告書

000124

03.5.27 E009045

令和２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（英国のＥＵ離脱等による現地進出 三菱UFJリサーチ＆コン 通商政策局
日系企業への影響調査）最終報告書
サルティング株式会社 欧州課

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000124.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000124-1.zip

000125

03.5.27 E009046

令和２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サステイナビリティ政策の横断
日本機械輸出組合
的調査）

9.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000125.pdf

000127

03.5.27 E009047 令和２年度「関西地域におけるスマートセル関連技術実態調査」セミナー開催報告書

近畿経済産業局
株式会社ダン計画研究
地域経済部バイオ・医療機器技
所
術振興課

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000127.pdf

000130

03.5.27 E009048 令和2年度「バイオベンチャーにおける研究人材確保に関する調査」実施報告書

近畿経済産業局
株式会社ダン計画研究
地域経済部バイオ・医療機器技
所
術振興課

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000130.pdf

000162

03.5.27 E009049

令和2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 (企業の調達先多様化・立地選択 クォントスタンプジャパ
と サプライチェーン可視化に関する調査) 報告書
ン合同会社

通商政策局
企画調査室

7.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000162.pdf

000163

03.5.27 E009050

令和２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（グローバリゼーションと労働市場） 株式会社ボストン・コン 通商政策局
調査報告書
サルティング・グループ 企画調査室

32.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000163.pdf

令和２年度産業経済研究委託事業 （旅費関連申請・外勤費精算業務の効率化に向けた調査・検証） 報
告書

令和２年度重要技術管理体制強化事業（諸外国における国際約束の履行等に基づく貿易管理制度等に
係る調査）

株式会社野村総合研究 資源エネルギー庁
所
資源・燃料部 石油流通課

ボーダー株式会社
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通商政策局
アジア大洋州課

通商政策局
欧州課

9.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000123.pdf
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000172

03.5.27 E009051

令和２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（グローバル・サプライチェーンの
環境対応等に関する分析）調査報告書

マッキンゼー・アンド・カ
通商政策局
ンパニー・インコーポレ
アジア大洋州課南西アジア室
イテッド・ジャパン

22.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000172.pdf

000173

03.5.27 E009052

令和２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（アジア大でのサプライチェーン強 株式会社ボストンコンサ 通商政策局
靱化に向けた調査）事業報告書
ルティンググループ
アジア大洋州課南西アジア室

23.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000173.pdf

000674

03.5.27 E009032 令和２年度産業保安等技術基準策定調査研究等事業(産業保安分野の規制に関する調査等事業)報告書

000057

令和２年度政府衛星データのオープン＆フリー化及びデータ利活用環境整備・データ利用促進事業（民間
製造産業局
株式会社三菱総合研究
03.5.19 E009012 事業者への宇宙状況把握サービス提供のためのプラットフォームの構築に向けたフィージビリティスタディ
航空機武器宇宙産業課宇宙産
所
事業） 調査報告書
業室

8.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000057.pdf

000060

03.5.19 E009013

令和２年度デジタル×観光による安全安心な稼げる観光の確立に向けた調査事業【調査報告書（概要
版）】

株式会社クニエ

関東経済産業局
産業部経営支援課地域ブランド
展開支援室

10.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000060.pdf

000065

03.5.19 E009014

令和２年度産業経済研究委託事業（デジタルトランスフォーメーション等を通じた製造業のサプライチェー
ンマネジメントの強化に向けた技術動向調査）調査報告書

三菱ＵＦＪリサーチ&コン 製造産業局
サルティング株式会社 ものづくり政策審議室

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000065.pdf

000066

03.5.19 E009015

令和２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）報告
書

三菱UFJリサーチ＆コン 製造産業局
サルティング株式会社 ものづくり政策審議室

23.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000066.pdf

000067

03.5.19 E009016

令和２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（中南米地域における新たなエネ
ルギーシステムの導入・社会実装に向けた経済関係の強化に関する調査）調査報告者

