平成２８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

委託事業者名

担当課室名

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス

000619

02.1.10 E008253

平成２８年度観光資源等を活用した地域高度化計画の策定等支援事業（計画策定地域等におけるサービ
ス産業生産性向上に係るサプライサイド調査事業）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

188.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/010619.pdf

000620

01.11.20 E008230

平成２８年度観光資源等を活用した地域高度化計画の策定等支援事業（計画策定地域等におけるサービ
ス産業生産性向上に係るディマンドサイド調査事業）調査報告書

株式会社博報堂

商務・サービスグループ
サービス政策課

7.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/010620.pdf

000614

31.3.14 E007603

平成２８年度取引条件改善事業（取引適正化の促進のための下請ガイドライン等普及啓発に関する事業）
報告書

繊維産業流通構造 製造産業局
改革推進協議会
生活製品課

000679

31.3.14 E007601

一般財団法人石油
平成２８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
資源エネルギー庁
エネルギー技術セ
計月報（確報）
資源・燃料部政策課
ンター

000501

30.12.7 E007503

平成２８年度中小企業消費者行政推進調査等委託費（産業界・地域と連携した消費需要喚起対策事業）報
株式会社博報堂
告書

商務流通保安グループ
流通政策課

11.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/300501.pdf

000474

30.11.15 E007513

平成２８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（国際博覧会における対外的広報 株式会社ブランド
戦略課題等に関する調査）報告書
総合研究所

商務流通保安グループ
博覧会推進室

2.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/300474.pdf

000367

30.11.13 E006763

平成２８年度商取引適正化・製品安全に係る事業（ロボット・ＡＩを活用したヘルスケア産業に関する新製品・
株式会社電通
サービスの安全性及びそれらの製品・サービスの国際博覧会における活用策等に関する調査）調査報告書

商務流通保安グループ
博覧会推進室

7.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000367.pdf

000368

平成２８年度商取引適正化・製品安全に係る事業（ロボット・ＡＩを活用したヘルスケア産業に関連する新製
30.11.13 E006764 品・サービスの安全性等に関わる課題の国際博覧会を通じた解決による経済効果及び費用等に関する調
査）報告書

商務流通保安グループ
博覧会推進室

5.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000368.pdf

000459

30.11.12 E007484

000863

株式会社電通

平成２８年度製造基盤技術実態等調査事業（各国・地域（米国、欧州、アジア、中東）におけるロボット関連 株式会社NTTデー 製造産業局
施策についての調査）調査報告書
タ経営研究所
産業機械課ロボット政策室

30.11.9 E007479 平成２８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スマート化投資等の調査）報告書

アクセンチュア株式 商務流通保安グループ
会社
保安課

5.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000679.pdf

2.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/300459.pdf

5.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000863.pdf

000872

30.10.29 E007462

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（未来開拓に向けた課題解決型ひとづくり
等に関する調査研究）調査研究報告書

000860

30.10.26 E007458

デロイト トーマツ コ 資源エネルギー庁
平成２８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発電設備設置における地方公共団
ンサルティング合 省エネルギー・新エネルギー
体等の関係法令に関する調査）報告書
同会社
部新エネルギー課

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/300860.pdf

000861

30.10.26 E007459

平成２８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 資源エネルギー庁
ンサルティング合 省エネルギー・新エネルギー
同会社
部新エネルギー課

1.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000861.pdf

000888

30.10.26 E007460

平成２８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
ギー発電設備の費用報告データ分析業務）報告書（概要版）

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
研究所
部新エネルギー対策課

0.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000888.pdf
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株式会社ＪＴＢコー 商務情報政策局
ポレートセールス サービス政策課

2.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000614.pdf

25.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000872.pdf
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000889

30.10.26 E007461

平成２８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
ギー発電設備の費用報告データ分析業務）報告書（詳細版）

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
研究所
部新エネルギー対策課

2.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000889.pdf

000717

30.10.24 E007454

平成２８年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（省エネ法における荷主に係る措置の運用のあり
方等に関する調査・分析事業）報告書

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
研究所
部省エネルギー課

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000717.pdf

000726

30.10.24 E007453 平成２８年度石油精製環境分析・情報提供事業（石油精製環境規制等動向調査）報告書

株式会社富士通総 資源エネルギー庁
研
資源・燃料部石油精製備蓄課

23.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000726.pdf

000819

30.1024 E007452

一般財団法人日本
エネルギー経済研 産業技術環境局環境経済室
究所

6.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/300819.pdf

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

24.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000725.pdf

平成２８年度温暖化対策基盤整備関連調査委託費（平成２７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

000725

30.9.27 E007431 平成２８年度石油精製環境分析・情報提供事業（海外主要国石油精製技術分析調査）調査報告書

000727

30.9.27 E007432

一般財団法人石油
平成２８年度石油精製環境分析・情報提供事業（製油所の稼働信頼性の向上及び競争力強化に関する技
資源エネルギー庁
エネルギー技術セ
術分析調査）調査報告書
資源・燃料部石油精製備蓄課
ンター

81.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000727.pdf

000342

30.7.26 E007352

平成２８年度補正観光資源等を活用した地域高度化計画の策定等支援事業（世界が訪れたくなる観光地づ 公益財団法人日本 商務・サービスグループ
くりに向けた高度化計画策定等事業）報告書
交通公社
クールジャパン政策課

81.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/300342.pdf

000301

30.7.3 E007310 平成２８年度補正予算ＩｏＴを活用した新ビジネス創出推進事業（ＩｏＴ活用おもてなし実証事業）最終報告書

デロイト トーマツ コ
ンサルティング合 商務情報政策局情報産業課
同会社

50.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/300301.pdf

000137

30.5.14 E007126

平成２８年度補正ＩｏＴを活用した社会システム整備事業（スマートホームに関するデータ活用環境整備推進 株式会社三菱総合
商務情報政策局情報産業課
事業）調査報告書＜第１分冊＞
研究所

8.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/300137.pdf

000138

30.5.14 E007127

株式会社三菱総合
平成２８年度補正ＩｏＴを活用した社会システム整備事業（スマートホームに関するデータ活用環境整備推進 研究所（再委託先：
商務情報政策局情報産業課
事業）調査報告書＜第２分冊＞
積水ハウス株式会
社）

3.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/300138.pdf

000139

30.5.14 E007128

株式会社三菱総合
平成２８年度補正ＩｏＴを活用した社会システム整備事業（スマートホームに関するデータ活用環境整備推進 研究所（再委託先：
商務情報政策局情報産業課
事業）調査報告書＜第３分冊＞
大和ハウス工業株
式会社）

6.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/300139.pdf

000140

株式会社三菱総合
研究所（再委託先：
株式会社日立製作
所,東京電力パワー
平成２８年度補正ＩｏＴを活用した社会システム整備事業（スマートホームに関するデータ活用環境整備推進
30.5.14 E007129
グリッド株式会社, 商務情報政策局情報産業課
事業）調査報告書＜第４分冊＞
株式会社
Warrantee,ヤマトシ
ステム開発株式会
社）

7.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000140.pdf
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000730

30.5.7 E007107

平成２８年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業委託費（温室効果ガス削減のための産業界の取組 有限責任監査法人
産業技術環境局環境経済室
状況調査と削減効果分析）報告書
トーマツ

6.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000730.pdf

000820

30.3.30 E007027

一般財団法人日本
平成２８年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業（温室効果ガス排出削減のための各国の長期戦略
エネルギー経済研 産業技術環境局環境経済室
に関する調査）報告書
究所

1.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000820.pdf

000879

30.3.26 E007020

平成２８年度安全保障貿易管理対策事業（企業、大学等における機微技術情報等管理状況等調査）調査
報告書

貿易経済協力局
公益財団法人日本
貿易管理部安全保障貿易管
国際問題研究所
理政策課

1.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000879.pdf

000852

30.3.22 E007014

ホワイト＆ケース外 貿易経済協力局
平成２８年度安全保障貿易管理対策事業（対内直接投資規制対策事業（外国投資ファンド等の動向調査））
国法事務弁護士法 貿易管理部安全保障貿易管
報告書
人
理政策課

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000852.pdf

000856

30.3.22 E007015

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（未来開拓型人材育成に係る調査研究事
業）報告書

株式会社電通

商務情報政策局
サービス政策課

6.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290856.pdf

000857

30.3.22 E007016

平成２８年度新興国市場開拓等事業（日中韓における健康増進に向けた知見の共有と高齢化対策に関す
株式会社電通
る３か国連携取組に係る政策対話の実施）報告書

商務情報政策局
サービス政策課

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290857.pdf

000859

30.3.22 E007017

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２８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新興国：サービ
商務情報政策局
＆コンサルティング
スに係る政策対話開催及び生産性向上に係る諸課題と対策に関する調査」報告書
サービス政策課
株式会社

0.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290859.pdf

000864

デロイト トーマツ コ
商務流通保安グループ
30.3.14 E006994 平成２８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制度等の国際調査）報告書（概要編） ンサルティング合
保安課
同会社

0.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000864.pdf

000865

30.3.14 E006995

平成２８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制度等の国際調査）報告書（法令集
編）

デロイト トーマツ コ
商務流通保安グループ
ンサルティング合
保安課
同会社

4.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000865.pdf

000866

30.3.14 E006996

平成２８年度電気施設保安制度等検討調査（我が国電気施設等の保安力の評価・向上に係る調査）報告
書

特定非営利活動法 商務流通保安グループ
人安全工学会
保安課

2.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000866.pdf

000867

30.3.14 E006997 平成２８年度新エネルギー等導入促進基礎調査（固定価格買取制度の見直しに係る調査）調査報告書

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
研究所
部新エネルギー課

4.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000867.pdf

000853

30.3.8 E006989

ホワイト＆ケース外 貿易経済協力局
平成２８年度安全保障貿易管理対策事業（対内直接投資規制対策事業（諸外国における資本移動規制の
国法事務弁護士法 貿易管理部安全保障貿易管
動向調査））報告書
人
理政策課

4.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000853.pdf

000849

30.3.6 E006986

資源エネルギー庁
平成２８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固定価格買取制度における賦課金 みずほ情報総研株 省エネルギー・新エネルギー
単価算定の精緻化に向けた分析等調査）報告書
式会社
部新エネルギー課再生可能
エネルギー推進室

0.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000849.pdf
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000850

30.3.6 E006987

資源エネルギー庁
エム・アール・アイ
平成２８年度固定価格買取制度賦課金特例認定基盤構築等業務（再生可能エネルギーの固定価格買取制
省エネルギー・新エネルギー
リサーチアソシエイ
度による賦課金の特例に係る負担動向分析）報告書
部新エネルギー対策課再生
ツ株式会社
可能エネルギー推進室

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290850.pdf

000851

30.3.6 E006988

資源エネルギー庁
エム・アール・アイ
平成２８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固定価格買取制度における賦課金
省エネルギー・新エネルギー
リサーチアソシエイ
減免措置に関する実態調査） 報告書
部新エネルギー対策課再生
ツ株式会社
可能エネルギー推進室

3.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290851.pdf

000846

30.3.5 E006985

平成２８年度製造基盤技術実態等調査（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

3.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000846.pdf

000817

30.3.1 E006981

平成２８年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（諸外国におけるサイバーセキュリティ対策の動向調 株式会社アイ・
査）調査報告書
ビー・ティ

000823

30.3.1 E006982

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進調査事業（ＡＳＥＡＮ諸国における準天頂衛星システ
ムを利用したインフラ輸出事業実施可能性調査）報告書

000834

000844

AZAPA株式会社

製造産業局自動車課
商務情報政策局
サイバーセキュリティ課

16.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290817.pdf

製造産業局
株式会社日本総合
航空機武器宇宙産業課宇宙
研究所
産業室

8.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000823.pdf

30.3.1 E006983 平成２８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）報告書

一般社団法人日本 資源エネルギー庁
エネルギー経済研 長官官房総合政策課調査広
究所
報室

4.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290834.pdf

30.3.1 E006984 平成２８年度エネルギー環境総合戦略調査（エネルギー制度改革と我が国のエネルギー産業）調査報告書

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調査広
報室

9.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290844.pdf

資源エネルギー庁
みずほ情報総研株
省エネルギー・新エネルギー
式会社
部新エネルギー課

0.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290839.pdf

資源エネルギー庁
みずほ情報総研株
省エネルギー・新エネルギー
式会社
部新エネルギー課

2.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290840.pdf

平成２８年度新エネルギー等導入促進基礎調査（福島再生可能エネルギー導入促進調査）報告書（概要
版）

000839

30.2.28 E006979

000840

30.2.28 E006980 平成２８年度新エネルギー等導入促進基礎調査（福島再生可能エネルギー導入促進調査）報告書

000832

30.2.27 E006974

資源エネルギー庁
平成２８年度電源立地推進調整等事業（競争環境下における電気事業に係る税制上の課題・影響調査）報 株式会社三菱総合
電力・ガス事業部電力市場整
告書
研究所
備室

1.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290832.pdf

000833

30.2.27 E006975

平成２８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環境整備に係る会計上の課題・
影響調査）最終報告書

資源エネルギー庁
有限責任監査法人
電力・ガス事業部電力市場整
トーマツ
備室

1.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290833.pdf

000836

30.2.27 E006976

平成２８年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（蒸暑地域の省エネ実態・海外比較調査）報告書
（概要版）（日本語版）

内閣府沖縄総合事務局
一般財団法人沖縄
経済産業部エネルギー対策
県公衆衛生協会
課

1.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290836.pdf

000837

30.2.27 E006977

平成２８年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（蒸暑地域の省エネ実態・海外比較調査）報告書
（概要版）（英語版）
Summarized Report of Survey of Energy Saving System and Overseas Comparison in Hot-Humid Zone,
2016

内閣府沖縄総合事務局
一般財団法人沖縄
経済産業部エネルギー対策
県公衆衛生協会
課

1.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290837.pdf
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内閣府沖縄総合事務局
一般財団法人沖縄
経済産業部エネルギー対策
県公衆衛生協会
課
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000838

30.2.27 E006978 平成２８年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（蒸暑地域省エネ実態・海外比較調査）報告書

000827

30.2.23 E006970

一般財団法人日本
平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（JCM関係国における削減努力・効果の透明化
産業技術環境局
エネルギー経済研
に関する調査）報告書（和文）
地球環境連携室
究所

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000827.pdf

000828

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（JCM関係国における削減努力・効果の透明化
に関する調査）報告書（英文）
一般財団法人日本
産業技術環境局
30.2.23 E006971 A Report on The Transparency Enhancement for the Emission-reduction Efforts and Their Effectiveness エネルギー経済研
地球環境連携室
by the Countries Related to the Joint Crediting Mechanism Research Scheme for the Infrastructure
究所
Development of the Joint Crediting Mechanism FY 2016

2.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000828.pdf

000829

30.2.23 E006972

平成２８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拡大事業）報 みずほ情報総研株 産業技術環境局
告書（和文）
式会社
地球環境連携室

8.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000829.pdf

000830

30.2.23 E006973

平成２８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拡大事業）報
みずほ情報総研株 産業技術環境局
告書（英文）
地球環境連携室
Long-term Global Warming Countermeasures Platform “Task Force for Overseas Expansion Strategies” 式会社
Final Arrangement Draft

1.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000830.pdf

000804

30.2.21 E006964

平成２８年度取引条件改善事業（情報サービス・ソフトウェア産業における下請取引等に関する実態調査）
調査報告書

000814

平成２８年度原子力発電施設広聴・広報等事業（原子力発電立地国等における原子力関連施設等の立地
株式会社アイ・
30.2.21 E006965 状況及び原子力インフラによる地域経済等の変遷に果たした役割等に関する調査（原子力発電立地国及
ビー・ティ
び原子力関連施設立地地域に関する調査））調査報告書

000818

30.2.21 E006966

000822

平成２８年度新興国市場開拓等事業委託費（相手国の産業政策・制度構築の支援事業：アジア・南米にお
30.2.21 E006967 けるリモートセンシング衛星の利用可能性調査及びリモートセンシング衛星利用による課題解決のための
政策対話）調査報告書

000825

30.2.21 E006968

平成２８年度製造基盤技術実態等調査事業（重電機器産業における競争力強化策の検討に向けたグロー 株式会社三菱総合
製造産業局産業機械課
バルベンチマーク分析等調査）最終報告書
研究所

3.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000825.pdf

000750

30.2.19 E006954

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＪＣＭ実現可能性調査（メキシコ、陸上油田に
おけるＣＣＳプロジェクトへのＪＣＭ適用に向けた技術的検討））調査報告書（日本語版）

東洋エンジニアリン 産業技術環境局
グ株式会社
地球環境連携室

3.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000750.pdf

000751

30.2.19 E006955

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＪＣＭ実現可能性調査（メキシコ、陸上油田に
おけるＣＣＳプロジェクトへのＪＣＭ適用に向けた技術的検討））調査報告書（英語版）
Feasibility Study Project for the JCM (2016FY)Technical Study for Application of JCM to CCS at
Onshore Oil Field in Mexico

東洋エンジニアリン 産業技術環境局
グ株式会社
地球環境連携室

3.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000751.pdf

000821

30.2.19 E006956

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成２８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施策の
エネルギー経済研 省エネルギー・新エネルギー
評価・効果分析等に係る調査）調査報告書
究所
部省エネルギー課

平成２８年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（制御システムにおけるセキュリティ対策に関する調
査）調査報告書
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みずほ情報総研株 商務情報政策局
式会社
情報処理振興課
資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力発電
立地対策・広報室

4.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290838.pdf

13.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000804.pdf

9.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290814.pdf

技術研究組合制御
商務情報政策局
システムセキュリ
サイバーセキュリティ課
ティセンター

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290818.pdf

一般財団法人宇宙 製造産業局
システム開発利用 航空機武器宇宙産業課宇宙
推進機構
産業室

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290822.pdf

6.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000821.pdf
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000812

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（我が国企業によるインフラ受注獲得
30.2.9 E006952 に向けた事業実施可能性調査（フィリピン国・ミンダナオ島タギボ工業団地における水インフラ導入可能性 株式会社長大
調査））調査報告書

000805

30.2.8 E006951

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（デジタルビジネス社会におけるＩＴ利活用
の調査研究）調査報告書

000811

30.2.6 E006950

資源エネルギー庁
平成２８年度発電用原子炉等利用環境調査（国内外の原子力関連産業の財務状況に係る動向調査）報告 株式会社三菱総合
電力・ガス事業部原子力政策
書
研究所
課

1.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290811.pdf

000760

30.2.5 E006948

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（新興国等におけるＰＰＰ制度等に関する調査事 株式会社三菱総合
貿易経済協力局通商金融課
業）報告書
研究所

5.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000760.pdf

000806

30.1.30 E006946

一般社団法人日本
平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（ビジネス変革を見据えたＩＴ利活用の取組
商務情報政策局
情報システム・ユー
み状況調査）調査報告書
情報処理振興課
ザー協会

1.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000806.pdf

000799

30.1.29 E006943

平成２８年度観光資源等を活用した地域高度化計画の策定等支援事業（魅力あるスタジアム・アリーナを核 アビームコンサル
としたまちづくりに関する計画策定等事業）（１）報告書
ティング株式会社

商務・サービスグループ
サービス政策課

7.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290799.pdf

000800

30.1.29 E006944

平成２８年度観光資源等を活用した地域高度化計画の策定等支援事業（魅力あるスタジアム・アリーナを核 新日本有限責任監 商務・サービスグループ
としたまちづくりに関する計画策定等事業）（２）報告書
査法人
サービス政策課

3.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290800.pdf

000753

30.1.25 E006942

資源エネルギー庁
平成２８年度発電用原子炉等利用環境調査（海外諸国における原子力の安全を確保するための規制の動 株式会社三菱総合
電力・ガス事業部原子力政策
向等に関する調査・研究事業）報告書
研究所
課

3.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000753.pdf

000796

30.1.17 E006939

特定非営利活動法
平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（情報化人材等の発掘・普及によるIT利活
商務情報政策局
人ＩＴコーディネータ
用推進事業）委託事業報告書
情報技術利用促進課
協会

000740

30.1.12 E006935

平成２８年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（個人を起点にした購買履歴の管理に係る 東芝テック株式会
調査等に関する事業）事業報告書
社

商務流通保安グループ
流通政策課

5.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000740.pdf

000741

30.1.12 E006936

平成２８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ＲＦＩＤを用いた生産性の高度化 みずほ情報総研株 商務流通保安グループ
等に関する調査）調査報告書
式会社
流通政策課

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000741.pdf

000792

30.1.12 E006937 平成２８年度植物利用型坑廃水浄化技術等基礎調査事業調査報告書

ＤＯＷＡエコシステ 商務流通保安グループ
ム株式会社
鉱山・火薬類監理官付

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000792.pdf

000795

30.1.12 E006938

製造産業局
新日本有限責任監
国際プラント・インフラシステ
査法人
ム・水ビジネス推進室

1.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290795.pdf

000779

30.1.5 E006921

平成２８年度製造基盤技術実態等調査(我が国水ビジネスの海外展開に係る今後の展開方策等に関する
調査等事業) 報告書

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

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

一般社団法人日本
商務情報政策局
情報システム・ユー
情報処理振興課
ザー協会

平成２８年度 経済産業省委託 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
商務流通保安グループ
高圧ガス保安協会
価・基準の検討 ア)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
高圧ガス保安室
告書
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000780

平成２８年度 経済産業省委託 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
商務流通保安グループ
30.1.5 E006922 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技術基準解説の検討及 高圧ガス保安協会
高圧ガス保安室
び説明会 報告書

11.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000780.pdf

000781

平成２８年度 経済産業省委託 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
商務流通保安グループ
30.1.5 E006923 安全な普及のための高圧ガス技術基準策定）(3)水素スタンド立地地方自治体における審査業務等の執行 高圧ガス保安協会
高圧ガス保安室
状況調査 報告書

9.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000781.pdf

000782

平成２８年度 経済産業省委託 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
商務流通保安グループ
30.1.5 E006924 安全な普及のための高圧ガス技術基準策定）(4)圧縮水素スタンド及び燃料電池自動車における想定外事 高圧ガス保安協会
高圧ガス保安室
象への影響度調査 報告書

8.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000782.pdf

000783

30.1.5 E006925

平成２８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）(1)二酸
商務流通保安グループ
高圧ガス保安協会
化炭素冷媒の規制のあり方 報告書
高圧ガス保安室

5.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290783.pdf

000784

30.1.5 E006926

平成２８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）（2）高圧
商務流通保安グループ
高圧ガス保安協会
ガス保安規制及び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
高圧ガス保安室

3.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290784.pdf

000785

30.1.5 E006927

平成２８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）（3）高圧
商務流通保安グループ
高圧ガス保安協会
ガス保安法の各法令に関する逐条解説の作成 報告書
高圧ガス保安室

8.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290785.pdf

000786

30.1.5 E006928 平成２８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 商務流通保安グループ
スク総研
高圧ガス保安室

0.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290786.pdf

000788

30.1.5 E006929

みずほ情報総研株
産業技術環境局環境経済室
式会社

1.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000788.pdf

000790

30.1.5 E006930 平成２８年度製造基盤技術実態等調査（素形材産業の「稼ぐ力」の向上等に係る調査分析）報告書

一般財団法人素形
製造産業局素形材産業室
材センター

6.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000790.pdf

000791

30.1.5 E006931

平成２８年度取引条件改善事業（型管理（保管・廃棄等）の標準約款等及び相談・仲介機能の構築事業）報 株式会社野村総合
製造産業局素形材産業室
告書
研究所

0.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000791.pdf

平成２８年度地球温暖化問題等対策調査（温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度事業）報告書

福島復興推進グループ
株式会社ビズリー
福島事業･なりわい再建支援
チ
室

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000673.pdf

資源エネルギー庁
一般社団法人海外
電力・ガス事業部原子力政策
電力調査会
課

6.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000742.pdf

000673

29.12.28 E006893 平成２８年度地域経済産業活性化対策委託費（外部人材を用いたマッチング支援事業）報告書

000742

29.12.28 E006894

平成２８年度発電用原子炉等利用環境調査（中国における原子力発電事業及び政策動向等に関する調
査）

000746

29.12.28 E006895

平成２８年度新興国市場開拓事業（南米南部市場における我が国企業のビジネス拡大にかかる政策対話） 株式会社野村総合
通商政策局中南米室
調査報告書
研究所

000748

29.12.28 E006896

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＪＣＭ実現可能性調査）（ケニア共和国におけ
る、太陽光発電技術の導入による精米工場の電力最適化事業）成果報告書（日本語版）
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株式会社エヌ・
産業技術環境局
ティ・ティ・データ経
地球環境連携室
営研究所

4.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000746.pdf
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000749

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＪＣＭ実現可能性調査）（ケニア共和国におけ
株式会社エヌ・
る、太陽光発電技術の導入による精米工場の電力最適化事業）成果報告書（英語版）
産業技術環境局
29.12.28 E006897
ティ・ティ・データ経
Feasibility study project for the JCM （2016FY） “Feasibility study for installing Solar PV system at Mwea
地球環境連携室
営研究所
Rice Mills in the Republic of Kenya”

000752

29.12.28 E006898

平成２８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

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000752.pdf

000754

29.12.28 E006899

平成２８年度地域経済産業活性化対策調査委託（イノベーション・コースト構想を推進する地域における企
業従事者等の生活環境整備に関する検討調査）

株式会社エックス
都市研究所

福島復興推進グループ
福島新産業・雇用創出推進室

7.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000754.pdf

000755

29.12.28 E006900

平成２８年度地域経済産業活性化対策等調査委託事業（ステップ・ゼロからの支援プロジェクト事業）報告
書

株式会社南北社

東北経済産業局
地域経済部産業支援課

4.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000755.pdf

000756

29.12.28 E006901

平成２８年度石油産業体制等調査研究（エネルギー関連プロジェクトにおける研究フェーズ毎の産学官の
役割分担のあり方に関する調査）報告書

資源エネルギー庁
みずほ情報総研株
資源・燃料部石油・天然ガス
式会社
課

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000756.pdf

000757

29.12.28 E006902 平成２８年度石油産業体制等調査研究（海外主要国の資源開発税制に関する調査）調査報告書

資源エネルギー庁
KPMG税理士法人 資源・燃料部石油・天然ガス
課

1.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000757.pdf

000761

29.12.28 E006905

平成２８年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（家庭内機器のネットワーク連携等調査）
報告書

株式会社日立コン
商務情報政策局情報産業課
サルティング

3.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000761.pdf

000763

29.12.28 E006906

デロイト トーマツ コ
平成２８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促進に向けた調査）最終報
産業技術環境局
ンサルティング合
告書
技術振興・大学連携推進課
同会社

000764

29.12.28 E006907

平成２８年度産業技術調査事業（社会課題及び技術シーズを基点としたビジネスモデルの構築に係る調
査） Transformation 高齢化にまつわる基礎調査報告書（日本語版）

株式会社ロフト
ワーク

産業技術環境局
技術振興・大学連携推進課

36.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000764.pdf

000765

平成２８年度産業技術調査事業（社会課題及び技術シーズを基点としたビジネスモデルの構築に係る調
29.12.28 E006908 査） Transformation 高齢化にまつわる基礎調査報告書（英語版）
Transformation A Foundational Study on Aging in Japan and China

株式会社ロフト
ワーク

産業技術環境局
技術振興・大学連携推進課

33.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000765.pdf

000769

29.12.28 E006909

000770

29.12.28 E006910 平成２８年度グローバルな医療機器開発拠点化に向けた産業創出・集積促進調査報告書

株式会社イフジェイ

内閣府沖縄総合事務局
経済産業部企画振興課

8.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000770.pdf

000772

29.12.28 E006911 平成２８年度沖縄におけるスポーツ産業クラスター形成に関する調査事業調査報告書

クライム・ファクト
リー株式会社

内閣府沖縄総合事務局
経済産業部企画振興課

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000772.pdf

000774

29.12.28 E006912

通商政策局
平成２８年度新興国市場開拓等事業委託費（先行実証事業：インド・配電効率向上のためのスマートメータ
オムロン株式会社 通商戦略室ルール形成戦略
用センサ）報告書
室

1.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000774.pdf

000775

29.12.28 E006913

平成２８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（サイバー国際経済に関する調
査）調査報告書

5.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290775.pdf

一般社団法人日本
平成２８年度地球温暖化対策基盤整備関連調査委託費（アジア・中東諸国の気候変動政策に関する調査・
産業技術環境局
エネルギー経済研
分析）報告書
地球環境対策室
究所

8 / 51 ページ

株式会社三菱総合
通商政策局通商戦略室
研究所

2.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000749.pdf

2.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000763.pdf

4.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000769.pdf
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000776

29.12.28 E006914

平成２８年度地域経済産業活性化対策委託費（インターネットにおける福島県等に関連した投稿等分析調
査）調査報告書（概要版）

福島復興推進グループ
アクセンチュア株式
福島事業・なりわい再建支援
会社
室

5.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000776.pdf

000777

29.12.28 E006915

平成２８年度地域経済産業活性化対策委託費（インターネットにおける福島県等に関連した投稿等分析調
査）調査報告書

福島復興推進グループ
アクセンチュア株式
福島事業・なりわい再建支援
会社
室

21.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000777.pdf

000649

29.12.26 E006873

平成２８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（主要国・地域における貿易措置
等の国際ルール整合性に関する調査）報告書

通商政策局
株式会社野村総合
通商機構部国際経済紛争対
研究所
策室

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000649.pdf

000707

29.12.26 E006874

平成２８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

神鋼リサーチ株式 中小企業庁
会社
経営支援部技術・経営革新課

000709

29.12.26 E006875

平成２８年度中小企業・小規模事業者・商店街の取組事例に関する調査事業に係る委託事業（中小企業・
小規模事業者・商店街の取組事例に関する成果報告）

株式会社博展

000711

29.12.26 E006876

平成２８年度中小企業・小規模事業者・商店街の取組事例に関する受賞式等委託事業（２０１６ はばたく中 EYアドバイザリー
小企業・小規模事業者３００社／商店街３０選）
株式会社

000719

29.12.26 E006877 平成２８度地球環境国際連携事業（環境負荷削減の「見える化」に関する検討事業）報告書

みずほ情報総研株
産業技術環境局環境経済室
式会社

2.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000719.pdf

000720

29.12.26 E006878 平成２８年度温暖化対策基盤整備関連調査（二酸化炭素回収貯留の経済性評価事業）調査報告書

公益財団法人地球
産業技術環境局
環境産業技術研究
地球環境連携室
機構

3.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290720.pdf

000721

29.12.26 E006879 平成２８年度二酸化炭素大規模地中貯留の安全管理技術開発事業成果報告書

二酸化炭素地中貯 産業技術環境局
留技術研究組合
地球環境連携室

260.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000721.zip

000722

29.12.26 E006880

公益財団法人地球
平成２８年度地球環境国際連携事業（ＣＣＳ国際連携事業（ＣＣＳ関連国際機関等との連携事業））調査報告
産業技術環境局
環境産業技術研究
書
地球環境連携室
機構

2.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000722.pdf

000723

29.12.26 E006881

関東経済産業局
株式会社日本能率
平成２８年度新エネルギー等導入促進基礎調査報告書（マッチング等を活用した分散型エネルギー導入支
資源エネルギー環境部資源
協会コンサルティン
援事業）
エネルギー環境課総合エネ
グ
ルギー広報室

0.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000723.pdf

000724

29.12.26 E006882 平成２８年度電力系統関連設備形成等調査事業（海外の容量メカニズムに関する調査）報告書

000728

29.12.26 E006883

000729

平成２８年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業（産業界における地球温暖化対策に係る国際貢献
29.12.26 E006884 促進事業）調査報告書

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新
課、商業課

246.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000709.zip

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新
課、商業課

140.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000711.zip

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
エネルギー経済研 電力・ガス事業部電力基盤整
究所
備課

公益財団法人地球
平成２８年度温暖化対策基盤整備関連調査委託費（長期的な地球温暖化対策の検討に向けた調査事業）
環境産業技術研究 産業技術環境局環境経済室
調査報告書
機構
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251.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000707.zip

みずほ情報総研株
産業技術環境局環境経済室
式会社

3.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000724.pdf

55.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000728.pdf

3.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000729.pdf
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通商政策局アジア大洋州課
査事業）最終報告書
研究所

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス

000731

29.12.26 E006885

000734

平成２８年度石油産業体制等調査研究（北東アジア地域の製油所における石油製品輸出ポテンシャルに係
株式会社三菱化学 資源エネルギー庁
29.12.26 E006886 る調査）報告書
テクノリサーチ
資源・燃料部石油精製備蓄課

1.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000734.pdf

000736

29.12.26 E006887

通商政策局
平成２８年度アジア産業基盤強化等事業（ウズベキスタンの国産天然ガスの効率的な活用に関する調査事 株式会社三菱総合
ロシア中央アジア・コーカサス
業）調査報告書
研究所
室

2.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000736.pdf

000737

29.12.26 E006888

貿易経済協力局
平成２８年度安全保障貿易管理対策事業（安全保障貿易管理関連の情報活用手法に関する調査）調査報
日本電気株式会社 貿易管理部安全保障貿易審
告書
査課

3.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000737.pdf

000738

29.12.26 E006889 平成２８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報告書

近畿日本ツーリスト 中小企業庁
株式会社
事業環境部金融課

000743

29.12.26 E006890 平成２８年度中小サービス産業実態・対策調査（サービス産業の生産性に関する調査）調査報告書

株式会社帝国デー 商務・サービスグループ
タバンク
サービス政策課

000744

29.12.26 E006891 平成２８年度発電用原子炉等利用環境調査（トリチウム水の処分技術等に関する調査研究）報告書

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合 電力・ガス事業部原子力政策
課原子力発電所事故収束対
研究所
応室

3.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000744.pdf

000745

29.12.26 E006892

東京海上日動リス 資源エネルギー庁
平成２８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）
クコンサルティング 省エネルギー・新エネルギー
報告書
株式会社
部新エネルギー課

29.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000745.pdf

000687

29.12.22 E006857

平成２８年度皮革産業振興対策調査等（皮革製品に対する消費者性向分析による販売戦略検討調査）報
告書（概要版）

株式会社矢野経済
製造産業局生活製品課
研究所

1.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000687.pdf

000688

29.12.22 E006858

平成２８年度皮革産業振興対策調査等（皮革製品に対する消費者性向分析による販売戦略検討調査）報
告書

株式会社矢野経済
製造産業局生活製品課
研究所

7.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000688.pdf

000689

29.12.22 E006859

平成２８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 株式会社アサツー
製造産業局生活製品課
報告書
ディ・ケイ

5.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000689.pdf

000695

29.12.22 E006860

平成２８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：「ミャンマー」ミャンマーに 株式会社野村総合
通商政策局アジア大洋州課
おける包括的な産業政策の立案及び推進に向けた国境手続円滑化のための政策対話）調査報告書
研究所

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000695.pdf

000696

29.12.22 E006861

平成２８年度新興国市場開拓等事業委託費（相手国の産業政策・制度構築の支援事業：「ベトナム」「日越
両国の貿易・投資拡大に向けた政策対話事業」）最終報告書

株式会社野村総合
通商政策局アジア大洋州課
研究所

7.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000696.pdf

000698

29.12.22 E006862

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（ロシア連邦サハ共和国におけるコ
ジェネレーション導入に係る実現可能性調査）報告書

EYアドバイザリー・ 資源エネルギー庁
アンド・コンサルティ 省エネルギー・新エネルギー
ング株式会社
部政策課国際室

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000698.pdf

000700

29.12.22 E006864

平成２８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ＥＵ間でのデジタル分野の規
制協力推進に関する実践的調査）報告書

日本機械輸出組合 通商政策局欧州課
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2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000731.pdf
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000701

29.12.22 E006865

平成２８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（フィリピンの産業発展及び日フィ 株式会社野村総合
通商政策局アジア大洋州課
リピン間の経済協力に関する調査事業）最終報告書
研究所

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000701.pdf

000702

29.12.22 E006866

平成２８年度看護師･介護福祉士候補者日本語研修事業（日比経済連携協定に基づく看護師候補者受入
研修事業）成果報告書

一般財団法人海外
通商政策局アジア大洋州課
産業人材育成協会

0.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000702.pdf

000703

29.12.22 E006867 平成２８年度兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業調査報告書

中小企業庁
株式会社三菱総合
経営支援部創業・新事業促進
研究所
課

1.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000703.pdf

000704

29.12.22 E006868

000705

29.12.22 E006869 平成２８年度エネルギー環境総合戦略調査（エネルギー政策基盤整備事業）調査報告書

000706

29.12.22 E006870

000715

29.12.22 E006871 平成２８年度消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング事業最終報告書

000716

29.12.22 E006872

000680

平成２８年度エネルギー環境総合戦略調査（エネルギー大消費国におけるエネルギー事情および政策動
向に関する実態調査）調査報告書

平成２８年度中小企業技術基盤強化税制（国税）及び中小企業者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報告書

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

11.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000704.pdf

一般財団法人日本
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
長官官房総合政策課
究所

8.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000705.pdf

株式会社アリス

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新課

株式会社東京商工 中小企業庁
リサーチ
事業環境部取引課

102.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000706.zip

1.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000715.pdf

平成２８年度電気施設保安制度等検討調査（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 一般社団法人電力 商務流通保安グループ
調査）調査報告書
土木技術協会
電力安全課

2.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000716.pdf

29.12.12 E006850 平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（生物多様性総合対策事業）調査報告書

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

19.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000680.pdf

000690

29.12.12 E006851 平成２８年度電子経済産業省構築事業（行政事務における人工知能利活用に関する調査研究）

商務情報政策局
株式会社野村総合
情報政策課情報プロジェクト
研究所
室

5.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000690.pdf

000692

29.12.12 E006852 平成２８年度「一次産業を核とした成長産業モデル化調査」調査報告書

株式会社リベルタ
ス・コンサルティン
グ

1.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000692.pdf

000693

29.12.12 E006853

平成２８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

000683

29.12.8 E006848 平成２８年度中小企業等の事業性評価に向けたモデル構築調査事業報告書

000686

29.12.8 E006849

000676

29.12.6 E006839 平成２８年度太陽光発電の長期安定電源化に向けたサポート体制構築に関する調査事業報告書

四国経済産業局
総務企画部企画課

株式会社富士通総 資源エネルギー庁
研
資源・燃料部石油精製備蓄課

3.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000693.pdf

一般社団法人ＣＲ
Ｄ協会

8.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000683.pdf

中小企業庁
事業環境部金融課

株式会社ジェイ
東北経済産業局
平成２８年度地域経済産業活性化対策等調査委託事業（外国人富裕層をターゲットにした消費単価向上に
アール東日本企画 産業部商業・流通サービス産
関する調査事業）調査報告書
仙台支店
業課コンテンツ産業支援室

11 / 51 ページ

九州経済産業局
公益財団法人九州
資源エネルギー環境部資源
経済調査協会
エネルギー環境課

4.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000686.pdf

21.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290676.pdf
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000677

29.12.6 E006840

平成２８年度商取引適正化・製品安全に係る事業（長期使用製品等事故情報の評価・分析事業）調査報告 独立行政法人製品 商務流通保安グループ
書
評価技術基盤機構 製品安全課製品事故対策室

3.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000677.pdf

000678

29.12.6 E006841

平成２８年度商取引適正化・製品安全に係る事業（リチウムイオンバッテリー等に係る安全性の評価・分析 独立行政法人製品 商務流通保安グループ
事業）調査報告書
評価技術基盤機構 製品安全課製品事故対策室

7.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290678.pdf

000681

29.12.6 E006842

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（情報処理実態調査の分析及び調査設計 みずほ情報総研株 商務情報政策局
等事業）調査報告書
式会社
情報処理振興課

1.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000681.pdf

000682

29.12.6 E006843

EYアドバイザリー・
平成２８年度中部地域ものづくり中小企業による研究開発の事業化促進に向けた調査事業（ものづくり中小
アンド・コンサルティ 中部経済産業局産業技術課
企業による研究開発を事業化に結びつける２０のポイント）
ング株式会社

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000682.pdf

000684

29.12.6 E006844

平成２８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（ISDS（投資家と国との間の紛争解
決）に係る新レジーム調査）調査報告書

0.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000684.pdf

000685

29.12.6 E006845

平成２８年度金融ＥＤＩにおける商流情報等の在り方に関する委託業務「決済事務の事務量等に関する実態 株式会社帝国デー 中小企業庁
調査」調査報告書
タバンク
経営支援部技術・経営革新課

9.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000685.pdf

000654

29.12.1 E006835 平成２８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 資源エネルギー庁
ルギー総合工学研 電力・ガス事業部原子力政策
究所
課

8.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000654.pdf

000655

29.12.1 E006836 平成２８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
備課電力供給室

1.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000655.pdf

000669

29.12.1 E006837 平成２８年度地域経済産業活性化対策等調査・分析（地域未来牽引企業調査事業）報告書

有限責任監査法人 地域経済産業グループ
トーマツ
地域経済産業調査室

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290669.pdf

000672

29.12.1 E006838 平成２８年度地域経済産業活性化対策委託費（創業促進・企業誘致に向けた環境整備事業）調査報告書

デロイト トーマツ コ 福島復興推進グループ
ンサルティング合 福島事業・なりわい再建支援
同会社
室

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000672.pdf

長島・大野・常松法
通商政策局経済連携課
律事務所

公益財団法人国際
平成２８年度地球環境国際連携事業（地球環境技術国際普及促進事業（クリーン技術ビジネスネットワーク
産業技術環境局
環境技術移転セン
プログラム構築事業））成果報告書
地球環境連携室
ター

9.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000658.pdf

29.11.29 E006833 平成２８年度地球環境国際連携事業（地球環境技術国際普及促進事業）成果報告書

公益財団法人国際
産業技術環境局
環境技術移転セン
地球環境連携室
ター

13.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000659.pdf

000668

29.11.29 E006834 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（１２月～２月分）報告書

株式会社帝国デー 中小企業庁
タバンク
事業環境部取引課

000280

株式会社ボストン・
29.11.28 E006830 経済産業省平成２８年度産業経済研究委託事業「日本の中長期ビジョンの検討に関する調査」最終報告書 コンサルティング・ 大臣官房政策審議室
グループ

000658

29.11.29 E006832

000659
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0.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000668.pdf

12.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000280.pdf
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000652

29.11.28 E006831

平成２８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

000446

29.11.24 E006820

通商政策局
平成２８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 有限責任あずさ監
アジア太平洋地域協力推進
ための調査（ＡＰＥＣ女性役員登用好事例調査））調査報告書
査法人
室

3.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000446.pdf

000447

平成２８年度内外一帯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
通商政策局
有限責任あずさ監
29.11.24 E006821 ための調査（ＡＰＥＣ女性役員登用好事例調査））調査報告書（英語版）
アジア太平洋地域協力推進
査法人
Good Practices on Gender Diversity in Corporate Leadership for Growth in FY2016 Final Report
室

3.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000447.pdf

000521

29.11.24 E006822 平成２８年度新興国市場開拓等事業（日中サービス協力の枠組み創設）

株式会社工業市場 商務情報政策局
研究所
サービス政策課

1.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000521.pdf

000642

29.11.24 E006823 平成２８年度空き店舗に対する認識等に関する調査報告書

株式会社矢野経済 中小企業庁
研究所
経営支援部商業課

3.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290642.pdf

000644

29.11.24 E006824

デロイト トーマツ コ
平成２８年度エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費（自動車部品産業の企業動向等調査）調査報告
ンサルティング合 製造産業局自動車課
書
同会社