日本工営株式会社

000069

03.5.19 E009017 令和２年度製造基盤技術実態等調査（我が国製造業の足元の状況認識に関する調査）報告書

000070

03.5.19 E009018

000093

03.5.19 E009019 令和２年度中堅・中小企業輸出ビジネスモデル調査・実証事業（食品輸出調査）調査報告書

株式会社北海道二十一 貿易経済協力局
世紀総合研究所
貿易振興課

14.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000093.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000093-1.zip

000094

03.5.19 E009020 令和２年度中堅・中小企業輸出ビジネスモデル調査・実証事業 調査報告書

有限責任監査法人トー 貿易経済協力局
マツ
貿易振興課

23.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000094.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000094-1.zip

000134

03.5.19 E009021

令和２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（EPA原産地証明書手続きの電子 株式会社エヌ・ティ・
通商政策局
化に関する調査）
ティ・データ経営研究所 経済連携課

000141

03.5.19 E009024

令和２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（バイオ市場を取り巻く環境や将来 三菱UFJリサーチ＆コン 商務・サービスグループ
の市場動向に関する調査）報告書（概要版）
サルティング株式会社 生物化学産業課

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000141.pdf

000142

03.5.19 E009022

令和２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（バイオ市場を取り巻く環境や将来 三菱UFJリサーチ＆コン 商務・サービスグループ
の市場動向に関する調査）報告書（全体版）
サルティング株式会社 生物化学産業課

9.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000142.pdf

000143

03.5.19 E009168

令和２年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業報告書 ＤＸオフィス関連プロジェクト管理業務等 株式会社クラウドネイ
の効率化に関するデジタルツールの導入実証・調査事業
ティブ

8.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000143.pdf

000146

03.5.19 E009023

資源エネルギー庁
令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（業務部門における更なる省エネの促進 みずほ情報総研株式会
省エネルギー・新エネルギー部
に向けた省エネ法関連制度に関する調査）調査報告書
社
省エネルギー課

7.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000146.pdf

000679

03.5.19 E009011

令和２年度地域経済産業活性化対策調査事業（地域内プレイヤーと地域外の企業による地域課題共有型
株式会社あわえ
解決モデル調査事業）～地域のあしたのために～報告書

7.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000679.pdf

000013

03.5.14 E009009 令和２年度補正産業保安高度化推進事業（産業保安のスマート化に関する海外動向調査等事業）報告書

令和２年度 製造基盤技術実態等調査（サイバーフィジカルシステムの戦略的導入等に係る調査）最終報
告書

株式会社三菱総合研究 商務情報政策局
所
産業保安グループ保安課

通商政策局
中南米室

9.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000674.pdf

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000067.pdf

株式会社価値総合研究 製造産業局
所
ものづくり政策審議室

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000069.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000069-1.zip

アーサー・ディ・リトル・
ジャパン株式会社

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000070.pdf

製造産業局
ものづくり政策審議室

商務情報政策局
情報プロジェクト室

中国経済産業局
総務企画部企画調査課

株式会社三菱総合研究 産業保安グループ
所
保安課

18 / 21 ページ

10.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000134.pdf

4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000013.pdf
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000014

03.5.14 E008998

令和２年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（産業保安及び製品安全における市場メカニズムの促 みずほ情報総研株式会 産業保安グループ
進に関する調査）報告書
社
保安課

000015

03.5.14 E008999

令和２年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（日タイ・スマート保安連携による保安力高度化
事業）最終報告書

000017

03.5.14 E009000 令和２年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（介護等国際展開推進事業）実施報告書

000019

03.5.14 E009001

令和２年度補正経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（補助金申請システムの機能開発等に係る 伊藤忠テクノソリュー
技術的支援を通じたマイクロサービス化等に関する調査実証事業）調査報告書
ションズ株式会社

大臣官房
会計課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000019.pdf

000022

03.5.14 E009002

令和２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（企業のサプライチェーンに関する オリック東京法律事務
他国制度等の分析）調査報告書
所