0.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000644.pdf

000645

29.11.24 E006825

平成２８年度「質の高いインフラシステム海外展開促進事業」（ミャンマー国における自動車リサイクル事業 株式会社ＮＴＴデー
製造産業局自動車課
の展開可能性調査）最終報告書
タ経営研究所

3.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000645.pdf

000646

29.11.24 E006826

株式会社エヌ・
平成２８年度「質の高いインフラシステム海外展開促進事業」（ベトナム：途上国におけるオイルリサイクルシ
ティ・ティ・データ経 製造産業局自動車課
ステム構築ＦＳ事業）報告書
営研究所

7.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000646.pdf

000657

29.11.24 E006827

ＥＹアドバイザリー・
平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（サービス事業者のグローバル化支援策の
商務情報政策局
アンド・コンサルティ
あり方に係る調査研究）
サービス政策課
ング株式会社

8.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000657.pdf

000660

平成２８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
29.11.24 E006828 調査（特定分野における対日投資成功事例及び外国企業と中堅・中小企業の投資提携事例に関する調
査））報告書

000661

1.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000652.pdf

アクセンチュア株式
貿易経済協力局貿易振興課
会社

11.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000660.pdf

29.11.24 E006829

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進調査事業委託費（ミャンマー南部インフラ開発調査事 パシフィックコンサ
通商政策局アジア大洋州課
業）報告書
ルタンツ株式会社

32.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000661.pdf

000638

29.11.21 E006810

商店街インバウンド・空き店舗実態調査及びモデル事例に関する調査事業（商店街インバウンド実態調査） ランドブレイン株式 中小企業庁
報告書
会社
経営支援部商業課

5.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000638.pdf

000639

29.11.21 E006811

商店街インバウンド・空き店舗実態調査及びモデル事例に関する調査事業（商店街空き店舗実態調査）報
告書

ランドブレイン株式 中小企業庁
会社
経営支援部商業課

5.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000639.pdf

000640

29.11.21 E006812

商店街インバウンド・空き店舗実態調査及びモデル事例に関する調査事業（平成２８年度商店街インバウン ランドブレイン株式 中小企業庁
ド実態調査（概要版・モデル事例））
会社
経営支援部商業課

8.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000640.pdf

000647

29.11.21 E006813

一般財団法人日本
平成２８年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（インド・エネルギー需給シナリオに関する調査）報告
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
書
長官官房国際課
究所

3.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290647.pdf
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000648

29.11.21 E006814

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（インド・電力事業環境に関する調
査）報告書

株式会社野村総合 資源エネルギー庁
研究所
長官官房国際課

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000648.pdf

000653

29.11.21 E006815

平成２８年度発電用原子炉等利用環境調査（米国における原子力の平和利用、核不拡散、核セキュリティ
に関する政策動向等調査）報告書

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
エネルギー経済研 電力・ガス事業部原子力政策
究所
課

2.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000653.pdf

000602

29.11.20 E006808 平成２８年度産業経済研究委託事業（柔軟な働き方等に係る実態調査）調査報告書

株式会社日経リ
サーチ

経済産業政策局
産業人材政策担当参事官室

3.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000602.pdf

000637

29.11.20 E006809 平成２８年度石油産業体制等調査研究（原油等開発に要する技術動向に関する調査）報告書

三菱UFJリサーチ 資源エネルギー庁
＆コンサルティング 資源・燃料部石油・天然ガス
株式会社
課

4.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000637.pdf

000605

29.11.14 E006807 平成２８年度産業経済研究委託事業（ベンチャー企業に対する資金供給の円滑化に関する調査）報告書

ＰｗＣあらた有限責
経済産業政策局新規産業室
任監査法人

2.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000605.pdf

000339

29.11.10 E006805

デロイト トーマツ コ
ンサルティング合 通商政策局中東アフリカ課
同会社

2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000339.pdf

000634

29.11.10 E006806 平成２８年度産業経済研究委託事業（諸外国におけるガス導管事業等の実態調査）報告書

電力・ガス取引監視等委員会
株式会社野村総合
事務局ネットワーク事業監視
研究所
課

8.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/290634.pdf

平成２８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・インフラ分野での協
力可能性調査事業）最終報告書

000593

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（JCM実現可能性調査：フィリピン共和国マニラ 株式会社オリエン
産業技術環境局
29.11.7 E006799 首都圏における電動ジープニー導入を通じた低炭素都市取組推進に係るJCM実現可能性調査）調査報告 タルコンサルタンツ
地球環境連携室
書（和文）
グローバル

10.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000593.pdf

000594

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（JCM実現可能性調査：フィリピン共和国マニラ
首都圏における電動ジープニー導入を通じた低炭素都市取組推進に係るJCM実現可能性調査）調査報告 株式会社オリエン
産業技術環境局
29.11.7 E006800 書（英文）
タルコンサルタンツ
地球環境連携室
JCM Feasibility Study for low carbon city development through introduction of E-jeepney in Metropolitan グローバル
Manila Region, Republic of the Philippines Final report

3.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000594.pdf

000597

29.11.7 E006801 平成２８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）報告書

株式会社野村総合 産業技術環境局
研究所
地球環境連携室

3.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000597.pdf

000631

29.11.7 E006802

平成２８年度アジア産業基盤強化等事業（ＴＰＰ発効を見据えたベトナムのものづくり拠点化調査）報告書
（概要版）

株式会社地域計画 近畿経済産業局
建築研究所
通商部国際事業課

0.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000631.pdf

000632

29.11.7 E006803 平成２８年度アジア産業基盤強化等事業（ＴＰＰ発効を見据えたベトナムのものづくり拠点化調査）報告書

株式会社地域計画 近畿経済産業局
建築研究所
通商部国際事業課

4.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000632.pdf

000625

29.11.2 E006796

000626

29.11.2 E006797 平成２８年度温暖化対策基盤整備関連調査（国際的な資源循環フローに関する調査事業）報告書

平成２８年度温暖化対策基盤整備関連調査（アジア諸都市への制度等導入に係るサステナビリティ評価に 株式会社三菱総合 産業技術環境局
関する調査事業）報告書
研究所
リサイクル推進課

3.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000625.pdf

株式会社三菱総合 産業技術環境局
研究所
リサイクル推進課

11.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000626.pdf
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29.11.2 E006798 平成２８年度地球温暖化問題等対策調査（国際資源循環の現状等に関する調査）報告書
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株式会社エヌ・
産業技術環境局
ティ・ティ・データ経
リサイクル推進課
営研究所
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容量
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17.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000627.pdf

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成２８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
エネルギー経済研 省エネルギー・新エネルギー
事業）報告書
究所
部政策課国際室

1.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000474.pdf

電力・ガス取引監視等委員会
事務局総務課

4.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000630.pdf

000474

29.10.31 E006794

000630

29.10.31 E006795 平成２８年度産業経済研究委託事業（諸外国における電力・ガス市場改革調査）報告書

000115

29.10.27 E006790

平成２８年度産業経済研究委託事業報告書（企業が経営戦略と連動した人材育成・人材投資施策の効果
測定及び普及・促進に関する調査）

一般社団法人日本 経済産業政策局
能率協会
産業人材政策室

5.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000115.pdf

000595

29.10.27 E006791

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（タイのセメント産業におけるCO2回収・固定に 日本コンクリート工 産業技術環境局
よる大規模温室効果ガス削減事業及び普及促進に関するJCMプロジェクト実現可能性）調査報告書（和文） 業株式会社
地球環境連携室

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000595.pdf

000596

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（タイのセメント産業におけるCO2回収・固定に
よる大規模温室効果ガス削減事業及び普及促進に関するJCMプロジェクト実現可能性）調査報告書（英文）
日本コンクリート工 産業技術環境局
29.10.27 E006792 Feasibility Study project for the JCM (2016FY) Feasibility Study project for the JCM on substantial GHG
業株式会社
地球環境連携室
emissions reduction by applying and diffusing mineral carbon capture technology in the Thai cement
sector

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000596.pdf

000623

29.10.27 E006793

000621

平成２８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（対内直接投資促進にかかる実態調査））報告書

DNV GL AS

新日本有限責任監
貿易経済協力局投資促進課
査法人

1.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000623.pdf

29.10.26 E006788 平成２８年度使用済燃料再処理機構運営体制整備調査事業最終報告書

資源エネルギー庁電力・ガス
有限責任監査法人
事業部原子力立地・核燃料サ
トーマツ
イクル産業課

3.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000621.pdf

000622

29.10.26 E006789 平成２８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）報告書

株式会社三菱総合 産業技術環境局
研究所
リサイクル推進課

000619

29.10.25 E006784

一般財団法人日本
平成２８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
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
関する調査）調査報告書
資源・燃料部政策課
究所

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000619.pdf

000620

29.10.25 E006785

一般財団法人日本
平成２８年度石油産業体制等調査研究（中東情勢と関係する環境変化が我が国のエネルギー安定調達に
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
与える影響に関する調査）報告書
資源・燃料部政策課
究所

5.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000620.pdf

000556

29.10.19 E006783

平成２８年度戦略的国際標準化加速事業（国際標準共同研究開発事業：水素燃料計量システム等に関す
る国際標準化）報告書

000252

29.10.18 E006781 平成２８年度製造基盤技術実態等調査事業（真珠宝飾品に係る市場動向等に関する調査）調査報告書

000253

29.10.18 E006782

平成２８年度製造基盤技術実態等調査事業（真珠宝飾品に係る市場動向等に関する調査）真珠産業の海
外進出に向けて～販路開拓の手引き～
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一般社団法人日本
計量機器工業連合 産業技術環境局計量行政室
会

56.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000622.pdf

21.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000556.pdf

株式会社矢野経済
製造産業局生活製品課
研究所

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000252.pdf

株式会社矢野経済
製造産業局生活製品課
研究所

8.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000253.pdf

平成２８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

委託事業者名

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（行政分野のデジタルファースト推進のた
めの調査研究）報告書

担当課室名

PDF・ZIP
容量
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ＨＰアドレス

株式会社三菱総合 商務情報政策局
研究所
情報プロジェクト室

6.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000463.pdf

みずほ情報総研株
産業技術環境局環境経済室
式会社

5.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000558.pdf

000463

29.10.16 E006780

000558

29.10.13 E006778 平成２８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

000586

29.10.13 E006779

000041

兼松株式会社, 旭
平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調
硝子株式会社, 日
29.10.11 E006775 査）イラン・イスラム共和国：石化コンビナートにおける苛性ソーダ・塩素製法効率化事業調査報告書（日本
本オイルエンジニ
語）
アリング株式会社

貿易経済協力局資金協力課

6.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000041.pdf

000042

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調
査）イラン・イスラム共和国：石化コンビナートにおける苛性ソーダ・塩素製法効率化事業調査報告書（英語）
29.10.11 E006776 Study on Economic Partnership Projects in Developing Countries in FY2016 Study on the Business
Opportunity for Advanced Production Technology in Chlor-Alkali Industry in Islamic Republic of Iran Final
Report

貿易経済協力局資金協力課

6.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000042.pdf

000608

29.10.11 E006777

000612

29.10.6 E006774

電力・ガス取引監視等委員会
平成２８年度産業経済研究委託事業（託送料金制度を中心とする電力の送配電部門の重要課題に関する 有限責任監査法人
事務局ネットワーク事業監視
調査）調査報告書
トーマツ
課

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000612.pdf

000609

29.10.4 E006773

平成２８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：資源効率に関 有限責任監査法人 産業技術環境局
する日ＥＵの協力可能性調査）報告書
トーマツ
リサイクル推進課

4.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000609.pdf

000589

29.9.29 E006767

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成２８年度エネルギー消費状況調査（総合エネルギー統計関係の整備及び分析に関する調査）調査報告
エネルギー経済研 長官官房総合政策課戦略企
書
究所
画室

13.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000589.pdf

000590

29.9.29 E006768

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
エネルギー経済研 長官官房総合政策課戦略企
究所
画室

6.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000590.pdf

000592

29.9.29 E006769 平成２８年度発電所環境審査調査（温風拡散予測手法検討調査）報告書

000598

29.9.29 E006770

デロイトトーマツコ
平成２８年度スマートモビリティシステム研究開発・実証事業（高度な自動走行の実現に向けた周辺環境認
ンサルティング合
識技術に関する競争力の調査）成果報告書
同会社

製造産業局自動車課

000601

29.9.29 E006771

平成２８年度産業技術調査事業（理工系人材を中心とする産業人材に求められる専門知識分野と大学等に
株式会社シーズ
おける教育の状況に関する実態調査）報告書

産業技術環境局
大学連携推進室

000603

29.9.29 E006772 平成２８年度化学物質安全対策（OPCW化学分析データ評価等）報告書

株式会社ダイナッ
平成２８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可能量等実
産業技術環境局
クス都市環境研究
態調査>）報告書
リサイクル推進課
所

兼松株式会社, 旭
硝子株式会社, 日
本オイルエンジニ
アリング株式会社

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２８年度商取引適正化・製品安全に係る事業（サプライチェーン最適化に向けた物流の実態調査等）報
商務流通保安グループ
＆コンサルティング
告書
物流企画室
株式会社

平成２８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）調査報告書

一般財団法人電力 商務流通保安グループ
中央研究所
電力安全課

製造産業局化学物質管理課
一般財団法人化学
化学兵器・麻薬原料等規制対
物質評価研究機構
策室
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000197

29.9.26 E006759

独立行政法人国際
平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（海外開発計画調査事業（開発調査等実施済案 協力機構, 株式会
貿易経済協力局技術協力課
社国際開発セン
件現状））調査報告書
ター

6.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000197.pdf

000331

29.9.26 E006761

ＥＹアドバイザリー・
平成２８年度新興国市場開拓事業（メキシコ及び太平洋同盟におけるＩＣＴ技術を活用した社会経済状況の
アンド・コンサルティ 通商政策局中南米室
高度化に向けた政策対話）報告書
ング株式会社

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000331.pdf

000533

平成２８年度中小サービス産業実態・対策調査（ＭＩＣＥ等における訪日外国人の周遊観光促進による地域 Ｎｏ Ｍａｐｓ合同会
29.9.26 E006762 中小企業等への経済波及効果拡大に向けたＩＴ活用型情報発信手法の検討調査）委託調査報告書
社

000043

29.9.19 E006751

北海道経済産業局
地域経済部情報・サービス政
策課

3.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000533.pdf

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調
日揮株式会社
査）ケニア共和国：ジョモ・ケニヤッタ国際空港新ターミナル整備事業調査報告書（日本語）

貿易経済協力局資金協力課

4.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000043.pdf

000044

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調
査）ケニア共和国：ジョモ・ケニヤッタ国際空港新ターミナル整備事業調査報告書（英語）
29.9.19 E006752 Study on Economic Partnership Projects in Developing Countries in FY2016 Pre-feasibility Study for New 日揮株式会社
Terminal Development Project at Jomo Kenyatta International Airport in the Republic of Kenya Final
Report

貿易経済協力局資金協力課

4.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000044.pdf

000217

29.9.19 E006753

000218

29.9.19 E006754 平成２８年度中小企業の新陳代謝に関する分析に係る委託事業分析結果報告書

000220

株式会社日本アプ
平成２８年度中小企業実態基本調査、労働力調査、就業構造基本調査、科学技術研究調査、賃金構造基
中小企業庁
ライドリサーチ研究
本調査、知的財産活動調査に関する再編加工に係る委託事業作業報告書
事業環境部企画課調査室
所

8.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000217.pdf

独立行政法人経済 中小企業庁
産業研究所
事業環境部企画課調査室

0.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000218.pdf

29.9.19 E006755

株式会社日本アプ
平成２８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、企業
中小企業庁
ライドリサーチ研究
活動基本調査、法人企業統計調査に関する再編加工に係る委託事業作業報告書
事業環境部企画課調査室
所

42.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000220.pdf

000575

29.9.19 E006756

福島復興推進グループ
平成２８年度地域経済産業活性化対策委託費（６次産業化等へ向けた事業者間マッチング・経営者の右腕 株式会社ジェイ
福島事業・なりわい再建支援
派遣事業）ふくしまみらいチャレンジプロジェクト実施報告書
アール東日本企画
室

000393

29.9.14 E006745 平成２８年度医療技術・サービス拠点化促進事業（国際展開推進事業）報告書

一般社団法人Ｍｅｄ 商務情報政策局
ｉｃａｌ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ ヘルスケア産業課国際展開
ＪＡＰＡＮ
推進室

9.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000393.pdf

000394

29.9.14 E006746 平成２８年度医療技術・サービス拠点化促進事業（国際展開体制整備支援事業：アウトバウンド編）報告書

商務情報政策局
株式会社野村総合
ヘルスケア産業課国際展開
研究所
推進室

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000394.pdf

000395

29.9.14 E006747 平成２８年度医療技術・サービス拠点化促進事業（国際展開体制整備支援事業：インバウンド編）報告書

商務情報政策局
株式会社野村総合
ヘルスケア産業課国際展開
研究所
推進室

1.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000395.pdf

000578

29.9.14 E006748

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（インド共和国アンドラ・プラデシュ州
通商政策局
住友商事株式会社
新州都開発及び都市インフラ整備実施可能性調査）成果報告書（和文）
アジア大洋州課南西アジア室

17 / 51 ページ
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000579

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（インド共和国アンドラ・プラデシュ州
新州都開発及び都市インフラ整備実施可能性調査）成果報告書（英文）
通商政策局
29.9.14 E006749 Project to Promote Overseas Sales of Quality Energy Infrastructure Systems in Fiscal Year 2016
住友商事株式会社
アジア大洋州課南西アジア室
Feasibility Study of the Development of New Capital City and Urban Infrastructure in Andhra Pradesh
State,India Final Report

000585

29.9.14 E006750

000572

29.9.12 E006738 平成２８年度地域経済産業活性化対策委託費（商工会議所・商工会の広域的な連携強化事業）報告書

福島復興推進グループ
福島県商工会連合
福島事業・なりわい再建支援
会
室

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000572.pdf

000573

29.9.12 E006739 平成２８年度地域経済産業活性化対策委託費（商工会議所・商工会の広域的な連携強化事業）報告書

原町商工会議所

福島復興推進グループ
福島事業・なりわい再建支援
室

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000573.pdf

000574

29.9.12 E006740

福島復興推進グループ
平成２８年度地域経済産業活性化対策委託費（福島相双地域における創業等の促進に向けたセミナー・交
一般社団法人ＲＣＦ 福島事業・なりわい再建支援
流会）報告書
室

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000574.pdf

000576

29.9.12 E006741

平成２８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（対インド投資・貿易促進に
関する政策対話及びそれに係る調査））調査報告書

株式会社野村総合 通商政策局
研究所
アジア大洋州課南西アジア室

3.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000576.pdf

000577

29.9.12 E006742

平成２８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：日本企業の現地化のた
めのビジョン、ロードマップ策定）調査報告書

株式会社みずほ銀 通商政策局
行
アジア大洋州課南西アジア室

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000577.pdf

000582

29.9.12 E006743

平成２８年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（ＩｏＴ機器のセキュリティ評価等調査）調査 みずほ情報総研株 商務情報政策局
報告書
式会社
サイバーセキュリティ課

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000582.pdf

000583

29.9.12 E006744

電力・ガス取引監視等委員会
平成２８年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（諸外国におけるバーチャルパワープラントの実態調 株式会社三菱総合
事務局ネットワーク事業制度
査）報告書
研究所
企画室

8.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000583.pdf

000261

29.9.6 E006723

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（質の高いインフラ導入促進に向けた新興国の
入札・調達制度に関する基礎調査）調査報告書

デロイトトーマツ
貿易経済協力局
ファイナンシャルア
通商金融・経済協力課戦略輸
ドバイザリー合同
出室
会社

1.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000261.pdf

000385

29.9.6 E006724

平成２８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）「ダイナミックマップの国際標準化と 公益社団法人自動
製造産業局自動車課
海外動向等調査」報告書
車技術会

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000385.pdf

000387

29.9.6 E006725

平成２８年度スマートモビリティシステム研究開発・実証事業（自動走行用地図の自動図化・更新技術の開 ダイナミックマップ
製造産業局自動車課
発）調査報告書
基盤企画株式会社

249.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000387.zip

000388

29.9.6 E006726

平成２８年度スマートモビリティシステム研究開発・実証事業（自動走行の将来像及び産学官の協調が必要 株式会社ローラン
な取組の整理）調査報告書
ド・ベルガー

000529

29.9.6 E006727

平成２８年度ドゥーチエ・プロジェクト・Ｎｅｏ（新たなビジネス「挑戦」づくりの始まり（進化）と「挑戦」の加速（深 株式会社道銀地域 北海道経済産業局
化）に関する調査事業）委託調査報告書
総合研究所
地域経済部地域経済課

平成２８年度観光資源等を活用した地域高度化計画の策定等支援事業（魅力あるスタジアム・アリーナを核 株式会社三菱総合 商務情報政策局
としたまちづくりに関する計画策定等事業）（４）報告書
研究所
サービス政策課
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000530

29.9.6 E006728

000531

29.9.6 E006729 平成２８年度ヘルスケアサービス創出のための環境整備に関する調査事業報告書

000532

平成２８年度中小サービス産業実態・対策調査（新産業創出・育成に向けた国際ビジネスコンベンションの
29.9.6 E006730 実現可能性調査）委託調査報告書

000534

29.9.6 E006731 平成２８年度セルロースナノファイバーの素材供給拠点形成及び市場可能性調査事業報告書

000535

29.9.6 E006732

北海道経済産業局
平成２８年度省エネルギー設備導入等促進広報事業（省エネ等の取組事例調査及び省エネ・節電セミナー 株式会社道銀地域
資源エネルギー環境部エネ
の開催等）実施報告書
総合研究所
ルギー対策課