通商政策局
通商戦略室

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000022.pdf

000033

03.5.14 E009003

令和２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（モビリティを含むスマートシティの PwCコンサルティング合 商務情報政策局
次世代取引基盤に関する調査）の事業報告書
同会社
情報経済課

7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000033.pdf

000039

03.5.14 E009004

令和２年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（送配電設備の事故再発防止・技術基準に係る調
査） 報告書

みずほ情報総研株式会 商務情報政策局
社
産業保安グループ電力安全課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000039.pdf

000040

03.5.14 E009010

令和２年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（地中電線路に係る直接埋設式の埋設深さ
及び施設等の妥当性調査）報告書

一般社団法人日本電気 商務情報政策局
協会
産業保安グループ電力安全課

15.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000040.pdf

000045

03.5.14 E009005

令和２年度 「高度な自動走行・MaaS等の社会実装に向けた 研究開発・実証事業」 （“密”緩和に向けた
MaaSソリューション調査事業）～調査レポート～

株式会社ＡＤＫマーケ 近畿経済産業局
ティング・ソリューション 地域経済部次世代産業・情報
ズ
政策課

6.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000045.pdf

000046

03.5.14 E009006

製造産業局
令和２年度政府衛星データのオープン＆フリー化及びデータ利用環境整備・データ利用促進事業費（衛星 一般社団法人日本航空
航空機武器宇宙産業課宇宙産
データの利活用及び国内外の超小型衛星部品に関するサプライチェーンの動向調査）調査報告書
宇宙工業会
業室

000144

03.5.14 E009007

令和２年度産業経済研究委託事業 （取得財産に係る法人等との手続きの電子化に向けたシステム構築
のための調査・検討）調査報告書

000152

03.5.14 E009008 令和２年度 産業経済研究委託事業（経営戦略と連動した人材戦略に関する調査） 最終報告書

000667

03.5.14 E008997

令和２年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（高齢者向け製品の安全性規格等検討事業）報告 国立研究開発法人 産
書
業技術総合研究所

000008

03.4.30 E008981

資源エネルギー庁
令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（エネルギー多消費産業におけるエネル 一般財団法人日本エネ
省エネルギー・新エネルギー部
ギー消費実態に関する調査）報告書
ルギー経済研究所
省エネルギー課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000008.pdf

000009

03.4.30 E008982

令和２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（日本企業のSDGsの戦略的推進
に係る実態調査）報告書

みずほ情報総研株式会 通商政策局
社
国際経済課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000009.pdf

000011

03.4.30 E008983

令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（分散型エネルギーリソースを活用した
アグリゲーションビジネスの普及・推進に関する調査）調査報告書

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合研究
省エネルギー・新エネルギー部
所
新エネルギーシステム課

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000011.pdf

000048

03.4.30 E008984 令和２年度Withコロナ時代における企業の海外ビジネス戦略構築に向けた調査報告書

株式会社帝国データバ 九州経済産業局
ンク
国際部国際企画調査課

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000048.pdf

000095

03.4.30 E008985

令和２年度「地域中小企業人材確保支援等事業（中核人材確保支援能力向上事業）」委託事業報告書

株式会社 社会人材コ 中小企業庁
ミュニケーションズ
経営支援部経営支援課

19.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000095.pdf

000096

03.4.30 E008986

令和2年度「地域中小企業人材確保支援等事業（中核人材確保支援能力向上事業）」
委託事業報告書

一般財団法人大阪労働 中小企業庁
協会
経営支援部経営支援課

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000096.pdf

000097

03.4.30 E008987 令和２年度 地域中小企業人材確保支援等事業（中核人材確保支援能力向上事業）委託事業報告書

公益財団法人大阪産業 中小企業庁
局
経営支援部経営支援課

10.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000097.pdf

株式会社野村総合研究 産業保安グループ
所
保安課
商務・サービスグループ
独立行政法人日本貿易
ヘルスケア産業課国際展開推
振興機構
進室

アビームコンサルティン 大臣官房
グ株式会社
会計課
株式会社ボストン・コン 経済産業政策局
サルティング・グループ 産業人材政策室
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産業保安グループ
製品安全課