4.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000535.pdf

000562

29.9.6 E006733

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成２８年度発電用原子炉等利用環境調査（原子力発電事業の自主的安全性向上に係る取組に関する調
エネルギー経済研 電力・ガス事業部原子力政策
査及び情報発信事業）報告書
究所
課原子力基盤支援室

6.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000562.pdf

000570

29.9.6 E006734

三菱UFJリサーチ
平成２８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
＆コンサルティング 産業技術環境局環境経済室
ト製品等認証事業）報告書
株式会社

2.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000570.pdf

000571

29.9.6 E006735 平成２８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

リトルスタジオイン
産業技術環境局環境経済室
ク株式会社

3.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000571.pdf

000581

29.9.6 E006736 平成２８年度地域経済産業活性化対策委託費（福島相双地域における不動産供給に関する調査）報告書

福島復興推進グループ
株式会社価値総合
福島事業・なりわい再建支援
研究所
室

6.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000581.pdf

000386

29.9.5 E006719

平成２８年度「スマートモビリティシステム研究開発・実証事業」：①トラックの隊列走行の社会実装に向けた
豊田通商株式会社 製造産業局自動車課
実証 報告書

48.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000386.pdf

000580

29.9.5 E006720

平成２８年度スマートモビリティシステム研究開発・実証事業：専用空間における自動走行等を活用した端
末交通システムの社会実装に向けた実証 成果報告書

国立研究開発法人
産業技術総合研究 製造産業局自動車課
所

15.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000580.pdf

000564

29.8.30 E006716

平成２８年度地球温暖化問題等対策調査（経済成長と両立する持続可能な長期的な地球温暖化対策の在 三菱UFJリサーチ
産業技術環境局環境経済室
り方に関する課題調査事業）報告書
＆コンサルティング

3.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000564.pdf

000569

29.8.30 E006717

平成２８年度天然ガス高度利用基盤調査（ガス小売全面自由化に係る需要家意識調査）（ＷＥＢアンケート）
株式会社博報堂
報告書

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部ガス市場整
備室

3.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000569.pdf

000539

29.8.23 E006706

平成２８年度スマートモビリティシステム研究開発・実証事業（自動バレーパーキングの実証及び高度な自
動走行システムの実現に必要な研究開発）成果報告書
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0.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000530.pdf

株式会社北海道二 北海道経済産業局
十一世紀総合研究 地域経済部情報・サービス政
所
策課

2.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000531.pdf

株式会社北海道二 北海道経済産業局
十一世紀総合研究 地域経済部情報・サービス政
所
策課

1.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000532.pdf

株式会社北海道二
北海道経済産業局
十一世紀総合研究
地域経済部バイオ産業課
所

8.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000534.pdf

一般財団法人日本
製造産業局自動車課
自動車研究所

64.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000539.pdf
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000541

29.8.23 E006707

製造産業局
自動車課電池・次世代技術・Ｉ
ＴＳ推進室

9.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000541.pdf

000551

三菱UFJリサーチ
電力・ガス取引監視等委員会
29.8.23 E006708 平成２８年度産業経済研究委託事業（電力・ガス小売市場における競争の評価軸についての調査）報告書 ＆コンサルティング
事務局取引監視課
株式会社

6.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000551.pdf

平成２８年度スマートモビリティシステム研究開発・実証事業（自動走行の民事上の責任及び社会受容性に
株式会社テクノバ
関する研究）報告書

000552

平成２８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
29.8.23 E006709 重油）（民生用灯油小売価格調査））結果

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

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000552.pdf

000553

29.8.23 E006710

一般財団法人日本
平成２８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)）
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
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
資源・燃料部石油流通課
究所

3.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000553.pdf

000554

29.8.23 E006711

三菱UFJリサーチ
平成２８年度産業経済研究委託事業（諸外国の電力取引における競争状況及び不正取引の監視手法や監
電力・ガス取引監視等委員会
＆コンサルティング
視体制に係る調査）報告書
事務局取引監視課
株式会社

3.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000554.pdf

000555

29.8.23 E006712

平成２８年度産業経済研究委託事業（卸電力取引市場における競争促進政策評価モデルの開発に向けた アクセンチュア株式 電力・ガス取引監視等委員会
調査）報告書
会社
事務局取引監視課

1.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000555.pdf

000559

29.8.23 E006713

一般財団法人日本
平成２８年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業（温室効果ガス排出削減のためのカーボンプライシ
エネルギー経済研 産業技術環境局環境経済室
ング等の政策手法に関する調査）報告書
究所

6.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000559.pdf

000560

29.8.23 E006714

平成２８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
環境経済株式会社 産業技術環境局環境経済室
の運営・管理）調査報告書

1.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000560.pdf

000540

製造産業局
29.8.21 E006705 平成２８年度スマートモビリティシステム研究開発・実証事業（事故データベースの構築技術の開発）報告書 株式会社デンソー 自動車課電池・次世代技術・Ｉ
ＴＳ推進室

63.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000540.pdf

000522

29.8.14 E006689

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合
長官官房総合政策課戦略企
研究所
画室

4.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000522.pdf

000525

29.8.14 E006690 平成２８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

一般財団法人日本
産業技術環境局
エネルギー経済研
産業技術政策課国際室
究所

2.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000525.pdf

000526

29.8.14 E006691

一般財団法人エネ
平成２８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
産業技術環境局
ルギー総合工学研
動向等調査）報告書
産業技術政策課国際室
究所

13.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000526.pdf

000527

29.8.14 E006692

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（医療・介護領域等における第４次産業革
命の動向等に関する調査）最終報告書

平成２８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
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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
ヘルスケア産業課

2.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000527.pdf
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000528

29.8.14 E006693

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（医療・介護領域等における第４次産業革
命の動向等に関する調査）事例集

000542

29.8.14 E006694

製造産業局
平成２８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 一般財団法人日本
自動車課電池・次世代技術・Ｉ
術の開発及び実証 成果報告書
自動車研究所
ＴＳ推進室

29.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000542.pdf

000543

29.8.14 E006695

製造産業局
平成２８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 一般財団法人日本
自動車課電池・次世代技術・Ｉ
キュリティ技術の研究・開発プロジェクト 成果報告書
自動車研究所
ＴＳ推進室

12.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000543.pdf

000544

29.8.14 E006696

製造産業局
平成２８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 一般財団法人日本
自動車課電池・次世代技術・Ｉ
ためのシミュレーション技術の開発及び実証 報告書
自動車研究所
ＴＳ推進室

9.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000544.pdf

000546

29.8.14 E006697 平成２８年度エネルギー消費状況調査（都道府県別エネルギー消費統計の整備に関する調査）報告書

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合
長官官房総合政策課戦略企
研究所
画室

3.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000546.pdf

000484

29.7.31 E006678 平成２８年度商店街活動におけるＰＤＣＡサイクル活用促進に関する調査事業報告書

株式会社三菱総合 中小企業庁
研究所
経営支援部商業課

000485

29.7.31 E006679

平成２８年度商取引適正化・製品安全に係る事業報告書（諸外国における民間事業者によるクレジットカー 株式会社野村総合 商務流通保安グループ
ド不正取引対策実態調査）
研究所
商取引監督課

000499

29.7.31 E006680

一般財団法人日本
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
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
債務負担行為に係るもの）（第３年度（平成２８年度））報告書
長官官房国際課
究所

29.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000499.pdf

000504

29.7.31 E006681

平成２８年度石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業（ガス工作物技術基準適合性評価等（LPG貯槽
等溶接継手部の材質評価））－ＬＰＧ貯槽用材料特性（破壊靭性値）調査－調査報告書

50.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000504.pdf

000506

29.7.31 E006682

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（低炭素技術・製品の普及可能性調査及びMRV 株式会社三菱総合 産業技術環境局
等に関する人材育成事業）報告書
研究所
地球環境連携室

0.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000506.pdf

000507

29.7.31 E006683

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（低炭素技術・製品の普及可能性調査及びMRV 株式会社三菱総合 産業技術環境局
等に関する人材育成事業）報告書（概要資料）（和文）
研究所
地球環境連携室

3.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000507.pdf

000508

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（低炭素技術・製品の普及可能性調査及びＭＲ
Ｖ等に関する人材育成事業）報告書（概要資料）（英文）
株式会社三菱総合 産業技術環境局
29.7.31 E006684
FY2016 Study on Development of Joint Crediting Mechanism (Capacity Building for MRV) Report
研究所
地球環境連携室
(Summary of Feasibility Study on Dissemination of Low Carbon Technologies and Products)

2.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000508.pdf

000509

29.7.31 E006685

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（越境移転を促進する仕組みとしてのＡＰＥ 株式会社アイ・エ
Ｃ／ＣＢＰＲシステム等に関する調査）報告書
ス・エス

商務情報政策局情報経済課

0.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000509.pdf

000510

29.7.31 E006686 平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（ＪＩＳ改訂等調査研究）調査研究報告書

一般財団法人日本
情報経済社会推進 商務情報政策局情報経済課
協会

0.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000510.pdf
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商務情報政策局
ヘルスケア産業課

一般社団法人日本 商務流通保安グループ
ガス協会
ガス安全室

5.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000528.pdf

52.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000484.pdf

0.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000485.pdf
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商務情報政策局情報経済課
告書
会社

000514

29.7.31 E006687

000516

29.7.31 E006688 平成２８年度産業技術調査事業（持続可能な発展のためのイノベーション政策に関する調査）報告書

000494

29.7.24 E006671

000495

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス

2.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000514.pdf

一般財団法人日本
産業技術環境局
エネルギー経済研
産業技術政策課国際室
究所

3.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000516.pdf

平成２８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
（世界経済・貿易投資動向等に関する調査））報告書

アクセンチュア株式
通商政策局企画調査室
会社

13.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000494.pdf

29.7.24 E006670

平成２８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
（我が国ローカル中堅中小企業のグローバル・バリュー・チェーンとの繋がり強化に関する調査））報告書

独立行政法人経済
通商政策局企画調査室
産業研究所

4.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000495.pdf

000496

29.7.24 E006669

平成２８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
（世界経済・貿易投資動向等に関するアンケート調査））報告書

三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング 通商政策局企画調査室
株式会社

4.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000496.pdf

000497

29.7.24 E006672

平成２８年度国際石油需給体制等調査（エネルギー転換に関する日独エネルギー協力評議会に係る事業
調査）報告書

一般財団法人日本
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
長官官房国際課
究所

2.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000497.pdf

000498

29.7.24 E006673 平成２８年度国際石油需給体制等調査（G２０省エネルギー行動計画に係る事業）報告書

PwCアドバイザリー 資源エネルギー庁
合同会社
長官官房国際課

8.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000498.pdf

000500

29.7.24 E006674 平成２８年度国際石油需給体制等調査（エネルギー関連雇用の統計手法に係る事業調査）報告書

株式会社野村総合 資源エネルギー庁
研究所
長官官房国際課

2.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000500.pdf

000501

29.7.24 E006675

一般財団法人日本
平成２８年度国際石油需給体制等調査(諸外国のエネルギー政策動向及び国際エネルギー統計等調査事
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
業)-国際エネルギー統計等調査事業報告書長官官房国際課
究所

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000501.pdf

000502

29.7.24 E006676

一般財団法人日本
平成２８年度国際石油需給体制等調査（諸外国のエネルギー政策動向及び国際エネルギー統計等調査事
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
業）諸外国のエネルギー政策動向等に関する調査報告書
長官官房国際課
究所

23.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000502.pdf

000503

29.7.24 E006677

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（マレーシア島嶼部における分散型
エネルギーシステム導入可能性調査）調査報告書

000483

29.7.21 E006662

平成２８年度中小企業の成長に向けて中長期的に取り組むべき施策の検討に向けた我が国中小企業の成 みずほ情報総研株 中小企業庁
長過程分析に係る委託調査報告書
式会社
事業環境部企画課調査室

000488

29.7.21 E006663 平成２８年度産業経済研究委託事業調査（電力需給モデルを活用したシミュレーション調査）調査報告書

000490

29.7.21 E006664

東京電力パワーグ 資源エネルギー庁
リッド株式会社
長官官房国際課

東京大学大学院工 電力・ガス取引監視等委員会
学系研究科藤井・ 事務局総務課
小宮山研究室

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２８年度産業経済研究委託事業（データ利活用促進に向けた企業における管理・契約等の実態調査）
経済産業政策局
＆コンサルティング
調査報告書
知的財産政策室
株式会社
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000492

29.7.21 E006665

平成２８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に関する普及・広報等事業） 報
告書

一般社団法人産業
製造産業局化学物質管理課
環境管理協会

19.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000492.pdf

000467

29.7.18 E006658

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（データ流通プラットフォームに関する調査 株式会社三菱総合
商務情報政策局情報経済課
事業）調査報告書
研究所

2.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000467.pdf

000480

29.7.18 E006659

平成２８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 株式会社ネオマー 中小企業庁
に関するニーズ調査報告書
ケティング
長官官房広報相談室

8.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000480.pdf

000486

29.7.18 E006660

株式会社大和総研
平成２８年度製造基盤技術実態等調査（産業競争力上重要な技術のサプライチェーン把握に関する調査研
製造産業局
アジア事業開発本
究）最終報告書
製造産業技術戦略室
部

2.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000486.pdf

000487

29.7.18 E006661 平成２８年度産業技術調査事業（米国のオープンイノベーション政策・技術動向調査）報告書

000437

29.7.11 E006642

000438

29.7.11 E006643

000458

一般財団法人日本
商務情報政策局
29.7.11 E006644 平成２８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のためのリポジトリ検討) 調査報告書 情報経済社会推進
情報プロジェクト室
協会

2.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000458.pdf

000468

三菱ＵＦＪリサーチ
29.7.11 E006645 平成２８年度新興国市場開拓事業（日中韓サプライチェーン連結性向上に関する政策対話の実施）報告書 ＆コンサルティング 通商政策局北東アジア課
株式会社

5.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000468.pdf

000469

29.7.11 E006646

独立行政法人日本
平成２８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
貿易振興機構（ジェ 通商政策局北東アジア課
業の物流円滑化のための実態調査）報告書
トロ）

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000469.pdf

000470

29.7.11 E006647

平成２８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
独立行政法人日本
業の物流円滑化のための実態調査）報告書（英文）
貿易振興機構（ジェ 通商政策局北東アジア課
Survey for improved logistical efficiency of Japanese-affiliated firms in China and Republic of Korea
トロ）
Report

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000470.pdf

000471

29.7.11 E006648

平成２８年度アジア産業基盤強化等事業（日・モンゴルＥＰＡ発効を踏まえた二国間貿易の拡大のための調
株式会社ＳＥＬＣ
査）調査報告書

000473

29.7.11 E006649

資源エネルギー庁
平成２８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 一般財団法人日中
省エネルギー・新エネルギー
書
経済協会
部政策課国際室

2.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000473.pdf

000475

29.7.11 E006650 平成２８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 資源エネルギー庁
エネルギー経済研 省エネルギー・新エネルギー
究所
部政策課国際室

2.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000475.pdf

株式会社日本能率 産業技術環境局
協会総合研究所
産業技術政策課国際室

5.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000487.pdf

平成２８年度二国間クレジット取得等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）

一般財団法人日本
産業技術環境局
エネルギー経済研
地球環境連携室
究所

1.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000437.pdf

平成２８年度二国間クレジット取得等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）
Research Scheme for the Infrastructure Development of the Joint Crediting Mechanism FY 2016 Survey
on the International Negotiation on Market Mechanism Report

一般財団法人日本
産業技術環境局
エネルギー経済研
地球環境連携室
究所

0.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000438.pdf
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一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成２８年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（インド・ナビムンバイにおける省エネ型複合都市開発
エネルギー経済研 省エネルギー・新エネルギー
プロジェクトの構築可能性調査）報告書
究所
部政策課国際室

19.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000476.pdf

29.7.11 E006652 平成２８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）事業報告書

資源エネルギー庁
一般財団法人省エ
省エネルギー・新エネルギー
ネルギーセンター
部政策課国際室

5.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000477.pdf

29.7.11 E006653

平成２８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）報告書

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
エネルギー経済研 省エネルギー・新エネルギー
究所
部政策課国際室

2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000478.pdf

29.7.11 E006654

資源エネルギー庁
平成２８年度新エネルギー等導入促進基礎調査（定置用蓄電池の普及拡大及びアグリゲーションサービス 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
への活用に関する調査）報告書
研究所
部政策課

4.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000479.pdf

000476

29.7.11 E006651

000477

000478

000479

一般社団法人日本 商務流通保安グループ
非破壊検査協会
高圧ガス保安室

000424

29.7.7 E006622 平成２８年度石油精製業保安対策事業（高圧ガス容器の再検査に関する調査研究）報告書

000434

29.7.7 E006623

平成２８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 株式会社三菱総合 産業技術環境局
る調査）報告書
研究所
地球環境連携室

000435

29.7.7 E006624

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（JCM実現可能性調査）イラン・イスラム共和国
日揮株式会社
での都市ごみ焼却発電によるJCMプロジェクト報告書（和文）

産業技術環境局
地球環境連携室

11.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000435.pdf

000436

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（JCM実現可能性調査）イラン・イスラム共和国
29.7.7 E006625 での都市ごみ焼却発電によるJCMプロジェクト報告書（英文）
日揮株式会社
Feasibility Study Project for the JCM(2016FY) Waste to Energy Project in Islamic Republic of Iran Report

産業技術環境局
地球環境連携室

10.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000436.pdf

000439

平成２８年度地球温暖化問題対策調査（二国間クレジット制度を含む国際的な市場メカニズムの活用促進 株式会社リベルタ
29.7.7 E006626 のための炭素市場プラットフォームに係る戦略的ダイアログの会議開催及び運営支援事業委託業務）報告 ス・コンサルティン
書
グ

産業技術環境局
地球環境連携室

2.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000439.pdf

000441

29.7.7 E006627

000442

29.7.7 E006628 平成２８年度産業技術調査事業（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

000444

29.7.7 E006629

平成２８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 株式会社リサーチ 商務流通保安グループ
書
ワークス
商取引監督課

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000444.pdf

000445

29.7.7 E006630

平成２８年度アジア産業基盤強化等事業（物流コストが企業の国際競争力に与える影響調査（対象国：ベト 株式会社日本総合 商務流通保安グループ
ナム、ミャンマー、タイ、インドネシア））報告書
研究所
物流企画室

5.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000445.pdf

000448

29.7.7 E006631 平成２８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）報告書

資源エネルギー庁
平成２８年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（バルクリースを活用した省エネルギー投資の推進 株式会社日建設計
省エネルギー・新エネルギー
に関する分析調査事業）報告書
総合研究所
部省エネルギー課
三菱ＵＦＪリサーチ
産業技術環境局
＆コンサルティング
技術振興・大学連携推進課
株式会社

みずほ情報総研株 産業技術環境局
式会社
地球環境対策室
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公益財団法人地球
産業技術環境局
環境産業技術研究
地球環境対策室
機構

4.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000449.pdf

平成２８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（ＵＮ 一般財団法人電力 産業技術環境局
ＦＣＣＣ）））調査報告書
中央研究所
地球環境対策室

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000450.pdf

000449

29.7.7 E006632 平成２８年度地球温暖化問題等対策調査報告書（技術メカニズムに関する調査事業）報告書

000450

29.7.7 E006633

000453

29.7.7 E006634 平成２８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）報告書

000454

29.7.7 E006635

000455

29.7.7 E006636 平成２８年度電子経済産業省構築事業（経済産業省版法人ポータル（ベータ版）の保守・運用）調査報告書

000456

29.7.7 E006637

000457

29.7.7 E006638 平成２８年度電子経済産業省構築事業（法人ポータルの構築・運用に関する調査研究）調査報告書

000459

29.7.7 E006639

資源エネルギー庁
平成２８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 一般社団法人海外
電力・ガス事業部原子力政策
書
電力調査会
課

2.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000459.pdf

000460

29.7.7 E006640

平成２８年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（化学プラントにおける自主保安高度化事
旭化成株式会社
業）調査報告書

製造産業局素材産業課

4.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000460.pdf

000461

29.7.7 E006641

平成２８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に関する調査）調査報告 株式会社三菱化学
製造産業局素材産業課
書
テクノリサーチ

2.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000461.pdf

000364

29.7.5 E006603

有限責任あずさ監
平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（ミャンマーにおける水力発電所建設
査法人,株式会社 貿易経済協力局資金協力課
計画に関する事業実施可能性調査）調査報告書
ニュージェック

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000364.pdf

000365

29.7.5 E006604

住友商事株式会社,
平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調 東京都下水道サー
貿易経済協力局資金協力課
査）ミャンマー国：ヤンゴン市下水道設備改善計画調査報告書
ビス株式会社,日本
工営株式会社

18.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000365.pdf

000373

29.7.5 E006605

国立研究開発法人
平成２８年度石油精製業保安対策事業（高圧ガスの過去事故分析によるチェックポイントの調査研究）報告
商務流通保安グループ
産業技術総合研究
書
高圧ガス保安室
所

4.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000373.pdf

000391

29.7.5 E006606

平成２８年度産業経済研究委託事業（リスクマネー供給及び官民ファンド等に関する国際比較調査研究）最 Ａ．Ｔ．カーニー株
終報告資料
式会社

1.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000391.pdf

ソフトバンク・テクノ 商務情報政策局
ロジー株式会社
情報プロジェクト室

2.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000453.pdf

株式会社ボストン・
商務情報政策局
コンサルティング・
情報プロジェクト室
グループ

2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000454.pdf

株式会社オーエム 商務情報政策局
シー
情報プロジェクト室

1.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000455.pdf

平成２８年度電子経済産業省構築事業（地方自治体が保有する情報のオープン化とデータ整理に係わる調 株式会社日本能率 商務情報政策局
査研究）報告書
協会総合研究所
情報プロジェクト室

2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000456.pdf

株式会社日立製作 商務情報政策局
所
情報プロジェクト室

0.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000457.pdf

平成２８年度電子経済産業省構築事業(「デジタルガバメントに関する諸外国における先進事例の実態調
査」 ) 調査報告書
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経済産業政策局産業再生課,
経済産業政策局産業資金課
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000407

29.7.5 E006607 平成２８年度産業経済研究委託事業（事業再編成関連制度及び実態等に関する調査）調査報告書

000408

担当課室名

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス

ＫＰＭＧ税理士法人 経済産業政策局産業組織課

6.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000407.pdf

29.7.5 E006608

平成２８年度産業経済研究委託事業（社会的利益と経済的利益の双方を追求する事業者に関する実態調 株式会社日本総合
経済産業政策局産業組織課
査）報告書
研究所

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000408.pdf

000409

29.7.5 E006609

資源エネルギー庁省
平成２８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における小売事業者表示制 一般財団法人省エ
エネルギー・新エネルギー部
度に係る調査）報告書
ネルギーセンター
省エネルギー課

15.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000409.pdf

000410

29.7.5 E006610

平成２８年度製造基盤技術実態等調査（素材産業のオープンイノベーション環境整備のための外部リソー
ス活用のあり方に関する調査）調査報告書

000411

29.7.5 E006611 平成２８年度製造基盤技術実態等調査（中東地域（イラン等）における航空機産業の調査研究）報告書

000412

みずほ情報総研株
製造産業局素材産業課
式会社

3.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000410.pdf

一般財団法人日本
製造産業局
エネルギー経済研
航空機武器宇宙産業課
究所

2.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000411.pdf

29.7.5 E006612

平成２８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 一般財団法人電気 商務流通保安グループ
査）調査報告書
安全環境研究所
製品安全課

3.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000412.pdf

000414

29.7.5 E006613

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（新たな社会ニーズを発掘するためのコン 一般財団法人デジ 商務情報政策局
テンツ制作基盤・環境整備調査研究）報告書
タルコンテンツ協会 文化情報関連産業課

4.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000414.pdf

000417

29.7.5 E006614

平成２８年度コンテンツ産業強化対策支援事業（アーカイブ構築に向けた産業界ニーズ等の基礎調査事
業）調査報告書

7.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000417.pdf

000425

29.7.5 E006615

平成２８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産業保安のスマート化に関する調査研
商務流通保安グループ
高圧ガス保安協会
究）（１）新認定事業所制度調査報告書
高圧ガス保安室

2.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000425.pdf

000426

29.7.5 E006616

平成２８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産業保安のスマート化に関する調査研
商務流通保安グループ
高圧ガス保安協会
究）（２）リスクアセスメント手法及び保安教育プログラム報告書
高圧ガス保安室

15.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000426.pdf

000427

29.7.5 E006617

平成２８年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（自主保安高度化に向けた実証事業）報告 株式会社三菱総合 商務流通保安グループ
書
研究所
高圧ガス保安室

10.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000427.pdf

000429

29.7.5 E006618

平成２８年度産業経済研究委託事業（取締役会の機能向上等に関するコーポレートガバナンス実態調査）
報告書

有限責任監査法人
経済産業政策局産業組織課
トーマツ

20.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000429.pdf

000432

29.7.5 E006619

平成２８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

三菱UFJリサーチ 産業技術環境局
＆コンサルティング リサイクル推進課

000451

株式会社フジタ,伊
藤忠商事株式会社,
平成２８年度インフラシステム輸出促進調査事業（円借款・民活インフラ案件形成等調査）タイ国：通勤新線 大和ハウス工業株
29.7.5 E006620
貿易経済協力局資金協力課
建設及び駅／駅周辺開発計画調査（東線バンコク-パタヤ間）調査報告書
式会社,株式会社オ
リエンタルコンサル
タンツグローバル
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株式会社矢野経済 商務情報政策局
研究所
文化情報関連産業課

2.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000432.pdf

23.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000451.pdf
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平成２８年度インフラシステム輸出促進調査事業（円借款・民活インフラ案件形成等調査）タイ国：通勤新線
建設及び駅／駅周辺開発計画調査（東線バンコク-パタヤ間）調査報告書（英語版）
29.7.5 E006621 Study on Economic Partnership Projects In Developing Countries in FY 2016 Study on the Development
of High Speed Commuter Railway and Station Area Development inThailand (Between Eastern Line
Bangkok and Pattaya) Survey report (For Publication)

担当課室名

株式会社フジタ,伊
藤忠商事株式会社,
大和ハウス工業株
貿易経済協力局資金協力課
式会社,株式会社オ
リエンタルコンサル
タンツグローバル

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス

24.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000452.pdf

000163

平成２８年度商取引適正化・製品安全に係る事業 （観光地におけるキャッシュレス決済の普及状況及び加
株式会社野村総合 商務流通保安グループ
29.6.28 E006555 盟店におけるクレジットカードに係るセキュリティ対策の実施状況に関する実態調査）報告書（「加盟店にお
研究所
商取引・消費経済政策課
けるクレジットカードに係るセキュリティ対策の実施状況に関する実態調査」パート）

1.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000163.pdf

000341

29.6.28 E006556

平成２８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 株式会社三菱総合 資源エネルギー庁
資源の供給安定性評価調査））報告書
研究所
資源・燃料部鉱物資源課

5.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000341.pdf

000342

29.6.28 E006557 平成２８年度製造基盤技術実態等調査（ものづくりベンチャーと製造業の連携等に関する調査）報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
製造産業局参事官室
＆コンサルティング

000362

29.6.28 E006558 平成２８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）報告書

資源エネルギー庁
一般社団法人経済
長官官房総合政策課戦略企
産業統計協会
画室

000366

29.6.28 E006559

平成２８年度産業経済研究委託事業（地域経済の将来見通しを見据えた国際博覧会の跡地利用を含めた 株式会社三菱総合 商務流通保安グループ
インフラ整備計画等に関する調査）報告書
研究所
博覧会推進室

7.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000366.pdf

000370

29.6.28 E006560

平成２８年度石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業（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

4.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000370.pdf

000371

29.6.28 E006561

平成２８年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（鉱山開発におけるＩｏＴ推進による生産性・ 株式会社日立総合 資源エネルギー庁
安全性向上策に関する基礎調査）成果報告書
計画研究所
資源・燃料部鉱物資源課

000372

29.6.28 E006562

平成２８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性能規定化に向けた調査研究）
報告書

000374

高圧ガス保安協会

商務流通保安グループ
ガス安全室

0.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000342.pdf

68.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000362.pdf

5.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000371.pdf

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

49.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000372.pdf

29.6.28 E006563 平成２８年度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

7.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000374.pdf

000375

29.6.28 E006564 平成２８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

10.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000375.pdf

000376

29.6.28 E006565 平成２８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

2.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000376.pdf

000397

平成２８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等」「日ASEAN デロイトトーマツコ
29.6.28 E006566 イノベーションネットワーク」推進に 向けた第４次産業革命のアジア諸国の動向に関する調査事業）（アジア ンサルティング合
動向委託調査） 最終報告資料
同会社

経済産業政策局産業再生課

2.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000397.pdf

000406

29.6.28 E006567

平成２８年度石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業（ガス工作物技術基準適合性評価等（天然ガス
パイプラインの溶接・非破壊検査技術の合理化））報告書
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一般財団法人日本 商務流通保安グループ
ガス機器検査協会 ガス安全室

30.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000406.pdf
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富士通株式会社

製造産業局自動車課

PDF・ZIP
容量
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ＨＰアドレス

000343

29.6.23 E006568

平成２８年度戦略的イノベーション創造プログラム（ダイナミックマップのサービスプラットフォームに必要な
調査及び検討）報告書

000345

29.6.23 E006569

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（ブロックチェーン技術を活用したシステム 株式会社三菱総合
商務情報政策局情報経済課
の評価軸整備等に係る調査）報告書
研究所

2.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000345.pdf

000346

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（ブロックチェーン技術を活用したシステム
株式会社三菱総合
29.6.23 E006570 の評価軸整備等に係る調査）報告書（英語概要版）
商務情報政策局情報経済課
研究所
Survey on Establishing Evaluation Model for Blockchain Technology-Based System Executive Summary

0.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000346.pdf

000361

29.6.23 E006571

000398

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（GCF／CTCNに関する実現可能性調査）（南ア 三菱UFJモルガン・
産業技術環境局
29.6.23 E006572 フリカ共和国におけるGCFを活用したセメント産業への低炭素型ハイブリッド技術導入に関する実現可能性 スタンレー証券株
地球環境対策室
調査）報告書
式会社

2.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000398.pdf

000399

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（GCF／CTCNに関する実現可能性調査）（南ア
フリカ共和国におけるGCFを活用したセメント産業への低炭素型ハイブリッド技術導入に関する実現可能性
三菱UFJモルガン・
調査）報告書（英文）
産業技術環境局
29.6.23 E006573
スタンレー証券株
Fiscal Year 2016 JCM and Other Infrastructure Development Study Project Feasibility Study on
地球環境対策室
式会社
Introducing a Hybrid GHG Reduction Technology for the Cement Sector Using Green Climate Fund (GCF)
in South Africa Final Report

0.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000399.pdf

000400

29.6.23 E006574

イー・アール・エム 産業技術環境局
日本株式会社
地球環境対策室

1.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000400.pdf

000401

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＧＣＦ／ＣＴＣＮに関する実現可能性調査）（パ
プアニューギニア等におけるＧＣＦを利用した地熱発電導入プロジェクトの実現可能性調査）調査報告書（英
イー・アール・エム 産業技術環境局
29.6.23 E006575 文）
日本株式会社
地球環境対策室
Feasibility Study project for GCF/CTCN Development of Geothermal power plant using GCF in Papua
New Guinea & other Pacific Islands Summary Report

0.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000401.pdf

000402

29.6.23 E006576

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＧＣＦ／ＣＴＣＮに関する実現可能性調査）
（GCFを活用したマレーシア太陽光発電事業の実現可能性調査）報告書（和文）

みずほ情報総研株 産業技術環境局
式会社
地球環境対策室

1.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000402.pdf

000403

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＧＣＦ／ＣＴＣＮに関する実現可能性調査）
29.6.23 E006577 （GCFを活用したマレーシア太陽光発電事業の実現可能性調査）報告書（英文）
GCF Solar power project in Malaysia Feasibility Study Report

みずほ情報総研株 産業技術環境局
式会社
地球環境対策室

0.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000403.pdf

000404

29.6.23 E006578

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＧＣＦ／ＣＴＣＮに関する実現可能性調査）（南
旭硝子株式会社
米の苛性ソーダ・塩素製造プロセスの省エネ技術導入に向けたＣＴＣＮプロジェクト実現可能性調査）報告書

産業技術環境局
地球環境対策室

6.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000404.pdf

000405

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＧＣＦ／ＣＴＣＮに関する実現可能性調査）（南
米の苛性ソーダ・塩素製造プロセスの省エネ技術導入に向けたＣＴＣＮプロジェクト実現可能性調査）報告書
29.6.23 E006579 （英文）
旭硝子株式会社
Feasibility Study project for GCF/CTCN (FY2016) CTCN project feasibility study for the introduction of
energy saving technology in South American caustic soda • chlorine manufacturing process Report

産業技術環境局
地球環境対策室

5.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000405.pdf

000430

29.6.23 E006580

平成２８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

平成２８年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＧＣＦ／ＣＴＣＮに関する実現可能性調査）（パ
プアニューギニア等におけるＧＣＦを利用した地熱発電導入プロジェクトの実現可能性調査）調査報告書

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
エネルギー経済研 電力・ガス事業部原子力政策
究所
課

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（地域包括ケアシステム実現に向けた環境 みずほ情報総研株 商務情報政策局
整備に関する調査）報告書
式会社
ヘルスケア産業課
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000431

29.6.23 E006581

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（アニメーション分野におけるデジタル制作 一般社団法人日本 商務情報政策局
環境整備に係る調査研究）報告書
動画協会
文化情報関連産業課

7.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000431.pdf

000333

29.6.21 E006547

資源エネルギー庁
平成２８年度発電用原子炉等利用環境調査（国際的な原子力研究開発の戦略策定に係る動向調査）成果 一般財団法人電力
電力・ガス事業部原子力政策
報告書
中央研究所
課

0.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000333.pdf

000338

29.6.21 E006548

平成２８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・第 株式会社野村総合
通商政策局中東アフリカ課
三国企業等実態調査）最終報告書
研究所

4.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000338.pdf

000340

29.6.21 E006549

平成２８年度新興国市場開拓事業（サウジアラビアにおける「サウジ・ビジョン２０３０」の実施に関する制度 株式会社野村総合
通商政策局中東アフリカ課
構築支援）報告書
研究所

3.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000340.pdf

000344

29.6.21 E006550

平成２８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

1.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000344.pdf

000380

29.6.21 E006551

平成２８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）報告 ＪＦＥテクノリサーチ 製造産業局化学物質管理課
書
株式会社
化学物質リスク評価室

4.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000380.pdf

000381

29.6.21 E006552 平成２８年度化学物質安全対策（ナノ材料気管内投与試験法等の国際標準化に関する調査）調査報告書

国立研究開発法人
製造産業局化学物質管理課
産業技術総合研究
化学物質リスク評価室
所

13.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000381.pdf

000413

29.6.21 E006553

三菱UFJリサーチ& 資源エネルギー庁
平成２８年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（中小企業等の経営強化に資する省エネ推進のた
コンサルティング株 省エネルギー・新エネルギー
めの調査分析事業）報告書
式会社
部省エネルギー課

13.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000413.pdf

000156

29.6.16 E006537

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（ＩｏＴスタートアップ支援に関するグローバ
ル連携調査事業）調査報告書

000162

平成２８年度商取引適正化・製品安全に係る事業 （観光地におけるキャッシュレス決済の普及状況及び加
株式会社野村総合 商務流通保安グループ
29.6.16 E006538 盟店におけるクレジットカードに係るセキュリティ対策の実施状況に関する実態調査）報告書（「観光地にお
研究所
商取引・消費経済政策課
けるキャッシュレス決済の普及状況に関する実態調査」パート）

2.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000162.pdf

000307

29.6.16 E006539

平成２８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（台湾との東南アジア等第三国市 株式会社三菱総合
通商政策局北東アジア課
場における産業協力の可能性調査）報告書
研究所

3.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000307.pdf

000308

29.6.16 E006540

平成２８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（台湾との東南アジア等第三国市 株式会社三菱総合
通商政策局北東アジア課
場における産業協力の可能性調査）概要版報告書
研究所

2.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000308.pdf

000312

29.6.16 E006541

平成２８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 パシフィックコンサ
製造産業局自動車課
の開発及び実証 報告書
ルタンツ株式会社

000377

29.6.16 E006542 平成２８年度産業経済研究委託事業（働き改革に関する企業の実態調査）報告書

株式会社日本経済 経済産業政策局
新聞社
産業人材政策室

3.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000377.pdf

000378

29.6.16 E006543 平成２８年度産業経済研究委託事業（新たな産業構造に対応する働き方改革に向けた実態調査）報告書

みずほ情報総研株 経済産業政策局
式会社
産業人材政策室

12.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000378.pdf
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有限責任監査法人 商務情報政策局
トーマツ
国際室・情報通信機器課

株式会社ウィズグ
ループ

商務情報政策局
情報通信機器課

1.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000156.pdf

10.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000312.pdf
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一般社団法人日本 資源エネルギー庁
エネルギー経済研 電力・ガス事業部電力市場整
究所
備室

9.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000389.pdf

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合
電力・ガス事業部電力市場整
研究所
備室

5.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000390.pdf

有限責任監査法人 地域経済産業グループ
トーマツ
地域経済産業調査室

1.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000031.pdf

平成２８年度地域経済産業活性化対策等調査・分析（地域経済分析システム利活用事例調査）地域経済分 有限責任監査法人 地域経済産業グループ
析システム（RESAS）利活用事例集２０１７
トーマツ
地域経済産業調査室

471.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000032.zip

000389

29.6.16 E006544 平成２８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）報告書

000390

29.6.16 E006545

000031

29.6.13 E006517 平成２８年度地域経済産業活性化対策等調査・分析（地域経済分析システム利活用事例調査）調査報告書

000032

29.6.13 E006668

000143

29.6.13 E006518 平成２８年度東海地域におけるヘルスケアビジネス創出方策に関する調査報告書

株式会社ＯＫＢ総
研

中部経済産業局
地域経済部次世代産業課ヘ
ルスケア産業室

1.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000143.pdf

000144

29.6.13 E006519 平成２８年度東海地域におけるヘルスケアビジネス創出方策に関する調査事例集

株式会社ＯＫＢ総
研

中部経済産業局
地域経済部次世代産業課ヘ
ルスケア産業室

5.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000144.pdf

000244

29.6.13 E006520 平成２８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
産業技術環境局環境指導室
環境衛生センター

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000244.pdf

000299

29.6.13 E006521 平成２８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）報告書

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

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000299.pdf

000313

29.6.13 E006522

平成２８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）：ART 情報センターの構築に必要 株式会社日立製作
製造産業局自動車課
な機能の開発」報告書
所

000318

29.6.13 E006523

公益財団法人原子 資源エネルギー庁
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
力環境整備促進・ 電力・ガス事業部放射性廃棄
為に係るもの））報告書（平成２８年度分）
資金管理センター 物対策課

19.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000318.pdf

000319

29.6.13 E006524

公益財団法人原子 資源エネルギー庁
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
力環境整備促進・ 電力・ガス事業部放射性廃棄
係るもの））報告書（平成２８年度分）
資金管理センター 物対策課

112.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000319.zip

000183

29.6.9 E006497

日鉄住金パイプラ
平成２８年度水素導管供給システムの安全性評価事業（維持管理工法の水素適用性評価（穿孔作業の水
商務流通保安グループ
イン＆エンジニアリ
素適用性調査））調査報告書
ガス安全室
ング株式会社

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000183.pdf

000187

29.6.9 E006498

平成２８年度石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業（ガス工作物技術基準適合性評価等（都市ガス
安全情報広報事業（需要家等に対する広報）））調査報告書

3.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000187.pdf

000288

29.6.9 E006499

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（ファッションデザイナーと繊維産地との連 株式会社ローラン
携促進に資するＩＴプラットフォームの有効性に係る実証事業）（詳細版）調査報告書
ド・ベルガー

平成２８年度電源立地推進調整等事業（海外における電源アクセスに関する制度設計・運用等の動向調
査）報告書
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株式会社朝日広告 商務流通保安グループ
社
ガス安全課
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）

7.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000313.pdf
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資源エネルギー庁
株式会社野村総合 省エネルギー・新エネルギー
研究所
部新エネルギーシステム課水
素・燃料電池戦略室

8.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000289.pdf

公益財団法人九州 九州経済産業局
経済調査協会
地域経済部情報政策課

7.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000291.pdf

公益財団法人九州 九州経済産業局
経済調査協会
地域経済部情報政策課

3.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000293.pdf

000289

29.6.9 E006500

000291

29.6.9 E006482 平成２８年度ＩｏＴ推進のためのシステム･インテグレーション･ネットワーク構築に係る調査報告書

000293

29.6.9 E006483

平成２８年度ＩｏＴ推進のためのシステム･インテグレーション･ネットワーク構築に係る調査（九州ＩｏＴ活用事
例集２０１７）

000295

29.6.9 E006501

平成２８年度戦略的イノベーション創造プログラム（自動走行システムの実現に向けた衛星測位情報活用に アイサンテクノロ
係る調査）調査報告書
ジー株式会社

000296

29.6.9 E006502

平成２８年度商取引適正化・製品安全対策事業（緊急時の生活物資等供給の早期復旧に向けた調査事
業）報告書

株式会社富士通総 大臣官房総務課
研
危機管理・災害対策室

0.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000296.pdf

000297

29.6.9 E006503

平成２８年度コンテンツ産業強化対策支援事業（我が国コンテンツの海外展開を図るための多様な資金調
達手法に関する調査事業）報告書

PwC あらた有限責 商務情報政策局
任監査法人
文化情報関連産業課

4.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000297.pdf

000300

29.6.9 E006504 平成２８年度化学物質安全対策（残留性有機汚染物質等市場状況調査事業）報告書

株式会社三菱化学 製造産業局化学物質管理課
テクノリサーチ
化学物質安全室

0.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000300.pdf

000301

29.6.9 E006505 平成２８年度ＩｏＴ推進のための社会システム推進事業（自主保安高度化事業）報告書

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

15.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000301.pdf

000305

29.6.9 E006506

000309

29.6.9 E006507 平成２８年度石油製品需給適正化調査（石油ガス価格調査）報告書

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

11.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000309.pdf

000310

29.6.9 E006508 平成２８年度石油製品需給適正化調査（石油ガス地域販売業実態調査）報告書

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

6.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000310.pdf

000311

29.6.9 E006509

平成２８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）：レベル３/４の実現に向けた実証
実験・事業化の調査」報告書

000314

29.6.9 E006510

平成２８年度商取引適正化・製品安全に係る事業（２０２０年ドバイ国際博覧会におけるＩＴ等を活用した最新
株式会社弘亜社
技術に関する商取引適正化等に関する調査）調査報告書

000315

29.6.9 E006511 平成２８年度産業技術調査事業（大学発ベンチャーの設立状況等に関する調査）報告書

製造産業局自動車課

資源エネルギー庁
平成２８年度新エネルギー等導入促進基礎調査（ソーラーシンギュラリティの影響度等に関する調査）報告 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
書
研究所
部新エネルギーシステム課
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豊田通商株式会社

13 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000295.pdf

9.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000305.pdf

製造産業局自動車課
電池・次世代技術・ITS推進室

6.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000311.pdf

商務流通保安グループ
博覧会推進室

5.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000314.pdf

株式会社野村総合 産業技術環境局
研究所
大学連携推進室

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000315.pdf
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担当課室名