ＨＰアドレス（データ）

25.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000014.pdf

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000015.pdf

17.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000017.pdf

1,2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000046.pdf

10.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000144.pdf

36 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000152.pdf

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000667.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000667-1.zip
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000098

03.4.30 E008988 令和２年度 地域中小企業人材確保支援等事業「氷河期世代人材活用促進等事業」報告書

株式会社日本総合研究 中小企業庁
所
経営支援部経営支援課

14.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000098.pdf

000099

03.4.30 E008989 令和２年度地域中小企業人材確保支援等事業（中核人材確保支援能力向上事業）委託事業報告書

PwCあらた有限責任監 中小企業庁
査法人
経営支援部経営支援課

15.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000099.pdf

000100

03.4.30 E008990 令和２年度地域中小企業人材確保支援等事業（中核人材確保支援能力向上事業）委託実施報告書

株式会社クオリティ・オ 中小企業庁
ブ・ライフ
経営支援部経営支援課

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000100.pdf

000101

03.4.30 E008991

令和２年度中小企業庁「地域中小企業人材確保支援等事業（中核人材確保支援能力向上事業）」実施報 株式会社ＹＭＦＧ ＺＯＮ 中小企業庁
告書
Ｅプラニング
経営支援部経営支援課

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000101.pdf

000102

03.4.30 E008992 令和２年度地域中小企業人材確保支援等事業（中核人材確保支援等事業）実証事務局事業実施報告書

ＰｗＣコンサルティング
合同会社

中小企業庁
経営支援部経営支援課

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000102.pdf

000103

03.4.30 E008993 令和２年度地域中小企業人材確保支援等事業（中核人材確保支援能力向上事業）委託事業報告書

有限責任監査法人トー 中小企業庁
マツ
経営支援部経営支援課

9.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000103.pdf

000104

03.4.30 E008994 令和２年度 地域中小企業人材確保支援等事業（中核人材確保支援能力向上事業）実施報告書

特定非営利活動法人エ 中小企業庁
ティック
経営支援部経営支援課

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000104.pdf

000112

03.4.30 E008995

令和２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（諸外国等における経済の電子化
ＥＹ税理士法人
を踏まえた課税の動向等に係る調査研究事業）調査報告書

貿易経済協力局
投資促進課

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000112.pdf

000113

03.4.30 E008996

令和２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（諸外国等における経済の電子化
ＥＹ税理士法人
を踏まえた課税の動向等に係る調査研究事業）調査報告書概要版

貿易経済協力局
投資促進課

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000113.pdf

000001

03.4.23 E008945

令和２年度 ポストコロナにおける中国地域の歴史・文化と産業の融合による付加価値向上の方策検討調 公益財団法人 中国地 中国経済産業局
査報告書
域創造研究センター
総務企画部企画調査課

000002

03.4.23 E008946

令和２年度 知的財産経営に係る基礎知識習得を踏まえたITものづくりブリッジ人材の育成研修に係る事 三菱UFJリサーチ＆コン 中部経済産業局
業性調査事業 事業報告書
サルティング株式会社 地域経済部次世代産業課

33.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000002.pdf

000003

03.4.23 E008947

令和２年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（エリトリア国・国
内電源開発事業に関する調査）最終成果報告書 日本語版

豊田通商株式会社

貿易経済協力局
通商金融課

15.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000003.pdf

000004

03.4.23 E008948

令和２年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（エリトリア国・国
内電源開発事業に関する調査）最終成果報告書 英語版

豊田通商株式会社

貿易経済協力局
通商金融課

14.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000004.pdf

000005

03.4.23 E008949

令和２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等の転換プロジェクト推進等事業）調査 株式会社エックス都市
報告書
研究所

000006

03.4.23 E008950

令和２年度産業技術調査事業 委託研究開発における特許権等に係るライセンシングの在り方に関する
調査報告書

000007

03.4.23 E008951

令和２年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（家電リサイクル制度等の高度化に向けた 株式会社三菱総合研究 商務情報政策局
調査）報告書
所
情報産業課環境リサイクル室