資源エネルギー庁
平成２８年度新エネルギー等導入促進基礎調査（アグリゲーションサービス提供におけるサイバーセキュリ 株式会社野村総合
省エネルギー・新エネルギー
ティ対策に関する調査）調査報告書
研究所
部新エネルギーシステム課

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス

000317

29.6.9 E006512

000334

平成２８年度製造基盤技術実態等調査事業（中国過剰供給能力による新興国へのリアルインパクト調査事
日鉄住金総研株式
29.6.9 E006513 業）調査報告書
製造産業局金属課
会社

000262

29.6.7 E006463

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（都市開発一体型鉄道インフラ輸出に関する調
査事業）報告書

000263

29.6.7 E006464

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（都市インフラに係る製品・技術の競争力調査事 ＰｗＣアドバイザ
業）報告書
リー合同会社

000264

29.6.7 E006465

資源エネルギー庁
平成２８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 株式会社野村総合
省エネルギー・新エネルギー
材料等の拡大に係る調査）報告書
研究所
部省エネルギー課

000265

29.6.7 E006466 平成２８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

000269

29.6.7 E006467

平成２８年度観光資源等を活用した地域高度化計画の策定等支援事業 （魅力あるスタジアム・アリーナを
核としたまちづくりに関する計画策定等事業）（３）報告書

000270

29.6.7 E006468

000273

29.6.7 E006469 平成２８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

000274

29.6.7 E006470

000275

29.6.7 E006471 平成２８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

000276

29.6.7 E006472

三菱ＵＦＪリサーチ 近畿経済産業局
平成２８年度「関西地域におけるIoT・ロボットを活用した中堅・中小製造業における生産性向上に関する調
＆コンサルティング 地域経済部次世代産業・情報
査事業」事業報告書
株式会社
政策課

0.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000276.pdf

000277

29.6.7 E006473

三菱ＵＦＪリサーチ 近畿経済産業局
平成２８年度「関西地域におけるIoT・ロボットを活用した中堅・中小製造業における生産性向上に関する調
＆コンサルティング 地域経済部次世代産業・情報
査事業」中小製造業のためのロボット導入促進ガイドブック
株式会社
政策課

10.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000277.pdf

000278

29.6.7 E006474

平成２８年度地域経済産業活性化対策調査委託事業（広域関東圏における中小ものづくり企業等のＩｏＴ等 みずほ情報総研株 関東経済産業局
活用による持続可能な発展モデル創出に向けた調査）報告書（概要版）
式会社
地域経済部情報政策課

10.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000278.pdf

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000317.pdf

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000334.pdf

貿易経済協力局
株式会社野村総合
通商金融・経済協力課戦略輸
研究所
出室

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000262.pdf

貿易経済協力局
通商金融・経済協力課戦略輸
出室

16.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000263.pdf

10.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000264.pdf

EYアドバイザリー・
アンド・コンサルティ 大臣官房会計課
ング株式会社

2.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000265.pdf

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
サービス産業室

2.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000269.pdf

三菱UFJリサーチ&
平成２８年度観光資源等を活用した地域高度化計画の策定等支援事業（魅力あるスタジアム・アリーナを核
商務情報政策局
コンサルティング株
としたまちづくりに関する計画策定等事業）（５）報告書
サービス産業室
式会社

13.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000270.pdf

みずほ情報総研株 産業技術環境局
式会社
大学連携推進室

2.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000273.pdf

株式会社野村総合 産業技術環境局
研究所
大学連携推進室

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000274.pdf

株式会社地域計画 九州経済産業局
建築研究所
地域経済部産業技術課

1.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000275.pdf

平成２８年度産業技術調査事業（産学連携機能強化に向けた大学の内部評価の在り方に関する調査）報
告書
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平成２８年度地域経済産業活性化対策調査委託事業（広域関東圏における中小ものづくり企業等のＩｏＴ等 みずほ情報総研株 関東経済産業局
活用による持続可能な発展モデル創出に向けた調査）中小ものづくり企業IoT等活用事例集
式会社
地域経済部情報政策課

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス

000279

29.6.7 E006475

000281

29.6.7 E006476 平成２８年度産業経済研究委託事業「今後の日本」に関する検討推進事業調査報告書

000282

29.6.7 E006477

平成２８年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（物流効率化のための物流スポット市場構 株式会社富士通
築に関する調査）調査事業報告書
ビー・エス・シー

000284

29.6.7 E006478

平成２８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
商務情報政策局情報経済課
研究所

0.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000284.pdf

000285

29.6.7 E006479

平成２８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（国際租税制度に係る多国籍企業対応・影響等調査））調査報告書

EY税理士法人

貿易経済協力局貿易振興課

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000285.pdf

000286

29.6.7 E006480

平成２８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（諸外国における相続税等調査））調査報告書

デロイト トーマツ税
貿易経済協力局貿易振興課
理士法人

1.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000286.pdf

000287

29.6.7 E006481 平成２８年度商取引適正化・製品安全に係る事業（高齢者等製品安全基盤情報収集事業）報告書

国立研究開発法人
商務流通保安グループ
産業技術総合研究
製品安全課
所

2.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000287.pdf

000094

29.6.5 E006444

000179

丸善雄松堂株式会
大臣官房政策審議室
社

平成２８年度コンテンツ産業強化対策支援事業（世界の日本コンテンツ消費者に関する実態把握調査）報
告書

商務流通保安グループ
物流企画室

4.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000279.pdf

16.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000281.pdf

5.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000282.pdf

株式会社博報堂

商務情報政策局
文化情報関連産業課

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000094.pdf

29.6.5 E006445 平成２８年度産業経済研究委託事業（平成２９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

4.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000179.pdf

000235

29.6.5 E006446 平成２８年度ローカル・イノベーション・クラスターの発掘・拡大支援に関する調査報告書(概要版)

株式会社地域計画 近畿経済産業局
建築研究所
総務企画部企画課

0.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000235.pdf

000236

29.6.5 E006447 平成２８年度ローカル・イノベーション・クラスターの発掘・拡大支援に関する調査報告書

株式会社地域計画 近畿経済産業局
建築研究所
総務企画部企画課

1.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000236.pdf

000241

29.6.5 E006448

製造産業局化学物質管理課
「平成２８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・支援等事業）」調査報 一般財団法人日本
化学兵器・麻薬原料等規制対
告書
国際協力センター
策室

8.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000241.pdf

000242

29.6.5 E006449

平成２８年度化学物質安全対策（アジア地域条約締約国への国際協力・支援のための化学物質管理体制
調査等事業）調査報告書

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

1.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000242.pdf

000243

29.6.5 E006450 平成２８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

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

0.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000243.pdf

000245

29.6.5 E006451

株式会社エックス
都市研究所

平成２８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） 独立行政法人製品 商務流通保安グループ
調査報告書
評価技術基盤機構 製品安全課
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25.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000245.pdf
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中小企業庁
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PDF・ZIP
容量
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000246

29.6.5 E006452 平成２８年度国内外の食及び食文化等の発信拠点に関する調査報告書

株式会社博報堂

000247

29.6.5 E006453 平成２８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）

株式会社現代文化
製造産業局自動車課
研究所

0.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000247.pdf

000249

29.6.5 E006454 平成２８年度取引条件改善事業（繊維業界における下請取引の実態等に関する調査）報告書

株式会社東京商工
製造産業局生活製品課
リサーチ

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000249.pdf

000250

29.6.5 E006455 平成２８年度コンテンツ産業強化対策支援事業（中小印刷産業の知財活用に関する調査事業）報告書

全日本印刷工業組 商務情報政策局
合連合会
文化情報関連産業課

0.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000250.pdf

000254

29.6.5 E006456

デロイトトーマツコ
平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（ベトナムにおける電力分野への海外展開支援
ンサルティング合
に係る基礎情報収集調査）最終報告書
同会社

貿易経済協力局資金協力課

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000254.pdf

000255

29.6.5 E006457

日本工営株式会社,
平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調
東京急行電鉄株式 貿易経済協力局資金協力課
査）ベトナム国：ホーチミン市ＭＲＴ１号線延伸事業調査報告書
会社

49.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000255.pdf

000256

29.6.5 E006458

平成２８年度 質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業 （円借款・民活インフラ案件形成等
日本工営株式会社,
調査） ベトナム国：ホーチミン市ＭＲＴ１号線延伸事業調査報告書(英語版)
東京急行電鉄株式 貿易経済協力局資金協力課
Study on Economic Partnership Projects in Developing Countries in FY2016 Study on Extension of HCMC
会社
MRT Line1 to Binh Duong and Dong Nai Province in Vietnam

43.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000256.pdf

000257

29.6.5 E006459

株式会社日本港湾
平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調 コンサルタント,一般
貿易経済協力局資金協力課
査）ベトナム：リエンチュウ港区開発計画調査報告書
財団法人国際臨海
開発研究センター

8.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000257.pdf

000258

29.6.5 E006460

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調
査）ベトナム：リエンチュウ港区開発計画調査報告書（英語版）
Study on Economic Partnership Projects in Developing Countries in FY2016 Study for Lien Chieu Port
Development Project in Vietnam

株式会社日本港湾
コンサルタント,一般
貿易経済協力局資金協力課
財団法人国際臨海
開発研究センター

8.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000258.pdf

000259

29.6.5 E006461 平成２８年度産業経済研究委託事業（起業家精神に関する調査事業）報告書

みずほ情報総研株
経済産業政策局新規産業室
式会社

1.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000259.pdf

000260

29.6.5 E006462

一般社団法人日本
平成２８年度グローバル・ベンチャー・エコシステム連携強化事業（我が国におけるベンチャー・エコシステム
ベンチャーキャピタ 経済産業政策局新規産業室
形成に向けた基盤構築事業）調査報告書（国内VCファンドの時価評価に係る実務指針）
ル協会

1.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000260.pdf

000207

29.6.2 E006425

三菱UFJリサーチ
平成２８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
製造産業局
＆コンサルティング
書
ものづくり政策審議室
株式会社

47.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000207.pdf

000208

29.6.2 E006426 平成２８年度製造基盤技術実態等調査（我が国製造業の変革の方向性に関する調査）報告書

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

1.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000208.pdf
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000209

29.6.2 E006427

平成２８年度製造基盤技術実態等調査（第四次産業革命への対応に向けた製造業・産業タイプ毎の現状及 株式会社三菱総合 製造産業局
び取組の方向性等に関する調査）調査報告書
研究所
ものづくり政策審議室

2.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000209.pdf

000210

29.6.2 E006428

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２８年度政策評価調査事業（経済産業行政におけるエビデンスに基づく政策立案・評価に関する調査）
＆コンサルティング 大臣官房政策評価広報課
報告書
株式会社

3.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000210.pdf

000211

29.6.2 E006429

平成２８年度政策評価調査事業（ビジネス・プロセス・リエンジニアリング(BPR)手法を活用した経済産業政
策分野の事業・施策の評価及び見直しに関する調査）成果報告書

有限責任あずさ監
大臣官房政策評価広報課
査法人

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000211.pdf

000212

29.6.2 E006430 平成２８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

1.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000212.pdf

000215

29.6.2 E006431 平成２８年度国際石油需給体制等調査（米国新政権のエネルギー政策動向に係る調査事業）報告書

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
エネルギー経済研 電力・ガス事業部原子力政策
究所
課

2.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000215.pdf

000216

29.6.2 E006432 平成２８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

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合
電力・ガス事業部原子力政策
研究所
課

6.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000216.pdf

000219

29.6.2 E006433 平成２８年度財務データに基づく中小企業の経営動向に関する分析に係る委託事業報告書

一般社団法人ＣＲ
Ｄ協会

中小企業庁
事業環境部企画課調査室

1.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000219.pdf

000221

29.6.2 E006434 平成２８年度英国のEU離脱に伴う中小企業・小規模事業者への影響調査報告書

株式会社帝国デー 中小企業庁
タバンク
事業環境部企画課調査室

5.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000221.pdf

000222

29.6.2 E006435 平成２８年度中小企業・小規模事業者の人材確保・定着等に関する調査作業報告書

みずほ情報総研株 中小企業庁
式会社
事業環境部企画課調査室

5.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000222.pdf

000223

29.6.2 E006436 平成２８年度中小企業・小規模事業者の事業承継に関する調査報告書

株式会社東京商工 中小企業庁
リサーチ
事業環境部企画課調査室

5.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000223.pdf

000224

29.6.2 E006437

株式会社野村総合 中小企業庁
研究所
事業環境部企画課調査室

1.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000224.pdf

000225

29.6.2 E006438 平成２８年度中小企業・小規模事業者の起業環境及び起業家に関する調査報告書

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

13.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000225.pdf

000230

29.6.2 E006439 平成２８年度化学物質安全対策（化管法指定化学物質候補物質の有害性情報に関する調査）報告書

株式会社三菱化学 製造産業局化学物質管理課
テクノリサーチ
化学物質リスク評価室

0.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000230.pdf

000231

29.6.2 E006440

平成２８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 製造産業局化学物質管理課
研究所
化学物質リスク評価室

6.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000231.pdf

000232

平成２８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
29.6.2 E006441 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 製造産業局化学物質管理課
研究所
化学物質リスク評価室

2.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000232.pdf

平成２８年度中小企業・小規模事業者の成長に向けた事業戦略等に関する調査に係る委託事業 事業報
告書
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000233

29.6.2 E006442 平成２８年度地域中核企業創出・支援事業（地域中核企業等支援に係る実態調査）報告書

アクセンチュア株式 地域経済産業グループ
会社
地域企業高度化推進課

000234

29.6.2 E006443 平成２８年度産業技術調査事業（海外主要国における研究開発税制等に関する実態調査）調査報告書

KPMG税理士法人

産業技術環境局
技術振興・大学連携推進課

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000233.pdf

0.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000234.pdf

000154

29.5.30 E006401

株式会社エヌ・
平成２８年度商取引適正化・製品安全に係る事業（消費者理解に基づく経済市場の活性化のための調査 ）
商務流通保安グループ
ティ・ティ・データ経
「消費者理解に基づく消費経済市場の活性化」研究会（消費インテリジェンス研究会）報告書
消費経済企画室
営研究所

5.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000154.pdf

000157

29.5.30 E006402

平成２８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：サイバー空間 株式会社野村総合 商務情報政策局
及びＩｏＴに係る規制等に関する調査）報告書
研究所
情報通信機器課

2.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000157.pdf

000185

29.5.30 E006403 平成２８年度水素導管供給システムの安全性評価事業（水素導管の大規模損傷リスク評価）報告書

国立研究開発法人
商務流通保安グループ
産業技術総合研究
ガス安全室
所

5.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000185.pdf

000186

29.5.30 E006404 平成２８年度水素導管供給システムの安全性評価事業（総合調査）報告書

一般社団法人日本 商務流通保安グループ
ガス協会
ガス安全室

3.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000186.pdf

000188

29.5.30 E006405

商務流通保安グループ
ガス安全室

19.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000188.pdf

000189

29.5.30 E006406 平成２８年度地方都市ガス事業天然ガス化促進対策調査事業（経年埋設内管対策促進事業）調査報告書

一般社団法人都市 商務流通保安グループ
ガス振興センター ガス安全室

95.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000189.zip

000190

29.5.30 E006407

資源エネルギー庁
平成２８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 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
討に係る調査等）報告書
研究所
部省エネルギー課

4.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000190.pdf

000191

29.5.30 E006408

平成２８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）
調査報告書

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

6.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000191.pdf

000192

29.5.30 E006409 平成２８年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(機器の省エネルギー性能表示実施事業)報告書

資源エネルギー庁
株式会社ピーツー
省エネルギー・新エネルギー
カンパニー
部省エネルギー課

8.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000192.pdf

000193

29.5.30 E006412 平成２８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 産業技術環境局環境政策課
ス株式会社
地球環境連携室

1.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000193.pdf

000195

29.5.30 E006413

平成２８年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（製造業における労働安全及び設備保全IoT導入等 株式会社三菱化学
製造産業局金属課
に関する調査）報告書
テクノリサーチ

000196

29.5.30 E006414

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（海外開発計画調査事業（タンザニア連合共和
国全国電力システムマスタープラン策定・更新支援プロジェクト））調査報告書

平成２８年度石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業（ガス工作物技術基準適合性評価等（改正ガス
事業法に係る新小売事業者関連調査事業））調査報告書
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高圧ガス保安協会

独立行政法人国際
協力機構, 八千代
貿易経済協力局技術協力課
エンジニアリング株
式会社

16.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000195.pdf

20.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000196.pdf
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000198

29.5.30 E006415

平成２８年度アジア産業基盤強化等事業（インドにおけるインフラ獲得障害要因に関する調査事業）最終報 株式会社野村総合
貿易経済協力局技術協力課
告書
研究所

000200

29.5.30 E006416

平成２８年度女性活躍推進基盤整備委託事業（なでしこ銘柄選定事業（企業における女性活躍推進支援の みずほ情報総研株 経済産業政策局
あり方に関する実態調査））報告書
式会社
経済社会政策室

13.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000200.pdf

000201

29.5.30 E006417 平成２８年度女性活躍推進基盤整備委託事業（ダイバーシティ経営普及アンバサダー事業）報告書

EYアドバイザリー・
経済産業政策局
アンド・コンサルティ
経済社会政策室
ング株式会社

5.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000201.pdf

000202

29.5.30 E006418 平成２８年度産業経済研究委託事業（企業のダイバーシティ経営・人材戦略の在り方に関する調査）報告書

PwCあらた有限責 経済産業政策局
任監査法人
経済社会政策室

3.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000202.pdf

000203

29.5.30 E006419

平成２８年度産業経済研究委託事業（保育ニーズに応じた保育供給の在り方及び保育の経営力向上に関 株式会社船井総合 経済産業政策局
する調査研究）
研究所
経済社会政策室

5.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000203.pdf

000204

29.5.30 E006420 平成２８年度アジア産業基盤強化等事業（インド製造業の人材育成に関する調査）報告書

000206

29.5.30 E006421

商務情報政策局
平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（家電リサイクル法に係る回収促進等に関 株式会社三菱総合
情報通信機器課環境リサイク
する調査）報告書
研究所
ル室

000266

29.5.30 E006422

平成２８年度スマートモビリティシステム研究開発・実証事業（自動運転による新たな社会的価値及びその
導入シナリオの研究）報告書

株式会社日立製作
製造産業局自動車課
所,一般社団法人日
電池・次世代技術・ＩＴＳ推進
本社会イノベーショ
室
ンセンター

4.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000266.pdf

000267

29.5.30 E006423

平成２８年度スマートモビリティシステム研究開発・実証事業（自動運転による新たな社会的価値及びその
導入シナリオの研究）冊子

株式会社日立製作
製造産業局自動車課
所,一般社団法人日
電池・次世代技術・ＩＴＳ推進
本社会イノベーショ
室
ンセンター

103.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000267.zip

000268

29.5.30 E006424

平成２８年度スマートモビリティシステム研究開発・実証事業（自動運転による新たな社会的価値及びその
導入シナリオの研究）実施内容と創出アイデアのまとめ

株式会社日立製作
製造産業局自動車課
所,一般社団法人日
電池・次世代技術・ＩＴＳ推進
本社会イノベーショ
室
ンセンター

3.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000268.pdf

000271

29.5.29 E006400

平成２８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（石油製品価格変動要因分析、ス 株式会社野村総合 資源エネルギー庁
ポット取引活性化及び取引慣行の公正・透明化に関する実態調査））報告書
研究所
資源・燃料部石油流通課

3.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000271.pdf

000155

29.5.25 E006376

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進調査等事業（ベトナム：医療保険システム近代化実証 株式会社エヌ・
事業）調査報告書
ティ・ティ・データ

2.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000155.pdf

000158

29.5.25 E006377

平成２８年度『中山間地域における「ひと」「しごと」「資源」の好循環による地域の自立・継続に向けた支援
方策調査』報告書（本編）
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株式会社パソナ

貿易経済協力局技術協力課

商務情報政策局
情報通信機器課

中国経済産業局
株式会社シーズ総 総務企画部企画調査課,資源
合政策研究所
エネルギー環境部資源エネ
ルギー環境課

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000198.pdf

1.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000204.pdf

2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000206.pdf

6.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000158.pdf
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000159

29.5.25 E006378

平成２８年度『中山間地域における「ひと」「しごと」「資源」の好循環による地域の自立・継続に向けた支援
方策調査』報告書（概要版等）

000160

29.5.25 E006379

三菱UFJリサーチ
平成２８年度地域経済産業活性化対策調査「北陸地域の産業競争力強化策と東海経済圏との連携に関す
中部経済産業局
＆コンサルティング
る調査」～つなぐ、つながる、広げる～（概要版）
総務企画部企画課
株式会社名古屋

3.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000160.pdf

000161

29.5.25 E006380

三菱UFJリサーチ
平成２８年度地域経済産業活性化対策調査「北陸地域の産業競争力強化策と東海経済圏との連携に関す
中部経済産業局
＆コンサルティング
る調査」～つなぐ、つながる、広げる～（詳細版）
総務企画部企画課
株式会社名古屋

8.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000161.pdf

000164

29.5.25 E006381 平成２８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）報告書

日本ケミカルデータ 製造産業局化学物質管理課
ベース株式会社
化学物質リスク評価室

4.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000164.pdf

000165

29.5.25 E006382 平成２８年度化学物質安全対策（ＧＨＳに関する基盤調査）報告書

一般社団法人産業 製造産業局化学物質管理課
環境管理協会
化学物質リスク評価室

14.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000165.pdf

000166

29.5.25 E006383 平成２８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） 報告書

一般財団法人化学 製造産業局化学物質管理課
物質評価研究機構 化学物質リスク評価室

4.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000166.pdf

000167

29.5.25 E006384 平成２８年度化学物質安全対策（経済産業省低煙源工場拡散モデルに関する調査）報告書

株式会社数理計画

製造産業局化学物質管理課
化学物質リスク評価室

1.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000167.pdf

000170

29.5.25 E006385 平成２８年度技術協力活用型・新興国市場開拓事業（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 貿易経済協力局技術協力課
（HIDA）

13.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000170.pdf

000171

29.5.25 E006386 平成２８年度技術協力活用型・新興国市場開拓事業（制度・事業環境整備）報告書

公益財団法人日本
貿易経済協力局技術協力課
生産性本部

4.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000171.pdf

000172

29.5.25 E006387

平成２８年度化学物質安全対策（毒性メカニズムによりＱＳＡＲドメインを規定し予測精度の向上に資する研
愛媛大学
究）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

1.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000172.pdf

000173

29.5.25 E006388

国立大学法人大阪
平成２８年度化学物質安全対策（共通的尺度を志向したリスクベースの化学物質管理の枠組み設計と事例
製造産業局化学物質管理課
大学大学院工学研
研究）調査報告書
化学物質リスク評価室
究科

3.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000173.pdf

000174

29.5.25 E006389

平成２８年度化学物質安全対策「化学品開発における生分解性評価を合理化・簡易化する計測システムの 国立大学法人静岡 製造産業局化学物質管理課
標準化」調査報告書
大学
化学物質リスク評価室

1.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000174.pdf

000175

29.5.25 E006390

平成２８年度化学物質安全対策（製品に使用する有機化学物質のスクリーニングのための簡便なリスク評
成蹊大学
価ツールの開発）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

5.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000175.pdf

000176

29.5.25 E006391

平成２８年度化学物質安全対策（分子機序に基づいたインビトロ肝発がん予測評価手法の開発に向けた調 静岡県公立大学法 製造産業局化学物質管理課
査研究）調査報告書
人
化学物質リスク評価室

0.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000176.pdf
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一般財団法人化学 製造産業局化学物質管理課
物質評価研究機構 化学物質リスク評価室

1.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000177.pdf

国立研究開発法人 製造産業局
平成２８年度化学物質安全対策（発光レポーターを導入したマウス初代肝細胞を用いたin vitro肝毒性試験
産業技術総合研究 化学物質管理課化学物質リ
法開発に関する調査）調査報告書
所
スク評価室

6.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000178.pdf

EYアドバイザリー・
経済産業政策局
アンド・コンサルティ
産業人材政策担当参事官室
ング株式会社

4.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000180.pdf

29.5.25 E006395

株式会社日本アプ
平成２８年度産業経済研究委託事業（障害者差別解消法の施行に伴う経済産業省所管事業分野の事業者
経済産業政策局
ライドリサーチ研究
における取組等に関する調査研究）報告書
産業人材政策担当参事官室
所

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000181.pdf

000182

29.5.25 E006396

平成２８年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（ＩｏＴを有効に活用した全体最適なサプライ 一般社団法人日本 商務流通保安グループ
チェーンシステムの構築調査事業）報告書
産業車両協会
物流企画室

4.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000182.pdf

000184

29.5.25 E006397

平成２８年度水素導管供給システムの安全性評価事業（維持管理工法の水素適用性評価（地中及び大気 株式会社四国総合 商務流通保安グループ
中の水素拡散挙動調査））調査報告書
研究所
ガス安全室

8.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000184.pdf

000248

29.5.25 E006398 平成２８年度産業技術調査事業（日本版バイ・ドール制度の評価に関する調査）報告書

株式会社野村総合 産業技術環境局
研究所
産業技術政策課

2.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000248.pdf

000251

29.5.25 E006399 平成２８年度都道府県の物件等に係る契約（平成２８年４月～１１月）先の分析等調査結果報告書

株式会社帝国デー 中小企業庁
タバンク
事業環境部取引課

0.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000251.pdf

000108

29.5.19 E006350

一般財団法人日本
平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（IoT、ビッグデータ、人工知能を活用した革
情報経済社会推進 商務情報政策局情報経済課
新的な産業モデル等調査） 事業報告書
協会

9.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000108.pdf

000113

29.5.19 E006351

三菱ＵＦＪモルガ
平成２８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）
産業技術環境局
ン・スタンレー証券
調査報告書
環境政策課地球環境連携室
株式会社

29.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000113.pdf

000114

29.5.19 E006352

平成２８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（英語版）
Fiscal Year 2016 Climate Change Adaptation Effect Visualization Project (Contribution visualization
project of Japanese enterprises in the adaptation field in developing nations) Report

000116

29.5.19 E006353 平成２８年度化学物質安全対策（マイクロプラスチック国内排出実態調査）報告書

000117

29.5.19 E006354

000120

29.5.19 E006355 平成２８年度商取引適正化・製品安全に係る事業（国内外商品先物市場の実態調査及び分析）調査報告書

000177

29.5.25 E006392 平成２８年度化学物質安全対策（遺伝子解析を用いた発がん性等評価法開発に関する調査）調査報告書

000178

29.5.25 E006393

000180

29.5.25 E006394 平成２８年度産業経済研究委託事業（地方中堅・中小企業における外国人活用に関する調査）報告書

000181

三菱ＵＦＪモルガ
産業技術環境局
ン・スタンレー証券
環境政策課地球環境連携室
株式会社

1.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000114.pdf

ＪＦＥテクノリサーチ
製造産業局素材産業課
株式会社

1.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000116.pdf

平成２８年度製造基盤技術実態等調査（都市部における暑熱対策・技術と化学産業の貢献可能性に関する 一般社団法人環境
製造産業局素材産業課
調査）報告書
情報科学センター

6.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000117.pdf
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株式会社NTTデー 商務流通保安グループ
タ経営研究所
商取引・消費経済政策課

9.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000120.pdf
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平成２８年度産業経済研究委託事業「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在り方及 有限責任あずさ監
経済産業政策局企業会計室
び企業会計・開示に関する調査研究」報告書
査法人

25.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000121.pdf

資源エネルギー庁
株式会社住環境計
省エネルギー・新エネルギー
画研究所
部省エネルギー課

24.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000122.pdf

29.5.19 E006358

資源エネルギー庁
平成２８年度新エネルギー等導入促進基礎調査（太陽光発電事業者のための事業計画策定ガイドラインの 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
整備に向けた調査）報告書
研究所
部新エネルギー課

3.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000124.pdf

000125

29.5.19 E006359

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（ヤンゴン市における商業展開および不動産開
発に関する検討調査事業）報告書

000128

29.5.19 E006360

平成２８年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（中小企業等における健康情報等を活用し 株式会社日本総合 商務情報政策局
た行動変容推進に関する調査）調査報告書
研究所
ヘルスケア産業課

7.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000128.pdf

000129

29.5.19 E006361

資源エネルギー庁
平成２８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 一般財団法人省エ
省エネルギー・新エネルギー
実態に関する調査事業）調査報告書
ネルギーセンター
部省エネルギー課

2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000129.pdf

000132

29.5.19 E006362

資源エネルギー庁
平成２８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 一般財団法人省エ
省エネルギー・新エネルギー
に電子化推進に向けた調査事業）調査報告書
ネルギーセンター
部省エネルギー課

9.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000132.pdf

000133

29.5.19 E006363

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（海外進出拠点整備事業（インフラ輸出拡大に向 有限責任あずさ監
貿易経済協力局資金協力課
けた各国調達制度等の基礎調査））報告書
査法人

16 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000133.pdf

000134

29.5.19 E006364

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（（海外進出拠点整備事業（インフラ輸出を担うコ PwCアドバイザリー
貿易経済協力局資金協力課
ンサルティング機能強化調査事業））報告書
合同会社

6.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000134.pdf

000135

29.5.19 E006365 平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）

株式会社大和総研
商務情報政策局情報経済課
ホールディングス

4.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000135.pdf

000136

29.5.19 E006366

000137

29.5.19 E006367 平成２８年度製造基盤技術実態等調査（技術情報保全制度の国際比較に関する調査）報告書

株式会社アイ・
ビー・ティ

製造産業局
製造産業技術戦略室

6.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000137.pdf

000138

29.5.19 E006368 平成２８年度製造基盤技術実態等調査（我が国の技術情報保全強化に関する調査）報告書

株式会社アイ・
ビー・ティ

製造産業局
製造産業技術戦略室

9.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000138.pdf

000139

29.5.19 E006369

平成２８年度製造基盤技術実態等調査（我が国の重要な技術分野に対する産業政策の在り方に関する調 株式会社富士通総 製造産業局
査検討）報告書
研
製造産業技術戦略室

0.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000139.pdf

000147

29.5.19 E006582 平成２８年度石油産業体制等調査研究（SS過疎地実態調査）報告書

000121

29.5.19 E006356

000122

29.5.19 E006357 平成２８年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（業務部門のエネルギー消費実態調査）報告書

000124

株式会社日建設計

商務流通保安グループ
流通政策課

平成２８年度製造基盤技術実態等調査（セラミックス関連技術の国際競争力強化に向けた調査検討）報告 株式会社三菱総合 製造産業局
書
研究所
製造産業技術戦略室

株式会社三菱総合 資源エネルギー庁
研究所
資源・燃料部石油流通課
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13.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000125.pdf

9.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000136.pdf

11.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000147.pdf
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000148

29.5.19 E006370 平成２８年度石油産業体制等調査研究（災害時情報収集システム実態調査） 報告書

株式会社日本アプ
資源エネルギー庁
ライドリサーチ研究
資源・燃料部石油流通課
所

3.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000148.pdf

000149

29.5.19 E006371 平成２８年度産業経済研究委託事業（規制・行政手続コスト削減の欧州事例調査研究）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構造課

4.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000149.pdf

000150

29.5.19 E006372 平成２８年度産業経済研究委託事業（社会保障に関するマクロ経済モデルの分析調査）報告書

三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング 経済産業政策局産業構造課
株式会社

5.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000150.pdf

000151

29.5.19 E006373 平成２８年度産業経済研究委託事業（税・社会保障負担と経済活力に関する調査研究）報告書

みずほ情報総研株
経済産業政策局産業構造課
式会社

3.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000151.pdf

000152

29.5.19 E006374 平成２８年度認定経営革新等支援機関に関する任意調査報告書

株式会社帝国デー 中小企業庁
タバンク
経営支援部経営支援課

1.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000152.pdf

000153

29.5.19 E006375

平成２８年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（ ＩｏＴ・人工知能技術の活用による物流効 株式会社エヌ・
率化のための調査）調査報告書
ティ・ティ・データ

000085

29.5.15 E006324

平成２８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（説明会事業））報告
書

000086

29.5.15 E006325 平成２８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（広報事業））報告書

000087

29.5.15 E006326

平成２８年度冷媒管理技術向上支援事業（フロン排出抑制法施行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 製造産業局
冷凍空調設備工業 化学物質管理課オゾン層保
連合会
護等推進室

000090

29.5.15 E006331

平成２８年度地域経済産業活性化対策調査（面的利用の効率化を通じた地域活性化に関する調査研究）
報告書

株式会社三菱総合 地域経済産業グループ
研究所
地域産業基盤整備課

39 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000090.pdf

000091

29.5.15 E006330 平成２８年度中小企業・小規模事業者等ワンストップ総合支援事業（産業復旧アドバイザー事業）報告書

株式会社ＵＲリン
ケージ

2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000091.pdf

000092

29.5.15 E006332

平成２８年度地域経済産業活性化対策調査（第４次産業革命期におけるＩｏＴ・ロボット導入促進調査（ もの みずほ情報総研株 中部経済産業局
づくりスマート化ロードマップ調査））(概要版)
式会社
地域経済部次世代産業課

0.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000092.pdf

000093

29.5.15 E006333

平成２８年度地域経済産業活性化対策調査（第４次産業革命期におけるＩｏＴ・ロボット導入促進調査（もの
づくりスマート化ロードマップ調査））（詳細版）

4.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000093.pdf

000095

29.5.15 E006334

関東経済産業局
平成２８年度エネルギー使用合理化設備導入促進対策調査（中小規模事業者における省エネ推進人材の 有限責任監査法人
資源エネルギー環境部省エ
育成・活用に関する調査）報告書
トーマツ
ネルギー対策課
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商務流通保安グループ
物流企画室

24.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000153.pdf

一般財団法人日本 製造産業局
冷媒・環境保全機 化学物質管理課オゾン層保
構
護等推進室

2.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000085.pdf

株式会社リベルタ
ス・コンサルティン
グ

3.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000086.pdf

製造産業局化学物質管理課
オゾン層保護等推進室

地域経済産業グループ
地域産業基盤整備課

みずほ情報総研株 中部経済産業局
式会社
地域経済部次世代産業課

20.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000087.pdf

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000095.pdf
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商務情報政策局
一般財団法人日本
生活文化創造産業課（クリエ
総合研究所
イティブ産業課）

2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000096.pdf

株式会社ワールド・ 商務情報政策局
ビジネス・アソシエ 生活文化創造産業課（クリエ
イツ
イティブ産業課）

8.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000097.pdf

000096

29.5.15 E006335

000097

29.5.15 E006336 平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（観光需要平準化に関する調査）報告書

000099

公益財団法人日本
自動車輸送技術協
平成２８年度経済連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
29.5.15 E006337
会自動車基準認証 製造産業局自動車課
型式認証の整備に関する調査事業）調査報告書
国際化研究セン
ター

34.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000099.pdf

000100

29.5.15 E006338

一般財団法人海外
平成２８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
産業人材育成協会 製造産業局自動車課
業）事業報告書
（HIDA)

7.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000100.pdf

000101

29.5.15 E006339

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子デバイス産業関連諸国における市場 ＩＨＳグローバル株 商務情報政策局
及び政策動向調査）報告書
式会社
情報通信機器課

6.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000101.pdf

000102

29.5.15 E006340

平成２８年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（ＩｏＴ技術を活用した社会インフラの効率的 みずほ情報総研株 商務情報政策局
点検・管理手法等調査）報告書
式会社
情報通信機器課

3.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000102.pdf

000103

29.5.15 E006341

平成２８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（オセアニア及び中東地域における
鉱山周辺インフラ等調査）実施報告書

株式会社日本旅行

資源エネルギー庁
資源燃料部鉱物資源課

5.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000103.pdf

000104

29.5.15 E006342

平成２８年度石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業（バルク供給に係る保安基盤高度化調査研究）
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

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000104.pdf

000105

29.5.15 E006343

平成２８年度石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業（マイコンメータを活用する漏えい検知等の高度
商務流通保安グループ
高圧ガス保安協会
化調査研究）に関する報告書
ガス安全室

4.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000105.pdf

000106

29.5.15 E006344

平成２８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））報告書

7.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000106.pdf

000107

29.5.15 E006345

一般財団法人日本
平成２８年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（分野・産業の壁を越えたデータ利活用促
情報経済社会推進 商務情報政策局情報経済課
進とセキュリティ確保に向けた制度的課題の調査）事業報告書
協会

4.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000107.pdf

000111

29.5.15 E006346

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（エチオピア連邦民主共和国におけ
る地熱発電事業に関する事業実施可能性調査）報告書

PwCアドバイザリー
貿易経済協力局資金協力課
合同会社

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000111.pdf

000013

29.5.8 E006296

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調 株式会社長大,自然
貿易経済協力局資金協力課
査）フィリピン国：ミンダナオ島カラガ地域における風力発電事業調査報告書
電力株式会社

18.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000013.pdf

000014

29.5.8 E006297

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調
株式会社長大,自然
査）フィリピン国：ミンダナオ島カラガ地域における風力発電事業調査報告書（英語版）
貿易経済協力局資金協力課
Study on Economic Partnership Projects in Developing Countries in FY2016,Study on Wind Power Energy 電力株式会社
Generation Project in Caraga Region of the island of Mindanao,Republic of the Philippines

17.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000014.pdf
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000068

29.5.8 E006298

平成２８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燃料政策のあり方に関する調
査）（バイオジェット燃料関連）報告書

株式会社三菱総合 資源エネルギー庁
研究所
資源・燃料部政策課

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000068.pdf

000069

29.5.8 E006299

平成２８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燃料政策のあり方に関する調
査）（バイオエタノール関連）報告書

株式会社三菱総合 資源エネルギー庁
研究所
資源・燃料部政策課

5.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000069.pdf

000070

29.5.8 E006300

平成２８年度国内資源開発基礎情報取得等事業（諸外国における鉱物資源開発及び鉱業法制度の実態等 株式会社三菱総合 資源エネルギー庁
に関する調査）報告書
研究所
資源・燃料部政策課

17.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000070.pdf

000071

29.5.8 E006312

平成２８年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（ビッグデータを活用した新指標開発事業） PwCあらた有限責 調査統計グループ
報告書
任監査法人
調査分析支援室

000072

29.5.8 E006313

平成２８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

資源エネルギー庁
一般財団法人新エ
省エネルギー・新エネルギー
ネルギー財団
部政策課国際室

10.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000072.pdf

000073

29.5.8 E006314

資源エネルギー庁
平成２８年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（インドネシアにおける省エネルギー・再生可能エネル 一般財団法人省エ
省エネルギー・新エネルギー
ギー政策分析調査）報告書
ネルギーセンター
部政策課国際室

4.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000073.pdf

000074

29.5.8 E006315 平成２８年度伝統的工芸品産業支援事業（伝統的工芸品関連事業者の自立化に向けた調査） 報告書

三菱ＵＦＪリサーチ 製造産業局
＆コンサルティング 生活製品課伝統的工芸品産
株式会社
業室

175.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000074.zip

000075

29.5.8 E006316

三菱ＵＦＪリサーチ 製造産業局
平成２８年度伝統的工芸品産業支援事業（伝統的工芸品関連事業者の自立化に向けた調査） 報告書(ガイ
＆コンサルティング 生活製品課伝統的工芸品産
ドブック)
株式会社
業室

4.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000075.pdf

000076

29.5.8 E006317 平成２８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）報告書

000077

三菱ＵＦＪリサーチ
中小企業庁
29.5.8 E006318 平成２８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 調査報告書 ＆コンサルティング
事業環境部取引課
株式会社

000078

29.5.8 E006319

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会 に係る基盤整備（クールジャパン商材を活用した我が国感 株式会社リヴァン
性価値の再構築調査） 【報告書】
プ

000079

29.5.8 E006320

平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（第４次産業革命におけるデザイン等のク
リエイティブの重要性及び具体的な施策検討に係る調査研究）報告書

000080

29.5.8 E006321 平成２８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

000081

29.5.8 E006322

平成２８年度皮革産業振興対策調査等（ライフスタイルの多様化が皮革製品等の生活関連製品へ及ぼす
影響と製造業が取るべき戦略に関する調査研究）報告書
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みずほ情報総研株 資源エネルギー庁
式会社
資源･燃料部政策課

9.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000071.pdf

3.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000076.pdf

4.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000077.pdf

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）

8.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000078.pdf

商務情報政策局
株式会社三菱総合
生活文化創造産業課（クリエ
研究所
イティブ産業課）

3.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000079.pdf

製造産業局
株式会社三菱化学
化学物質管理課化学物質安
テクノリサーチ
全室

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000080.pdf

株式会社富士通総
製造産業局生活製品課
研

15.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000081.pdf

平成２８年度 委託調査報告書 ＨＰ掲載一覧
管理番号

000084

掲載日

ファイル
コード

委 託 調 査 報 告 書 名

委託事業者名
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29.5.8 E006323 平成２８年度化学物質安全対策（インベントリ関連調査）報告書

担当課室名

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス

製造産業局
化学物質管理課オゾン層保
護等推進室

0.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000084.pdf

000045

29.4.28 E006289

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業 メキシコ合衆国：プエルトリベルター
双日株式会社
ドメタノール製造事業調査

貿易経済協力局資金協力課

4.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000045.pdf

000046

29.4.28 E006290

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業 メキシコ合衆国：プエルトリベルター
ドメタノール製造事業調査 （英語）
双日株式会社
Study on Economic Partnership Projects in Developing Countries in FY2016 Study on Methanol Project in
Puerto Libertad, the United Mexican States Final Report

貿易経済協力局資金協力課

3.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000046.pdf

000051

29.4.28 E006291 平成２８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

000052

株式会社三菱総合 商務流通保安グループ
研究所
製品安全課

14.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000051.pdf

29.4.28 E006292

平成２８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 株式会社インターリ 商務流通保安グループ
書
スク総研
製品安全課

32.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000052.pdf

000053

29.4.28 E006293

平成２８年度エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費（住生活ビッグデータを活用した省エネ等サービ
株式会社創樹社
ス事業創出に向けた課題検討に関する調査）報告書

000055

29.4.28 E006294

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（海外進出拠点整備事業（フィリピン共和国ミン
ダナオ島におけるインフラ整備に係る調査事業））報告書

新日本有限責任監
貿易経済協力局資金協力課
査法人

6.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000055.pdf

000056

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（海外進出拠点整備事業（フィリピン共和国ミン
ダナオ島におけるインフラ整備に係る調査事業））報告書（英語版）
29.4.28 E006295
Fiscal Year 2016 Overseas Expansion Base Development Project, Project for Promoting High-quality
Infrastructure System Overseas, Study on Infrastructure Development in Mindanao, Philippines

新日本有限責任監
貿易経済協力局資金協力課
査法人

7.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000056.pdf

000057

29.4.28 E006304 平成２８年度化学物質安全対策（分解度試験において残留した変化物に関する調査・検討）報告書

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

1.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000057.pdf

000058

29.4.28 E006305 平成２８年度化学物質安全対策（蓄積性の評価手法に関する調査・検討）報告書

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

0.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000058.pdf

000059

29.4.28 E006306 平成２８年度化学物質安全対策（高分子化合物の評価手法に関する調査・検討）報告書

株式会社ＬＳＩメディ 製造産業局化学物質管理課
エンス
化学物質安全室

97.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000059.zip

000060

29.4.28 E006307

平成２８年度ＩｏＴ推進のための社会システム推進事業（社会インフラ分野でのＩｏＴ活用のための基盤整備実 株式会社三菱総合 商務情報政策局
証プロジェクト）調査報告書（第１分冊）
研究所
情報通信機器課