000055

03.4.23 E008952 令和２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協力に関する調査）調査報告書

000668

03.4.23 E008939

令和２年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業（物流市場における競争環境や労働 アクセンチュア株式会
環境等に関する調査）調査報告書
社

000669

000678

製造産業局
化学物質管理課 オゾン層保護
等推進室

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
産業技術環境局 総務課,研究
ンサルティング株式会
開発課
社

株式会社エックス都市
研究所

ＨＰアドレス（データ）

6.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000001.pdf

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000005.pdf

7.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000006.pdf

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000007.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000007-1.zip

製造産業局
化学物質管理課

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000055.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000055-1.zip

商務・サービスグループ
物流企画室

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000668.pdf

03.4.23 E008940

令和２年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（消費者・事業者間の円滑なコミュニケーション等に 三菱UFJリサーチ&コン 商務・サービスグループ
関する調査） 消費者・事業者間の円滑なコミュニケーション等に関する調査報告書
サルティング株式会社 消費経済企画室

7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000669.pdf

03.4.23 E008941

エム・アール・アイ リ
令和２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（グローバルサプライチェーンにお
サーチアソシエイツ株
ける日本企業の経営戦略に関する調査）調査報告書
式会社

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000678.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000678-1.zip
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000680

03.4.23 E008942

令和２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（日本の貿易円滑化強化策（FTA
活用含む）にかかる国際経済調査事業）調査報告書【公表用概要版・日本語】

株式会社エヌ・ティ・
通商政策局
ティ・データ経営研究所 アジア太平洋地域協力推進室

6.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000680.pdf

000681

03.4.23 E008943

令和２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（日本の貿易円滑化強化策（FTA
活用含む）にかかる国際経済調査事業）調査報告書【公表用概要版・英語】

株式会社エヌ・ティ・
通商政策局
ティ・データ経営研究所 アジア太平洋地域協力推進室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000681.pdf

000682

03.4.23 E008944

令和２年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業 （リチウムイオン蓄電池搭載電気製品の基準検討 みずほ情報総研株式会 商務情報政策局
に向けた基礎調査） 調査報告書
社
産業保安グループ製品安全課

11.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000682.pdf

000038

03.4.14 E008917

令和２年度燃料安定供給対策に関する調査等（バイオ燃料を中心とした我が国の燃料政策の在り方に関 株式会社三菱総合研究 資源エネルギー庁
する調査）
所
資源燃料部政策課

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000038.pdf

000642

03.4.14 E008918

令和２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 （過剰生産能力が懸念される産業 三菱UFJリサーチ＆コン 製造産業局
分野における市場歪曲的な政府支援措置及び国際産業競争力にかかる実態調査）報告書
サルティング
金属課

6.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000642.pdf

000686

03.4.14 E008919

令和２年度産業標準化推進事業委託費（戦略的国際標準化加速事業：ルール形成戦略に関する調査研
究（製品含有化学物質の情報伝達方式に関する調査研究））調査報告書

みずほ情報総研株式会 製造産業局
社
化学物質管理課

10.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000686.pdf

000687

03.4.14 E008920

令和２年度化学物質安全対策(デジタル技術を応用した化学物質管理データの利活用の調査・検討) 最
終報告書

アビームコンサルティン 製造産業局
グ株式会社
化学物質管理課

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000687.pdf

000466

03.2.19 E008910

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
令和２年度産業標準化推進事業委託費（戦略的国際標準化加速事業：標準化を用いたビジネスに対する
産業技術環境局
ンサルティング株式会
サポート人材の育成方法に関する調査）報告書
基準認証政策課
社

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000466.pdf

令和２年度産業経済研究委託事業（新型コロナウィルス感染症対策にかかる消費者衛生用品購買動向調
株式会社電通
査）調査報告書

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000327.pdf

000327 02.10.22 E008808
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