16.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000060.pdf

000061

29.4.28 E006308

平成２８年度ＩｏＴ推進のための社会システム推進事業（社会インフラ分野でのＩｏＴ活用のための基盤整備実 株式会社三菱総合 商務情報政策局
証プロジェクト）調査報告書（第２分冊）
研究所
情報通信機器課

8.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000061.pdf

000062

29.4.28 E006309

平成２８年度ＩｏＴ推進のための社会システム推進事業（社会インフラ分野でのＩｏＴ活用のための基盤整備実 株式会社三菱総合 商務情報政策局
証プロジェクト）調査報告書（第３分冊）
研究所
情報通信機器課

17.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000062.pdf

000066

29.4.28 E006310 平成２８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等事業）報告書
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株式会社プレック
研究所

製造産業局
生活製品課住宅産業室

製造産業局化学物質管理課
オゾン層保護等推進室

8.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000053.pdf

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000066.pdf
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平成２８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等事業）報告書 株式会社プレック
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書ハンドブック(2017)
研究所
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製造産業局化学物質管理課
オゾン層保護等推進室

PDF・ZIP
容量
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000067

29.4.28 E006311

000034

29.4.25 E006279 平成２８年度電気保安関係情報調査提供事業報告書

株式会社三菱総合 商務流通保安グループ
研究所
電力安全課

45.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000034.pdf

000035

29.4.25 E006280 平成２８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）報告書

株式会社三菱総合 商務流通保安グループ
研究所
製品安全課

30.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000035.pdf

000036

29.4.25 E006281

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（海外進出拠点整備事業（インドにおける鉄道事 新日本有限責任監
貿易経済協力局資金協力課
業調査））報告書
査法人

6.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000036.pdf

000037

29.4.25 E006282

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調査） ウズベ
清水建設株式会社 貿易経済協力局資金協力課
キスタン共和国：ウズベキスタン血液事業インフラ改善調査報告書

5.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000037.pdf

000038

29.4.25 E006283

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調査） ウズベ
キスタン共和国：ウズベキスタン血液事業インフラ改善調査報告書（英語版）
清水建設株式会社 貿易経済協力局資金協力課
Study on Economic Partnership Projects in Developing Countries in FY2016 Study on Reinforcement
Project of Blood Service in the Republic of Uzbekistan

5.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000038.pdf

000039

29.4.25 E006284

東京電力ホール
平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調
ディングス株式会
査） ラオス国：国内向け独立発電事業体（ＩＰＰｓ）案件発掘調査報告書
社

貿易経済協力局資金協力課

5.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000039.pdf

000040

29.4.25 E006285

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調
東京電力ホール
査） ラオス国：国内向け独立発電事業体（ＩＰＰｓ）案件発掘調査報告書（英語版）
ディングス株式会
Study on Economic Partnership Projects in Developing Countries in FY2016 Study on Independent Power
社
Producers(IPPs) in Lao People's Democratic Republic Final Report

貿易経済協力局資金協力課

4.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000040.pdf

000047

29.4.25 E006286 平成２８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）報告書

資源エネルギー庁
一般財団法人省エ
省エネルギー・新エネルギー
ネルギーセンター
部政策課国際室

4.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000047.pdf

000049

29.4.25 E006287 平成２８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

東北経済産業局
一般財団法人材料
地域経済部地域経済課東日
科学技術振興財団
本大震災復興推進室

1.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000049.pdf

000050

29.4.25 E006288 平成２８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 製造産業局化学物質管理課
式会社
化学物質安全室

3.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000050.pdf

000023

29.4.20 E006271 平成２８年度電源立地推進調整等事業（国内外の電力産業の競争力強化等に関する調査）報告書

アーサー・ディ・リト 資源エネルギー庁
ル・ジャパン株式会 電力・ガス事業部電力市場整
社
備室

5.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000023.pdf

000025

29.4.20 E006273

アーサー・ディ・リト
ル・ジャパン株式会 製造産業局素材産業課
社

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000025.pdf

000026

29.4.20 E006274 平成２８年度エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費（ＥＶ・ＰＨＶの充電インフラに関する調査）報告書 株式会社大和総研 製造産業局自動車課

平成２８年度化学物質安全対策 東アジア・アセアンにおけるサプライチェーン構造の現状と課題把握に関
する調査 最終報告書
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8.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000067.pdf

3.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000026.pdf
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000027

29.4.20 E006275

000029

29.4.20 E006276 平成２８年度発注方式等取引条件改善調査報告書（概要版）

株式会社日本リ
サーチセンター

中小企業庁
事業環境部取引課

0.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000029.pdf

000030

29.4.20 E006277 平成２８年度発注方式等取引条件改善調査報告書（全体版）

株式会社日本リ
サーチセンター

中小企業庁
事業環境部取引課

9.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000030.pdf

000855

29.4.20 E006278 平成２８年度商業動態統計調査における調査手法の検討等に関する調査研究 報告書

株式会社三菱総合 調査統計グループ
研究所
サービス動態統計室

000015

株式会社オリエン
タルコンサルタンツ
平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調
29.4.14 E006264
グローバル,一般財 貿易経済協力局資金協力課
査）フィリピン国：ミンダナオコンテナターミナル拡張開発事業調査報告書
団法人国際臨海開
発研究センター

13.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000015.pdf

000016

株式会社オリエン
平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（円借款・民活インフラ案件形成等調
タルコンサルタンツ
査）フィリピン国：ミンダナオコンテナターミナル拡張開発事業調査報告書（英語版）
29.4.14 E006265
グローバル,一般財 貿易経済協力局資金協力課
Study on Economic Partnership Projects in Developing Countries in FY 2016,Study on Mindanao
団法人国際臨海開
Container Terminal Expansion Project in the Republic of the Philippines
発研究センター

21.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000016.pdf

000019

29.4.14 E006268

資源エネルギー庁
平成２８年度新エネルギー等導入促進基礎調査（分散型エネルギーシステムを活用したリソースアグリゲー 株式会社野村総合 省エネルギー・新エネルギー
ションビジネスの実現に向けた取組に関する調査）報告書
研究所
部政策課新産業・社会システ
ム推進室

4.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000019.pdf

000020

29.4.14 E006269

平成２８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（国内外における化学分野の貿易 株式会社野村総合
通商政策局通商機構部
に関する調査事業）調査報告書
研究所

1.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000020.pdf

000022

29.4.14 E006270

平成２８年度産業経済研究委託事業（持続的な価値創造に向けた経営・投資の在り方に関する調査研究） ＰｗＣあらた有限責
経済産業政策局産業資金課
報告書
任監査法人

7.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000022.pdf

000009

29.4.12 E006260 平成２８年度産業経済研究委託事業（法人課税負担の実態に関する調査）報告書

三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株 経済産業政策局企業行動課
式会社

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000009.pdf

000010

29.4.12 E006261 平成２８年度産業経済研究委託事業（法人税をはじめとする立地競争力に関する調査）報告書

株式会社野村総合
経済産業政策局企業行動課
研究所

3.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000010.pdf

000011

29.4.12 E006262 平成２８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
製造産業局化学物質管理課
物質評価研究機構

3.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000011.pdf

000012

29.4.12 E006263 平成２８年度地域経済産業活性化対策調査委託費（福島復興推進情報発信・調査事業）調査報告書

株式会社電通
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福島復興推進グループ
福島広報戦略室

5.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000027.pdf

6.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000855.pdf
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000017

29.4.12 E006266 平成２８年度産業技術調査事業（事業スキームに対する研究開発プロジェクトの成果の分析）調査報告書

株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ経 産業技術環境局研究開発課
営研究所

6.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000017.pdf

000018

29.4.12 E006267 平成２８年度産業技術調査事業（我が国企業の研究開発活動の支援の在り方に関する調査）報告書

株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ経 産業技術環境局研究開発課
営研究所

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000018.pdf

000001

29.4.10 E006254 平成２８年度火薬類事故防止対策事業報告書

公益社団法人 全 商務流通保安グループ
国火薬類保安協会 鉱山・火薬類監理官付

000002

29.4.10 E006255 平成２８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
製造産業局化学物質管理課
研究所

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000002.pdf

000003

29.4.10 E006256

平成２８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）報 株式会社三菱総合
製造産業局化学物質管理課
告書
研究所

3.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000003.pdf

000004

29.4.10 E006257 平成２８年度化学物質安全対策（化審法リスク評価関連届出対応改善調査）報告書

みずほ情報総研株 製造産業局化学物質管理課
式会社
化学物質安全室

3.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000004.pdf

000006

29.4.10 E006258 平成２８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 製造産業局化学物質管理課
チセンター
オゾン層保護等推進室

8.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000006.pdf

000008

29.4.10 E006259

平成２８年度地域経済産業活性化対策調査事業（先進的取組の普及による関西における外国人受入環境 株式会社 地域計
整備の促進に関する調査）報告書
画建築研究所

18.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000001.pdf

近畿経済産業局
通商部投資交流促進課

7.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000008.pdf

一般社団法人 日 商務流通保安グループ
本電気協会
電力安全課

7.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000835.pdf

000835

29.4.6 E006247 平成２８年度新エネルギー等の保安規制高度化事業(電気設備リスク評価事業に関する調査）報告書

000856

29.4.4 E006249

デロイト トーマツ コ
平成２８年度産業経済研究委託事業（ファンドに係るインベストメントチェーンの高度化を通じた我が国企業
ンサルティング合 経済産業政策局産業資金課
の産業競争力強化に関する調査研究）調査結果要旨
同会社

0.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000856.pdf

000857

29.4.4 E006250

平成２８年度産業経済研究委託事業（ファンドに係るインベストメントチェーンの高度化を通じた我が国企業
デロイト トーマツ コ
の産業競争力強化に関する調査研究）調査結果要旨（英語版）
ンサルティング合 経済産業政策局産業資金課
2016 Industrial Economic Research Commissioned Project(Research related to strengthening of industrial
同会社
competitiveness of Japanese companies through sophistication of investment chain on funds)Summary

0.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000857.pdf

000858

29.4.4 E006251

デロイト トーマツ コ
平成２８年度産業経済研究委託事業（ファンドに係るインベストメントチェーンの高度化を通じた我が国企業
ンサルティング合 経済産業政策局産業資金課
の産業競争力強化に関する調査研究）最終報告書
同会社

3.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000858.pdf

000859

29.4.4 E006252

デロイト トーマツ コ
平成２８年度産業経済研究委託事業（ファンドに係るインベストメントチェーンの高度化を通じた我が国企業
ンサルティング合 経済産業政策局産業資金課
の産業競争力強化に関する調査研究）資料編
同会社

3.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000859.pdf

000860

29.4.4 E006253

デロイト トーマツ コ
平成２８年度産業経済研究委託事業（ファンドに係るインベストメントチェーンの高度化を通じた我が国企業
ンサルティング合 経済産業政策局産業資金課
の産業競争力強化に関する調査研究）真に稼ぐ力を発揮する企業であるために
同会社

0.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000860.pdf
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000833

29.3.30 E006234

平成２８年度電気施設保安制度等検討調査（電気工作物事故情報利活用に関する在り方の調査・検討）報 株式会社三菱総合 商務流通保安グループ
告書
研究所
電力安全課

7.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000833.pdf

000834

29.3.30 E006235

平成２８年度電気施設保安制度等検討調査（信頼性重視保全によるスマートな保安の確保に関する調査・ 日本エヌ・ユー・エ 商務流通保安グループ
検討）報告書
ス株式会社
電力安全課

8.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000834.pdf

000836

29.3.30 E006236 平成２８年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（電気施設保安技術高度化の評価・検証事業）報告書

株式会社三菱総合 商務流通保安グループ
研究所
電力安全課

16.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000836.pdf

000837

29.3.30 E006237

平成２８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 日鉄住金総研株式 産業技術環境局
書
会社
研究開発課技術評価室

4.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000837.pdf

000838

29.3.30 E006238

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２８年度経済産業省構造統計（工業統計調査、商業統計調査、特定サービス産業実態調査）の今後の
調査統計グループ
＆コンサルティング
調査方法等のあり方に関する調査研究報告書（概要版）
構造統計室
株式会社

0.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000838.pdf

000839

29.3.30 E006239

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２８年度経済産業省構造統計（工業統計調査、商業統計調査、特定サービス産業実態調査）の今後の
調査統計グループ
＆コンサルティング
調査方法等のあり方に関する調査研究報告書
構造統計室
株式会社

15.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000839.pdf

000840

29.3.30 E006240 平成２８年度火薬類爆発影響低減化技術基準検討事業報告書

公益社団法人全国 商務流通保安グループ
火薬類保安協会
鉱山・火薬類監理官付

66.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000840.zip

000841

29.3.30 E006241 平成２８年度火薬類取締法技術基準見直しに係る調査事業報告書

公益社団法人全国 商務流通保安グループ
火薬類保安協会
鉱山・火薬類監理官付

2.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000841.pdf

000844

29.3.30 E006242 平成２８年度 「鉱山保安マネジメントシステム」の構築・有効化に関する調査研究事業報告書

SOMPOリスケアマ 商務流通保安グループ
ネジメント株式会社 鉱山・火薬類監理官付

4.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000844.pdf

000847

29.3.30 E006243

平成２８年度コンテンツ産業強化対策支援事業（映像コンテンツの海外展開と資金調達の在り方に関する
調査事業）報告書

三菱ＵＦＪリサーチ 商務情報政策局
＆コンサルティング 文化情報関連産業課（メディ
株式会社
ア・コンテンツ課）

1.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000847.pdf

000848

29.3.30 E006244

平成２８年度コンテンツ産業強化対策支援事業（オンラインゲームの海外展開強化等に向けた調査事業）
報告書

株式会社エヌ・
商務情報政策局
ティ・ティ・データ経 文化情報関連産業課（メディ
営研究所
ア・コンテンツ課）

2.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000848.pdf

000850

29.3.30 E006245

平成２８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
（新興国の過剰生産能力業種の構造分析））調査報告書）

株式会社野村総合
通商政策局国際経済課
研究所

4.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000850.pdf

000851

29.3.30 E006246

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（インドにおける投資促進プログラムの活用可能 株式会社フォーバ
貿易経済協力局資金協力課
性調査）調査報告書
ル

000819

29.3.28 E006229 平成２８年度電気施設保安制度等検討調査（電気保安人材の中長期的な確保に向けた調査・検討事業）

000822

29.3.28 E006230

デロイトトーマツコ
ンサルティング合
同会社

商務流通保安グループ
電力安全課

平成２８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（主要各国における知的財産権侵害事 日本技術貿易株式
製造産業局模倣品対策室
案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究）
会社
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000832

29.3.28 E006233 平成２８年度石油精製業保安対策事業（天然ガス等地下圧入保安調査）調査報告書

みずほ情報総研株 商務流通保安グループ
式会社
鉱山・火薬類監理官付

000811

29.3.22 E006222 平成２８年度石油産業体制等調査研究（ＬＰガス自動車普及に関する海外実態調査）

日本ＬＰガス協会

000812

29.3.22 E006223 平成２８年度電気施設保安制度等検討調査（配管減肉強度評価等調査）報告書

みずほ情報総研株 商務流通保安グループ
式会社
電力安全課

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000812.pdf

000813

29.3.22 E006231

平成２８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） 一般財団法人発電 商務流通保安グループ
報告書
設備技術検査協会 電力安全課

2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000813.pdf

000814

29.3.22 E006224

平成２８年度電力系統関連設備形成等調査事業（電力流通に係る事業者別ＣＯ２排出係数の算定・集計・
分析等業務）報告書

エム・アール・アイ 資源エネルギー庁
リサーチアソシエイ 電力・ガス事業部電力基盤整
ツ株式会社
備課

1.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000814.pdf

000815

29.3.22 E006225 平成２８年度電力系統関連設備形成等調査事業（直接埋設による電線地中化工法の実用性調査）報告書

資源エネルギー庁
一般社団法人日本
電力・ガス事業部電力基盤整
電気協会
備課

20.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000815.pdf

000816

29.3.22 E006226 平成２８年度中国地域のヘルスケア産業におけるIoT・ビッグデータの活用可能性調査報告書

中国経済産業局
株式会社旭リサー
地域経済部参事官（情報・ヘ
チセンター
ルスケア産業担当）付

2.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000816.pdf

000817

29.3.22 E006227 平成２８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 商務流通保安グループ
電気協会
電力安全課

6.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000817.pdf

000818

29.3.22 E006228 平成２８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）

一般社団法人日本 商務流通保安グループ
電気協会
電力安全課

40.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000818.zip

000810

29.3.16 E006221

平成２８年度地域経済産業活性化対策調査（植物工場産業の新たな事業展開と社会的・経済的意義に関
する調査事業）報告書

フロンティア・マネ
ジメント株式会社

000805

29.3.13 E006220

平成２８年度「平成２７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２７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
中小企業庁
ライドリサーチ研究
経営支援部商業課
所

000801

29.3.7 E006217

000802

29.3.7 E006218 平成２８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
資源エネルギー庁
ピーガス振興セン
資源・燃料部石油流通課
ター

9.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000802.pdf

000803

29.3.7 E006219 平成２８年度石油産業体制等調査研究（石油ガス国際市場調査）

一般財団法人日本
エネルギー経済研 資源エネルギー庁
究所 石油情報セ 資源・燃料部石油流通課
ンター

4.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000803.pdf

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

地域経済産業グループ
地域産業基盤整備課

平成２８年度産業経済研究委託事業（ローカルベンチマーク普及促進に向けた取組及びＡＢＬの現状、課題 株式会社帝国デー
経済産業政策局産業資金課
に関する調査検討）報告書
タバンク
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000783

29.3.6 E006212 平成２８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
貿易経済協力局技術協力課
研究所

1.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000783.pdf

000784

29.3.6 E006213 平成２８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
貿易経済協力局技術協力課
研究所

1.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000784.pdf

000785

29.3.6 E006214 平成２８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
貿易経済協力局技術協力課
研究所

0.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000785.pdf

000786

29.3.6 E006215 平成２８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
貿易経済協力局技術協力課
研究所

1.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000786.pdf

000800

29.3.6 E006216 平成２８年度火薬類国際化対策事業報告書

公益社団法人全国 商務流通保安グループ
火薬類保安協会
鉱山・火薬類監理官付

5.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000800.pdf

000797

29.3.2 E006206

平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業（企業の海外事業を支援する新たなファイナンス ＰｗＣアドバイザ
手法の調査事業）
リー合同会社

000798

29.3.2 E006207

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（インフラ分野に係る「実証・テスト
マーケティング事業」 実施可能性調査）ファイナルレポート

株式会社野村総合
貿易経済協力局資金協力課
研究所

3.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000798.pdf

000799

29.3.2 E006208

平成２８年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業（途上国のインフラ事業に関するコン PwCアドバイザリー
貿易経済協力局資金協力課
サルティング機能調査事業）報告書
合同会社

12.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000799.pdf

000795

29.3.1 E006204 平成２８年度新興国市場開拓事業（車検制度導入に向けたケニア共和国政府との政策対話）報告書

株式会社NTTデー
製造産業局自動車課
タ経営研究所

8.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000795.pdf

000796

29.3.1 E006205 平成２８年度アジア産業基盤強化等事業（タイにおける外国人の就労関連法制に関する調査）報告書

有限会社南風企画 貿易経済協力局技術協力課

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000796.pdf

貿易経済協力局
通商金融・経済協力課戦略輸
出室

平成２８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（FTA原産地証明に係る海外の法制 ホワイト＆ケースＬ
通商政策局経済連携課
及び企業の実施体制実態調査）
ＬＰ

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000797.pdf

12.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000775.pdf

000775

29.2.21 E006189

000779

29.2.21 E006192 平成２８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（フェーズⅡ））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
産業技術政策課技術政策企
画室

1.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000779.pdf

000720

29.1.13 E006113 平成２８年度産業経済研究委託事業(平成２８年企業の賃上げ状況等に関する調査)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

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000720.pdf

000676

29.1.6 E006106 平成２８年度電子経済産業省構築事業（法人関連情報の活用基盤に関する調査研究）調査報告書

000678

29.1.6 E006107

商務情報政策局
株式会社日立製作
情報政策課情報プロジェクト
所
室

平成２８年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（定期事業者検査に関する風力発電設備の安全性確 株式会社構造計画 商務流通保安グループ
認調査）報告書
研究所
電力安全課
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4.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000678.pdf
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平成２８年度産業経済研究委託事業（電力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）調
株式会社電通
査結果

担当課室名
電力・ガス取引監視等委員会
事務局総務課

株式会社船井総合 中小企業庁
研究所
事業環境部金融課

28.12.13 E006085 平成２８年度中小企業等に関する信用情報提供サービスの実態調査事業 報告書

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

000643

28.12.8 E006083 平成２８年度電源立地推進調整等事業（電力小売全面自由化広報フォローアップ調査）

株式会社電通

000642

28.12.5 E006080 平成２８年度エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費 （中小企業におけるＩｏＴの導入に関する調査）

株式会社三菱総合 製造産業局
研究所
ものづくり政策審議室

000610

000587

28.10.19 E006069 平成２８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

28.9.8 E006052

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合
電力・ガス事業部ガス市場整
研究所
備室

株式会社日本アプ
平成２８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
福島復興推進グループ
ライドリサーチ研究
及び周辺環境整備に向けた調査）
福島新産業・雇用創出推進室
所
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4.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000669.pdf

0.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000647.pdf

8.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000643.pdf

1.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000642.pdf

10.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000610.pdf

2.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000587.pdf

